
1教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

01 （学校教育）

学校要覧杵築高等学校 23.05 杵築高等学校

平成２３年度 10年 杵築高等学校

学校要覧高田高等学校 24.05 高田高等学校

平成２４年度 10年 高田高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 22.05 大分鶴崎高等学校

平成２２年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧高田高等学校 23.05 高田高等学校

平成２３年度 10年 高田高等学校

学校要覧高田高等学校 20.05 高田高等学校

平成２０年度 10年 高田高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 23.05 大分鶴崎高等学校

平成２３年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧杵築高等学校 25.05 杵築高等学校

平成２５年度 10年 杵築高等学校

学校要覧高田高等学校 21.05 高田高等学校

平成２１年度 10年 高田高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 20.05 玖珠農業高等学校

平成２０年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 20.05 大分鶴崎高等学校

平成２０年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校における人権教育の日常的な推進に向けて 24.05 人権・同和教育課

10年 人権・同和教育課

学校要覧高田高等学校 22.05 高田高等学校

平成２２年度 10年 高田高等学校

学校要覧竹田高等学校 19.05 竹田高等学校

平成１９年度 10年 竹田高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 21.05 大分鶴崎高等学校

平成２１年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧大分中央高等学校 20.05 大分中央高等学校

平成２０年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧山香農業高等学校 22.05 山香農業高等学校



2教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧大分豊府高等学校 豊府中学校含む 24.05 大分豊府高等学校

平成２４年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 19.05 大分鶴崎高等学校

平成１９年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 22.05 玖珠農業高等学校

平成２２年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧大分中央高等学校 23.05 大分中央高等学校

平成２３年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧大分中央高等学校 22.05 大分中央高等学校

平成２２年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧大分東高等学校 19.05 大分東高等学校

平成１９年度 10年 大分東高等学校

学校要覧大分東高等学校 20.05 大分東高等学校

平成２０年度 10年 大分東高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 23.05 玖珠農業高等学校

平成２３年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 24.05 玖珠農業高等学校

平成２４年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 25.05 玖珠農業高等学校

平成２５年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 21.05 緑丘高等学校

平成２１年度 10年 緑丘高等学校

学校要覧大分中央高等学校 21.05 大分中央高等学校

平成２１年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧高田高等学校 19.05 高田高等学校

平成１９年度 10年 高田高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 25.05 大分鶴崎高等学校

平成２５年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧大分鶴崎高等学校 24.05 大分鶴崎高等学校

平成２４年度 10年 大分鶴崎高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 19.05 三重総合高等学校

平成１９年度 10年 三重総合高校



3教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧大分中央高等学校 24.05 大分中央高等学校

平成２４年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 20.05 緑丘高等学校

平成２０年度 10年 緑丘高等学校

学校要覧玖珠農業高等学校 21.05 玖珠農業高等学校

平成２１年度 10年 玖珠農業高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 22.05 緑丘高等学校

平成２２年度 10年 緑丘高等学校

学校要覧杵築高等学校 24.05 杵築高等学校

平成２４年度 10年 杵築高等学校

学校要覧大分商業高等学校 22.05 大分商業高等学校

平成２２年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 23.05 緑丘高等学校

平成２３年度 10年 緑丘高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 24.05 緑丘高等学校

平成２４年度 10年 芸術緑丘高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 25.05 緑丘高等学校

平成２５年度 10年 芸術緑丘高等学校

学校要覧芸術緑丘高等学校 19.05 緑丘高等学校

平成１９年度 10年 緑丘高等学校

学校要覧新生支援学校 24.05 新生支援学校

平成２４年度 10年 新生支援学校

学校要覧森高等学校 25.05 森高等学校

平成２５年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 24.05 森高等学校

平成２４年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 23.05 森高等学校

平成２３年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 22.05 森高等学校

平成２２年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 21.05 森高等学校

平成２１年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 20.05 森高等学校



4教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年度 10年 森高等学校

学校要覧森高等学校 19.05 森高等学校

平成１９年度 10年 森高等学校

学校要覧新生養護学校 21.05 新生支援学校

平成２１年度 10年 新生養護学校

学校要覧新生養護学校 20.05 新生支援学校

平成２０年度 10年 新生養護学校

学校要覧新生養護学校 19.05 新生支援学校

平成１９年度 10年 新生養護学校

学校要覧新生支援学校 23.05 新生支援学校

平成２３年度 10年 新生支援学校

学校要覧山香農業高等学校 25.05 山香農業高等学校

平成２５年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧新生支援学校 25.05 新生支援学校

平成２５年度 10年 新生支援学校

学校要覧石垣原養護学校 21.05 別府支援学校石垣原校

平成２１年度 10年 石垣原養護学校

学校要覧大分豊府高等学校 25.05 大分豊府高等学校

平成２５年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧大分豊府中学校 19.06 大分豊府中学校

平成１９年度 10年 大分豊府中学校

学校要覧情報科学高等学校 23.05 情報科学高等学校

平成２３年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧情報科学高等学校 22.05 情報科学高等学校

平成２２年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧情報科学高等学校 21.05 情報科学高等学校

平成２１年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧情報科学高等学校 20.05 情報科学高等学校

平成２０年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧情報科学高等学校 19.05 情報科学高等学校

平成１９年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧庄内養護学校 21.05 由布支援学校

平成２１年度 10年 庄内養護学校



5教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧庄内養護学校 20.05 由布支援学校

平成２０年度 10年 庄内養護学校

学校要覧庄内養護学校 19.05 由布支援学校

平成１９年度 10年 庄内養護学校

学校要覧山香農業高等学校 20.05 山香農業高等学校

平成２０年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧新生支援学校 22.05 新生支援学校

平成２２年度 10年 新生支援学校

学校要覧大分工業高等学校 20.05 大分工業高等学校

平成２０年度 10年 大分工業高等学校

初任者研修制度の手引き 24.04 義務教育課

平成２４年度 10年 義務教育課

初任者研修の手引き 25.03 義務教育課

平成２５年度 10年 義務教育課

学校要覧大分商業高等学校 21.05 大分商業高等学校

平成２１年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧大分商業高等学校 20.05 大分商業高等学校

平成２０年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧大分商業高等学校 19.05 大分商業高等学校

平成１９年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧大分支援学校 23.05 大分支援学校

平成２３年度 10年 大分支援学校

学校要覧大分支援学校 22.05 大分支援学校

平成２２年度 10年 大分支援学校

学校要覧大分工業高等学校 25.05 大分工業高等学校

平成２５年度 10年 大分工業高等学校

人権教育確立推進事業指定研究実践報告書 25.03 人権・同和教育課

平成２４年度 10年 人権・同和教育課

学校要覧大分工業高等学校 24.05 大分工業高等学校

平成２４年度 10年 大分工業高等学校

学校要覧大分工業高等学校 23.05 大分工業高等学校

平成２３年度 10年 大分工業高等学校

学校要覧石垣原養護学校 19.05 別府支援学校石垣原校



6教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１９年度 10年 石垣原養護学校

学校要覧大分工業高等学校 21.05 大分工業高等学校

平成２１年度 10年 大分工業高等学校

学校要覧石垣原養護学校 20.05 別府支援学校石垣原校

平成２０年度 10年 石垣原養護学校

学校要覧大分工業高等学校 19.05 大分工業高等学校

平成１９年度 10年 大分工業高等学校

学校要覧大分西高等学校 25.05 大分西高等学校

平成２５年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分西高等学校 24.05 大分西高等学校

平成２４年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分支援学校 25.05 大分支援学校

平成２５年度 10年 大分支援学校

学校要覧大分支援学校 24.05 大分支援学校

平成２４年度 10年 大分支援学校

学校要覧爽風館高等学校 23.05 爽風館高等学校

平成２３年度 10年 爽風館高等学校

学校要覧爽風館高等学校 22.05 爽風館高等学校

平成２２年度 10年 爽風館高等学校

学校要覧双国高等学校 19.05 国東高等学校双国校

平成１９年度 10年 双国高等学校

学校要覧碩信高等学校 21.05 碩信高等学校

平成２１年度 10年 碩信高等学校

学校要覧碩信高等学校 20.05 碩信高等学校

平成２０年度 10年 碩信高等学校

学校要覧碩信高等学校 19.05 碩信高等学校

平成１９年度 10年 碩信高等学校

学校要覧山香農業高等学校 24.05 山香農業高等学校

平成２４年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧大分工業高等学校 22.05 大分工業高等学校

平成２２年度 10年 大分工業高等学校

学校要覧佐伯支援学校 23.05 佐伯支援学校

平成２３年度 10年 佐伯支援学校



7教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧佐伯鶴城高等学校 24.05 佐伯鶴城高等学校

平成２４年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 23.05 佐伯鶴城高等学校

平成２３年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 22.05 佐伯鶴城高等学校

平成２２年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 21.05 佐伯鶴城高等学校

平成２１年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 20.05 佐伯鶴城高等学校

平成２０年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 19.05 佐伯鶴城高等学校

平成１９年度 10年 佐伯鶴城高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 25.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２５年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 24.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２４年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 23.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２３年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 22.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２２年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 21.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２１年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧緒方工業高等学校 19.05 緒方工業高等学校

平成１９年度 10年 緒方工業高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 19.05 佐伯鶴岡高等学校

平成１９年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 20.05 佐伯豊南高等学校

平成２０年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯支援学校 22.05 佐伯支援学校

平成２２年度 10年 佐伯支援学校

学校要覧佐伯支援学校 25.05 佐伯支援学校

平成２５年度 10年 佐伯支援学校

学校要覧佐伯支援学校 24.05 佐伯支援学校
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２４年度 10年 佐伯支援学校

学校要覧国東農工高等学校 19.05 国東農工高等学校

平成１９年度 10年 国東農工高等学校

学校要覧国東高等学校・国東高等学校双国校 25.05 国東高等学校

平成２５年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校・国東高等学校双国校 24.05 国東高等学校

