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凡 例 

1. この目録には、平成２４年度に受け入れた県下教育機関の刊行物を収録しました。研

究紀要については、個々の掲載論文を収録しました。 

2. 目録の編成は分類順とし、分類は日本十進分類法を用いています。 

3. 目録の記載事項は次のとおりです。 

ただし、内容が明記されていない項目については省略しています。 

 分類・・・・日本十進分類法（新訂９版） 

 タイトル・・書名または論文名を記載 

 著者名・・・3人以上の場合は、1人目のみ記載 

 出版者 

 冊子名 

 収録頁 

 出版年・・・資料に従い、西暦で記載  

 登録番号・・当所での資料管理番号を記載 
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冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  201-211 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  369 

タイトル  精神障害のある人の人権を擁護する実践の課題 

著者名  美藤早苗ほか 

出版者  兵庫県人権啓発協会 

冊子名  研究紀要 第 13輯 

収録頁  23-43 

出版年  2012.3         登録番号46602 

 

分 類  369 

タイトル  ボランティアのすすめ -姫路市民意識調査結果からの分析

と提言- 

著者名  [姫路市青少年問題協議会] 

出版者  姫路市教育委員会 

冊子名  ボランティアのすすめ -姫路市民意識調査結果からの分析

と提言- 

収録頁  38 

出版年  2012.3         登録番号46824 

 

３６９．４  児童福祉 

 

分 類  369.4 

タイトル  子どもの権利の再考 -賀川豊彦の子どもへのまなざしから- 

著者名  加納史章 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  113-124 

出版年  2012.3         登録番号46557 
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分 類  369.4 

タイトル  保育課程に基づく保育実践の自己評価観点明確化手順の

開発 -私立御南保育園でのアクション・リサーチ- 

著者名  渡邊祐三/横松友義 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  137-146 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  369.4 
タイトル  要覧 平成24年度（平成23年度事業報告書） 

著者名  兵庫県立こどもの舘 

出版者  兵庫県立こどもの館 

冊子名  要覧 平成 24年度(平成 23年度事業報告書) 

収録頁100 

出版年  2012.6         登録番号46601 

 

分 類  369.4 

タイトル  N市児童館における相談支援の実際  -家族援助視点から 

著者名  太田顕子 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  33-41 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  369.4 

タイトル  幼稚園における未就園児親子への子育て支援に求められる

役割とは -M-GTAを用いた保護者インタビューの分析から- 

著者名  高畑芳美 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  43-52 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  369.4 

タイトル  地域における 0 歳児支援について -「0 歳児専用ホール開

放」における親子の実態から- 

著者名  木嶋英子 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  53-68 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  369.4 

タイトル  子育て期におけるママ友の意義と支援のあり方についての

一考察 

著者名  服巻真須美 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  79-87 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  369.4 

タイトル  インドの子育て事情  -4つの家庭のインタビューから- 

著者名  名須川 知子 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  89-96 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  369.4 

タイトル  ひょうごの児童相談 -こども家庭センター業務概要- 平成

24年7月 

著者名  兵庫県中央こども家庭センター 

出版者  兵庫県中央こども家庭センター 

冊子名  ひょうごの児童相談 -こども家庭センター業務概要- 平成

24年 7月 

収録頁  57 

出版年  2012.7         登録番号46652 

 

３７０  教育 

 

  ３７０．４ 教育論集・評論 

 

分 類  370.4 

タイトル  新任教員として、最も大切だと感じたこと 

著者名  北村康祐 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  103-108 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  370.4 

タイトル  新任教員として学んだこと 

著者名  金吉結城 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  109-112 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  370.4 

タイトル  英語教師の落書き帳 

著者名  林幹夫 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  20-25 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  370.4 

タイトル  2011年夏 ダブリン(アイルランド)見聞記 

著者名  内田省司 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  99-108 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  370.4 

タイトル  寄宿舎専任舎監としての五年目を振返って 

著者名  邊見正一 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  177-178 

出版年  2012.3         登録番号46591 
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分 類  370.4 

タイトル  兵庫の教育のめざす姿 -教員の資質能力と実践的指導力

の向上- 

著者名  藤井雅英 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  51-55 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  370.4 

タイトル  若手教員研修から見えてきたもの 

著者名  藤井雅英 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  56-60 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  370.4 

タイトル  『ほんとうの教育者はと問われて』 

著者名  廣野孝 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  115-116 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  370.4 

タイトル  兵庫教育大学学校経営研究会に参加して 

著者名  廣野 孝 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  139 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  370.4 

タイトル  今、学校教育に求められているもの 

著者名  村上慶光[講座] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  70 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  370.4 

タイトル  弁護士として生きる -上郡町の先生方へのメッセージ- 

著者名  川崎志保[講座] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  71p 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  370.4 

タイトル  社会科授業実践開発の基盤の再点検，再構築 -社会科教

育学栄えて，社会科教育滅ぶにならないために- 

著者名  米田豊 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  113-114 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７０．６ 教育団体 

分 類  370.6 

タイトル  40周年を迎えて 

著者名  兵庫県私立学校理事長会 

出版者  兵庫県私立学校理事長会 

冊子名  40周年を迎えて 

収録頁  82 

出版年  2012.11         登録番号46733 

 

  ３７０．７６ 教育調査研究機関 

 

分 類  370.76 

タイトル  相生市教育研究所年報 第22号(平成23年度) 

著者名  相生市教育研究所 

出版者  相生市教育委員会/相生市教育研究所 

冊子名  相生市教育研究所年報 第 22号(平成 23年度) 

収録頁  53 

出版年  2012.3         登録番号46568 

 

分 類  370.76 

タイトル  神戸市総合教育センター20周年記念誌 

著者名  神戸市教育委員会 

出版者  神戸市教育委員会 

冊子名  神戸市総合教育センター20周年記念誌 

収録頁  64 

出版年  2012.3         登録番号46576 

 

分 類  370.76 

タイトル  姫路市立総合教育センター紀要 2011 

著者名  姫路市立総合教育センター 

出版者  姫路市立総合教育センター 

冊子名  姫路市立総合教育センター紀要 2011 

収録頁  134 

出版年  2012.3         登録番号46578 

 

分 類  370.76 

タイトル  豊岡市教育研修センターだより No.1～No.8 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  151-166 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  370.76 

タイトル  武庫川女子大学教育研究所/子ども発達科学研究センター

2011年度活動報告 

著者名  河合優年ほか 

出版者  武庫川学院 

冊子名  武庫川女子大学教育研究所研究レポ-ト 第 42号 

収録頁  107-121 

出版年  2012.3         登録番号46648 

 

分 類  370.76 

タイトル  加西市立総合教育センター年報 創刊号(平成23年度) 

著者名  加西市立総合教育センター 

出版者  加西市立総合教育センター 

冊子名  加西市立総合教育センター年報 創刊号(平成 23年度) 

収録頁  52,24 

出版年  2012.4         登録番号46668 
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分 類  370.76 

タイトル  教育研究(修)所・教育センターにおける研修講座について

の一考察 

著者名  西川雅秀 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  98-107 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  370.76 

タイトル  ネットワークサービス等の活用推進に向けた効果的な情報発

信の在り方に関する一考察 -アンケート結果から見える実

態とメールマガジンの活用を通して- 

著者名  上月通男 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  68-75 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

３７１  教育学、教育思想 

 

  ３７１．３ 教育社会学、教育と文化 

 

分 類  371.3 

タイトル  第 75 回公開シンポジウム 乳幼児の発達とメディア -小児

神経学の立場から- 

著者名  二瓶健次 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  5-28 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

  ３７１．３１ 地域社会と学校 

 

分 類  371.31 

タイトル  信頼される学校づくり -地域と保護者の連携を通して-  

著者名  西播地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  63-67 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  371.31 

タイトル  地域から必要とされる学校づくりを目指して -新しい形の地

域連携：学校と実習施設との互恵的連携の構築に向けて- 

著者名  栗林秀忠 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  49-55 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

  ３７１．４ 教育心理学 

 

 

 

 

分 類  371.4 

タイトル  いじめ再考  

著者名  善明宣夫 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  3-12 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  371.4 

タイトル  高校生における睡眠を中心とした生活臨床の可能性 -保護

者・教師への生活実態調査の結果をもとに- 

著者名  小谷正登 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  37-49 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  371.4 

タイトル  中学校生活に対する予期不安と入学後の学校適応感に関す

る研究 

著者名  南雅則 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  103-111 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  371.4 

タイトル  中学生の教師に対する相談行動における利益とコスト -生

徒の期待と教師の予測との比較- 

著者名  加茂田智子/秋光恵子 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  23-30 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  371.4 

タイトル  茶席における児童の間主観的関係性の構築に関する有機体

発達論的研究 

著者名  宮本知子ほか 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  47-56 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  371.4 

タイトル  中学校新入生におけるレジリエンスと強迫性がリアリティショ

ックに及ぼす影響 

著者名  前田陽子ほか 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  67-72 

出版年  2012         登録番号46558 
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分 類  371.4 

タイトル  「ストップ不登校あかし」の実践推進のために -望ましい校

内支援体制や、再登校支援のための効果的方法を検討する- 

著者名  明石 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  83-88 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  371.4 

タイトル  学級を基盤としたよりよい人間関係づくりを目指して 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  97-124 

出版年  2012.3         登録番号46571 

 

分 類  371.4 

タイトル  不登校対策研修 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  117-118 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  371.4 

タイトル  平成 23 年度生活アンケートの分析(上郡町立全小学校集

計) 

著者名  上郡町教育研修所 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  67-75 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  371.4 

タイトル  「心の健康教育プログラム」の作成に関する研究 

著者名  竹原一典 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  58-67 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  371.4 

タイトル  今、学級づくりの核心は -子ども、そして先生はどうなってい

るか- 

著者名  淀澤勝治[講座] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  72 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  371.4 

タイトル  生活病理に抗するための生活臨床に関する実証的研究 研

究報告書 -高等学校編- 

著者名  小谷正登(研究代表) 

出版者  関西学院大学教職教育センター 

冊子名  生活病理に抗するための生活臨床に関する実証的研究 研

究報告書 -高等学校編- 

収録頁  86 

出版年  2011.3         登録番号46765 

  ３７１．４２ 問題行動 

 

分 類  371.42 

タイトル  児童生徒の問題行動に関する事例研究 

著者名  新井肇執筆代表 

出版者  兵庫教育大学教職大学院研究・連携推進センター 

冊子名  教職大学院テキストシリーズ No.2 

収録頁  105 

出版年  2012.3         登録番号46640 

 

  ３７１．４３ 教育診断、カウンセリング 

 

分 類  371.43 

タイトル  第78回公開シンポジウム 子どもの心と自然 

著者名  山中康裕 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  77-100 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

  ３７１．６２ 道徳教育-小学校- 

 

分 類  371.62 

タイトル  児童が楽しみにする道徳の授業を目指して 

著者名  村井寿代 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  87-91 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  371.62 

タイトル  チーム府中の挑戦 -授業づくりを核として- 

著者名  府中小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  89-92 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

３７２  教育史、教育事情 

 

  ３７２．１ 日本教育史、教育事情 

 

分 類  372.1 

タイトル  若手教職員の急増を強みに、変革し続ける組織をつくる -

京都府福知山市の小学校の現状をもとに- 

著者名  勝村輝幸 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  41-48 

出版年  2011.1         登録番号46739 
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分 類  372.1 

タイトル  智頭町立新統合小学校設立へ向けた一考察 -智頭町教育

ビジョンを実現する統合小学校設立をめざして- 

著者名  岡村篤朋 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  55-60 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

  ３７２．３３ イギリス教育史、教育事情 

 

分 類  372.33 

タイトル  平成14年度文部科学省海外研修に参加して 

著者名  今池康 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  161-182 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

  ３７２．５３ アメリカ教育史、教育事情 

 

分 類  372.53 

タイトル  アメリカにおける初等中等学校の認証評価（accreditation) 

の事例研究 -ミドルステーツ協会(MSA)による認証評価の 

場合- 

著者名  大野裕己 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  23-31 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  372.53 

タイトル  アメリカにおける教員免許・現職研修制度の新たな動向 -ペ

ンシルバニア州 Standards Aligned System に基づく教員の

資質能力改革の検討- 

著者名  大野裕己 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  47-54 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  372.53 

タイトル  米国におけるホームスクーリングによる家庭内教育の実態     

著者名  松野哲也 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  148-160 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

３７３  教育政策、教育制度、教育財政 

 

  ３７３．１ 教育政策、教育制度、学校制度 

 

 

 

 

分 類  373.1 

タイトル  「新自由主義教育改革批判」と新学習指導要領 

著者名  澁谷義人 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  7-16 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

