
11 毎日新聞社 宗教を現代にとう　　1 毎日新聞社 51
12 々 宗教を現代にとう　　3 毎日新聞社 51
13 々 生きる　新しい家庭群像 毎日新聞社 52
14 々 わかってよぼくら小学生 毎日新聞社 57
15 々 なぜ死ぬの　もろい現代っ子 毎日新聞社 59
16 々 600字人生論「女の気持ち」 毎日新聞社 60
17 々 「女の気持ち」三十年 新評論 62
18 毎田周一 雑阿含無常経讃仰 中山書房 41
19 松田通雄 君たちの天分を生かそう 筑摩書房 37
20 々 おやじ対こども 岩波書店 42
21 々 君たちを生かす職業　1　社会を守仕事 筑摩書房 44
22 々 君たちを生かす職業　2　個性を生かす仕事 筑摩書房 44
23 々 君たちを生かす職業　3　生産にたずさわる仕事 筑摩書房 44
24 々 君たちを生かす職業　4　事業をのばす仕事 筑摩書房 44
25 々 お母さんは心配しすぎる 中央公論社 47
26 々 私の読んだ本 岩波書店 46
27 々 共同討議　性 筑摩書房 46
28 々 在野の思想家たち 岩波書店 52
29 々 自由を子どもに 岩波書店 60
30 松本梶丸 魂のつぶやき 文明堂 55
31 々 生命の大地に根を下ろし 樹心社 62
32 々 わが心のよくて、殺さぬにはあらず 白樹社 H3
33 松本則子 父ちゃんのポーが聞こえる 立風書店 46
34 松本順之 学習としつけの科学 心光閣書店 32
35 松本武夫 一年生のしつけと勉強 明治図書 42
36 松下竜一 豆腐屋の四季 講談社 44
37 々 吾子の四季 講談社 45
38 松下幸之助 物の見方・考え方 実業之日本社 38
39 々 みんなで考えよう 実業之日本社 38
40 々 若さに贈る 講談社 41
41 々 一日本人としての私のねがい 実業之日本社 44
42 松原泰道 青春漂白 読売新聞社 48
43 々 仏のこころ人のこころ 光風社書店 50
44 々 喝　人生何を支えに生きるか PHP研究所 50
45 々 いい顔ﾀダメな顔 学習研究社 52
46 々 いつ・だれにでも 善本社 52
47 々 日々好日 総合労働研究所 56
48 々 仏の願いに生きる 善本社 61
49 々 一休さんの幸福論 講談社 H1
50 松原哲明 いかに生きるか　上 東京新聞出版局 54
51 松原春海 お母さん先生 理論社 34
52 松原久子 日本人とドイツ人 三晃書房 49
53 松村一人 現代観念論批判 ナウカ社 23
54 松井勇雄 模索する教室 松井勇雄 43
55 々 轍（わだち） 松井勇雄 53
56 松井四郎 詩集　子どもの賛歌 あゆみ出版 53
57 松井重夫 随筆　青山抄 全国愛農会 53
58 松居桃楼 死に勝つまでの三十日 柏樹社 44
59 々 ゼノ死ぬひまもない 春秋社 45
60 々 天国ははだか 柏樹社 47