平成２４年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校 23.05 国東高等学校

平成２３年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校 22.05 国東高等学校

平成２２年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校 21.05 国東高等学校

平成２１年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校 20.05 国東高等学校

平成２０年度 10年 国東高等学校

学校要覧国東高等学校 19.05 国東高等学校

平成１９年度 10年 国東高等学校

学校要覧佐伯鶴岡高等学校 20.05 佐伯鶴岡高等学校

平成２０年度 10年 佐伯鶴岡高等学校

学校要覧三重高等学校 19.05 三重高等学校

平成１９年度 10年 三重高等学校

学校要覧山香農業高等学校 23.05 山香農業高等学校

平成２３年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧臼杵高等学校 23.05 臼杵高等学校

平成２３年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧山香農業高等学校 21.05 山香農業高等学校

平成２１年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧杵築高等学校 22.05 杵築高等学校

平成２２年度 10年 杵築高等学校

学校要覧山香農業高等学校 19.05 山香農業高等学校

平成１９年度 10年 山香農業高等学校

学校要覧三重農業高等学校 19.05 三重農業高等学校

平成１９年度 10年 三重農業高等学校
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行政資料名 概要
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閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧三重総合高等学校 23.05 三重総合高等学校

平成２３年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧三重総合高等学校 22.05 三重総合高等学校

平成２２年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧三重総合高等学校 21.05 三重総合高等学校

平成２１年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧三重総合高等学校 20.05 三重総合高等学校

平成２０年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧三重総合高等学校 19.05 三重総合高等学校

平成１９年度 10年 三重総合高校

学校要覧佐伯鶴城高等学校 25.05 佐伯鶴城高等学校

平成２５年度 10年 佐伯鶴城高等学校

チャレンジ！おおいた体力アップ：体力向上実践事例集 23.02 体育保健課

２０１１ 10年 体育保健課

学校要覧佐伯豊南高等学校 19.05 佐伯豊南高等学校

平成１９年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯養護学校 21.05 佐伯支援学校

平成２１年度 10年 佐伯養護学校

学校要覧佐伯養護学校 20.05 佐伯支援学校

平成２０年度 10年 佐伯養護学校

学校要覧大分東高等学校 23.05 大分東高等学校

平成２３年度 10年 大分東高等学校

学校要覧佐伯養護学校 19.05 佐伯支援学校

平成１９年度 10年 佐伯養護学校

学校要覧大分東高等学校 22.05 大分東高等学校

平成２２年度 10年 大分東高等学校

学校要覧大分東高等学校 21.05 大分東高等学校

平成２１年度 10年 大分東高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 25.05 佐伯豊南高等学校

平成２５年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 24.05 佐伯豊南高等学校

平成２４年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 23.05 佐伯豊南高等学校



10教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２３年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 22.05 佐伯豊南高等学校

平成２２年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧佐伯豊南高等学校 21.05 佐伯豊南高等学校

平成２１年度 10年 佐伯豊南高等学校

学校要覧高田高等学校 25.05 高田高等学校

平成２５年度 10年 高田高等学校

チャレンジ！おおいた体力アップ：指導者用ハンドブック 23.02 体育保健課

２０１１ 10年 体育保健課

学校要覧 17.11 教育人事課

平成１７年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧大分西高等学校 23.05 大分西高等学校

平成２３年度 10年 大分西高等学校

学校要覧中津支援学校 25.05 中津支援学校

平成２５年度 10年 中津支援学校

学校要覧情報科学高等学校 25.05 情報科学高等学校

平成２５年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧情報科学高等学校 24.05 情報科学高等学校

平成２４年度 10年 情報科学高等学校

学校要覧爽風館高等学校 25.05 爽風館高等学校

平成２５年度 10年 爽風館高等学校

学校要覧爽風館高等学校 24.06 爽風館高等学校

平成２４年度 10年 爽風館高等学校

学校要覧大分大学教育福祉科学部付属特別支援学校 25.05 教育改革・企画課

平成２５年度 10年 教育改革・企画課

学校要覧大分大学教育福祉科学部付属特別支援学校 24.05 教育改革・企画課

平成２４年度 10年 教育改革・企画課

学校要覧 8.1 教育人事課

平成８年度 99年 教育委員会総務課

学校要覧三重総合高等学校 25.05 三重総合高等学校

平成２５年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧 23.02 教育人事課

平成２２年度 10年 教育財務課



11教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧由布支援学校 24.05 由布支援学校

平成２４年度 10年 由布支援学校

学校要覧 16.11 教育人事課

平成１６年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧 15.11 教育人事課

平成１５年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧 14.12 教育人事課

平成１４年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧 14.01 教育人事課

平成１３年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧大分豊府高等学校 19.05 大分豊府高等学校

平成１９年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧 12.11 教育人事課

平成１２年度 10年 教育委員会総務課

公立高等学校及び特別支援学校高等部　学校案内 24.06 高校教育課

平成２４年度 10年 高校教育課

学校要覧 11.11 教育人事課

平成１１年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧大分舞鶴高等学校 25.05 大分舞鶴高等学校

平成２５年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校要覧 9.12 教育人事課

平成９年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧大分商業高等学校 25.05 大分商業高等学校

平成２５年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧大分西高等学校 22.05 大分西高等学校

平成２２年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分西高等学校 21.05 大分西高等学校

平成２１年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分西高等学校 20.05 大分西高等学校

平成２０年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分西高等学校 19.05 大分西高等学校

平成１９年度 10年 大分西高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 25.05 大分上野丘高等学校



12教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２５年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 24.05 大分上野丘高等学校

平成２４年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 23.05 大分上野丘高等学校

平成２３年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 22.05 大分上野丘高等学校

平成２２年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 21.05 大分上野丘高等学校

平成２１年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧三重総合高等学校 24.05 三重総合高等学校

平成２４年度 10年 三重総合高等学校

学校要覧杵築高等学校 21.05 杵築高等学校

平成２１年度 10年 杵築高等学校

学校要覧 欠号：昭和４５年度 63.08 教育人事課

昭和３８年度～ 99年 教育委員会総務課

学校要覧臼杵高等学校 25.05 臼杵高等学校

平成２５年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧大分商業高等学校 23.05 大分商業高等学校

平成２３年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧安心院高等学校 22.05 安心院高等学校

平成２２年度 10年 安心院高等学校

学校要覧安心院高等学校 21.05 安心院高等学校

平成２１年度 10年 安心院高等学校

学校要覧安心院高等学校 20.05 安心院高等学校

平成２０年度 10年 安心院高等学校

学校要覧安心院高等学校 19.05 安心院高等学校

平成１９年度 10年 安心院高等学校

学校要覧由布高等学校 25.05 由布高等学校

平成２５年度 10年 由布高等学校

学校要覧由布高等学校 24.05 由布高等学校

平成２４年度 10年 由布高等学校

学校要覧由布支援学校 25.05 由布支援学校

平成２５年度 10年 由布支援学校



13教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧大分上野丘等学校 20.05 大分上野丘高等学校

平成２０年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分南高等学校 24.05 大分南高等学校

平成２４年度 10年 大分南高等学校

学校給食の現状 17.03 体育保健課

平成１６年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 16.03 体育保健課

平成１５年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 15.05 体育保健課

平成１４年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 14.07 体育保健課

平成１３年度 10年 体育保健課

県立高等学校入学者選抜実施要項 25.1 高校教育課

平成２６年度 10年 高校教育課

県立高等学校入学者選抜実施要項 24.1 高校教育課

平成２５年度 10年 高校教育課

学校要覧大分養護学校 20.05 大分支援学校

平成２０年度 10年 大分養護学校

学校要覧大分養護学校 21.05 大分支援学校

平成２１年度 10年 大分養護学校

学校要覧竹田支援学校 24.05 竹田支援学校

平成２４年度 10年 竹田支援学校

学校要覧大分舞鶴高等学校 24.05 大分舞鶴高等学校

平成２４年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校要覧大分南高等学校 25.05 大分南高等学校

平成２５年度 10年 大分南高等学校

学校給食の現状 20.04 体育保健課

平成１９年度 10年 体育保健課

学校要覧大分南高等学校 23.05 大分南高等学校

平成２３年度 10年 大分南高等学校

１０年経験者研修制度の手引き 19.03 義務教育課

平成１９年度 10年 義務教育課

１０年経験者研修制度の手引き 20.03 義務教育課



14教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年度 10年 義務教育課

１０年経験者研修制度の手引き 21.03 義務教育課

平成２１年度 10年 義務教育課

学校要覧大分南高等学校 22.05 大分南高等学校

平成２２年度 10年 大分南高等学校

学校要覧竹田支援学校 25.05 竹田支援学校

平成２５年度 10年 竹田支援学校

学校要覧大分東高等学校 25.05 大分東高等学校

平成２５年度 10年 大分東高等学校

学校要覧大分南高等学校 19.05 大分南高等学校

平成１９年度 10年 大分南高等学校

学校要覧大分南高等学校 20.05 大分南高等学校

平成２０年度 10年 大分南高等学校

学校要覧大分舞鶴高等学校 19.05 大分舞鶴高等学校

平成１９年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校要覧大分舞鶴高等学校 20.05 大分舞鶴高等学校

平成２０年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校要覧大分上野丘等学校 19.05 大分上野丘高等学校

平成１９年度 10年 大分上野丘高等学校

学校要覧大分舞鶴高等学校 23.05 大分舞鶴高等学校

平成２３年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校生活ハンドブック：外国人児童・保護者および教師の
ための