  ３７３．２ 教育行政、教育委員会、教育視察 

 

分 類  373.2 

タイトル  Ａ市教育委員会 教育行政改善プラン -「学校の自律性の

確立」に向けた新たな動きをつくる- 

著者名  伊藤幸子 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  17-22 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  373.2 

タイトル  公教育の変容と学校経営制度の改革 

著者名  堀内孜 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  1-8 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  373.2 

タイトル  A市教育行政改善プラン -地域義務教育学校連合の取組を

通して- 

著者名  木下満明 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  67-72 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  373.2 

タイトル  「新しい公共」型学校が求める姿と統合学校に求められる姿 

著者名  中島昭生 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  99-104 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  373.2 

タイトル  新しい時代の教育行政改革 

著者名  日渡円 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  9-15 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  373.2 

タイトル  統合後の本町のめざす教育 

著者名  三木一司[講座] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  69 

出版年  2013.2         登録番号46788 
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  ３７３．７ 教員の養成･資格、教員検定 

 

分 類  373.7 

タイトル  ある非教職志望の教育実習生の語りにみる教育実習の意味

に関する研究 

著者名  荒井聖司朗/辻河昌登 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  57-65 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  373.7 

タイトル  平成 23 年度健康教育指導者養成研修参加報告 -推進コ

ース- 

著者名  中谷純子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  59 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  373.7 

タイトル  平成 23 年度健康教育指導者養成研修参加報告 -専門コ

ース- 

著者名  神田孝子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  60-61 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  373.7 

タイトル  今後の教員養成の高度化と教職大学院の在り方 

著者名  兵庫教育大学 

出版者  兵庫教育大学 

冊子名  兵庫教育大学教職大学院特別シンポジウム報告書 

収録頁  156 

出版年  2012.11         登録番号46741 

 

３７４  学校経営・管理、学校保健 

 

分 類  374 

タイトル  (旧制)中学校における職員会議の実態と機能に関する事例

研究 -第一神戸中学校における明治後期と昭和戦中期を

比較して- 

著者名  棚野勝文 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  59-73 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  374 

タイトル  学校情報セキュリティに関する研修モデルカリキュラム開発 

-研修モデルの開発と評価- 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  125-147 

出版年  2012.3         登録番号46571 

 

分 類  374 

タイトル  大規模災害発生時の学校の対応について -「地震」とその

後の「津波」- 

著者名  淡路地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  35-40 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  374 

タイトル  緊急時に対応した学校・家庭・地域間の情報管理に関する研

究（中間報告） -ネットワークを活用した効果的な情報発信

及び情報管理の実態- 

著者名  小山 智久ほか 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  41-50 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  374 

タイトル  グループウェアを活用した校務の情報化の推進に関する一

考察 -児童生徒と向き合う時間を確保するために- 

著者名  米谷繁 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  82-89 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  374 

タイトル  学校管理職・教育行政職特別研修（ニューリーダー特別研修）

実施報告書  平成２３年度 

著者名  兵庫県教育委員会 

出版者  兵庫県教育委員会 

冊子名  学校管理職・教育行政職特別研修（ニューリーダー特別研

修）実施報告書  平成２３年度 

収録頁  256 

出版年  2012.3         登録番号46674 

 

分 類  374 

タイトル  人・チーム・組織の成長で学校を変える 

著者名  塚田誠司 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  69-74 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  374 

タイトル  効果的な「学校評価」のあり方とその浸透を図るための方法

に関する考察 -「倉吉市立小学校 学校評価の進捗状況及 

び成果と課題についての調査」の結果をもとに- 

著者名  山名毅 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  87-95 

出版年  2011.1         登録番号46739 
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分 類  374 

タイトル  学校経営ビジョンの共有化と組織力を活かした教育実践 -

公立Ａ中学校の改善プランの概略- 

著者名  山本時弘 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  97-102 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  374 

タイトル  Ａ高等学校 3つの改善提案 -地元を担う人材育成を核とし

た学校力向上を目指して- 

著者名  若松明子 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  103-109 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  374 

タイトル  学校活性化のための効果的な経営支援の在り方検討 

著者名  辻克基 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  91-97 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  374 

タイトル  組織マネジメントと新しい時代の学校経営改革 

著者名  澁谷義人 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  27-33 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  374 

タイトル  経営紀要 第43集(平成24年度) 

著者名   

出版者  兵庫県小学校長会 

冊子名  経営紀要 第 43集(平成 24年度) 

収録頁  102 

出版年  2013.2         登録番号46789 

 

３７４．１ 学級経営 

 

分 類  374.1 

タイトル  より良い人間関係を築くために -子どもが元気になる取組

をめざして- 

著者名   

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  69-72 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  374.1 

タイトル  学級づくりに大切な理論・技法を学ぶ 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  89-92 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.1 

タイトル  一人ひとりが自信の持てる学級の経営をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  125-130 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.1 

タイトル  安全・安心･分かりやすい教室環境の整備 -自分の居場所

だと感じ、することがはっきり理解できる教室にしよう!- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  81-89 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  374.1 

タイトル  仲間との関わりの中で、お互いを認め合える学級経営 

著者名  柿坪達郎 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  103-108 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  374.1 

タイトル  自分の考えや意見を伝え合い、お互いを認め合う学級経営 

-特別活動・体育科・国語科の授業を通して- 

著者名  舛賀由依ほか 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  73-92 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  374.1 

タイトル  自分の思いを伝え合い、学び合う児童の育成 -複式授業を

通したコミュニケーション能力の向上をめざして- 

著者名  豊岡市立竹野南小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  11-16 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.1 

タイトル  動き出せば、景色は変わる 

著者名  長田豊 

出版者  兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 

冊子名  源流 第29号 

収録頁  40-44 

出版年  2012.3         登録番号46658 
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分 類  374.1 

タイトル  学級経営について考えよう 

著者名  片山郁彦[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  59-62 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  374.1 

タイトル  授業力の向上と学級経営 

著者名  木谷龍一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  58-61 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  374.1 

タイトル  よりよい人間関係の形成を支援する学級活動 

著者名  末澤潤樹 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  109-114 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

３７４．３ 教職員の研修 

 

分 類  374.3 

タイトル  学習指導要領改訂における英語科教員の意識調査 

著者名  木田重果 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  75-79 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  374.3 

タイトル  現職教員研修支援プログラム開発に関する調査研究報告書 

平成23年度 

著者名  兵庫教育大学 

出版者  兵庫教育大学現職教員研修支援プログラム開発プロジェクト

研修プログラムチーム 

冊子名  現職教員研修支援プログラム開発に関する調査研究報告書 

平成23年度 

収録頁  140 

出版年  2012.3         登録番号46555 

 

分 類  374.3 

タイトル  世代間交流を通じたミドル・リーダー教員の育成プログラム開

発 -研修テキスト- 

著者名  兵庫教育大学 

出版者  兵庫教育大学 

冊子名  教員研修モデルカリキュラム開発プログラム 平成23年度 

収録頁  159 

出版年  2012.3         登録番号46556 

 

 

 

 

 

 

分 類  374.3 

タイトル  小学校教員養成スタンダードに関する開発的研究 -大学卒

業時における「教員としての最小限必要な資質能力」の同定

と構造化- 

著者名  別惣淳二ほか 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  25-35 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  374.3 

タイトル  元気が出る英語教員悩み共有分科会 

著者名  伊藤麻里 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  78 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  374.3 

タイトル  続けたくなる校内研究の推進 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  9-14 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  授業や校務で ICTを活用するための実践的指導力を高める 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  15-16 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  子どもの育ちに学び、教師力を高める -VTR 検討会での実

践交流を通して- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  119-124 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  若手教員の成長に向けて 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  165-168 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  今日的な教育課題等に対応して実践的指導力を高める 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  17-18 

出版年  2012.3         登録番号46569 
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分 類  374.3 

タイトル  教員としての資質能力の向上をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  177-182 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  事務職員としての職能向上を図る 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  183-188 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  個人研究テーマをもとに授業力の向上を図る 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  189-194 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  教職3年目の若手教師の教師力の向上にむけて 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  195-200 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  ミドルリーダーとしての職能の向上をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  201-206 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  信頼される学校づくりの要としての資質能力の向上 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  207-214 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.3 

タイトル  「教職員の勤務時間の適正化」の取組のまとめ 

著者名  西脇市教育研究室 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  83-102 

出版年  2012          登録番号46577 

 

 

 

 

 

分 類  374.3 

タイトル  教科研究(トワイライト研修講座) 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  1-6 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.3 

タイトル  学びの主人公を育てる -「聴く・つなぐ・もどす」子の育成を

めざして- 

著者名  豊岡市立豊岡小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  69-72 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.3 

タイトル  小中連携教育に係る研修 -小学校ブロック別・学年別研修

- 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  7-10 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.3 

タイトル  専門性と実践的指導力の向上をめざす -基礎・基本を定着

させるための指導方法の工夫- 

著者名  日高東中学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  101-106 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.3 

タイトル  教職員短期社会体験研修 -先生の「トライやる」- 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  123-126 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.3 

タイトル  高等学校における主幹教諭の役割 

著者名  坂東修司 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  21-30 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  374.3 

タイトル  ＩＣＴを活用した授業の推進を促す校内研修の在り方につい

て -教員のＩＣＴ活用指導力の向上をめざして- 

著者名  西村直己/三原智雄 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  31-40 

出版年  2012.3         登録番号46671 
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分 類  374.3 

タイトル  校内研修の充実に向けた学校支援の在り方についての一考 

察 

著者名  行本健一 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  90-97 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  374.3 

タイトル  高等学校の学年主任に求められる資質や能力についての一

考察 

著者名  浅井英樹 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  43-50 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  374.3 

タイトル  高等学校初任者研修の充実に関する研究 -OJT の視点か

ら考える効果的な研修に向けて- 

著者名  岩井高士 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  51-57 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  374.3 

タイトル  ビジョン共有と評価育成制度活用によって協働意識を高める 

著者名  玉野伸也 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  63-68 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

３７４，５ 学校事務 

 

分 類  374.5 

タイトル  事務職員の専門性の向上をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  73-76 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.5 

タイトル  学校運営の進展に寄与する学校事務の向上 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  135-140 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  374.5 

タイトル  教務部の業務の見直しと今後の課題 

著者名  仲野幹康ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  130-131 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

３７４．７ 学校施設・設備 

 

分 類  374.7 

タイトル  デジタル活用指導力の育成 -効果的な ICT機器の活用を通

して- 

著者名  加東市教育研究所 

出版者  加東市教育研究所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  17 

出版年  2012.3         登録番号46669 

 

分 類  374.79 

タイトル  ICT の授業や校務における効果的・効率的な活用方法の研

究について 

著者名  芦屋市立打出教育文化センター 

出版者  芦屋市立打出教育文化センター 

冊子名  芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 23年度 

収録頁  36-47 

出版年  2012.3         登録番号46570 

 

分 類  374.79 

タイトル  情報機器の効果的な活用方法について 

著者名  中西應文[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  47-50 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  374.79 

タイトル  県立高等学校における思考力・判断力・表現力を高めるため

の ICT機器活用 -大型表示装置の活用促進をめざして- 

著者名  桝谷英樹 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  76-81 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  374.79 

タイトル  情報機器の効果的な活用方法について 

著者名  笹井茂行[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  45-49 

出版年  2013.2         登録番号46788 
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分 類  374.79/378 

タイトル  子どものニーズに応える教具づくりと事例研究 

著者名  芦屋市立打出教育文化センター 

出版者  芦屋市立打出教育文化センター 

冊子名  芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 23年度 

収録頁  50-65 

出版年  2012.3         登録番号46570 

 

３７４．９ 学校保健 

 

分 類  374.9 

タイトル  小学校1年生対象の「基本的生活習慣」形成プログラムの開

発及び効果の検討 -養護教諭による健康観察時の実践的

研究- 

著者名  北俊恵/藤原忠雄 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  31-37 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  374.9 

タイトル  各学校園における健康教育の推進について -養護教諭の

行う保健学習・保健指導の取組- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  77-82 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  374.9 

タイトル  現任校体力・運動能力向上プランの一考察 

著者名  神部富美子 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  121-124 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  374.9 

タイトル  食生活を考えよう -体も心も健康な子をめざして- 

著者名  西脇市立重春小学校 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  52-59 

出版年  [2012]         登録番号46577 

 

分 類  374.9 

タイトル  生きる力を育む食育 -食文化を生かしたとりくみ- 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  131-134 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  374.9 

タイトル  平成23年度全国養護教諭研究大会参加報告 

著者名  上垣浩子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  53-55 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.9 