61 松居桃楼 アリの町マリア　北原怜子 春秋社 48
62 松永伍一 陽気な農民たち 未来社 37
63 々 原初の闇へ 春秋社 46
64 々 親鸞を語る 三省堂 52
65 々 にっぽんの母物語 冬樹社 53
66 々 母たちの肖像 潮出版 59
67 々 いのちの共鳴り 佼成出版社 60
68 松沢光雄 男の子を鍛えろ 評言社 49
69 松丸志摩三 村つくり教室 中央公論社 30
70 々 しつけの責任はだれに 明治図書 32
71 々 インテリと農村 新評論 34
72 々 がんばれ村のかあちゃん あすなろ書房 36
73 々 農村指導者のために あすなろ書房 40
74 々 農民教育の焦点 農山漁村文化協会 43
75 松崎貞良 心を育てる母親たち 信濃路 51
76 松崎禅戒 親に似ますばい 地湧会 61
77 松尾心空 人生往来手形 春秋社 53
78 松浦孝康 父業入門　父親復権の時代 あんくる出版 55
79 松森一三 歌集　東浜集 初音書房 54
80 牧　　正人 あしかび 牧正人 49
81 丸岡秀子 女の一生 岩波書店 28
82 々 忘れられない感動の話 麦書房 33
83 々 母なれば教師なれば 家の光協会 40
84 々 母親入門 国土社 42
85 々 村づくり二十年 理論社 44
86 々 人間のなかの家庭 国土社 46
87 丸山照雄 日本人の心をダメにした名僧・悪僧・愚僧 山手書房 52
88 丸川鯉勇 生かされて生きる 永田文昌堂 53
89 円山正夫 雁渡る 飛翔発行所 45
90 まど・みちお まどみちお少年詩集　まめつぶうた 理論社 48
91 々 まど・みちお詩集　1　植物のうた 銀河社 50
92 々 まど・みちお詩集　2　動物のうた 銀河社 50
93 々 まど・みちお詩集　3　人間のうた 銀河社 50
94 々 まど・みちお詩集　5　ことばのうた 銀河社 50
95 々 まど・みちお詩集　6　宇宙のうた 銀河社 50
96 々 風景詩集 かど創房 54
97 まえはらただき 半丸教育 東京信友社 36
98 間宮　　武 日本の純潔教育 明治図書 43
99 増永　　忠 人類を滅亡から救おう 仏乃世界社 48
100 増谷文雄 親鸞・道元・日蓮 至文堂 31
101 々 業と宿業 講談社 46
102 馬弓良彦 人間田中角栄 ダイヤモンド社 47
103 真尾悦子 土と女 筑摩書房 51
104 真継伸彦 たった一人に道標 サンリオ 53
105 真壁　　仁 詩の中にめざめる日本 岩波書店 49
106 正木健雄 子どものからだは蝕まれている 柏樹社 54
107 々 新版　子どものからだは蝕まれている 柏樹社 H2
108 正木ひろし 今日の愛国心 三啓社 27
109 正井尚夫 命にいたる門 ミネルウァ書房 57
110 枡田　　登 実力をつける勉強 創元社 40



み 1 三浦綾子 ひつじが丘 主婦の友社 41
2 々 愛すること　信ずること 講談社 43
3 々 道ありき　わが青春の記 主婦の友社 44
4 々 私はこの愛にずべてをかけた 大和書房 46
5 々 生きること思うこと 主婦の友社 47
6 三浦三生 NHK中学生日記ドキュメント 講談社 56
7 三浦俊良 親子で学べば必ず伸びる 成基学園 H2
8 三上敏夫 みんなの力でやればできる 明治図書 46
9 々 子どもをみる目　育てる心 一声社 53
10 々 生活綴方を生かした学級づくり　小学２年 明治図書 56
11 三上　　満 現代っ子の教師論 鳩の森書房 44
12 々 さびしさの復権 新評論 55
13 々 若木は嵐にそだつ 労働旬報社 58
14 三木照国 苦を抜く 探究社 51
15 々 病とたたかう人びとに 教育新潮社 56
16 三木恵照 ここに阿弥陀さまがいらっしゃる 青山書院 45
17 々 小さな妙好人 永田文昌堂 55
18 三田庸子 性の闘い 青春出版社 45
19 三浦東吾 生活綴方と道徳教育 明治図書 34
20 三好　　修 中国報道の偏向を衝く 日新報道 47
21 三好喜美子 冬の薔薇 三好正雄 49
22 三枝佐枝子 日本の母たち 中央公論社 48
23 三島由紀夫 青春をどういきるか 要書房 30
24 々 討論　三島由紀夫ＶＳ東大全共闘 新潮社 44
25 々 文化防衛論 新潮社 44
26 々 葉隠入門 光文社 45
27 々 若きサムライのために 日本教文社 45
28 々 私の遍歴時代 講談社 45
29 々 日本教養全集8　若きサムライのために 角川書店 50
30 三根生久大 記録写真　終戦直後　上 光文社 51
31 三笠宮崇仁 日本のあけぼの 光文社 34
32 三宅菊子 私の好きな名人たち 筑摩書房 54
33 三河学び方研究会中学生のひとり学び 黎明書房 49
34 三原市教育会 明治の教育を語る 三原市教育会 44
35三原市立第三中学校ひとりひとりを生かす 関書院 31
36 峰地光重 子どもの知恵をのばす　自然観察ばなし 黎明書房 42
37 水谷剣治 これからの農村生活 富民協会 28
38 々 生活を育てる 生活を育てる 44
39 水谷啓二 あるがままに生きる 白揚社 57
40 水谷　　茂 子供の問題に答える 五ツ木書房 44
41 水越敏行 70年代日本教育の焦点　3　情報化社会と教育 明治図書 47
42 々 授業の計画と指導 第一法規 59
43 水上　　勉 越後つついし親不知 光風社 39
44 々 私の受けた家庭教育 有紀書房 41
45 々 私の幸福論 大和書房 43
46 々 一匹のひつじ 大光社 45
47 々 失なわれた心 大和書房 45
48 々 しあわせの心の架け橋 光風社書店 45
49 々 花の村、海の村 三笠書房 45
50 々 旅雁の記 大光社 45