23.12 人権・同和教育課

日本語版 10年 人権・同和教育課

運動部活動の指導の在り方ー安全・安心の確保のため
にー

22.02 体育保健課

平成２２年 10年 体育保健課

学校生活ハンドブック：外国人児童・保護者および教師の
ための

23.12 人権・同和教育課

中国語版 10年 人権・同和教育課

栄養教諭を中核とした食育推進事業報告書 22.02 体育保健課

平成２１年 10年 体育保健課

栄養教諭を中核とした食育推進事業報告書 23.02 体育保健課

平成２２年 10年 体育保健課

学校生活ハンドブック：外国人児童・保護者および教師の
ための

23.12 人権・同和教育課

英語語版 10年 人権・同和教育課



15教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧大分舞鶴高等学校 22.05 大分舞鶴高等学校

平成２２年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校給食の現状 18.03 体育保健課

平成１７年度 10年 体育保健課

学校生活ハンドブック：外国人児童・保護者および教師の
ための

23.12 人権・同和教育課

タガログ語版 10年 人権・同和教育課

学校給食の現状 19.03 体育保健課

平成１８年度 10年 体育保健課

学校要覧大分雄城台高等学校 25.05 大分雄城台高等学校

平成２５年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧大分養護学校 19.05 大分支援学校

平成１９年度 10年 大分養護学校

学校生活ハンドブック：外国人児童・保護者および教師の
ための

24.03 人権・同和教育課

スペイン語版 10年 人権・同和教育課

学校図書館ハンドブック 23.01 県立図書館

２０１０ 10年 県立図書館

学校支援活動実践事例集～広がれ！学校・家庭・地域の
「協育」ネ

22.03 社会教育課

平成２１年度 10年 社会教育課

学校給食の現状 24.03 体育保健課

平成２３年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 23.03 体育保健課

平成２２年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 22.01 体育保健課

平成２１年度 10年 体育保健課

学校給食の現状 21.01 体育保健課

平成２０年度 10年 体育保健課

学校要覧 10.12 教育人事課

平成１０年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧大分舞鶴高等学校 21.05 大分舞鶴高等学校

平成２１年度 10年 大分舞鶴高等学校

学校要覧臼杵商業高等学校 21.05 臼杵商業高等学校

平成２１年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧臼杵商業高等学校 25.05 臼杵商業高等学校



16教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２５年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧臼杵商業高等学校 24.05 臼杵商業高等学校

平成２４年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧臼杵商業高等学校 23.05 臼杵商業高等学校

平成２３年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧臼杵商業高等学校 22.05 臼杵商業高等学校

平成２２年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 19.05 大分雄城台高等学校

平成１９年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 20.05 大分雄城台高等学校

平成２０年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 21.05 大分雄城台高等学校

平成２１年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 22.05 大分雄城台高等学校

平成２２年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧臼杵高等学校 21.05 臼杵高等学校

平成２１年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧大分商業高等学校 24.05 大分商業高等学校

平成２４年度 10年 大分商業高等学校

学校要覧臼杵養護学校 20.05 臼杵支援学校

平成２０年度 10年 臼杵養護学校

学校要覧大分大学教育福祉科学部付属特別支援学校 22.05 教育改革・企画課

平成２２年度 10年 教育行政改革推進室

学校要覧臼杵商業高等学校 19.05 臼杵商業高等学校

平成１９年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧臼杵支援学校 23.05 臼杵支援学校

平成２３年度 10年 臼杵支援学校

学校要覧臼杵支援学校 22.05 臼杵支援学校

平成２２年度 10年 臼杵支援学校

学校要覧臼杵高等学校 24.05 臼杵高等学校

平成２４年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧大分南高等学校 21.05 大分南高等学校

平成２１年度 10年 大分南高等学校



17教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧臼杵高等学校 22.05 臼杵高等学校

平成２２年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧大分中央高等学校 19.05 大分中央高等学校

平成１９年度 10年 大分中央高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 23.05 大分雄城台高等学校

平成２３年度 10年 大分雄城台高等学校

みんなで進める同和教育 11.03 人権・同和教育課

平成１１年版 10年 同和教育室

小学校理科観察・実験ハンドブック第６学年版 26.03 教育センター

平成２６年３月 10年 教育センター

小学校理科観察・実験ハンドブック第５学年版 26.03 教育センター

平成２６年３月 10年 教育センター

学校要覧杵築高等学校 20.05 杵築高等学校

平成２０年度 10年 杵築高等学校

学校要覧杵築高等学校 19.05 杵築高等学校

平成１９年度 10年 杵築高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 24.05 海洋科学高等学校

平成２４年度 10年 海洋科学高等学校

学校要覧大分豊府高等学校 23.05 大分豊府高等学校

平成２３年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 23.05 海洋科学高等学校

平成２３年度 10年 海洋科学高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 22.05 海洋科学高等学校

平成２２年度 10年 海洋科学高等学校

研究報告：長期派遣研修生 26.03 教育センター

平成２５年度 10年 教育センター

みんなで進める人権教育 14.04 人権・同和教育課

〔平成１４年度版〕 10年 人権・同和教育課

学校要覧臼杵養護学校 19.05 臼杵支援学校

平成１９年度 10年 臼杵養護学校

みんなで進める同和教育 12.03 人権・同和教育課

平成１２年版 10年 同和教育室

みんなで進める同和教育 13.03 人権・同和教育課



18教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１３年版 10年 人権・同和教育課

みんなで進める同和教育 14.05 人権・同和教育課

平成１４年版 10年 人権・同和教育課

研究報告：長期派遣研修生 25.03 教育センター

平成２４年度 10年 教育センター

学校要覧大分東高等学校 24.05 大分東高等学校

平成２４年度 10年 大分東高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 20.05 海洋科学高等学校

平成２０年度 10年 海洋科学高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 19.05 海洋科学高等学校

平成１９年度 10年 海洋科学高等学校

学校要覧臼杵養護学校 21.05 臼杵支援学校

平成２１年度 10年 臼杵養護学校

学校要覧臼杵商業高等学校 20.05 臼杵商業高等学校

平成２０年度 10年 臼杵商業高等学校

学校要覧海洋科学高等学校 21.08 海洋科学高等学校

平成２１年度 10年 海洋科学高等学校

学校要覧宇佐高等学校 22.05 宇佐高等学校

平成２２年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 23.05 宇佐産業科学高等学校

平成２３年度 10年 宇佐産業科学高等学校

学校要覧大分豊府高等学校 22.05 大分豊府高等学校

平成２２年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 22.05 宇佐産業科学高等学校

平成２２年度 10年 宇佐産業科学高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 21.05 宇佐産業科学高等学校

平成２１年度 10年 宇佐産業科学高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 20.05 宇佐産業科学高等学校

平成２０年度 10年 宇佐産業科学高等学

学校要覧大分豊府高等学校 21.05 大分豊府高等学校

平成２１年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 19.05 宇佐産業科学高等学校

平成１９年度 10年 宇佐産業科学高等学
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧大分豊府高等学校 20.05 大分豊府高等学校

平成２０年度 10年 大分豊府高等学校

学校要覧大分雄城台高等学校 24.05 大分雄城台高等学校

平成２４年度 10年 大分雄城台高等学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 24.05 宇佐産業科学高等学校

平成２４年度 10年 宇佐産業科学高等学校

学校要覧宇佐高等学校 23.05 宇佐高等学校

平成２３年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐高等学校 25.05 宇佐高等学校

平成２５年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐高等学校 21.05 宇佐高等学校

平成２１年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐高等学校 20.05 宇佐高等学校

平成２０年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐高等学校 19.05 宇佐高等学校

平成１９年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧宇佐支援学校中津校 24.05 宇佐支援学校中津校

平成２４年度 10年 宇佐支援学校中津校

学校要覧宇佐支援学校 25.05 宇佐支援学校

平成２５年度 10年 宇佐支援学校

学校要覧宇佐支援学校 24.05 宇佐支援学校

平成２４年度 10年 宇佐支援学校

学校要覧安心院高等学校 25.05 安心院高等学校

平成２５年度 10年 安心院高等学校

学校要覧安心院高等学校 24.05 安心院高等学校

平成２４年度 10年 安心院高等学校

学校要覧安心院高等学校 23.05 安心院高等学校

平成２３年度 10年 安心院高等学校

学校要覧大分大学教育福祉科学部付属特別支援学校 23.05 教育改革・企画課

平成２３年度 10年 教育行政改革推進室

学校要覧宇佐高等学校 24.05 宇佐高等学校

平成２４年度 10年 宇佐高等学校

学校要覧臼杵支援学校 24.05 臼杵支援学校
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２４年度 10年 臼杵支援学校

学校要覧臼杵高等学校 19.05 臼杵高等学校

平成１９年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧臼杵高等学校 20.05 臼杵高等学校

平成２０年度 10年 臼杵高等学校

学校要覧臼杵支援学校 25.05 臼杵支援学校

平成２５年度 10年 臼杵支援学校

学校要覧宇佐養護学校 21.05 宇佐支援学校

平成２１年度 10年 宇佐養護学校

学校要覧宇佐養護学校 20.05 宇佐支援学校

平成２０年度 10年 宇佐養護学校

学校要覧宇佐養護学校 19.05 宇佐支援学校

平成１９年度 10年 宇佐養護学校

学校要覧宇佐産業科学高等学校 25.05 宇佐産業科学高等学校

平成２５年度 10年 宇佐産業科学高等学校

学校要覧宇佐支援学校中津校 22.05 宇佐支援学校中津校

平成２２年度 10年 宇佐支援学校中津校

学校要覧宇佐支援学校 23.05 宇佐支援学校

平成２３年度 10年 宇佐支援学校

学校要覧宇佐支援学校中津校 23.05 宇佐支援学校中津校

平成２３年度 10年 宇佐支援学校中津校

学校要覧宇佐支援学校 22.05 宇佐支援学校

平成２２年度 10年 宇佐支援学校

学校要覧聾学校 22.05 聾学校

平成２２年度 10年 聾学校

学校要覧聾学校 25.05 聾学校

平成２５年度 10年 聾学校

学校要覧聾学校 21.05 聾学校

平成２１年度 10年 聾学校

学校要覧中津商業高等学校 20.05 中津商業高等学校

平成２０年度 10年 中津商業高等学校

学校要覧聾学校 24.05 聾学校

平成２４年度 10年 聾学校
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧聾学校 23.05 聾学校