タイトル  第61回全国学校保健研究大会参加報告 

著者名  藤井環 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  56-58 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.9 

タイトル  第64回近畿養護教諭研究協議会参加報告 

著者名  藤井環 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  62-64 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.9 

タイトル  平成23年度兵庫県養護教諭夏期実務講習会参加報告 

著者名  今井佳代子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  65-68 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.9 

タイトル  第31回全国養護教員会研究協議会参加報告 

著者名  中上友子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  69-71 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.9 

タイトル  全国養護教諭連絡協議会第17回研究協議会参加報告 

著者名  田中利子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  72-74 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.92 

タイトル  学校事故減少への取組 -養護教諭ならではの安全教育- 

著者名  姫路市養護教諭研究会3ブロック協同研究 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  29-32 

出版年  2012.10         登録番号46726 
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分 類  374.96 

タイトル  修学旅行における感染症対策 

著者名  兵庫県立学校養護教諭研究会姫路支部Aブロック共同研究 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  37-40 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

  ３７４．９７ 健康教育 

 

分 類  374.97 

タイトル  効果的な健康教育をめざして 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  127-130 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  374.97 

タイトル  健康教育のさらなる充実をめざして  -基本的生活習慣を確

立し、いのちを大切にする子どもの育成- 

著者名  木谷龍一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  51-54 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  374.97 

タイトル  保健室から広げる食の指導 -朝食から自分の生活を見直

そう- 

著者名  福西みすず 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  9-12 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.97 

タイトル  健康教育の中で自尊感情を高めるために -生活習慣と心

の健康の指導を通して- 

著者名  西村朋子 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  13-16 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.97 

タイトル  関係機関と連携した防煙教育の取組 -生徒が自分の健康

問題として考えるきっかけづくり- 

著者名  丸山和美 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  17-20 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

 

 

 

 

 

分 類  374.97 

タイトル  高校生に対する歯科保健指導の課題について -実態調査

から見えてくるもの- 

著者名  金居美幸 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  21-24 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  374.97 

タイトル  健康教育のさらなる充実をめざして -基本的生活習慣を確

立し、いのちを大切にする子どもの育成- 

著者名  中山敬[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  50-53 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  374.98 

タイトル  中学校体育における運動嫌い、体育嫌いな生徒に対する指

導方法 

著者名  竹本敏明 

出版者  兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 

冊子名  源流 第29号 

収録頁  27-39 

出版年  2012.3         登録番号46658 

 

３７５  教育課程、学習指導、教科別教育 

 

分 類  375 

タイトル  問題解決学習の充実について 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  103-108 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375 

タイトル  「総合的な学習の時間のカリキュラム」の研究 －福祉学習を

軸とした小中連携- 

著者名  出石中学校区 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  21-24 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375 

タイトル  中学校教育研究発表会 平成23年度川西市教育委員会指

定 

著者名  川西市立多田中学校 

出版者  川西市立多田中学校 

冊子名  中学校教育研究発表会 平成 23 年度川西市教育委員会指

定 

収録頁  35 

出版年  2011         登録番号46581 
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分 類  375 

タイトル  未来は“わたし”がつくる -平成23 年度キャリア教育と総合

科学類型の取り組み- 

著者名  兵庫県立兵庫高等学校 

出版者  兵庫県立兵庫高等学校 

冊子名  未来は“わたし”がつくる -平成 23 年度キャリア教育と総合

科学類型の取り組み- 

収録頁  52 

出版年  2012.5         登録番号46592 

 

分 類  375 

タイトル  新学習指導要領の実施とカリキュラム・マネジメントの課題 

著者名  武井敦史 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  1-5 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  375 

タイトル  地方公立普通科Ａ高校 改善プラン -次世代の地域活性を 

担うリーダー育成に向けた学力向上を核とするスタイル変換- 

著者名  下條謙一郎 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  57-62 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  375 

タイトル  初等社会科授業研究の基盤構築に向けて -仮説推論的な

学習方法の提案と授業評価スタンダードの開発- 

著者名  關浩和 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  111-112 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７５．１ 学習指導理論、学習指導要領 

 

分 類  375.1 

タイトル  生徒の多様な考えを引き出す発問の工夫 

著者名  久保正則 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  81-86 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  375.1 

タイトル  出会いの材「クロツグミ」実践における対話性 -バフチンの

対話論における多声(性)の観点から- 

著者名  前原裕樹 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  37-48 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

 

 

 

 

分 類  375.1 

タイトル  共通項目数が等化の精度に及ぼす影響 -大規模学力テスト

データを用いた探索的研究- 

著者名  泉毅ほか 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  49-57 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.1 

タイトル  認知的動機づけが知的興味と学習成果に及ぼす効果 -「ル

ール・事例・例外」構造をもつ教材による検討- 

著者名  黒岩督/中谷博視 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  91-98 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  375.1 

タイトル  情報化社会とNIE -学校現場での新聞活用の広がりをめざし

て- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  115-118 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.1 

タイトル  考える力、伝え合うための授業づくり -授業実践を通して- 

著者名  芦屋市立打出教育文化センター 

出版者  芦屋市立打出教育文化センター 

冊子名  芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 23年度 

収録頁  68-95 

出版年  2012.3         登録番号46570 

 

分 類  375.1 

タイトル  地域を見つめ、地域を愛する心を育てる学習づくりをめざし

て -学習内容との関連を図り、全学年が系統的に取り組む

「地域貢献活動」- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  56-65 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.1 

タイトル  地域の活性化に貢献する総合的な学習の時間の創造 -室

津の「ひと・もの・こと」との関わりを通して- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  90-101 

出版年  2012.3         登録番号46572 
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分 類  375.1 

タイトル  総合的な学習の時間ではぐくむ「伝え合う力・認め合う力」 

著者名  水野愛子 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  97-102 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.1 

タイトル  子ども同士が生き生きと伝え合うために必要な言語活動の

在り方について 

著者名  中西倫代/竹内舞 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  19-30 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.1 

タイトル  話し合い、認め合い、響き合う双葉っ子 -「対話力」を育て

る言語活動から- 

著者名  西脇市立双葉小学校 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  60-65 

出版年  2012         登録番号46577 

 

分 類  375.1 

タイトル  基礎・基本の定着と表現力を高める授業の工夫- 

著者名  西脇市立黒田庄中学校 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  78-82 

出版年  2012         登録番号46577 

 

分 類  375.1 

タイトル  自分を見つめ 心をひらき ともに生きる児童の育成 -自己

有用感を育み 認め合い 学び合いの輪を広げる- 

著者名  中筋小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  73-78 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.1 

タイトル  自分の思いや考えを伝え合い、高め合う子どもを育てる -

気づく わかる 広げる小単元を通して- 

著者名  日高小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  93-96 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.1 

タイトル  つながる子を育てる -教材(科学・文化・価値)とつながり 

仲間とつながり 未来の自分とつながる- 

著者名  三江小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  39-44 

出版年  2012.3         登録番号46579 

分 類  375.1 

タイトル  児童の思考力、判断力、表現力等を育む授業の在り方に関

する研究 -言語活動の充実を図る視点から- 

著者名  道前弘志/早瀬幸二 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  1-10 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  375.1 

タイトル  子どもの学びを共有するカリキュラムの連携について -経年

比較を通してみえてきたもの- 

著者名  村上良一/木谷龍一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  62-68 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  375.1/376.5 

タイトル  21 世紀における定時制通信制教育の在り方 -効果的な学

習指導と学習評価- 

著者名  定時制通信制部会B部門 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  41-45 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

  ３７５．１７ 学習評価、学力調査 

 

分 類  375.17 

タイトル  子どもの学力を保障する社会科学習評価 

著者名  加藤寿朗 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  77-78 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.17 

タイトル  教師の指導力を高める社会科授業評価 

著者名  服部一秀 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  75-76 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.17 

タイトル  外部テストの活用と定期テストのあり方について 

著者名  沖祐介 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  32-47 

出版年  2012.3         登録番号46567 
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分 類  375.17 

タイトル  教員の「評価力」の向上に関する研究 -観点別評価におけ

る高等学校理科考査問題の検討- 

著者名  千家弘行 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  19-26 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  375.17/375.893 

タイトル  子どもの学習意欲を高める効果的な評価方法の研究 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  75-96 

出版年  2012.3         登録番号46571 

 

  ３７５．１８ 特別活動 

 

分 類  375.18 

タイトル  児童会活動を通したコミュニケーション能力向上 

著者名  実広直子 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  93-96 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.18 

タイトル  夢がひろがる生物部 

著者名  田井彰人 

出版者  兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 

冊子名  源流 第29号 

収録頁  9-14 

出版年  2012.3         登録番号46658 

 

  ３７５．１９ 視聴覚教育 

 

分 類  375.19 

タイトル  入試長文読解の指導にプレゼンテーションソフトを使う試み 

著者名  高橋秀美 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  14-25 

出版年  2010.3         登録番号46566 

 

分 類  375.19 

タイトル  DAWソフトウエアを活用しよう! 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  109-114 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

 

 

 

 

 

分 類  375.19 

タイトル  校務の効率化で生徒と向き合う時間を増やそう 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  131-136 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.199 

タイトル  高校生の電子メールに対する利点・欠点認識がマナー意識

の形成に及ぼす影響 -携帯電話を用いたコミュニケーション

に焦点を当てて- 

著者名  森山潤ほか 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  81-89 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  375.199 

タイトル  コンピュータ活用と指導者の育成をめざす -自信を持って子

どもにコンピュータを開放できる教師- 

著者名   

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  137-142 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.199 

タイトル  教科「情報」におけるプレゼンテーション指導について 

著者名  森本俊一 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  94-106 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

  ３７５．２ 生活指導、生徒指導 

 

分 類  375.2 

タイトル  心的外傷体験をもつ女児の教育場面におけるレジリエンスと

アタッチメントの検討 -書籍の会話分析を通して- 

著者名  澁江裕子/葛西真記子 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  75-89 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.2 

タイトル  小学校・中学校の連携を強めた指導体制の確立をめざして 

著者名  中山敬[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  41-44 

出版年  2013.2         登録番号46788 
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分 類  375.2/376.5 

タイトル  21 世紀における定時制通信制教育の在り方 -生徒の多様

化に応じた指導の在り方について- 

著者名  定時制通信制部会C部門 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  46-50 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  375.23 

タイトル  教育相談活動報告書 平成23年度 

著者名  川西市教育委員会 

出版者  川西市教育委員会教育支援室教育情報センター 

冊子名  教育相談活動報告書 平成23年度 

収録頁  59 

出版年  2012.5         登録番号46575 

 

分 類  375.25 

タイトル  『生き方を考える進路指導』を目指して -緑台中学校の進路

学習・進路指導の取り組み- 

著者名  植本真理子 

出版者  川西市教育情報センター 

冊子名  かわにしの教育 -教育実践記録- 46号(平成 23年度) 

収録頁  73-88 

出版年  2012.3         登録番号46574 

 

分 類  375.29 

タイトル  但馬の子ども -小・中学生、作文・詩集- 第 45 集(2011

年) 

著者名  兵庫県立但馬文教府 

出版者  兵庫県立但馬文教府 

冊子名  但馬の子ども -小・中学生、作文・詩集- 第45集(2011年) 

収録頁  81 

出版年           登録番号46596 

 

  ３７５．３ 社会科教育 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会科メディア・スタディズのための中学校社会科歴史 の開

発 -明治政府のメディア対策- 

著者名  吉田正生 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  1-10 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.3 

タイトル  「マルチ・スケール」アプローチによる小学校社会科学習 -小

学校第５学年「工場のある場所と広がり-自動車工業-」の

内容開発- 

著者名  埴岡靖司 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  11-20 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

 

 

 

分 類  375.3 

タイトル  小学校社会科授業における概念形成過程 -知識の「習

得」・「活用」を組み込んだ第 4 学年「岐阜県の伝統工芸品」

の単元構成を事例として- 

著者名  浅野光俊 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  21-30 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.3 

タイトル  経験知・直観・反証可能性を組み込んだ小学校社会科の授

業設計 -授業理論の開発から授業実践・単元テストへ- 

著者名  下館史嗣 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  31-40 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会的意思決定の批判的研究としての授業 -真理性と正

当性を保障する意思決定型授業「原発政策」の開発- 

著者名  土肥大次郎 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  61-70 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会科教育研究における授業開発の意義と課題 

著者名  原田智仁 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  71-74 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会科固有の「読解力」形成のための授業構成と実践分析

(Ⅲ)-新聞の読み解きを手がかりにして- 

著者名  關浩和ほか 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  5-14 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  375.3 