51 水上　　勉 わが六道の闇夜 読売新聞社 48
52 々 その橋まで　前編 新潮社 49
53 々 一休 中央公論社 50
54 々 足もとの提灯 家の光協会 51
55 々 ものの聲ひとの聲 小学館 59
56 々 雪三景・裸の王様 講談社 62
57 水上美佐雄 でしこしの鳴く里 R出版 47
58 水野　　肇 病める現代 時事通信社 47
59 湊川高校教師集団ほえろ落第生たち 部落問題研究所 40
60 実松　　譲 吾子よ死なないで 光人社 42
61 光永澄雄 ただの人となれ 山手書房 54
62 光永貞夫 子どもの反抗 明治図書 33
63 宮口タマエ しっかりしてや、せんせい！ 径書房 59
64 宮本英雄 滝川幸辰 滝川幸辰 38
65 宮本　　章 失望の旅 宮本章 45
66 宮崎典男 人間づくのの学級記録 麦書房 33
67 々 読み方教育入門 麦書房 34
68 宮崎　　緑 わたしが会ったアジアの子ども 偕成社 59
69宮崎童安（安右衛門）地獄の聖書 一灯園灯影舎 50
70 々 童安童話集 一灯園灯影舎 51
71 宮沢賢治 宮沢賢治歌集 日本書院 21
72 宮沢章二 出発の季節 北辰ホームスタディ 55
73 宮川利三郎 国語基礎学力の指導 明治図書 32
74 宮坂哲文 続生活指導と道徳教育 明治図書 36
75 々 集団主義と生活綴方 明治図書 38
76 宮城まり子 まり子の目・子どもの目 小学館 58
77 宮城タマヨ 問題の子らと四十年 講談社 32
78 宮城しずか 人げんなんのために生きとるげん 百合出版 55
79 宮下正美 子どもを伸ばす環境 東都書房 36
80 々 お母さん、ボクこうして欲しいの 保険同人社 39
81 々 てこずる子は期待できる 三晃書房 46
82 宮尾登美子 一絃の琴 講談社 54
83 宮ノ原　彬 南方の生活綴方 百合出版 53
84 南浜伊作 虫たちの宴 青磁社 H2
85 御木徳近 愛　愛する愛と愛される愛 KKベストセラーズ 43
86 々 老春謳歌　長生きの秘訣 芸術生活社 51
87 御影小学校 多様性を生かす文学の授業 国土社 48
88明星学園母親グループ無着先生との12年戦争 主婦と生活社 58
89 ミリオン出版社 ゆれ動く青春の中で ミリオン出版社 51
90 々 高校生たちの傷だらけの日記 ミリオン出版社 52
91 民間放送教育協会親の目　子の目 三晃書房 49

む 1 村上　　寛 母ごころ 堀書店 45
2 村上芳夫 主体的学習 明治図書 40
3 々 主体的学習の発展 明治図書 40
4 村上敏治 道徳教育の発展 明治図書 55
5 村上幸雄 道徳教育の構造 黎明書房 39
6 村上早水 学校行事アイディア事典 樹心社 62
7 村上昭夫 村上昭夫詩集　動物哀歌 思潮社 44
8 村上義雄 ルポ　少年たちの叛乱 毎日新聞社 57
9 村田忠三 親ばか教育学 日本評論社 35