平成２３年度 10年 聾学校

学校要覧中津商業高等学校 22.05 中津商業高等学校

平成２２年度 10年 中津商業高等学校

教科指導力の向上を図る校内研究等支援研修研究報告
書（小・中）

22.03 教育センター

平成２１年度 10年 教育センター

高校改革推進計画：素案 17.01 高校教育課

平成１７年１月 10年 高校教育課

高校改革推進計画：特色・魅力・活力ある高校づくりに向け
て

17.04 高校教育課

平成１７年３月 10年 高校改革推進室

教育センタ－研究紀要 17.03 教育センター

第３６集 10年 教育センター

学校要覧中津東高等学校 21.05 中津東高等学校

平成２１年度 10年 中津東高等学校

学校要覧竹田商業高等学校 19.05 竹田商業高等学校

平成１９年度 10年 竹田商業高等学校

学校要覧竹田養護学校 19.05 竹田支援学校

平成１９年度 10年 竹田養護学校

教科書選定資料：小学校用 16.06 高校教育課

平成１６年６月 10年 高校教育課

学校要覧竹田養護学校 21.05 竹田支援学校

平成２１年度 10年 竹田養護学校

学校要覧中津商業高等学校 21.05 中津商業高等学校

平成２１年度 10年 中津商業高等学校

学校要覧中津東高等学校 24.05 中津東高等学校

平成２４年度 10年 中津東高等学校

学校要覧中津東高等学校 25.05 中津東高等学校

平成２５年度 10年 中津東高等学校

学校要覧聾学校 19.05 聾学校

平成１９年度 10年 聾学校

学校要覧聾学校 20.05 聾学校

平成２０年度 10年 聾学校

学校要覧中津工業高等学校 20.05 中津工業高等学校
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番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２０年度 10年 中津工業高等学校

教科書の選定資料：盲・聾・養護学校並びに障害児学級に
おいて

16.06 高校教育課

平成１６年６月 10年 高校教育課

教科書選定資料：小学校用 22.06 義務教育課

平成２２年６月 10年 義務教育課

学校要覧竹田養護学校 20.05 竹田支援学校

平成２０年度 10年 竹田養護学校

教育センタ－研究紀要 15.03 教育センター

第３４集２分冊の２ 10年 教育センター

学校要覧中津工業高等学校 21.05 中津工業高等学校

平成２１年度 10年 中津工業高等学校

学校要覧竹田高等学校 21.05 竹田高等学校

平成２１年度 10年 竹田高等学校

教育センタ－研究紀要 16.03 教育センター

第３５集 10年 教育センター

教育センタ－研究紀要 13.03 教育センター

第３２集 10年 教育センター

学校要覧由布支援学校 23.05 由布支援学校

平成２３年度 10年 由布支援学校

教育センタ－研究紀要 12.03 教育センター

第３１集 10年 教育センター

教育センタ－研究紀要 14.03 教育センター

第３３集 10年 教育センター

学校要覧鶴見養護学校 19.05 別府支援学校鶴見校

平成１９年度 10年 鶴見養護学校

教育センタ－研究紀要 15.03 教育センター

第３４集２分冊の１ 10年 教育センター

教科指導力の向上を図る校内研究等支援研修研究報告
書（高校）

22.03 教育センター

平成２１年度 10年 教育センター

学校要覧鶴見養護学校 20.05 別府支援学校鶴見校

平成２０年度 10年 鶴見養護学校

学校要覧津久見高等学校海洋科学校 25.05
（新）津久見高等学校　海洋科学
校

平成２５年度 10年 津久見高等学校海洋科学校
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧津久見高等学校 24.05 津久見高等学校

平成２４年度 10年 津久見高等学校

学校要覧津久見高等学校 23.05 津久見高等学校

平成２３年度 10年 津久見高等学校

教科指導力の向上を図る校内研究等支援研修研究報告
書（高校）

21.03 教育センター

平成２０年度 10年 教育センター

教育センタ－研究紀要 11.03 教育センター

第３０集 10年 教育センター

教科指導力の向上を図る校内研究等支援研修研究報告
書（小・中）

21.03 教育センター

平成２０年度 10年 教育センター

学校要覧中津商業高等学校 19.05 中津商業高等学校

平成１９年度 10年 中津商業高等学校

学校要覧中津工業高等学校 22.05 中津工業高等学校

平成２２年度 10年 中津工業高等学校

教育センタ－研究紀要 18.03 教育センター

第３７集 10年 教育センター

学校要覧中津工業高等学校 19.05 中津工業高等学校

平成１９年度 10年 中津工業高等学校

学校要覧鶴見養護学校 21.05 別府支援学校鶴見校

平成２１年度 10年 鶴見養護学校

教育センタ－研究紀要 19.03 教育センター

第３８集 10年 教育センター

学校要覧津久見高等学校 25.05 津久見高等学校

平成２５年度 10年 津久見高等学校

教職員研修計画 23.04 教育センター

平成２３年度 10年 教育センター

教科書選定資料：中学校用 17.06 高校教育課

平成１８年度使用 10年 高校教育課

教職員研修計画 24.04 教育センター

平成２４年度 10年 教育センター

学校要覧津久見高等学校 22.05 津久見高等学校

平成２２年度 10年 津久見高等学校

学校要覧津久見高等学校 21.05 津久見高等学校
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番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２１年度 10年 津久見高等学校

学校要覧津久見高等学校 20.05 津久見高等学校

平成２０年度 10年 津久見高等学校

学校要覧津久見高等学校 19.05 津久見高等学校

平成１９年度 10年 津久見高等学校

教科指導力の向上を図る校内研究等支援研修研究報告
書（高校）

23.03 教育センター

平成２２年度 10年 教育センター

教科書選定資料：中学校用 23.06 義務教育課

平成２３年６月 10年 義務教育課

学校要覧日出暘谷高等学校 25.05 日出陽谷高等学校

平成２５年度 10年 日出暘谷高等学校

学校要覧日田高等学校 25.05 日田高等学校

平成２５年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 24.05 日田高等学校

平成２４年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 23.05 日田高等学校

平成２３年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 22.05 日田高等学校

平成２２年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 21.05 日田高等学校

平成２１年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 20.05 日田高等学校

平成２０年度 10年 日田高等学校

学校要覧日田高等学校 19.05 日田高等学校

平成１９年度 10年 日田高等学校

学校要覧日出暘谷高等学校 19.05 日出陽谷高等学校

平成１９年度 10年 日出陽谷高等学校

学校要覧日田支援学校 24.05 日田支援学校

平成２４年度 10年 日田支援学校

学校要覧日田三隈高等学校 19.05 日田三隈高等学校

平成１９年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日出暘谷高等学校 24.05 日出陽谷高等学校

平成２４年度 10年 日出暘谷高等学校
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番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧日出暘谷高等学校 23.05 日出陽谷高等学校

平成２３年度 10年 日出陽谷高等学校

学校要覧日出暘谷高等学校 22.05 日出陽谷高等学校

平成２２年度 10年 日出陽谷高等学校

学校要覧日出暘谷高等学校 21.05 日出陽谷高等学校

平成２１年度 10年 日出陽谷高等学校

学校要覧日出暘谷高等学校 20.05 日出陽谷高等学校

平成２０年度 10年 日出陽谷高等学校

公立高等学校及び特別支援学校　学校案内 20.1 高校教育課

平成２０年度 10年 高校教育課

公立高等学校及び特別支援学校　学校案内 21.07 高校教育課

平成２１年度 10年 高校教育課

学校要覧別府羽室台高等学校 19.05 別府羽室台高等学校

平成１９年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧日田支援学校 25.05 日田支援学校

平成２５年度 10年 日田支援学校

学校要覧日田支援学校 23.05 日田支援学校

平成２３年度 10年 日田支援学校

学校要覧竹田高等学校 23.05 竹田高等学校

平成２３年度 10年 竹田高等学校

学校要覧日田林工高等学校 24.05 日田林工高等学校

平成２４年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田林工高等学校 23.05 日田林工高等学校

平成２３年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田林工高等学校 22.05 日田林工高等学校

平成２２年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田林工高等学校 21.05 日田林工高等学校

平成２１年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田林工高等学校 20.05 日田林工高等学校

平成２０年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田林工高等学校 19.05 日田林工高等学校

平成１９年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧日田養護学校 21.05 日田支援学校



26教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２１年度 10年 日田養護学校

公立学校建物の実態調査 10.01 教育財務課

平成９年度 10年 理財課

学校要覧日田養護学校 19.05 日田支援学校

平成１９年度 10年 日田養護学校

公立学校建物の実態調査 20.09 教育財務課

平成２０年度 10年 学校施設課

学校要覧日田支援学校 22.05 日田支援学校

平成２２年度 10年 日田支援学校

学校要覧日田三隈高等学校 25.05 日田三隈高等学校

平成２５年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日田三隈高等学校 24.05 日田三隈高等学校

平成２４年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日田三隈高等学校 23.05 日田三隈高等学校

平成２３年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日田三隈高等学校 22.05 日田三隈高等学校

平成２２年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日田三隈高等学校 21.05 日田三隈高等学校

平成２１年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日田三隈高等学校 20.05 日田三隈高等学校