タイトル  地域素材をいかした授業展開を探る 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  161-164 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会科の基礎学力向上と小中の効果的な連携 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  49-74 

出版年  2012.3         登録番号46571 
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分 類  375.3 

タイトル  郷土について学び、郷土を愛する心豊かな児童の育成を目

指して -職員研修による地域教材の開発を通して- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  66-80 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.3 

タイトル  自ら考え自ら学ぶ子どもを育てる生活科 -交流を通し学ぼ 

       う 

著者名  東端真弓/上原友里 

出版者  川西市教育情報センター 

冊子名  かわにしの教育 -教育実践記録- 46号(平成 23年度) 

収録頁  59-72 

出版年  2012.3         登録番号46574 

 

分 類  375.3 

タイトル  より効果のある小中連携カリキュラムをめざして -小中連携

カリキュラムの見直し・連携- 

著者名  中西應文[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  21-25 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  375.3 

タイトル  大学院で学んだこと，活かしていること 

著者名  馬野範雄 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  109-110 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  地理・歴史科、公民科における言語活動の充実について -

資料を活用して探究する力、表現する力の育成をめざして- 

著者名  清水伸宏 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  35-42 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  375.3 

タイトル  より魅力ある授業づくりをめざして -郷土教材の掘り起こし

と、活用の考察- 

著者名  村上良一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  24-28 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  375.3 

タイトル  地域再生とコミュニティ問題をどう扱うか 

著者名  吉水裕也 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  115 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  社会的物質代謝を視点とする生活科授業構成の性格 -小2

生活科授業実践「ぶどうものがたり」を手がかりに- 

著者名  峯岸由治 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  1-10 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  「社会系教科教育授業実践の持続的研究とその基盤構築」

の内容と意義 

著者名  中村哲 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  101-107 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  住民参加型政治を基盤にしたコミュニティ再生問題に関する

内容開発 -「マルチ・スケール」アプローチによる小学校６年

生「災害復旧の取組」の学習- 

著者名  埴岡靖司 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  116-117 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  資源・エネルギーと環境問題をどう扱うか 

著者名  藤原孝章 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  122 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  情意的立場から合理的立場への「視点」の転換による概念

の獲得 -小学校第３学年「地域の特産物」を事例にして- 

著者名  小田浩平 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  11-20 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  3.11 の資源・エネルギー環境学習の論点 -公民科「再生可

能エネルギー政策と自治体」の単元開発を事例に- 

著者名  石川照子 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  123-124 

出版年  2012.12         登録番号46790 
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分 類  375.3 

タイトル  エネルギー・環境問題をめぐる不易と流行 -「社会科教育で

も，社会科教育でしか，社会科教育でこそ」- 

著者名  中本和彦 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  125-126 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.3 

タイトル  持続可能な社会の形成者育成としての社会科観光学習 -イ

ギリス地理テキストブック”Horizon 2 Geography 11-14”を

手がかりにして- 

著者名  佐藤克士 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  21-30 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７５．３１ 公民 

 

分 類  375.313 

タイトル  中学校社会科における「節電教育」の方向性 -公民的分野

「資源・エネルギー問題～発電所から“節電所”へ～」を通し

て- 

著者名  樋口雅夫 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  127-128 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.313 

タイトル  トレード・オフの概念を組み込んだ中学校社会科公民的分野

の授業開発 -小単元「派遣労働問題」を事例として- 

著者名  大津圭介 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  41-50 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.314 

タイトル  高等学校公民科における討論授業の対象化と批判的分析 

-ＴＶ番組「ハーバード白熱教室」の活用を通して- 

著者名  松井克行 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 23号(2011年) 

収録頁  51-60 

出版年  2011.12         登録番号46413 

 

分 類  375.314 

タイトル  公民科「倫理」における価値判断力の育成 -エンハンスメン

ト問題に焦点を当てて- 

著者名  行壽浩司 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  91-100 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

 

分 類  375.314 

タイトル  生徒の当事者意識向上を意図した高等学校公民科の授業

開発とその評価 -単元「水資源問題」を事例に- 

著者名  品川勝俊 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  71-80 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.314 

タイトル  高等学校公民科における「生徒が自ら構築する合理的意思

決定学習の方法論的意義」 -日本のＴＰＰ参加問題を事例

として- 

著者名  田中一裕 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  81-90 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７５．３２ 歴史 

 

分 類  375.32 

タイトル  グローバルヒストリーとしてのWorld History for Us All のカリ

キュラム構成 -トランスナショナルでトランスカルチュラルな歴

史学習への可能性- 

著者名  二井正浩 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  51-60 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.323 

タイトル  歴史事象の因果関係を「説明」する中学校社会科歴史授業

の開発 -単元「武士の台頭と武家政権の成立」における『説

明モデル』の作成を通して- 

著者名  船田次郎 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  61-70 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７５．３３ 地理 

 

分 類  375.333 

タイトル  防災を視点として地域的特色を追究する中学校社会科の授

業構成 -地理的分野「身近なコミュニティの調査」を中心に- 

著者名  塩満貞徳 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  118-119 

出版年  2012.12         登録番号46790 
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分 類  375.333 

タイトル  地図を通した学習における地域認識形成の論理 -中学校社

会科地理的分野「近畿地方」の授業開発において- 

著者名  小谷恵津子 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  31-40 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.333 

タイトル  クリティカル・シンキングの因果関係決定方略を用いた社会

科授業設計 -中学校地理的分野「地域間の結び付き」の授

業モデル開発- 

著者名  西沖尚士 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  41-50 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

分 類  375.334 

タイトル  防災ガバナンスのアクターとしてのコミュニティ再生問題に関

する単元開発 -高等学校地理Ａ「自然災害と防災」「地域の

地理的諸課題と地域調査」単元を通して- 

著者名  吉水裕也 

出版者  社会系教科教育学会 

冊子名  社会系教科教育学研究 第 24号(2012年) 

収録頁  120-121 

出版年  2012.12         登録番号46790 

 

  ３７５．４ 科学教育 

 

分 類  375.4 

タイトル  中学生の「数学嫌い」「理科嫌い」は本当か -潜在意識調査

から得られた教育実践への提言- 

著者名  内田昭利/守 一雄 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  221-227 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.4 

タイトル  科学教育類型の開設と 3年間のあゆみ 

著者名  小宮山宏之 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  35-52 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

分 類  375.4 

タイトル  新学習指導要領の導入に伴う高等学校現場での課題 

著者名  小宮山宏之 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  53-54 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

  ３７５．４１ 数学、算数科 

 

分 類  375.41 

タイトル  小中連携を軸に算数・数学的活動を考える 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  1-20 

出版年  2012.3         登録番号46571 

 

分 類  375.41 

タイトル  主体的に学び、交流し、発信する児童の育成 -一人一人が

主人公！自ら課題解決学習を図る授業づくり- 

著者名  中竹野小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  51-56 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.412 

タイトル  算数的活動を通して、考える力を育てる授業づくり 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  27-32 

出版年  2012.3         登録番号4656 

 

分 類  375.412 

タイトル  算数科新学習指導要領のねらいを達成するための学習指導

法の研究 -算数的活動を通して、伝えあう力を高める- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  32-40 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.412 

タイトル  算数的表現方法を用いて、主体的に学び合う授業の創造 

著者名  藤原隆明/浦野聡子 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  31-42 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.412 

タイトル  ともに学び合う《学び》の創造 -算数科における言語活動

の充実をめざして- 

著者名  神美小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  79-84 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.412 

タイトル  きく・考える・あらわす -算数科の言語活動の充実をめざし

て- 

著者名  港東小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  85-88 

出版年  2012.3         登録番号46579 
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分 類  375.412 

タイトル  活用する力(思考力・判断力・表現力)を育む授業づくり -ガ

イド学習を用いた算数科学習- 

著者名  高橋小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  97-100 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.412 

タイトル  児童・生徒の意欲を高め、学力の定着を図る算数・数学教育

の在り方を探る 

著者名  寺本和義[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  26-30 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  375.412 

タイトル  児童・生徒の意欲を高め、学力の定着を図る授業づくり 

著者名  中山敬[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  29-31 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  375.413 

タイトル  小学校から中学校へ -学習面を支える数学の授業- 

著者名  細川吉彦 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  43-48 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.413 

タイトル  ＩＣTを活用した『わかる授業』の実践研究 -中学校数学科で

の実践を通して- 

著者名  上野宝博ほか 

出版者  宝塚市立教育総合センター 

冊子名  研究紀要 第84号(平成 23年度) 

収録頁  1-16 

出版年  2012.3         登録番号46736 

 

  ３７５．４２ 理科 

 

分 類  375.42 

タイトル  理科授業における科学的思考の評価方法に関する資料 -

『楽しい理科授業』の文献調査より- 

著者名  澁江靖弘/岡田浩一 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  117-126 

出版年  2012         登録番号46558 

 

 

 

 

 

 

分 類  375.42 

タイトル  サマーセミナー「昆虫探検隊」の取組 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  95-102 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.42 

タイトル  科学する但馬の子ども -研究集録- 第44回 

著者名  兵庫県立但馬文教府 

出版者  兵庫県立但馬文教府 

冊子名  科学する但馬の子ども -研究集録- 第44回 

収録頁  124 

出版年  2012.3         登録番号46595 

 

分 類  375.42 

タイトル  兵庫「咲いテク」事業報告書 平成23年度 

著者名  兵庫「咲いテク」事業推進委員会 

出版者  兵庫「咲いテク」事業推進委員会 

冊子名  兵庫「咲いテク」事業報告書 平成23年度 

収録頁  53 

出版年  2012.3         登録番号46597 

 

分 類  375.42 

タイトル  サイエンスフェア in兵庫 第5回 

著者名  兵庫「咲いテク」事業推進委員会 

出版者  兵庫「咲いテク」事業推進委員会 

冊子名  サイエンスフェア in兵庫 第 5回 

収録頁  72 

出版年  2013          登録番号46791 

 

分 類  375.422 

タイトル  半具体的視点移動を用いた小学校理科天体分野の「観測

型」学習の可能性 

著者名  松本榮次/松本伸示 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  213-219 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.422 

タイトル  嬉野台周辺の自然林の調査と自然観察研修用プログラムの

開発 

著者名  坂口隆康 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  73-79 

出版年  2012          登録番号46558 

 

分 類  375.422 

タイトル  新学習指導要領における理科授業のあり方 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  33-36 

出版年  2012.3         登録番号46569 
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分 類  375.422 

タイトル  科学的な見方・考え方を育む理科教育 

著者名  木谷龍一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  31-35 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  375.422 

タイトル  科学的な見方・考え方を育む理科教育の創造 

著者名  村上良一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  32-36 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  375.423 

タイトル  理科授業における場面解決型の作問指導における思考過

程 : 問題推敲時の思考が問題に表出されることによる表現

力としての評価可能性の検討 

著者名  平田豊誠/松本伸示 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  229-238 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.423 

タイトル  理科新学習指導要領のねらいを達成するための学習指導法

の研究 -地名に残る大地の変動- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  41-55 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.423 

タイトル  豊な人間性を育み、自ら学び、自ら考える理科教育をめざし   

て  

著者名  但馬中学校教育研究会理科部会 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  57-64 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.424 

タイトル  平成 20 年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発

実施報告書 第4年次 

著者名   

出版者  兵庫県立神戸高等学校 

冊子名  平成 20 年度指定スーパーサイエンスハイスクール研究開発

実施報告書 第 4年次 

収録頁  120,50 

出版年  2012.3         登録番号46589 

 

  ３７５．４９ 保健・体育科 

 

 

 

 

分 類  375.49 

タイトル  幼児・児童・生徒の運動意欲を高めるための指導のあり方 

著者名  芦屋市立打出教育文化センター 

出版者  芦屋市立打出教育文化センター 

冊子名  芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 23年度 

収録頁  98-145 

出版年  2012.3         登録番号46570 

 

分 類  375.49 

タイトル  性教育への養護教諭のかかわり 

著者名  濱口雅代 

出版者  兵庫県養護教諭研究会連盟 

冊子名  いずみ No.66 

収録頁  33-36 

出版年  2012.10         登録番号46726 

 

分 類  375.492 

タイトル  身体接触を伴う運動「カバディ」の教育的効果について -小

学校3年生児童を対象として- 

著者名  筒井茂喜ほか 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  265-276 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.492 

タイトル  体育科における「遊び」の定義と実践における有効性と可能  

性 

著者名  佐々敬政/中島友樹 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  277-288 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.492 

タイトル  小学校体育授業における教師の実践的知識への介入が教

授活動に及ぼす効果 -教師の教授戦略と授業の「出来事」

への気づきとの関係を中心に- 

著者名  山口孝治ほか 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  289-302 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.492 