10 村田廸雄 青春の意味 たたら書房 48
11 々 ムラは亡ぶ 日本経済評論社 53
12 村田宏雄 岐路にたつ子ら 刀江書院 33
13 村田　　昇 教育学的展望 東信堂 62
14 々 日本教育の原点を求めて 東信堂 H1
15 村野四郎 村野四郎詩集 白凰社 42
16 村石昭三 入学前のコトバと文字の指導 明治図書 40
17 村松　　喬 教育の森　進学のあらし 毎日新聞社 40
18 々 教育の森　閉ざされる子ら 毎日新聞社 40
19 々 教育の森　教師とその周辺 毎日新聞社 41
20 村松常雄 人間の心のふしぎ 講談社 41
21 村松　　剛 戦後の神話 日本教文社 43
22 村井　　実 かにの本－子どものしつけ－ 牧書房 31
23 々 人間の形成 日本放送出版協会 45
24 々 かにの本－子どもを悪くする手びき－ あすなろ書房 46
25 村井　　順 ありがとうの心 善本社 52
26 村井隆重 孫に好かれる知恵 ネネルウァ書房 56
27 村尾次郎 よみがえる日本の心 日本教文社 43
28 村尾草樹 歌集　寒桜 牧野出版社 44
29 村越邦男 子どもの学力と評価 青木書店 57
30 むのたけじ ボロを旗として 番町書房 41
31 々 日本の教師にうったえる 明治図書 42
32 椋　　鳩十 本を読まない子の読ませ方 明治図書 43
33 々 にせものの英雄 ポプラ社 52
34 々 命ということ　心ということ 家の光協会 H1
35 武藤武士 戦艦大和からの生還 自費出版センター H2
36 武者小路実篤 わが人生論 養徳社 23
37 々 生き方 実業乃世界社 28
38 々 武者小路実篤詩集 大和書房 39
39 無着成恭 無着成恭の掌話集　倶会一処 太郎次郎社 62

め 1 巡　　静一 新・現代っ子の家庭教育 明治図書 60
も 1 望月一宏 女教師 東京信友社 35

2 々 子どもの犯行 有信堂 41
3 々 日本の家庭 中央公論社 54
4 々 この子が、なぜ… 徳間書店 55
5 々 いま中学生は 中央公論社 56
6 々 難しい年ごろは… あすなろ書房 56
7 望月信成 仏像　心とかたち 日本放送出版協会 40
8 森久保仙太郎 ママ、知らないの？ 誠文堂新光社 40
9 森田俊男 子どもの現状と教育実践 明治図書 46
10 森田宗一 流れは絶えず 東洋館出版社 39
11 々 人間の復興 雷鳥社 45
12 森下敬一 ガンは恐くない 文理書院 44
13 森川　　進 女教師 神戸新聞 57
14 森村　　桂 私の逢った神さまたち 立風書房 47
15 森繁久弥 涙をけとばせ 文化放送出版部 42
16 森　　正隆 生まれたついでに PHP研究所 51
17 々 死ぬまで生きるのか PHP研究所 53
18 森　　政弘 心眼 佼成出版社 51
19 森　　竜吉 ことわざの智恵 春秋社 43