平成２０年度 10年 日田三隈高等学校

学校要覧日出養護学校 21.05 日出支援学校

平成２１年度 10年 日出養護学校

学校要覧日田養護学校 20.05 日田支援学校

平成２０年度 10年 日田養護学校

基礎・基本の定着状況調査報告書 20.09 義務教育課

平成２０年度 10年 義務教育課

研究報告：１年研修生 22.03 教育センター

平成２１年度 10年 教育センター

研究報告：１年研修生 23.03 教育センター

平成２２年度 10年 教育センター

研究報告：１年研修生 24.03 教育センター

平成２３年度 10年 教育センター



27教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

公立高等学校及び盲・聾・養護学校（高等部）学校案内 18.1 高校教育課

平成１８年度 10年 高校教育課

公立高等学校及び盲・聾・養護学校（高等部）学校案内 19.1 高校教育課

平成１９年度 10年 高校教育課

学校要覧中津南高等学校 23.05 中津南高等学校

平成２３年度 10年 中津南高等学校

学校要覧中津南高等学校 24.05 中津南高等学校

平成２４年度 10年 中津南高等学校

公立高等学校及び特別支援学校　学校案内 22.07 高校教育課

平成２２年度 10年 高校教育課

基礎・基本の定着状況調査報告書 19.09 義務教育課

平成１９年度 10年 義務教育課

学校要覧鶴崎工業高等学校 20.05 鶴崎工業高等学校

平成２０年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧中津南高等学校 25.05 中津南高等学校

平成２５年度 10年 中津南高等学校

学校要覧中津北高等学校 19.05 中津北高等学校

平成１９年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 20.05 中津北高等学校

平成２０年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 21.05 中津北高等学校

平成２１年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 22.05 中津北高等学校

平成２２年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 23.05 中津北高等学校

平成２３年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 24.05 中津北高等学校

平成２４年度 10年 中津北高等学校

学校要覧中津北高等学校 25.05 中津北高等学校

平成２５年度 10年 中津北高等学校

基礎・基本の定着状況調査報告書 18.09 義務教育課

平成１８年度 10年 義務教育課

学校要覧南石垣支援学校 22.05 南石垣支援学校



28教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度 10年 南石垣支援学校

学校要覧日出養護学校 20.05 日出支援学校

平成２０年度 10年 日出養護学校

学校要覧日出養護学校 19.05 日出支援学校

平成１９年度 10年 日出養護学校

学校要覧日出支援学校 23.05 日出支援学校

平成２３年度 10年 日出支援学校

学校要覧日出支援学校 22.05 日出支援学校

平成２２年度 10年 日出支援学校

学校要覧日出支援学校 25.05 日出支援学校

平成２５年度 10年 日出支援学校

学校要覧日出支援学校 24.05 日出支援学校

平成２４年度 10年 日出支援学校

学校要覧南石垣養護学校 21.05 南石垣支援学校

平成２１年度 10年 南石垣養護学校

学校要覧南石垣養護学校 20.05 南石垣支援学校

平成２０年度 10年 南石垣養護学校

公立高等学校及び盲・聾・養護学校（高等部）案内 15.1 高校教育課

平成１５年度 10年 教育庁学校教育課

学校要覧南石垣支援学校 23.05 南石垣支援学校

平成２３年度 10年 南石垣支援学校

学校要覧鶴崎工業高等学校 19.05 鶴崎工業高等学校

平成１９年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧南石垣支援学校 25.05 南石垣支援学校

平成２５年度 10年 南石垣支援学校

学校要覧南石垣支援学校 24.05 南石垣支援学校

平成２４年度 10年 南石垣支援学校

学校要覧鶴崎工業高等学校 25.05 鶴崎工業高等学校

平成２５年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧鶴崎工業高等学校 24.05 鶴崎工業高等学校

平成２４年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧鶴崎工業高等学校 23.05 鶴崎工業高等学校

平成２３年度 10年 鶴崎工業高等学校



29教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧鶴崎工業高等学校 22.05 鶴崎工業高等学校

平成２２年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧鶴崎工業高等学校 21.05 鶴崎工業高等学校

平成２１年度 10年 鶴崎工業高等学校

学校要覧別府羽室台高等学校 20.05 別府羽室台高等学校

平成２０年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧南石垣養護学校 19.05 南石垣支援学校

平成１９年度 10年 南石垣養護学校

学校要覧野津高等学校 21.05 野津高等学校

平成２１年度 10年 野津高等学校

学校要覧竹田支援学校 23.05 竹田支援学校

平成２３年度 10年 竹田支援学校

公立学校建物の実態調査 15.05 教育財務課

平成１４年度 10年 理財課

公立学校建物の実態調査 15.04 教育財務課

平成１５年度 10年 理財課

公立学校建物の実態調査 18.04 教育財務課

平成１７年度 10年 学校施設課

公立学校建物の実態調査 18.11 教育財務課

平成１８年度 10年 学校施設課

公立学校建物の実態調査 19.07 教育財務課

平成１９年度 10年 学校施設課

学校要覧野津高等学校 24.05 野津高等学校

平成２４年度 10年 野津高等学校

公立学校建物の実態調査 13.02 教育財務課

平成１２年度 10年 理財課

学校要覧野津高等学校 22.05 野津高等学校

平成２２年度 10年 野津高等学校

公立学校建物の実態調査 12.01 日田教育事務所

平成１１年度 10年 日田教育事務所

学校要覧野津高等学校 20.05 野津高等学校

平成２０年度 10年 野津高等学校

学校要覧野津高等学校 19.05 野津高等学校



30教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１９年度 10年 野津高等学校

学校要覧盲学校 25.05 盲学校

平成２５年度 10年 盲学校

学校要覧盲学校 24.05 盲学校

平成２４年度 10年 盲学校

学校要覧盲学校 23.05 盲学校

平成２３年度 10年 盲学校

学校要覧盲学校 22.05 盲学校

平成２２年度 10年 盲学校

学校要覧日田林工高等学校 25.05 日田林工高等学校

平成２５年度 10年 日田林工高等学校

学校要覧盲学校 21.05 盲学校

平成２１年度 10年 盲学校

学校要覧野津高等学校 23.05 野津高等学校

平成２３年度 10年 野津高等学校

学校要覧由布高等学校 19.05 由布高等学校

平成１９年度 10年 由布高等学校

学校要覧竹田支援学校 22.05 竹田支援学校

平成２２年度 10年 竹田支援学校

学校要覧竹田高等学校 25.05 竹田高等学校

平成２５年度 10年 竹田高等学校

学校要覧竹田高等学校 24.05 竹田高等学校

平成２４年度 10年 竹田高等学校

学校要覧竹田高等学校 22.05 竹田高等学校

平成２２年度 10年 竹田高等学校

学校要覧由布支援学校 22.05 由布支援学校

平成２２年度 10年 由布支援学校

学校要覧由布高等学校 23.05 由布高等学校

平成２３年度 10年 由布高等学校

学校要覧由布高等学校 22.05 由布高等学校

平成２２年度 10年 由布高等学校

公立学校建物の実態調査 14.05 教育財務課

平成１３年度 10年 理財課



31教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧由布高等学校 20.05 由布高等学校

平成２０年度 10年 由布高等学校

学校要覧盲学校 20.05 盲学校

平成２０年度 10年 盲学校

学校要覧野津高等学校 25.05 野津高等学校

平成２５年度 10年 野津高等学校

学校要覧中津東高等学校 22.05 中津東高等学校

平成２２年度 10年 中津東高等学校

学校要覧中津東高等学校 23.05 中津東高等学校

平成２３年度 10年 中津東高等学校

学校要覧中津南高等学校 19.05 中津南高等学校

平成１９年度 10年 中津南高等学校

学校要覧中津南高等学校 20.05 中津南高等学校

平成２０年度 10年 中津南高等学校

学校要覧中津南高等学校 21.05 中津南高等学校

平成２１年度 10年 中津南高等学校

学校要覧中津南高等学校 22.05 中津南高等学校

平成２２年度 10年 中津南高等学校

公立学校建物の実態調査 11.01 日田教育事務所

平成１０年度 10年 日田教育事務所

学校要覧由布高等学校 21.05 由布高等学校

平成２１年度 10年 由布高等学校

県立高等学校入学者選抜実施要項 20.1 高校教育課

平成２１年度 10年 高校改革推進室

学校要覧別府商業高等学校 22.05 教育改革・企画課

平成２２年度 10年 教育行政改革推進室

学校要覧竹田高等学校 20.05 竹田高等学校

平成２０年度 10年 竹田高等学校

学校要覧別府商業高等学校 20.05 教育改革・企画課

平成２０年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧別府商業高等学校 19.05 教育改革・企画課

平成１９年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧別府支援学校 25.05 別府支援学校



32教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２５年度 10年 別府支援学校

学校要覧別府支援学校 24.05 別府支援学校

平成２４年度 10年 別府支援学校

県立高等学校入学者選抜実施要項 23.1 高校教育課

平成２４年度 10年 高校教育課

学校要覧盲学校 19.05 盲学校

平成１９年度 10年 盲学校

県立高等学校入学者選抜実施要項 21.1 高校教育課

平成２２年度 10年 高校教育課

学校要覧別府商業高等学校 23.05 教育改革・企画課

平成２３年度 10年 教育行政改革推進室

県立高等学校入学者選抜実施要項 19.1 高校教育課

平成２０年度 10年 高校改革推進室

学校要覧別府支援学校 23.05 別府支援学校

平成２３年度 10年 別府支援学校

学校要覧別府支援学校 22.05 別府支援学校

平成２２年度 10年 別府支援学校

学校要覧別府羽室台高等学校 25.05 別府羽室台高等学校

平成２５年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧別府羽室台高等学校 24.05 別府羽室台高等学校

平成２４年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧別府羽室台高等学校 23.05 別府羽室台高等学校

平成２３年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧別府羽室台高等学校 22.05 別府羽室台高等学校

平成２２年度 10年 別府羽室台高等学校

学校要覧別府羽室台高等学校 21.05 別府羽室台高等学校

平成２１年度 10年 別府羽室台高等学校

県立高等学校入学者選抜実施要項 22.1 高校教育課

平成２３年度 10年 高校教育課

学校要覧別府青山高等学校 25.05 別府青山高等学校

平成２５年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府養護学校 21.05 別府支援学校

平成２１年度 10年 別府養護学校



33教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

学校要覧別府養護学校 20.05 別府支援学校

平成２０年度 10年 別府養護学校

学校要覧別府養護学校 19.05 別府支援学校

平成１９年度 10年 別府養護学校

学校要覧別府鶴見丘高等学校 25.05 別府鶴見丘高等学校

平成２５年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府鶴見丘高等学校 24.05 別府鶴見丘高等学校

平成２４年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府鶴見丘高等学校 23.05 別府鶴見丘高等学校

平成２３年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府鶴見丘高等学校 22.05 別府鶴見丘高等学校

平成２２年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府鶴見丘高等学校 21.05 別府鶴見丘高等学校