タイトル  豊かなかかわりを通して、子どもの願いが実現できる体育学

習 

著者名   

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  37-42 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

  ３７５．５ 技術・家庭科 
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分 類  375.5 

タイトル  技術科教育における生活応用力を育成する学習指導方法に

関する研究課題の展望 

著者名  上之園哲也/森山潤 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  127-136 

出版年  2012          登録番号46558 

 

 ３７５．６ キャリア教育 

 

分 類  375.6 

タイトル  教科で取り組むキャリア教育に関する研究 -小学校におけ

る理科教育とキャリア教育- 

著者名  谷川直也 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  9-18 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

３７５．７ 芸術 

 

分 類  375.7/376 

タイトル  感性を働かせながら、つくりだす喜びを味わわせることを通し

て、創造性豊かな子どもを育てる研究 -つくる喜びを感じる

- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  11-22 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.76 

タイトル  音楽科授業における教師の思考に関する基礎的研究 -ドナ

ルド・ショーンの反省的実践家理論を手がかりとして- 

著者名  高見仁志 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  239-247 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.76 

タイトル  中学校と小学校での音楽教育の実践 -音楽の 1 時間を楽

しく リコーダー指導の教育実践を中心に・・・- 

著者名  前田育子 

出版者  川西市教育情報センター 

冊子名  かわにしの教育 -教育実践記録- 46号(平成 23年度) 

収録頁  42-58 

出版年  2012.3         登録番号46574 

 

分 類  375.76 

タイトル  学ぶ喜びや楽しさを分かち合い、いきいきと表現する清滝っ

子の育成 -認め合い、高め合う集団づくりを通して- 

著者名  豊岡市立清滝小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  45-50 

出版年  2012.3         登録番号46579 

分 類  375.762 

タイトル  韓国の民俗芸能カンカンソーレの音楽科教材としての可能   

性 

著者名  金奎道 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  249-263 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

３７５．８ 国語科 

 

分 類  375.82 

タイトル  思考力・判断力・表現力の育成を図るための言語活動の追

求 -思考力・判断力・表現力の育成過程が見える単元構想

と展開- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  143-148 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.82 

タイトル  子どもたちに力をつける国語科の授業づくり 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  21-26 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.82 

タイトル  確かな言葉の力を育てる指導の研究 -文学的な文章・説明

的な文章の「比べ読み」を通して- 

著者名  尼崎市立教育総合センター 

出版者  尼崎市立教育総合センター 

冊子名  研究報告書(紀要49号) 

収録頁  21-48 

出版年  2012.3         登録番号46571 

 

分 類  375.82 

タイトル  国語科新学習指導要領のねらいを達成するための学習指導

法の研究 -読みの力を高めるための言語活動の工夫- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  23-31 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  375.82 

タイトル  読む力を高める学習指導のありかた -一人一人の学びを大

切に- 

著者名  近藤三恵ほか 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  1-18 

出版年  2012.2         登録番号46573 
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分 類  375.82 

タイトル  国語科におけるコミュニケーション能力の育成 

著者名  花房鉄平 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  49-54 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.82 

タイトル  豊かに想像し、確かに伝え合う力の育成 -叙述を根拠にし

た読解とその活用を図る指導を目指して- 

著者名  西脇市立芳田小学校 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  66-69 

出版年  2012          登録番号46577 

 

分 類  375.82 

タイトル  生き生きと主体的に学び合う授業をめざして -友だちと共

に書く喜びを味わい、文字に気づき生活に生かす書写指導

の工夫- 

著者名  豊岡市立八代小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  33-38 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.82 

タイトル  確かな読解力とことばの育成に向けて 

著者名  笹井茂行[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  15-20 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  375.83 

タイトル  クリティカル・リーディングする力を養う発問と授業形態の工

夫 

著者名  水野広大 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  55-60 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.85 

タイトル  国語科で PISA 型読解力を測るための工夫について -PISA

調査問題(読解)と公立高校入試問題の比較を通して- 

著者名  赤藤千鶴 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  1-8 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  375.862 

タイトル  確かな読解力とことばの力の育成に向けて -「書く力」を高

める指導法を探る- 

著者名  笹井茂行[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  18-23 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

  ３７５．８９ 外国語教育 

 

分 類  375.893 

タイトル  英語教育におけるタスクの統合 -平成 20 年告示中学校学

習指導要領をふまえて- 

著者名  大喜多喜夫 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  13-22 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  375.893 

タイトル  How Wide Is the Gulf between PPP and TBLT?=PPPと TBLT

の溝はどれくらい大きいか? 

著者名  宮迫靖静 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  1-13 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  375.893 

タイトル  「小学校英語活動指導者・研究者の育成」成果報告書 

著者名  兵庫教育大学大学院 

出版者  兵庫教育大学大学院学校教育研究科 

冊子名  組織的な大学院教育改革推進プログラム 平成21年度(大学

院GP)採択事業 

収録頁  187p 

出版年  2012.3         登録番号46559 

 

分 類  375.893 

タイトル  コミュニケーション能力の素地となる楽しい英語活動をめざし

て -学級づくりにいかして- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  43-48 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  375.893 

タイトル  小・中連携を育む，楽しい外国語活動・英語学習 

著者名  芦屋市立打出教育文化センター 

出版者  芦屋市立打出教育文化センター 

冊子名  芦屋市教育研究部会委嘱研究報告書 平成 23年度 

収録頁  4-33 

出版年  2012.3         登録番号46570 
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分 類  375.893 

タイトル  小・中が連携した英語教育 -意欲的に英語でコミュニケーシ

ョンする姿をめざして- 

著者名  松本清美 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  67-72 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.893 

タイトル  英語の授業における「話すこと」の力を育成する指導の充実

について -「音読」から発展して行う「話すこと」の指導の充

実に関する一考察- 

著者名  井上真理 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究のまとめ [平成23年度] 

収録頁  27-34 

出版年  2012.3         登録番号46672 

 

分 類  375.8932 

タイトル  伝え合う力を育む英語活動 -英語に親しんでコミュニケーシ

ョンを図ろうとする子の育成- 

著者名  西脇市立桜丘小学校 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  70-77 

出版年  2012          登録番号46577 

 

分 類  375.8933 

タイトル  実践的なコミュニケーション能力の基礎を養う英語学習 

著者名  善積沙織 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  61-66 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  375.8933 

タイトル  コミュニケーション能力の育成 -基礎・基本の定着と活用す

る力を求めて- 

著者名  豊岡市中学校教育研究会英語部会南ブロック 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  65-68 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  375.8933 

タイトル  中学校英語科における指導方法の改善に関する研究 -安

倉中Can-Doリストの作成に向けて- 

著者名  髙木浩志/佐野圭一 

出版者  宝塚市立教育総合センター 

冊子名  研究紀要 第84号(平成 23年度) 

収録頁  17-41 

出版年  2012.3         登録番号46736 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  375.8934 

タイトル  「もっと英語が好きになる」授業をめざして -国際教養コー

スでの実践- 

著者名  小川裕子 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  4-19 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  375.8934 

タイトル  教室での英語使用経験と生徒のモティベーション 

著者名  大和真澄 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  26-36 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  375.8934 

タイトル  英語科における文化教育の問題点 -教材の選択が生徒の

他文化理解に与える影響- 

著者名  森康成 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  37-49 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  375.8934 

タイトル  イディオムに現れた Situation 'it'の諸相 

著者名  大浜健治 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  50-57 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  375.8934 

タイトル  Motivation としての Animation -学校設定科目における試み

- 

著者名  中野泰 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  4-13 

出版年  2010.3         登録番号46566 

 

分 類  375.8934 

タイトル  生徒の英語基礎力をどう涵養するか 

著者名  木村達哉 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  47-57 

出版年  2010.3         登録番号46566 

 

分 類  375.8934 

タイトル  自己表現活動を中心とした授業展開 

著者名  西田智恵子 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  3-15 

出版年  2012.3         登録番号46567 
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分 類  375.8934 

タイトル  高1からの英語苦手克服授業の工夫3つの柱 

著者名  岡山直樹 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  16-31 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  375.8934 

タイトル  スピーキング評価と指導 

著者名  今井裕之 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  48-53 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  375.8934 

タイトル  英語スピーチの指導 

著者名  野村和宏/玉村公一 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  54-64 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  375.8934 

タイトル  学び合い、高め合う -ペアワークの取り組み- 

著者名  廣畑陽子 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  65-73 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  375.8934 

タイトル  誰でもできる! All English 授業モデルの提案 

著者名  藤本直哉 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  74-77 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  375.8934 

タイトル  今後の英語教育の目指すべき方向 -「学習者自律」「グロー

バル教育」「国際競争力」の3つの視点からの考察- 

著者名  津田敦子 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  55-79 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

  ３７５．９ 教科書 

 

分 類  375.9 

タイトル  横書き句切り符号の混在状況に内在する問題 -小・中学校

教科書における状況と教員アンケート結果から- 

著者名  森本孝 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  99-108 

出版年  2012         登録番号46558 

分 類  375.9 

タイトル  災害や防災は日本の過去の英語科教科書の中でどのように

記述されてきたのか -明治から平成にかけて- 

著者名  森康成 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  79-98 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

３７６  幼児・初等・中等教育 

 

分 類  375/376 

タイトル  響き合い、高め合い、共に伸びる子 -『つながり』を大切にし

た授業・保育の創造- 

著者名  高砂市立伊保南小学校/高砂市立伊保南幼稚園 

出版者  高砂市立伊保南小学校/高砂市立伊保南幼稚園 

冊子名  教育課程研究・保育内容研究中間発表会 平成 23・24 年度

高砂市教育委員会指定 

収録頁  1冊 

出版年           登録番号46583 

 

分 類  376 

タイトル  自尊感情を高めるために -幼・小・中の発達段階を踏まえて

- 

著者名  揖龍教育研究所 

出版者  揖龍教育研究所 

冊子名  揖龍教育 第 88号(平成 23年度) 

収録頁  1-10 

出版年  2012.3         登録番号46572 

 

分 類  376 

タイトル  西脇中学校区教育連携研究事業 

著者名  西脇市教育研究室 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  1-12 

出版年  2012         登録番号46577 

 

分 類  376 

タイトル  地域の人・もの・自然とのふれ合いを通した心豊かでたくまし

い園児・児童・生徒の育成 

著者名  西脇市教育研究室 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  13-24 

出版年  2012         登録番号46577 

 

分 類  376 

タイトル  子どもたちの自力と人間力を高める取組を推進する 

著者名  西脇市教育研究室 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  25-39 

出版年  2012         登録番号46577 
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分 類  376 

タイトル  黒田庄中学校区教育連携研究事業 

著者名  西脇市教育研究室 

出版者  西脇市教育研究室 

冊子名  研究集録 平成 23年度 

収録頁  40-51 

出版年  2012         登録番号46577 

 

分 類  376 

タイトル  保幼小連携に係る保育・教育の学び -思いを伝え合う力を

はぐくむ- 

著者名  豊岡市立田鶴野幼稚園 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  107-110 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  376 

タイトル  自分の考えを生き生きと表現し、伝え合う子どもの育成 -生

きて働く言語力を育む授業づくり- 

著者名  寺坂小学校 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  17-20 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  376 

タイトル  学びをつなぐ保・幼・小連携 -発達段階に応じた言語力の

育成をめざして- 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  25-28 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  376 

タイトル  五荘小学校区保・幼・小連携推進事業 -1 年の交流行事を

通して、育む、つながる- 

著者名  豊岡市教育研修センター 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  29-32 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  376 

タイトル  兵庫県立芦屋国際中等教育学校の挑戦 -多文化共生をめ

ざして- 

著者名  楠本信治 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  111-114 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

  ３７６．１ 幼児教育、保育 

 

 

 

 

 

分 類  376.1 

タイトル  第79回公開シンポジウム ロボットから読み解く乳幼児の発

達 

著者名  長井志江 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  101-127 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

分 類  376.1 

タイトル  第 80 回公開シンポジウム 子育て・子育ちの基本について

考える -アタッチメントと子どもの社会性の発達- 

著者名  遠藤利彦 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  129-156 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

分 類  376.1 

タイトル  小学校1年生が捉えた幼稚園と小学校の違いと環境への適

応過程に関する研究 -修正版グラウンデッド・セオリー・アプ

ローチを用いて- 

著者名  椋田善之/佐藤真 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  15-24 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  376.1 

タイトル  兵庫県公立幼稚園における子育て支援に関する研究 

著者名  楠本洋子/名須川知子 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  15-21 

出版年  2012          登録番号46558 

 