20 森　　はな ハナ先生ものがたり アリス館牧新社 51
21 森　　　　　昭 みんなの願う道徳教育 黎明書房 33
22 森　　賢昭 蟻地獄のふち 探究社 61
23 森　　信三 新しき女性の歩み 開顕社 24
24 々 教育的世界 実践社 31
25 々 教育的実践の諸問題 実践社 32
26 々 道徳教育論 実践社 33
27 々 道徳教育の実践のために　上 実践社 33
28 々 道徳教育の実践のために　下 実践社 33
29 々 国民教育者のために 実践社 34
30 々 理想の中学教師像 実践社 37
31 々 人生二度なし 文理書院 38
32 々 森信三全集　第１巻 実践社 42
33 々 森信三全集　第２巻 実践社 42
34 々 森信三全集　第３巻 実践社 42
35 々 森信三全集　第４巻 実践社 42
36 々 森信三全集　第５巻 実践社 42
37 々 森信三全集　第６巻 実践社 42
38 々 森信三全集　第７巻 実践社 42
39 々 森信三全集　第８巻 実践社 42
40 々 森信三全集　第９巻 実践社 42
41 々 森信三全集　第１０巻 実践社 42
42 々 森信三全集　第１１巻 実践社 42
43 々 森信三全集　第１２巻 実践社 42
44 々 森信三全集　第１３巻 実践社 42
45 々 森信三全集　第１４巻 実践社 42
46 々 森信三全集　第１５巻 実践社 42
47 々 森信三全集　第１６巻 実践社 42
48 々 森信三全集　第１７巻 実践社 42
49 々 森信三全集　第１８巻 実践社 42
50 々 森信三全集　第１９巻 実践社 42
51 々 森信三全集　第２０巻 実践社 42
52 々 森信三全集　第２１巻 実践社 42
53 々 森信三全集　第２２巻 実践社 42
54 々 森信三全集　第２３巻 実践社 42
55 々 森信三全集　第２４巻 実践社 42
56 々 森信三全集　第２５巻 実践社 42
57 々 幻の講話　第１巻 実践社 48
58 々 幻の講話　第２巻 実践社 48
59 々 幻の講話　第３巻 実践社 48
60 々 幻の講話　第５巻 実践社 48
61 々 森信三全集　続編　第１巻 実践社 58
62 々 森信三全集　続編　第２巻 実践社 58
63 々 森信三全集　続編　第３巻 実践社 58
64 々 森信三全集　続編　第４巻 実践社 58
65 々 森信三全集　続編　第５巻 実践社 58
66 々 森信三全集　続編　第６巻 実践社 58
67 々 森信三全集　続編　第７巻 実践社 58
68 々 森信三全集　続編　第８巻 実践社 58
69 々 現在の覚者たち 竹井出版 63



70 持田栄一 家庭教育20選　18　教育における親の復権 明治図書 50
71 守屋光雄 子供を見る眼 創元社 31
72 諸星　　龍 心に火をつけろ ぱるす出版 48
73 文部省 目で見る教育100年のあゆみ 東京美術 47

や 1 安田　　武 あしたの墓碑銘　戦争と人間 三一書房 42
2 安田道夫 父と母への赤信号 プレス東京 44
3 安本一正 二度とない人生だから よび声社 56
4 安本末子 にあんちゃん 光文社 33
5 安河内義巳 説明文の読み・書き連動指導 明治図書 H1
6 梁瀬善城 野のこみち 博文堂 60
7 弥吉菅一 心のかよう学級づくり 高千穂書房 48
8 八谷泰造 逆境を生きぬく 実業乃日本社 38
9 八ツ塚　実 教室詞集 東方出版 52
10 々 復刻　学級記録　３集 八ツ塚実 61
11 矢野寿男 このままじゃボクの将来知れたもの 三笠書房 60
12 矢野恒二 藪柑子集 矢野恒二 51
13 矢川徳光 国民教育学 明治図書 32
14 々 教授学 明治図書 34
15 々 ソビエト教育学入門 明治図書 35
16 矢口　　新 プログラム学習の理論と方法 明治図書 37
17 矢牧一宏 人に好かれる法 盛光社 39
18 夜久正雄 短歌のすすめ 国民文化研究会 46
19 柳田国男 婚姻の話 岩波書店 23
20 柳田謙十郎 庶民主義 進路社 22
21 々 観念論と唯物論 弘文社 23
22 々 プロレタリヤの倫理 弘文堂 24
23 々 民主主義の倫理 文理書院 25
24 々 わが思想の遍歴 創文社 26
25 々 倫理学 弘文社 26
26 柳瀬　　康 ある道程 土佐出版社 H1
27 やなせたかし 歌集　愛する歌　第一集 サンリオ出版 48
28 々 歌集　愛する歌　第一集 サンリオ出版 48
29 々 小さな雲の詩 サンリオ出版 49
30 やまもと雄大 一生青春 数学研究社 H2
31 山崎正広 ふるさとのドラマ 三河郷土史劇研 60
32 山口　　彰 人間をひとまわり大きく変える法 日本実業出版社 52
33 山口朝雄 佐々木良作・全人像 行政問題研究所 58
34 山口耕司 一年ぼうず 主婦の友社 42
35 山口和久 四年生の学級経営 国土社 49
36 山口　　治 非行少年 雄山閣 39
37 山田無文 むもん法話集 春秋社 39
38 々 今日に生きる 講談社 46
39 々 末世を生きる 講談社 49
40 々 平常心是れ道 立風書房 50
41 々 真理のことば 春秋社 51
42 々 自己を見つめる 禅文化研究所 60
43 山田太一 おやじのおやじ論 主婦と生活社 59
44 山田　　修 すりばち学校の子どもたち あすなろ書房 45
45 山田敏文 実学　子育ての忘れもの 春近文庫 H1
46 山田暁生 この一言が中学生を変えた あすなろ書房 60