平成２１年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府商業高等学校 21.05 教育改革・企画課

平成２１年度 10年 教育委員会総務課

学校要覧別府鶴見丘高等学校 19.05 別府鶴見丘高等学校

平成１９年度 10年 別府鶴見丘高等学校

学校要覧別府青山高等学校 24.05 別府青山高等学校

平成２４年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府青山高等学校 23.05 別府青山高等学校

平成２３年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府青山高等学校 22.05 別府青山高等学校

平成２２年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府青山高等学校 21.05 別府青山高等学校

平成２１年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府青山高等学校 20.05 別府青山高等学校

平成２０年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府青山高等学校 19.05 別府青山高等学校

平成１９年度 10年 別府青山高等学校

学校要覧別府商業高等学校 25.05 教育改革・企画課

平成２５年度 10年 教育改革・企画課

学校要覧別府商業高等学校 24.05 教育改革・企画課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２４年度 10年 教育改革・企画課

学校要覧別府鶴見丘高等学校 20.05 別府鶴見丘高等学校

平成２０年度 10年 別府鶴見丘高等学校

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 15.03 体育保健課

平成１４年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 26.03 体育保健課

平成２５年度 10年 体育保健課

児童生徒の食生活等実態調査結果報告書 12.04 体育保健課

平成１１年度 10年 大分県学校栄養士研究会

初任者研修制度の手引き 19.03 義務教育課

平成１９年度 10年 義務教育課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 14.03 体育保健課

平成１３年度 10年 体育保健課

初任者研修制度の手引き 21.03 義務教育課

平成２１年度 10年 義務教育課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 17.03 体育保健課

平成１６年度 10年 体育保健課

初任者研修制度の手引き 22.03 義務教育課

平成２２年度 10年 義務教育課

初任者研修制度の手引き 23.03 義務教育課

平成２３年度 10年 義務教育課

指導資料：確かな学力の向上をめざして 19.03 義務教育課

第５集 10年 義務教育課

指導資料：確かな学力の向上をめざして 20.03 義務教育課

第６集 10年 義務教育課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 18.03 体育保健課

平成１７年度 10年 体育保健課

初任者研修制度の手引き 20.03 義務教育課

平成２０年度 10年 義務教育課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 23.02 体育保健課

平成２２年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 19.03 体育保健課

平成１８年度 10年 体育保健課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 20.03 体育保健課

平成１９年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 21.03 体育保健課

平成２０年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 16.03 体育保健課

平成１５年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 22.03 体育保健課

平成２１年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 13.03 体育保健課

平成１２年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 24.04 体育保健課

平成２３年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 25.03 体育保健課

平成２４年度 10年 体育保健課

子どもの豊かな育ちをめざす幼小連携とＰＴＡ活動充実の
取り組み

19.03 義務教育課

平成１９年３月 10年 義務教育課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 11.03 体育保健課

平成１０年度 10年 体育保健課

児童・生徒の体力・運動能力等調査報告書：学校体育資料 12.03 体育保健課

平成１１年度 10年 体育保健課

今後の県立高等学校の在り方について：中間まとめ 16.1 高校教育課

平成１６年１０月 10年 高校教育課

人権教育行政のてびき 18.03 人権・同和教育課

平成１８年度版 10年 人権・同和教育課

生徒指導資料：魅力ある学級づくりをめざして 12.03 生徒指導推進室

第１９集 10年 生徒指導推進室

人権教育推進計画 18.02 人権・同和教育課

平成１８年２月 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 24.03 人権・同和教育課

平成２４年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 23.03 人権・同和教育課

平成２３年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 22.03 人権・同和教育課
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 21.03 人権・同和教育課

平成２１年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育の進め方：人権教育の具体的手法を確立しよう 20.03 人権・同和教育課

第３集 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 19.03 人権・同和教育課

平成１９年度版 10年 人権・同和教育課

人権・同和教育行政のてびき 13.03 人権・同和教育課

平成１３年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 17.03 人権・同和教育課

平成１７年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 16.03 人権・同和教育課

平成１６年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育の進め方：人権教育の評価を確立しよう 21.03 人権・同和教育課

第４集 10年 人権・同和教育課

人権教育の進め方：人権教育の全体構想を作成しよう！ 18.03 人権・同和教育課

第１集 10年 人権・同和教育課

人権教育の進め方：人権教育の視点を確立しよう 19.03 人権・同和教育課

第２集 10年 人権・同和教育課

人権・同和教育行政のてびき 15.03 人権・同和教育課

平成１５年度版 10年 人権・同和教育課

人権教育行政のてびき 20.03 人権・同和教育課

平成２０年度版 10年 人権・同和教育課

上野丘論叢 教科・分掌研究集録 9.03 大分上野丘高等学校

第２９集 99年 大分上野丘高校

生徒指導資料：いじめの問題の根絶に向けて 19.01 生徒指導推進室

第２６集 10年 生徒指導推進室

生徒指導資料：生徒指導の充実にむけて 15.03 生徒指導推進室

第２２集 10年 生徒指導推進室

生徒指導資料：豊かな人間性を育む教育活動の推進 13.03 生徒指導推進室

第２０集 10年 生徒指導推進室

生徒指導資料：社会性をはぐくむ生徒指導 16.03 生徒指導推進室

第２３集 10年 生徒指導推進室
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行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間
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発行所名
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生徒指導資料：健全育成と生徒指導 14.03 生徒指導推進室

第２１集 10年 生徒指導推進室

生徒指導資料：いま求められる生徒指導２ 18.03 生徒指導推進室

第２５集 10年 生徒指導推進室

生徒指導資料：いま求められる生徒指導 17.09 生徒指導推進室

第２４集 10年 生徒指導推進室

特色有る学校 10.1 学校教育課

平成１０年度 10年 学校教育課

特色ある学校 11.1 学校教育課

平成１１年度 10年 学校教育課

同和教育行政のてびき 10.03 人権・同和教育課

平成１０年度版 10年 同和教育室

同和教育行政のてびき 11.03 人権・同和教育課

平成１１年度版 10年 同和教育室

同和教育行政のてびき 12.03 人権・同和教育課

平成１２年度版 10年 同和教育室

道徳教育実践ハンドブック 21.03 義務教育課

平成２１年３月 10年 義務教育課

〔別府商業高等学校〕研究紀要 23.05 教育改革・企画課

第４２号 10年 教育委員会総務課

〔別府商業高等学校〕研究紀要 19.03 教育人事課

第４０号 10年 教育委員会総務課

〔別府商業高等学校〕研究紀要 17.03 教育人事課

第３９号 10年 教育委員会総務課

〔県立図書館〕学校図書館関係者スキルアップ研修会報告
書

25.03 県立図書館

平成２４年度 10年 県立図書館

「一層やりがいのある校内研究」手引書 26.03 教育センター

平成２６年３月 10年 教育センター

02 （社会教育）

おおいた学びの輪推進事業「ふるさと学講座」 25.05 社会教育総合センター

平成２５年度 10年 社会教育総合センター

家庭教育支援のあり方について（答申） 25.02 社会教育課
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平成２５年２月１日 10年 社会教育課

のびのび共同生活体験モデル事業実施報告書 14.03 社会教育課

平成１２・１３年度 10年 生涯学習課

学校解放等による地域交流事業報告書 14.03 社会教育課

平成１３年度 10年 生涯学習課

県立青少年教育施設の今後の在り方について：答申 15.03 社会教育課

10年 生涯学習課

子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育と社会教育の協働
の在り

22.09 社会教育課

平成２２年９月１日 10年 社会教育課

大分っ子「社会力」パワーアップ事業実施報告書 15.03 社会教育課

平成１４年度 10年 生涯学習課

親子でふれあい県庁たんけん：子ども職場見学報告冊子 15.03 社会教育課

10年 生涯学習課

大分県における体験活動プログラム実践事例集 14.03 社会教育課

平成１３年度 10年 生涯学習課

青少年ふれあいエコツーリズム２１事業報告書：ぐるっと環
境調査

16.03 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

地域協育振興プラン 19.02 社会教育課

平成１９～２７年度 10年 生涯学習課

地域教育力向上連携推進事業のまとめ 16.04 社会教育課

平成１３～１５年度 10年 生涯学習課

地域社会の協働による子どもの健全育成の方策について
（最終答申

18.11 社会教育課

平成１８年１１月 10年 生涯学習課

「協育」ネットワークシステムの構築をめざして 20.03 社会教育課

10年 生涯学習課

「地域教育力再生プラン」事例集：文部科学省委託事業 19.03 社会教育課

平成１８年度 10年 生涯学習課

「おおいた学びの輪」推進事業拡大講座連携講座案内 24.1 社会教育総合センター

平成２４年１０月～ 10年 社会教育総合センター

「おおいた学びの輪」推進事業主催講座受講案内 24.04 社会教育総合センター

平成２４年４月～ 10年 社会教育総合センター

「おおいた学びの輪」推進事業連携講座受講案内 24.04 社会教育総合センター

平成２４年４月～ 10年 社会教育総合センター
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「地域教育力再生プラン」事例集：文部科学省委託事業 18.03 社会教育課

平成１７年度 10年 生涯学習課

魅力ある体験活動プログラム開発の手引 15.03 社会教育課

10年 生涯学習課

03 （生涯教育）

学校週５日制推進事業：完全学校週５日制実施に向けて 11.03 社会教育課

平成１０年度 10年 生涯学習課

家庭教育充実事業実施報告書 13.03 社会教育課

平成１２年度 10年 生涯学習課

家庭教育支援総合推進事業報告書 18.03 私学振興・青少年課

平成１７年度 10年 私学振興・青少年課

家庭教育充実事業実施報告書 15.03 社会教育課

平成１４年度 10年 生涯学習課

家庭教育充実事業実施報告書 16.03 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

家庭教育充実事業実施報告書 17.03 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課

家庭教育充実事業報告書 12.03 社会教育課

平成１１年度 10年 生涯学習課

家庭教育充実事業実施報告書 14.03 社会教育課

平成１３年度 10年 生涯学習課

家庭教育支援総合推進事業報告書 17.03 私学振興・青少年課

平成１６年度 10年 私学振興・青少年課

ことばのブックリストことばこ 24.03 県立図書館

10年 県立図書館

オ－プンスク－ル事業報告書 12.03 県立図書館

平成１１年度 10年 県立図書館

オ－プンスク－ル事業報告書 13.03 県立図書館

平成１２年度 10年 県立図書館

家庭教育充実事業「すこやかテレフォンサ－ビス」実施報
告書

11.03 社会教育総合センター

平成１０年度 10年 生涯教育センター

おおいたっ子心の交流推進事業　報告書 24.03
社会教育総合センター香々地青
少年の家
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平成２３年度 10年
社会教育総合センター香々地青
少年の家