分 類  376.1 

タイトル  ホームページ発信についての基礎や技術を学ぶ 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  149-154 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  376.1 

タイトル  幼児の心の揺れをしかける保育をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  155-160 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  376.1 

タイトル  幼稚園教育の充実をめざして -資質と指導力を高める- 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  169-174 

出版年  2012.3         登録番号46569 
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分 類  376.1 

タイトル  幼児の発達や興味に応じた保育内容と教師の援助を考える 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  49-52 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  376.1 

タイトル  意欲的に遊ぶ子どもを目指して -表現活動を通して- 

著者名  金山留美/藤岡三恵 

出版者  川西市教育情報センター 

冊子名  かわにしの教育 -教育実践記録- 46号(平成 23年度) 

収録頁  3-27 

出版年  2012.3         登録番号46574 

 

分 類  376.1 

タイトル  遊びや友達とのかかわりを通して生き生きと遊ぶ子どもを育

てる -伝承遊びを楽しみながら- 

著者名  爲房晃江 

出版者  川西市教育情報センター 

冊子名  かわにしの教育 -教育実践記録- 46号(平成 23年度) 

収録頁  28-41 

出版年  2012.3         登録番号46574 

 

分 類  376.1 

タイトル  幼児の生活体験を表現につなげる保育  -5 歳児の歌作り

の事例から- 

著者名  小林みどり/大林容子 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  1-12 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  376.1 

タイトル  幼稚園における箸使いの習得に関する事例研究 

著者名  鄒徳純 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  13-24 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

 

分 類  376.1 

タイトル  教育目標の具現化と教員の健康管理について 

著者名  阪神地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  31-34 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  376.1 

タイトル  未就園児保育における幼稚園教諭の専門性  -保護者の意

識調査を手がかりに- 

著者名  今岡由季 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  69-77 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  376.1 

タイトル  幼児教育と小学校教育を滑らかにつなぐために -保・幼・小

の共通カリキュラムについて- 

著者名  本林靖子[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  55-58 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  376.1 

タイトル  連携カリキュラムの効果検証について -小・中学校のなめら

かな連携にむけて- 

著者名  笹井茂行/片山郁彦[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  63-66 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  376.1 

タイトル  小学校・中学校の連携を強めた指導体制の確立をめざして 

著者名  笹井茂行[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  42-46 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  376.1 

タイトル  児童生徒の連続的な学びにつなげる小中連携の在り方 -

中１ギャップの解消に向けて- 

著者名  木村明宏/上田純子 

出版者  兵庫県立教育研修所 

冊子名  研究紀要 第 122集 

収録頁  11-20 

出版年  2012.3         登録番号46671 

 

分 類  376.1 

タイトル  保・幼・小の連携を深め、小学校への滑らかな接続を進める 

-就学前教育と小学校教育の学びをつなぐ- 

著者名  上林秀子[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  54-57 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

  ３７６．２ 小学校 

 

分 類  376.2 

タイトル  響き合い、高め合い、共に伸びる子 -『つながり』を大切にし

た授業の創造- 

著者名  高砂市立伊保南小学校 

出版者  高砂市立伊保南小学校 

冊子名  研究のまとめ 平成23年度 

収録頁  1冊 

出版年              登録番号46582 
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分 類  376.2 

タイトル  共に学び合う子どもを育てる 

著者名  宝塚市立長尾台小学校 

出版者  宝塚市立長尾台小学校 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  117 

出版年  2012.3         登録番号46584 

 

分 類  376.2 

タイトル  京都府木津川市立木津小学校改善プラン -伝統校の強み

を生かした『未来志向型学力』向上システムの構築- 

著者名  遠藤順子 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  41-46 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

  ３７６．３ 中学校 

 

分 類  376.3 

タイトル  研究紀要 平成23年度 

著者名  兵庫県川西市立多田中学校 

出版者  兵庫県川西市立多田中学校 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  85 

出版年  2012          登録番号46585 

 

分 類  376.3 

タイトル  山口県 A 中学校改善プラン -荒れを克服した学校における

ゼロからプラスに向けての学校づくり－ 

著者名  升本雅巳 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  121-126 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.3 

タイトル  A 中学校学校改善プラン -特別支援教育の視点を取り入れ

た校内研究を通して教職員の意識改革を図る- 

著者名  吉田幸平 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  133-138 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

  ３７６．４ 高等学校 

 

分 類  376.4 

タイトル  大学進学率からみた普通科高校 -公立普通科高校の校長

調査から- 

著者名  南本長穂 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  23-36 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

 

 

分 類  376.4 

タイトル  学力向上プロジェクト事業実践報告集 平成23年度 

著者名  学力向上プロジェクト委員会編 

出版者  兵庫県立尼崎小田高等学校 

冊子名  学力向上プロジェクト事業実践報告集 平成 23年度 

収録頁  128 

出版年  2012．3         登録番号46580 

 

分 類  376.4 

タイトル  学力向上プロジェクト事業実践報告書 平成23年度 

著者名  兵庫県立芦屋高等学校 

出版者  兵庫県立芦屋高等学校 

冊子名  学力向上プロジェクト事業実践報告書 平成 23年度 

収録頁  56 

出版年  2012.3         登録番号46586 

 

分 類  376.4 

タイトル  英語・国際教養コースが果たした役割についての検証 

著者名  大目木俊憲 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  21-34 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

分 類  376.4 

タイトル  学校の特色化に向けた取り組み状況と評価・課題 

著者名  神戸地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  4-11 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  376.4 

タイトル  保護者のニーズに応えるには -新しい時代の高校教育の在

り方を求めて- 

著者名  丹有地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  56-62 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  376.4 

タイトル  21 世紀の高校教育のあり方 -教頭へのアンケート調査から

- 

著者名  東播地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  12-19 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  376.4 

タイトル  研究紀要 平成23年度 

著者名  兵庫県立姫路北高等学校 

出版者  兵庫県立姫路北高等学校 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  69 

出版年  2012         登録番号46659 
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分 類  376.4 

タイトル  学力向上プロジェクト報告書 

著者名  兵庫県立須磨東高等学校 

出版者  兵庫県立須磨東高等学校 

冊子名  学力向上プロジェクト報告書 

収録頁  14 

出版年               登録番号46675 

 

分 類  376.4 

タイトル  兵庫県立加古川北高等学校の学校改革 -単位制改編への

流れをつくった学校活性化- 

著者名  樫木直人 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  33-40 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  376.4 

タイトル  兵庫県立川西北陵高等学校改善プラン -学校を活性化す

るミドル・マトリクス・マネジメント- 

著者名  曽根英智 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  73-78 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4 

タイトル  兵庫県立 N 高等学校改善プラン -過去の省察と未来の推

察からの示唆- 

著者名  谷川彰一 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  85-89 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4 

タイトル  X県立A高等学校改善プラン -『つながる学び』が実感でき 

る新たな A高等学校教育の創造- 

著者名  西村和彦 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  105-110 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4 

タイトル  兵庫県立 A 高等学校改善プラン -開かれた学校づくりと地

域貢献による地域に必要とされる学校へ向けた取組- 

著者名  山内浩 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  127-132 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4 

タイトル  おゝ柏高 -柏原高校一年の歩み- 平成23年度 

著者名  兵庫県立柏原高等学校 

出版者  兵庫県立柏原高等学校 

冊子名  おゝ柏高 -柏原高校一年の歩み- 平成 23年度 

収録頁  114 

出版年  2012.3         登録番号46635 

分 類  376.4 

タイトル  新聞記事で見る柏原高校 平成23年度 

著者名  兵庫県立柏原高等学校 

出版者  兵庫県立柏原高等学校 

冊子名  新聞記事で見る柏原高校 平成23年度 

収録頁  87 

出版年  2012.3         登録番号46636 

 

分 類  376.4 

タイトル  鳥取県立米子東高等学校改善プラン -今後５０年の伝統の

基礎となる学校改革- 

著者名  内仲弘 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  35-40 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4 

タイトル  兵庫県立○○高等学校改善プラン -生徒の自主性を涵養

し、誇りをもてる一流のチャレンジ校を目指して- 

著者名  沖良宣 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  61-66 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  376.4/375 

タイトル  研究開発課題：高校生に自立と共生の能力を兼ね備えた社

会人の起訴を培うための教育家庭開発に関する研究 -1年

次『社会人基礎Ⅰ』の取組- 

著者名  兵庫県立上郡高等学校 

出版者  兵庫県立上郡高等学校 

冊子名  上郡高等研究開発実施報告書 平成23年度(第1年次)文部

科学省指定研究開発学校 

収録頁  48 

出版年  2012.3         登録番号46587 

 

分 類  376.48 

タイトル  蜻蛉皇壽 -創立110周年記念誌- 

著者名  創立110周年記念誌編集委員会編 

出版者  兵庫県立小野高等学校創立 110 周年記念事業実行委員          

会 

冊子名  蜻蛉皇壽 -創立110周年記念誌- 

収録頁  67 

出版年  2012.10         登録番号46735 

 

  ３７６．５ 定時制・通信制 

 

分 類  376.5 

タイトル  夜間定時制高校生の英語プレゼンテーション挑戦 

著者名  兼松正義 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  26-46 

出版年  2010.3         登録番号46566 
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分 類  376.5 

タイトル  21世紀における定時制通信制教育の在り方 -定時制通信 

制教育の特色化をめざして- 

著者名  定時制通信制部会A部門 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  27-30 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  376.5 

タイトル  定時制・通信制課程における生徒一人ひとりが満足感を得る

ための学校づくり 

著者名  椿幾雄 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  75-80 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

  ３７６．８ 入学試験、受験 

 

分 類  376.8 

タイトル  高等学校卒業程度認定試験考察 -英語科試験問題に視点

を置いて- 

著者名  廣野孝 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第23号 

収録頁  81-86 

出版年  2011.1         登録番号46739 

 

分 類  376.8 

タイトル  High School Extent Qualifying Examination Consideration - 

English Teaching with Regard to 

The Himeji Boys' Prison- 

著者名  廣野孝 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  111-119 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

３７７  大学、高等・専門教育 

 

分 類  377.15 

タイトル  関西学院大学における博物館学芸員課程の科目改正につ

いて 

著者名  河上繁樹 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  99-102 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 類  377.2 

タイトル  スクール・パートナーシップ事業 -大学教員による出張講座

-  平成23年度 

著者名  兵庫教育大学地域交流推進センター 

出版者  兵庫教育大学地域交流推進センター 

冊子名  スクール・パートナーシップ事業 -大学教員による出張講座

-  平成 23年度 

収録頁  44 

出版年               登録番号46666 

 

分 類  377.2 

タイトル  大学院教育実践高度化専攻「学校経営コース」におけるイン

ターンシップについて -現任校（機関）におけるインターンシ

ップの現状と課題- 

著者名  廣岡徹 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  17-25 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

分 類  377.3 

タイトル  武庫川女子大学短期大学部調査(2007)の結果報告 -実

態把握と改善に向けて- 

著者名  安東由則 

出版者  武庫川学院 

冊子名  武庫川女子大学教育研究所研究レポ-ト 第 42号 

収録頁  1-85 

出版年  2012.3         登録番号46648 

 

３７８  障害児教育 

 

分 類  378 

タイトル  コミュニケーション的関係がひらく障害児教育 -生活・集団・

内面・発達と障害をとらえなおす- 

著者名  神戸大学附属特別支援学校研究推進委員会 

出版者  神戸大学附属特別支援学校研究推進委員会 

冊子名  研究集録 37(2010年度研究・実践) 

収録頁  263 

出版年  2011.3         登録番号46553 

 

分 類  378 

タイトル  発達障害児に対する担任教師の態度と児童の学級適応感

の関係に関する学校心理学的研究 

著者名  梶原由貴ほか 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  39-46 

出版年  2012          登録番号46558 

 

分 類  378 

タイトル  つながりの中で生きていく子どもたちを育てていくための特

別支援教育をめざして 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

集録頁  59-64 

出版年  2012.3         登録番号46569 
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分 類  378 

タイトル  障がい特性や幼児期の発達の観点から事例を基に具体的な

支援方法を探る 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  65-68 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  378 

タイトル  言葉とサインを組み合わせた指示伝達方法を用いた場合の

行動変容における一考察 

著者名  宮田浩樹 

出版者  加古川市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 78号(平成 23年度) 

収録頁  115-120 

出版年  2012.2         登録番号46573 

 

分 類  378 

タイトル  心の“絆”をつくる子どもたちとのかかわり方 

著者名  阿部昇 

出版者  豊岡市教育研修センター 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  111-116 

出版年  2012.3         登録番号46579 

 