47 山田桂子 親の立場　子の立場 農山漁村文化協会
48 山川大次郎 灘校生の受験作戦 芸文社
49 山下俊郎 児童心理学 光文社
50 々 児童相談 光文社
51 山下惣一 日本の「村」再考 ダイヤモンド社
52 々 いま、村は大ゆれ ダイヤモンド社
53 山中龍淵 人生風土記 共栄書房
54 山代　　巴 荷車の歌 筑摩書房
55 山岡荘八 吉田松陰 学習研究社
56 山本仏骨 あなたの問いに答える 本願寺出版協会
57 山本錬造 句集　漁火鈔 山本錬造
58 山本紹之介 牛車－教育右往左往の記－ 山本紹之介
59 々 やる気を育てる親の力 阪急学園教育文化センター
60 山本典人 小学一年生 新日本出版社
61 々 一年生　家庭でこれだけは 草土文化
62 山本　　実 先生聞いてください 明治図書
63 山本義正 父・山本五十六 光文社
64 山谷親平 山谷親平の人生相談 サンケイ新聞社
65山形県児童文化研究会わたしたちの教育探求 麦書房
66 野長瀬正夫 野長瀬正夫詩集　夕日の老人ブルース かど創房

ゆ 1 湯川秀樹 半日閑談集 講談社
2 々 人間の再発見 角川書店
3 々 随想集　心ゆたかに 筑摩書房

よ 1 吉岡たすく 先生の目子どもの目 国土社
2 々 わが家の教育日記 三一書房
3 々 一年生のサムライたち 黎明書房
4 々 小学生時代 日本放送出版協会
5 々 子どもと育つ 雷鳥社
6 々 泥んこの中で 雷鳥社
7 々 小さいサムライたち ＰＨＰ研究所
8 々 ブーさん先生と子どもたち ＰＨＰ研究所
9 々 大いなる未完成 雷鳥社
10 々 続　小さいサムライたち ＰＨＰ研究所
11 々 お母ちゃんはうるさい 実業之日本社
12 々 ぼくこんな絵をかいた ＰＨＰ研究所
13 々 子どもは話が大好き 雷鳥社
14 々 お母さんあきらめないで 実業之日本社
15 々 それでもサスケはゆく ＰＨＰ研究所
16 々 吉岡たすく著作選　第1巻　子どものこころ 雷鳥社
17 々 吉岡たすく著作選　第2巻　子どもと家庭 雷鳥社
18 々 吉岡たすく著作選　第4巻　幼児教育 雷鳥社
19 々 吉岡たすく著作選　第8巻　子どもの夢と願い 雷鳥社
20 々 吉岡たすく著作選　第10巻　お母さんと考える 雷鳥社
21 々 吉岡たすくの「子供学」対談 佼成出版社
22 々 親の心.・子の心 雷鳥社
23 々 吉岡たすく　続著作選　第1巻　子どものひとり立ち 雷鳥社
24 々 吉岡たすく　続著作選　第3巻　ゆかいな子どもたち 雷鳥社
25 々 「叱られて」の歌が聞こえてくる 佼成出版社
26 吉岡　　佐 子どもの個性発見 主婦の友社
27 吉本伊信 内観四十年 春秋社