おおいたスポーツ情報：市町村体育・スポーツ施設の概要 12.05 体育保健課

平成１２年度 10年 大分県体育施設協会

県民及び教育行政職員の生涯学習に関する意識調査 11.03 社会教育総合センター

10年 生涯教育センター

県立図書館百年史 17.02 県立図書館

10年 県立図書館

教育の協働を推進する拠点としての役割を果たすための
公民館運営

20.03 社会教育課

鴃頽 10年 生涯学習課

市町村における青少年教育事業・団体の状況：調査のまと
め

12.01 社会教育課

平成１０年度 10年 生涯学習課

図書館を使った調べ学習コンクール：最優秀作品集 22.03 県立図書館

第５回 10年 県立図書館

大分っ子いきいき地域活動推進事業・報告書 16.03 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育 20.03 社会教育課

平成１８年度実績 10年 生涯学習課

大分っ子「社会力」パワーアップ事業実施報告書 17.03 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課

大分の文化団体及び施設名簿 12.03
芸術文化スポーツ局芸術文化ス
ポーツ振興課

ｖｏｌ．３ 10年 文化振興課

大分っ子「社会力」パワーアップ事業実施報告書 16.03 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

図書館を使った調べ学習コンクール：最優秀作品集 23.03 県立図書館

第６回 10年 県立図書館

図書館を使った調べ学習コンクール：最優秀作品集 19.03 県立図書館

第２回 10年 県立図書館

少年自然体験活動推進事業報告書：自然大好きチャレン
ジキャンプ

11.02
社会教育総合センター香々地青
少年の家

平成１０年度 10年 香々地少年自然の家

心豊でたくましい大分っ子：家庭教育指導資料 11.03 社会教育課

改訂版 10年 生涯学習課

図書館を使った調べ学習コンクール：最優秀作品集 21.03 県立図書館

第４回 10年 県立図書館



41教育

分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

男女共同参画社会づくりのための意識調査報告書 17.03 県民生活・男女共同参画課

平成１７年３月 10年 県民生活・男女共同参画課

生涯学習・社会教育の現状 11.09 社会教育課

平成１１年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の実績 18.03 社会教育課

平成１７年度実績 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の実績 24.02 社会教育課

平成２２年度実績 10年 社会教育課

生涯学習・社会教育 21.03 社会教育課

平成１９年度実績 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の現状 17.02 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の現状 16.02 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の現状 15.01 社会教育課

平成１４年度 10年 生涯学習課

生涯学習課要覧 10.04 社会教育課

平成１０年度 10年 生涯学習課

生涯学習課要覧 11.04 社会教育課

平成１１年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の実績 22.02 社会教育課

平成２１年度実績 10年 社会教育課

生涯学習・社会教育の現状 12.1 社会教育課

平成１２年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育の実績 18.03 社会教育課

平成１７年度 10年 生涯学習課

生涯学習課要覧 18.05 社会教育課

平成１８年度 10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育
「生涯学習・社会教育
の実績」改題

26.03 社会教育課

平成２５年度 10年 社会教育課

生涯学習・社会教育 25.03 社会教育課

平成２４年度 10年 社会教育課

生涯学習推進基本構想 11.03 社会教育課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

10年 生涯学習課

生涯学習・社会教育 22.01 社会教育課

平成２０年度実績 10年 社会教育課

第２次大分県子ども読書活動推進計画 21.03 社会教育課

平成２１年３月 10年 生涯学習課

図書館を使った調べ学習コンクール：最優秀作品集 20.03 県立図書館

第３回 10年 県立図書館

生涯学習・社会教育の現状 14.01 社会教育課

平成１３年度 10年 生涯学習課

調査報告書：市町村社会教育計画及び実践化過程に関す
る研究

21.03 社会教育総合センター

平成１９・２０年度 10年 社会教育総合センター

「親学のすすめ」読本 20.03 社会教育課

10年 社会教育課

〔県立図書館〕推薦図書リスト：探検しよう！本の世界を 20.02 県立図書館

４ 10年 県立図書館

「おやじの会」応援モデル事業報告書 16.03 社会教育課

平成１５年度 10年 生涯学習課

〔県立図書館〕要覧 18.05 県立図書館

平成１８年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 11.05 県立図書館

平成１１年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 12.05 県立図書館

平成１２年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 13.05 県立図書館

平成１３年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 14.05 県立図書館

平成１４年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 16.04 県立図書館

平成１６年度 10年 県立図書館

〔生涯教育センタ－〕要覧 16.04 社会教育総合センター

平成１６年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 15.04 社会教育総合センター

平成１５年度 10年 生涯教育センター
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔生涯教育センタ－〕要覧 14.04 社会教育総合センター

平成１４年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 13.04 社会教育総合センター

平成１３年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 12.04 社会教育総合センター

平成１２年度 10年 生涯教育センター

〔県立図書館〕要覧 10.05 県立図書館

平成１０年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 17.04 県立図書館

平成１７年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 15.05 県立図書館

平成１５年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 19.05 県立図書館

平成１９年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 20.05 県立図書館

平成２０年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 21.06 県立図書館

平成２１年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 22.06 県立図書館

平成２２年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 23.07 県立図書館

平成２３年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 24.06 県立図書館

平成２４年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 25.05 県立図書館

平成２５年度 10年 県立図書館

〔県立図書館〕要覧 9.05 県立図書館

平成９年度 01年 県立図書館

〔県立図書館〕理数系推薦図書リスト：科学読物ブックリスト 23.03 県立図書館

２０１１ 10年 県立図書館

〔香々地少年自然の家〕運営の概要 11.04
社会教育総合センター香々地青
少年の家

平成１１年度 10年 香々地少年自然の家

〔県立図書館〕推薦図書リスト：ようこそ！絵本の世界へ 16.11 県立図書館
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

１ 10年 県立図書館

〔県立図書館〕推薦図書リスト：ひろげよう！本の世界 17.12 県立図書館

２ 10年 県立図書館

〔県立図書館〕推薦図書リスト：はばたこう！本の世界へ 21.03 県立図書館

５ 10年 県立図書館

〔生涯教育センタ－〕要覧 18.04 社会教育総合センター

平成１８年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 19.05 社会教育総合センター

平成１９年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 20.04 社会教育総合センター

平成２０年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 21.04 社会教育総合センター

平成２１年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 22.04 社会教育総合センター

平成２２年度 10年 生涯教育センター

〔生涯教育センタ－〕要覧 17.04 社会教育総合センター

平成１７年度 10年 生涯教育センター

〔県立図書館〕推薦図書リスト：楽しもう！本の世界 19.01 県立図書館

３ 10年 県立図書館

04 （私学振興）

私立学校名簿 18.11 私学振興・青少年課

平成１８年５月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 24.07 私学振興・青少年課

平成２４年７月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 23.08 私学振興・青少年課

平成２３年８月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 22.09 私学振興・青少年課

平成２２年９月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 21.05 私学振興・青少年課

平成２１年５月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 20.05 私学振興・青少年課

平成２０年５月現在 10年 私学振興・青少年課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

私立学校名簿 19.11 私学振興・青少年課

平成１９年５月現在 10年 私学振興・青少年課

私立学校名簿 10.1 私学振興・青少年課

平成１０年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 16.11 私学振興・青少年課

平成１６年５月現在 10年 青少年・学事課私学振興室

私立学校名簿 15.07 私学振興・青少年課

平成１５年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 14.1 私学振興・青少年課

平成１４年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 13.07 私学振興・青少年課

平成１３年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 12.07 私学振興・青少年課

平成１２年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 11.07 私学振興・青少年課

平成１１年７月現在 10年 総務課

私立学校名簿 17.11 私学振興・青少年課

平成１７年５月現在 10年 私学振興・青少年課

05 （その他）

１１月１日は「おおいた教育の日」 リーフレット 26.02 社会教育課

10年 社会教育課

頼りになります、お父さん！：父親家庭教育参加促進啓発
リーフレット

リーフレット 26.03 社会教育課

平成２６年 10年 社会教育課

新大分県総合教育計画：大分県教育改革プラン 24.03 教育改革・企画課

改訂版 10年 教育改革・企画課

ＰＴＡ研究大会別府地区速見大会記録集 19.03 社会教育課

平成１８年度 10年 生涯学習課

父親家庭教育参加促進啓発：父親参加の取り組み 25 .03 社会教育課

２０１３ 10年 社会教育課

家庭教育支援総合推進事業報告書 19.03 私学振興・青少年課

平成１８年度 10年 私学振興・青少年課

おおいた教育の日：エッセー作品集 22.03 社会教育課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１７～２１年度 10年 社会教育課