分 類  378 

タイトル  わくわくらんど(ことば・かずのグループ学習)の取り組み -

児童の特性を考慮した学習グループでの実践- 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  1-14 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  中学部の教育課程 -キャリア教育の視点から- 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  15-34 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  卒業後の自立をめざして、生徒の実態に応じたより細やかな

支援の実践 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  35-76 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  のじぎく訪問学級と音楽 -音楽を通して自分を表現する力

を育てる- 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  77-92 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  一人一人が生きるグループ学習のあり方 -グループ会での

話し合いを通して- 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  93-118 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  校内支援及び地域支援の取り組み 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  119-141 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  校内初任者研修の実践研究 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  142-153 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  実践研究と実践報告 -本校11年間の取り組みから- 

著者名  兵庫県立北はりま特別支援学校 

出版者  兵庫県立北はりま特別支援学校 

冊子名  実践のまとめ 平成23年度 

収録頁  154-159 

出版年  2012.3         登録番号46590 

 

分 類  378 

タイトル  聴覚特別支援学校における障害の多様化への対応 -発達

検査とチェックリストを用いた研究- 

著者名  森歩夢 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  61-63 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  1年生実践報告「将来の仕事について調べる」 

著者名  服部泰子ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  64-68 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  2年生実践報告「働くということと向き合ってみよう」 

著者名  安藤千代ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  69-70 

出版年  2012.3         登録番号46591 
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分 類  378 

タイトル  3年生実践報告「『トライやる』にトライしました！」 

著者名  岸本謙ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  71-74 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  中学部 個に応じた教科指導のあり方について -ケース会

議を通して見えてきたこと- 

著者名  服部泰子ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  75-84 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  NPO法人颯爽 JAPANによる「よさこい」指導 

著者名  山西章夫 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  85-87 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  高等部 2 年 1 組 自立をめざして 総合的な学習と自立活

動・HRの記録 

著者名  寺島愉美/宮本聡子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  94-99 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  保健室が教室 

著者名  澤浩士 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  100-103 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  高等部 3 年 社会的自立に必要な課題への取り組みと進路

指導を中心に 

著者名  川畑俊博ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  104-124 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  平成23年度みんなのアート展への取り組み 

著者名  木村幸造 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  125-127 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

 

分 類  378 

タイトル  センター試験と世界史 

著者名  中薗正二 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  128-129 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  創立80周年記念行事に向けて 

著者名  金岡俊宏 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  132-133 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  音楽のワークシート 

著者名  田中圭子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  134-135 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  「キャリア・トレーニング」の取組 

著者名  谷弘充 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  136-140 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  医療的サポート対象児の各機関との連携について 

著者名  大西利恵/木下琴恵 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  143-145 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  平成23年度教育相談の統計 

著者名  緒方順子/今西妙子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  146-148 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  つくり出す喜びを引き出す低学年図工科の授業 

著者名  若松小百合 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  21-27 

出版年  2012.3         登録番号46591 
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分 類  378 

タイトル  パソコン要約筆記ソフト Iotalkの使い方 

著者名  柳瀬尚子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  157-168 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  第48回全日本聾教育研究大会(兵庫大会)に向けて 

著者名  藤尾ひとみ 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  169-173 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  平成23年度食生活アンケート実施結果の概要 

著者名  重廣珠世 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  174-176 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  寄宿舎における舎生の個別目標について 

著者名  吉野優里ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  179-190 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  グループ学習による調べ学習 -インターネットを使用した学

習について- 

著者名  南美知代/田内喜美代 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  37-41 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  修学旅行にむけての取り組み -児童の実態に合わせた学

習と指導のあり方について- 

著者名  丸山明見ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  50-58 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378 

タイトル  発達検査を生かした支援のありかたについて -小学部にお

けるチェックリスト作成の検討- 

著者名  南美知代 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  59-60 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

 

分 類  378 

タイトル  乳幼児期における母親の発達障害の認識と保育者の支援

技術についての研究 

著者名  小川圭子 

出版者  兵庫教育大学幼年教育コース 

冊子名  幼年児童教育研究 第24号 

収録頁  25-31 

出版年  2012.3         登録番号46641 

 

分 類  378 

タイトル  研修講座のしおり -特別支援教育の充実に向けて- 平成

24年度 

著者名  兵庫県立特別支援教育センター 

出版者  兵庫県立特別支援教育センター 

冊子名  研修講座のしおり -特別支援教育の充実に向けて- 平成

24年度 

収録頁  44 

出版年  2012.3         登録番号46653 

 

分 類  378 

タイトル  但馬地区県立高等学校における発達障害生徒への支援 

       について 

著者名  但馬地区 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  20-26 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

分 類  378 

タイトル  特別支援教育・・・・・・兵庫 平成24年度 

著者名  兵庫県特別支援教育振興会 

出版者  兵庫県特別支援教育振興会 

冊子名  特別支援教育・・・・・・兵庫 平成24年度 

収録頁  50 

出版年  2012.7         登録番号46661 

 

分 類  378 

タイトル  5年目を迎えた特別支援教育の整備体制 

著者名  岡本浩[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 23年度 

収録頁  36-41 

出版年  2012.2         登録番号46670 

 

分 類  378 

タイトル  『かかわり・つながり』リストを用いた活動プログラム 

著者名  高橋眞琴ほか 

出版者  宝塚市立教育総合センター 

冊子名  研究紀要 第84号(平成 23年度) 

収録頁  42-57 

出版年  2012.3         登録番号46736 

 

分 類  378 

タイトル  ひとりひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育をめざし

て 

著者名  村上良一/木谷龍一[発表] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  37-40 

出版年  2013.2         登録番号46788 
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分 類  378/374.3 

タイトル  特別支援学校における新規採用教員の育成について - 

育成と取組と課題- 

著者名  特別支援部会 

出版者  兵庫県公立高等学校教頭協会 

冊子名  研究集録 -調査研究のまとめ- 第 55集(平成 23年度) 

収録頁  51-55 

出版年  2012.3         登録番号46657 

 

  ３７８．１ 視聴覚障害児 

 

分 類  378.1 

タイトル  幼児児童生徒一人一人が「いきいきと輝く」魅力ある視覚特

別支援学校の創造 

著者名  高橋幹夫 

出版者  兵庫教育大学学校経営研究会 

冊子名  現代学校経営研究 第24号 

収録頁  79-84 

出版年  2012.1         登録番号46740 

 

３７８．２ 聾唖児、難聴児 

 

分 類  378.2 

タイトル  第48回全国聾学校卓球大会報告 

著者名  栗田道宏 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  141-142 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  特別支援学校(聴覚障害)幼稚部における名詞指導の現状

に関する研究 

著者名  王穎 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  91-102 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  378.2 

タイトル  難聴学級に在籍している聴覚障害児童のコミュニケーション

と支援 -交流学級における「居場所」の視点から- 

著者名  藤本祐子/鳥越隆士 

出版者  兵庫教育大学学校教育研究センター 

冊子名  学校教育学研究 第24巻 

収録頁  109-116 

出版年  2012         登録番号46558 

 

分 類  378.2 

タイトル  聴覚活用を促す音遊びについて 

著者名  村上紀子/後藤絵里子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  1-9 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

 

分 類  378.2 

タイトル  高等部1学年自立活動 聴覚障害の理解と受容 

著者名  内藤生紀ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  88-93 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  豊かに表現する力を育てる -朝リズムを通しての聴覚活用

と表現活動- 

著者名  木下須美子ほか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  10-20 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  通級生徒在籍校における難聴理解学習 

著者名  河島ひとみ/枡田睦美 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  149-156 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  母語をもたない児童の支援について 

著者名  多田千夏/山田恵美 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  28-36 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  小学部3・4年 「算数」の取り組み 

著者名  中立晶子 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  42-45 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  小学部4年 社会の取り組み 

著者名  村瀬まどか 

出版者  兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要・実践記録集「こうべ」 第 25号(平成 23年度） 

収録頁  46-49 

出版年  2012.3         登録番号46591 

 

分 類  378.2 

タイトル  一人ひとりに応じた聴覚の活用をベースに言語を育てる保育

の工夫 

著者名  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要 第 23号 

収録頁  1-30 

出版年  2012.3         登録番号46662 
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分 類  378.2 

タイトル  個に応じ、生きた言語の力を身につけさせるための支援の工      

夫 

著者名  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要 第 23号 

収録頁  31-53 

出版年  2012.3         登録番号46662 

 

分 類  378.2 

タイトル  一人ひとりの実態に応じた教材・指導方法の工夫 -確かな

学力の育成を目指して- 

著者名  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要 第 23号 

収録頁  54-84 

出版年  2012.3         登録番号46662 

 

分 類  378.2 

タイトル  一人ひとりの確かな学力保障をめざして -個々の実態を見

据えた学習指導のあり方- 

著者名  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要 第 23号 

収録頁  85-103 

出版年  2012.3         登録番号46662 

 

分 類  378.2 

タイトル  自主性を高める寄宿舎生活 

著者名  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  兵庫県立姫路聴覚特別支援学校 

冊子名  研究紀要 第 23号 

収録頁  104-114 

出版年  2012.3         登録番号46662 

 

３７９  社会教育 

 

分 類  379 

タイトル  兵庫県立伊川谷高等学校における学校設定教科「国際理解

教育」・学校設定科目「アジア地誌」と「異文化交流」の実践

について- 

著者名  久保哲成 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  69-73 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  379 

タイトル  地域教育に関わるコーディネーターに関する調査研究 -期待

される資質・能力と養成・研修のあり方- 

著者名  野﨑洋司/川崎芳徳 

出版者  兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育センター 

冊子名  研究報告『うれしの台』 2011 

収録頁  1-25 

出版年  2012.3         登録番号46604 

 

 

 

 

分 類  379 

タイトル  うれしの学園生涯大学わがまちデザインコース(地域活動実

践講座)の現状と今後のあり方について 

著者名  安富均ほか 

出版者  兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育センター 

冊子名  研究報告『うれしの台』 2011 

収録頁  27-41 

出版年  2012.3         登録番号46604 

 

分 類  379 

タイトル  「ふるさとひょうご創生塾」の果たしてきた役割と今後につい    

て     

著者名  橋岡淳 

出版者  兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育センター 

冊子名  研究報告『うれしの台』 2011 

収録頁  43-53 

出版年  2012.3         登録番号46604 

 

  ３７９．３ 青少年教育 

 

分 類  379.3 

タイトル  ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 -平成 24

年8月3日～10日- 

著者名  兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター 

出版者  兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター 

冊子名  ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 -平成24年8

月 3日～10日- 

収録頁  29 

出版年  2012.12         登録番号46793 

 

分 類  379.3 

タイトル  ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 -自平成

23年8月15日至平成23年8月22日- 

著者名  兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター 

出版者  兵庫県生きがい創造協会嬉野台生涯教育センター 

冊子名  ひょうご・ロシアハバロフスク少年少女交流事業 -自平成 23

年 8月15日至平成 23年 8月 22日- 

収録頁  32 

出版年  2011.10         登録番号46797 

 

  ３７９．８ 同和教育、人権教育 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ほほえみ』活用の手引き -幼稚園用教育資料- 

著者名   

出版者  兵庫県教育委員会 

冊子名  『ほほえみ』活用の手引き -幼稚園用教育資料- 

収録頁  55p,16枚 

出版年  2012.3         登録番号46802 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ほほえみ』活用の手引き -小学校低学年用教育資料- 

著者名  兵庫県教育委員会 

出版者  兵庫県教育委員会 

冊子名  『ほほえみ』活用の手引き -小学校低学年用教育資料- 

収録頁  49,19 

出版年  2012.3         登録番号46803 
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分 類  379.8 

タイトル  人権感覚・人権意識を高める教育実践 

著者名  明石市教育研究所 

出版者  明石市教育研究所 

冊子名  研究紀要 第 54号(平成 23年度) 

収録頁  53-58 

出版年  2012.3         登録番号46569 

 

分 類  379.8 

タイトル  兵庫の人権教育  -兵庫県人権教育研究大会中央大会集

録- 第58回（'11） 

著者名  兵庫県親権教育研究協議会 

出版者  兵庫県人権教育研究協議会 

冊子名  兵庫の人権教育  -兵庫県人権教育研究大会中央大会集録

- 第58回（'11） 

収録頁  131 

出版年  2012          登録番号46605 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権教育の特色ある実践事例 

著者名  岩浅泰至 

出版者  兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 

冊子名  源流 第29号 

収録頁  2-8 

出版年  2012.3         登録番号46658 

 

分 類  379.8 

タイトル  「共生教育」の研究 

著者名  三田市立富士小学校 

出版者  三田市立富士小学校 

冊子名  「共生教育」の研究 

収録頁  87 

出版年  2012.3         登録番号46660 

 