家庭教育支援総合推進事業報告 21.03 私学振興・青少年課

平成２０年度 10年 私学振興・青少年課

家庭教育支援総合推進事業報告書 20.03 私学振興・青少年課

平成１９年度 10年 私学振興・青少年課

教育行政概要 18.05 教育人事課

平成１８年度 10年 教育委員会総務課

県北の教育 16.03 中津教育事務所

第４３集 10年 中津教育事務所

教育行政概要：追加版 11.1 教育人事課

平成１１年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 9.04 教育人事課

平成９年度 10年 教育庁総務課

教育行政概要 19.08 教育人事課

平成１９年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 10.04 教育人事課

平成１０年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 17.04 教育人事課

平成１７年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 16.04 教育人事課

平成１６年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 15.06 教育人事課

平成１５年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 14.04 教育人事課

平成１４年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 13.05 教育人事課

平成１３年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 12.05 教育人事課

平成１２年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 11.06 教育人事課

平成１１年度 10年 教育委員会総務課

教育行政概要 9.03 教育人事課

平成８年度 99年 教育委員会総務課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

佐伯管内教育行政要覧 13.05 佐伯教育事務所

平成１３年度 10年 佐伯教育事務所

佐伯管内教育行政要覧 18.04 佐伯教育事務所

平成１８年度 10年 佐伯教育事務所

佐伯管内教育行政要覧 17.04 佐伯教育事務所

平成１７年度 10年 佐伯教育事務所

佐伯管内教育行政要覧 16.04 佐伯教育事務所

平成１６年度 10年 佐伯教育事務所

佐伯管内教育行政要覧 15.04 佐伯教育事務所

平成１５年度 10年 佐伯教育事務所

宿泊体験型科学教室「科学（ロボット）の不思議」実施報告 21.02
社会教育総合センター香々地青
少年の家

平成２１年２月 10年 香々地少年自然の家

佐伯管内教育行政要覧 14.04 佐伯教育事務所

平成１４年度 10年 佐伯教育事務所

大分の教育 15.12 教育人事課

平成１４年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

創立百周年記念誌 ＣＤ－ＲＯＭ 19.11 臼杵商業高等学校

平成１９年 10年 臼杵商業高等学校

大分の教育 11.12 教育人事課

平成１０年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分の教育
大分県の教育の概要を
まとめた案内書

63.1 教育人事課

昭和５９年度版～ 99年 教育委員会総務課

大分の教育 12.12 教育人事課

平成１１年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分の教育 13.12 教育人事課

平成１２年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

総合教育計画 12.01 教育人事課

第５次 10年 教育委員会総務課

大分の教育 16.12 教育人事課

平成１５年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分の教育 17.12 教育人事課

平成１６年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分の教育 18.1 教育人事課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成１７年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分の教育 19.1 教育人事課

平成１８年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分管内教育行政要覧 14.05 大分教育事務所

平成１４年度 10年 大分教育事務所

大分の教育 22.06 財政課

平成２０年度のまとめ 10年 財政課

大分の教育 14.12 教育人事課

平成１３年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

新大分県総合教育計画：大分県教育改革プラン 18.06 教育改革・企画課

平成１８～２７年度 10年 企画調整室

大分県遺跡地図 5.03 文化課

99年 教育委員会

大分県遺跡地図 ＣＤ－ＲＯＭ有 20.03 文化課

２００８ 10年 文化課

大分管内教育行政要覧 13.05 大分教育事務所

平成１３年度 10年 大分教育事務所

大分の教育 平成７年度未発行 10.02 教育人事課

平成８年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

大分管内教育行政要覧 15.05 大分教育事務所

平成１５年度 10年 大分教育事務所

大分の教育 21.01 教育人事課

平成１９年度のまとめ 10年 教育委員会総務課

竹田管内教育行政要覧 18.06 竹田教育事務所

平成１８年度 10年 竹田教育事務所

日田管内教育行政要覧 21.07 日田教育事務所

平成２１年度 10年 日田教育事務所

日田管内教育行政要覧 22.07 日田教育事務所

平成２２年度 10年 日田教育事務所

別冊：新大分県総合教育計画進行管理表：平成２１年度実
績

22.09 教育改革・企画課

平成２２年度 10年 教育改革・企画課

別冊：新大分県総合教育計画進行管理表：平成２０年度実
績

21.09 教育改革・企画課

平成２１年度 10年 教育改革・企画課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２２年度対象：教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検

23.09 教育改革・企画課

平成２３年度 10年 教育改革・企画課

平成２１年度対象：教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検

22.09 教育改革・企画課

平成２２年度 10年 教育改革・企画課

平成２０年度対象：教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検

21.09 教育改革・企画課

平成２１年 10年 教育改革・企画課

平成１９年度対象：教育に関する事務の管理及び執行の
状況の点検

20.09 教育改革・企画課

平成２０年度 10年 教育改革・企画課

竹田管内教育行政要覧 19.04 竹田教育事務所

平成１９年度 10年 竹田教育事務所

地方教育費調査報告書　地方教育行政調査（平成１３年５
月１日現

14.03 教育人事課

平成１２会計年度 10年 教育委員会総務課

廃校後の校舎等転用事例集 13.03 教育財務課

平成１３年３月 10年 理財課

地方教育費調査・地方教育行政調査報告書 11.03 教育人事課

平成１０会計年度 10年 教育委員会総務課

日田管内教育行政要覧 20.07 日田教育事務所

平成２０年度 10年 日田教育事務所

地方教育費調査・地方教育行政調査報告書 11.03 教育人事課

平成９年会計年度 10年 教育委員会総務課

竹田管内教育行政要覧 22.04 竹田教育事務所

平成２２年度 10年 竹田教育事務所

地方教育費調査報告書 13.02 教育人事課

平成１１会計年度 10年 教育委員会総務課

地方教育費調査報告書 15.03 教育人事課

平成１３会計年度 10年 教育委員会総務課

地方教育費調査報告書　地方教育行政調査（平成１５年５
月１日現

16.03 教育人事課

平成１４会計年度 10年 教育委員会総務課

竹田管内教育行政要覧 21.04 竹田教育事務所

平成２１年度 10年 竹田教育事務所

別府管内教育行政要覧 17.04 別府教育事務所

平成１７年度 10年 別府教育事務所

別府管内教育行政要覧 21.06 別府教育事務所
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

平成２１年度 10年 別府教育事務所

中津管内教育行政要覧 13.04 中津教育事務所

平成１３年度 10年 中津教育事務所

別府管内教育行政要覧 22.06 別府教育事務所

平成２２年度 10年 別府教育事務所

別府管内教育行政要覧 23.06 別府教育事務所

平成２３年度 10年 別府教育事務所

竹田管内教育行政要覧 20.04 竹田教育事務所

平成２０年度 10年 竹田教育事務所

別府管内教育行政要覧 20.06 別府教育事務所

平成２０年度 10年 別府教育事務所

別府管内教育行政要覧 18.04 別府教育事務所

平成１８年度 10年 別府教育事務所

中津管内教育行政要覧 16.04 中津教育事務所

平成１６年度 10年 中津教育事務所

中津管内教育行政要覧 18.04 中津教育事務所

平成１８年度 10年 中津教育事務所

日田管内教育行政要覧 19.04 日田教育事務所

平成１９年度 10年 日田教育事務所

別府管内教育行政要覧 16.04 別府教育事務所

平成１６年度 10年 別府教育事務所

別府管内教育行政要覧 13.05 別府教育事務所

平成１３年度 10年 別府教育事務所

別冊：新大分県総合教育計画進行管理表：平成２２年度実
績

23.09 教育改革・企画課

平成２３年度 10年 教育改革・企画課

日田管内教育行政要覧 18.04 日田教育事務所

平成１８年度 10年 日田教育事務所

別府管内教育行政要覧 19.05 別府教育事務所

平成１９年度 10年 別府教育事務所

〔湯布院青年の家〕所報：そして４０年のあゆみ 17.03 湯布院青年の家

平成１６年度 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 14.02 先哲史料館

第７号 10年 先哲史料館
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

〔湯布院青年の家〕運営の概要 15.05 湯布院青年の家

平成１５年度 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕運営の概要 16.05 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課

〔先哲〕史料館研究紀要 15.06 先哲史料館

第８号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 16.06 先哲史料館

第９号 10年 先哲史料館

〔湯布院青年の家〕所報 11.03 湯布院青年の家

１９９８ 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕所報 12.03 湯布院青年の家

１９９９ 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 13.03 先哲史料館

第６号 10年 先哲史料館

〔湯布院青年の家〕所報 15.03 湯布院青年の家

平成１４年度 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 25.01 先哲史料館

第１７号 10年 先哲史料館

〔湯布院青年の家〕要覧 10.04 湯布院青年の家

平成１０年度 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕要覧 11.05 湯布院青年の家

平成１１年度 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕要覧 12.05 湯布院青年の家

平成１２年度 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕所報 13.03 湯布院青年の家

２０００ 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 12.04 先哲史料館

第５号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 11.03 先哲史料館

第４号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 10.03 先哲史料館

第３号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 8.03 先哲史料館
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

第１号 99年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 23.06 先哲史料館

第１６号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 22.06 先哲史料館

第１５号 10年 先哲史料館

〔湯布院青年の家〕運営の概要 14.05 湯布院青年の家

平成１４年度 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 21.06 先哲史料館

第１４号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 20.06 先哲史料館

第１３号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 20.05 先哲史料館

第１２号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 18.06 先哲史料館

第１１号 10年 先哲史料館

〔先哲〕史料館研究紀要 17.06 先哲史料館

第１０号 10年 先哲史料館

〔湯布院青年の家〕要覧 13.05 湯布院青年の家

平成１３年度 10年 湯布院青年の家

〔湯布院青年の家〕所報 16.03 湯布院青年の家

平成１５年度 10年 湯布院青年の家

〔先哲〕史料館研究紀要 9.03 先哲史料館

第２号 99年 先哲史料館

〔九重少年自然の家〕運営の概要 16.05 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課

〔湯布院青年の家〕所報 14.03 湯布院青年の家

平成１３年度 10年 湯布院青年の家

〔九重少年自然の家〕運営の概要 20.08
社会教育総合センター九重青少
年の家

平成２０年度 10年 九重青少年の家

〔湯布院青年の家〕要覧 9.05 湯布院青年の家

平成９年度 01年 湯布院青年の家

〔香々地少年自然の家〕運営の概要 16.05 社会教育課

平成１６年度 10年 生涯学習課
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分類
番号

行政資料名 概要
発行年月
閲覧期間

所属名
発行所名

備考

防災・避難対策マニュアル～地震・津波の災害発生に備え
て～

23.09 教育財務課

平成２３年９月 10年 教育財務課