分 類  379.8 

タイトル  『私に気づいていますか』を指導して 

著者名  県立姫路北高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『公正な進路の確率を実現するために』 

著者名  県立飾磨工業高等学校多部制課程 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『就職と人権』を指導して 

著者名  県立福崎高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

 

 

分 類  379.8 

タイトル  何が不自由でどちらが自由か -ある身体障害者の生き方- 

を指導して 

著者名  県立姫路飾西高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  交流教育について 

著者名  県立姫路特別支援学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  「障害者との共生」を指導して 

著者名  県立龍野高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  映画『ウィニング・パス』の鑑賞を通して 

著者名  県立龍野北高等学校定時制課程 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『みんなが元気なユニバーサル社会をめざして』を指導して 

著者名  県立播磨特別支援学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『社会人として自立していくために』 

著者名  県立西はりま特別支援学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  「視覚障害体験学習」を指導して 

著者名  県立赤穂高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 
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分 類  379.8 

タイトル  映画『1リットルの涙』を鑑賞して 

著者名  県立香寺高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『命の食べかた』を鑑賞して 

著者名  日生学園第三高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  映画『パートナーズ』を鑑賞して 

著者名  市川高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『人権教育コンサート-歌声に希望をのせて-』を指導して 

著者名  県立山崎高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  映画「パートナーズ」を鑑賞して 

著者名  東洋大学付属姫路高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『アイヌ民族との共生』を指導して 

著者名  県立姫路西高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『沖縄平和学習』を指導して 

著者名  県立網干高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

 

 

 

 

分 類  379.8 

タイトル  『在日韓国朝鮮人問題』を指導して 

著者名  県立姫路商業高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『豊かに共生する心をはぐくもう』を指導して 

著者名  県立千種高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『人権尊重の文化が根付く社会へ』を指導して 

著者名  県立網干高等学校通信制課程 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ストップ！DV』講演会 

著者名  姫路市立姫路高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ホームレス襲撃事件から人権を考える』を指導して 

著者名  県立姫路東高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権映画「パートナーズ」 

著者名  賢明女子学院 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『インターネットの向こう側』を指導して 

著者名  県立姫路聴覚特別支援学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 
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分 類  379.8 

タイトル  「デート DVを許さない」を指導して 

著者名  県立飾磨工業高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権啓発DVD『声を聞かせて』を鑑賞して 

著者名  姫路市立琴丘高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『命をめぐって(肝臓移植をとおして)』を指導して 

著者名  兵庫県播磨高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  映画『あの空の向こうに』を鑑賞して 

著者名  県立太子高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ケータイ安全教室』を指導して 

著者名  県立相生産業高等学校定時制課程 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  ネット社会における人権問題を指導して 

著者名  県立相生高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  映画「クリームパン」を鑑賞して 

著者名  県立上郡高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

 

 

 

 

分 類  379.8 

タイトル  『東日本大震災から地域の防災を考える』を指導して 

著者名  県立家島高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  岩手県釜石市のボランティア活動を通して 

著者名  県立相生産業高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権講演会 

著者名  姫路市立飾磨高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  自分のいいとこ探し -自分で自分をほめる- 

著者名  県立赤穂高等学校定時制課程 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  「いじめのない学校づくり」を指導して 

著者名  県立夢前高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  「大震災に学ぶ、命の尊さ -今、私たちにできること-」を指

導して 

著者名  県立赤穂特別支援学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『沖縄平和学習』 

著者名  県立姫路別所高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 
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分 類  379.8 

タイトル  地域の行事に参加して 

著者名  県立佐用高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  阪神淡路・東日本大震災と被災者の人権問題 

著者名  淳心学院高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権映画「英国王のスピーチ」を鑑賞して 

著者名  日ノ本学園高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『ひめゆりに学ぶ平和と人権』を指導して 

著者名  県立神崎高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  「価値観とは何か」を指導して 

著者名  県立龍野北高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  アサーティブな自己表現 

著者名  県立大学附属高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  『私が大切にしたいもの』指導案 

著者名  県立伊和高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

 

 

 

 

分 類  379.8 

タイトル  『公正な採用選考に向けて』を指導して 

著者名  県立姫路南高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  社会人・企業人になることに向けて 

著者名  県立姫路工業高等学校 

出版者  西播磨地区高等学校人権教育研究協議会 

冊子名  西播磨実践記録集 平成 24年度 

収録頁   

出版年  2012.11         登録番号46727 

 

分 類  379.8 

タイトル  のじぎく文芸賞 -人権問題文芸作品- 平成24年度 

著者名  兵庫県人権啓発協会 

出版者  兵庫県人権啓発協会 

冊子名  のじぎく文芸賞 -人権問題文芸作品- 平成24年度 

収録頁  95 

出版年  2012.12         登録番号46785 

 

分 類  379.8 

タイトル  人権教育の今、ここから -子どもたちにラブレターを書こう- 

著者名  新保真紀子[講演] 

出版者  上郡町教育研修所 

冊子名  研究紀要 平成 24年度 

収録頁  10-13 

出版年  2013.2         登録番号46788 

 

分 類  379.8 

タイトル  共生社会に向けた実践の課題 -ハンセン病問題を手がかり

に- 

著者名  小林洋司 

出版者  兵庫県人権啓発協会 

冊子名  研究紀要 第 13輯 

収録頁  63-79 

出版年  2012.3         登録番号46602 

 

 ４ 自然科学  
 

４９３  内科学 

 

分 類  493 

タイトル  兵庫県こころのケアセンター 平成23年度事業報告書 

著者名  ひょうご震災記念２１世紀研究機構兵庫県こころのケアセンタ

ー 

出版者  ひょうご震災記念２１世紀研究機構兵庫県こころのケアセンタ 

ー 

冊子名  兵庫県こころのケアセンター 平成23年度事業報告書 

収録頁  100 

出版年  2012         登録番号46673 

 

  ４９３．９ 小児科学 
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分 類  493.9 

タイトル  第 76 回公開シンポジウム 子どもの睡眠障害が意欲・学力

低下を招く！ -眠りが脳を創り・育て・守る- 

著者名  三池輝久 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  29-50 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

分 類  493.9 

タイトル  第 77 回公開シンポジウム 災害と子どもたち -阪神・淡路

大震災の経験から- 

著者名  井出浩 

出版者  甲南女子学園 

冊子名  子ども学 第 14号 

収録頁  51-76 

出版年  2012.3         登録番号46480 

 

 ５ 技術、工学  
 

５４０  電気工学 

 

分 類  540 

タイトル  夏季の節電の取り組みについて 

著者名  鳥首邦彦 

出版者  兵庫県生きがい創造協会兵庫県立嬉野台生涯教育センター 

冊子名  研究報告『うれしの台』 2011 

収録頁  55-69 

出版年  2012.3         登録番号46604 

 

 ６ 産業  
 

６５０  林業 

 

分 類  650 

タイトル  山の学校 -20年のあゆみ- 

著者名  兵庫県青少年本部  県立山の学校 

出版者  兵庫県青少年本部  県立山の学校 

冊子名  山の学校 -20年のあゆみ- 

収録頁  64 

出版年  2012.11         登録番号46792 

 

６８３  海運 

 

分 類  683 

タイトル  海南島における港湾調査 -台湾総督府による「南支那及南

洋調査書」分析を中心に- 

著者名  井上敏孝 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  191-199 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

 ７ 芸術、体育  

７０５  逐次刊行物 

 

分 類  705 

タイトル  兵庫県立美術館研究紀要 第6号 

著者名  兵庫県立美術館 

出版者  兵庫県立美術館 

冊子名  兵庫県立美術館研究紀要 第 6号 

収録頁  47 

出版年  2012.3         登録番号46598 

 

７０６  学会、協会 

 

分 類  706 

タイトル  兵庫県立美術館年報 平成22年度 

著者名  兵庫県立美術館 

出版者  兵庫県立美術館 

冊子名  兵庫県立美術館年報 平成22年度 

収録頁  174 

出版年  2011.10         登録番号46594 

 

７０９  芸術政策、文化財 

 

分 類  709 

タイトル  兵庫県文化財パトロール必携 

著者名   

出版者  兵庫県教育委員会事務局社会教育課文化財室 

冊子名  兵庫県文化財パトロール必携 

収録頁  112 

出版年  2012.3         登録番号46593 

 

分 類  709 

タイトル  兵庫県文化財調査報告書 平成23年度指定・登録 

著者名  兵庫県教育委員会 

出版者  兵庫県教育委員会 

冊子名  兵庫県文化財調査報告書 平成23年度指定・登録 

収録頁  22 

出版年  2012.7         登録番号46651 

 

７６４  器楽合奏 

 

分 類  764 

タイトル  ショパンの練習曲<作品10の2>に関する研究 

著者名  大西浩之 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  80-93 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

７８０  スポーツ、体育 
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分 類  780 

タイトル  「生きる力」を育てる運動部活動の指導 -スポーツ心理学の

知見をもとに- 

著者名  西村千恵 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  93-97 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  782 

タイトル  RUNNER 

著者名  三河有葵 

出版者  兵庫県立篠山産業高等学校丹南校 

冊子名  源流 第29号 

収録頁  15-19 

出版年  2012.3         登録番号46658 

 

分 類  783 

タイトル  サッカーのドリブル走における主観的努力度と客観的出力の

関係について -熟練者群と未経験者群の違いに焦点を当て

て- 

著者名  鳥尾広輔 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  107-115 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

７９１  茶道 

 

分 類  791 

タイトル  『南方録講座』抄録 

著者名  寺井利和 

出版者  兵庫県立川西北陵高等学校 

冊子名  紀要北陵 第 14号 

収録頁  1-12 

出版年  2011.12         登録番号46588 

 

 ８ 言語  
 

分 類  801 

タイトル  Chomskyの Skinner 批判 

著者名  影本吉則 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  141-147 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  801 

タイトル  コーパス言語学と語学研究 

著者名  堀池保昭 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  131-140 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

 

 

 

分 類  807 

タイトル  Focus on Form via Computer-Mediated Communication 

-An alternative model to Communicative Language Teaching  

in EFL contexts- 

著者名  佐々木顕彦 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  51-60 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  810 

タイトル  海外日本語教育実習における現職教員の変容的学習に関

する事例研究 

著者名  小野由美子 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  155-166 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

８３０  英語 

 

分 類  830 

タイトル  日本人英語学習者の音読力とスピーキング力との関係に関

する研究 -顔上げ音読となりきり音読の場合- 

著者名  米崎里/伊東治己 

出版者  兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科 

冊子名  教育実践学論集 第13号 

収録頁  125-135 

出版年  2012.3         登録番号46557 

 

分 類  830.7 

タイトル  ESDと英語教育 -クリティカルシンキングを育むための試み- 

著者名  中沢敏浩 

出版者  関西学院大学教職教育研究センター 

冊子名  教職教育研究 -教職教育研究センター紀要- 第 17号 

収録頁  61-67 

出版年  2012.3         登録番号46546 

 

分 類  835 

タイトル  シャーロック・ホームズのすすめ -英語構文と文法理解の教

材として- 

著者名  犬飼建治 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  58-88 

出版年  2004.3         登録番号46565 

 

分 類  836 

タイトル  現代英語に現れた小説に由来する比喩表現 -タイトル名や

登場人物のメタファー- 

著者名  大西博人 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  66-81 

出版年  2010.3         登録番号46566 
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分 類  836 

タイトル  現代英語に現れた強意表現 -固有名詞を含む表現を中心

として- 

著者名  大西博人 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  123-138 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

分 類  837 

タイトル  シャーロック・ホームズのすすめ 

著者名  犬飼建治 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第32号 

収録頁  82-95 

出版年  2010.3         登録番号46566 

 

分 類  837 

タイトル  シャーロック・ホームズのすすめ -名探偵から学ぶ構文読解

について- 

著者名  犬飼建治 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第33号 

収録頁  109-122 

出版年  2012.3         登録番号46567 

 

 ９ 文学  
 

分 類  911 

タイトル  北はりま絆プロジェクト家族川柳作品集 

著者名  兵庫県北播磨県民局県民生活室県民課 

出版者  兵庫県北播磨県民局県民生活室県民課 

冊子名  北はりま絆プロジェクト家族川柳作品集 

収録頁  72 

出版年  2013.2         登録番号46821 

 

分 類  931 

タイトル  Interpretations and Comments on Takuboku's Poetry 

著者名  山本恭弘 

出版者  兵庫県高等学校教育研究会英語部会 

冊子名  はくぼく 第29号 

収録頁  120-130 

出版年  2004.3         登録番号46565 
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