28 吉本隆明 論詿と喩 言叢社 53
29 吉村貫練 人生開眼 本願寺出版部 47
30 々 極楽への近道 探究社 55
31 々 もう一つの人生 本願寺出版部 58
32 々 五濁の世にありて 探究社 59
33 吉田　　昇 生きて働く学力 明治図書 40
34 吉田六太郎 新しい父母の発見 明治図書 39
35 吉田富貴男 社会科の新しい授業　中学生 明治図書 33
36 吉田とら かあちゃんと11人の子ども 光文社 41
37 吉野秀雄 やわらかな心 講談社 41
38 吉野源三郎 君たちはどう生きるか 新潮社 40
39 吉野登美子 琴はしずかに　八木重吉の妻として 弥生書房 51
40 吉原武次郎 ひょうたんの履歴書 吉原童心社 43
41 吉森こずえ 旅立とう、いま 日本放送出版協会 56
42 吉沢英治 かっぱのたび いとぐるまの会 58
43 々 吉川英治　どうか娘を頼みます 六興出版部 44
44 吉川英治 吉川英治対話集 講談社 42
45 々 人生論　魚には河は見えない 講談社 47
46 横山吉男 日記教室 東洋館出版社 39
47 横山久安 原点への門 文明堂 51
48 横山美智子 こう叱るこうほめる 明治図書 33
49 々 わが子に願う母十三人の手記 明治図書 35
50 横田泰道 ﾕｰﾓｱ処世訓　上に立つ人のために 鷲ノ宮書房 31
51 横田　　武 隠岐の四季 横田武 47
52 々 隠岐の四季 横田武 56
53 横島武郎 考える子どもたち 小壷天書房 34
54 米山俊直 過疎社会 日本放送出版協会 44
55 米山正信 性格は6才までにつくられる？ 黎明書房 37
56 々 グレかけた高校生との対話 黎明書房 38
57 米沢英雄 米沢英雄著作集　第一巻 柏樹社 53
58 々 米沢英雄著作集　第二巻 柏樹社 53
59 々 米沢英雄著作集　第三巻 柏樹社 53
60 々 米沢英雄著作集　第四巻 柏樹社 53
61 々 米沢英雄著作集　第五巻 柏樹社 53
62 々 米沢英雄著作集　第六巻 柏樹社 53
63 々 米沢英雄著作集　第七巻 柏樹社 53
64 々 米沢英雄著作集　第八巻 柏樹社 53
65 々 文化の底にあるもの 文明堂 53
66 々 本願はいのちなり 桑名別院 54
67 々 大きな手のなかで 樹心社 57
68 々 自然法爾 光雲社 59
69 々 仏は私に何をくださるか 光雲社 60
70 々 米沢英雄著作集　補巻・第一巻 柏樹社 61
71 々 米沢英雄著作集　補巻・第二巻 柏樹社 61
72 米地　　実 嫁と姑が笑った 主婦と生活社 55
73 読売新聞社 きり拓く教師 明治図書 29
74 々 明日を耕す人びと 農業図書 37
75 々 現代っ子飼育法 明治図書 37
76 々 二つの学校 東洋館出版社 39
77 々 おとなへの注文 実業乃日本社 39



78 読売新聞社 学校ぎらい 大泉書店 40
79 々 野の仏　古き庶民のこころ 浪速社 40
80 々 日本の回復 日本教文社 41
81 々 教育を考える 読売新聞社 41
82 々 われら２０代 雪華者 42
83 々 昭和史の天皇1 読売新聞社 42
84 々 記録　国会安保論争2 読売新聞社 43
85 々 昭和史の天皇6 読売新聞社 44
86 々 昭和史の天皇7 読売新聞社 44
87 々 愛国心について 読売新聞社 45
88 々 女に生まれて 読売新聞社 46
89 々 すばらしい結婚 読売新聞社 47
90 々 オヤジ群像　わが家の教育 あすなろ書房 51
91 々 男 読売新聞社 52
92 々 女　男の続編 読売新聞社 52
93 々 ある中学生の死 潮出版社 53
94 々 生きる　死を急ぐ人たちのために 潮出版社 54
95 々 君よ太陽のごとく 読売新聞社 55
96 々 あなたと教育を考える 潮出版社 56
97 々 花は頭上に 浪速社 59

ら 1 ライフ編集部 ソビエト ﾀｲﾑ　ﾗｲﾌ　ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 44
2 理論編集部 壁あつき部屋 理論社 28
3 蠟山芳郎 世界の動き 岩波書店 28
4ラジオ東京ラジオ教養部あなたの子もここにいる 麦書房 33

れ 1 歴史教育者協議会小学校教師のための　歴史教育 河出書房新社 33
わ 1 若杉　　慧 石仏のこころ 鹿島出版会 42

2 々 石仏賛歌 社会思想社 43
3 々 野に生きる 光風書店 52
4 若月俊一 健康な村 岩波書店 28
5 若林繁太 続　教育は死なず 労働旬報社 54
6 々 どんな子も捨てられない 春秋社 57
7 和歌森太郎 人物・日本の歴史 読売新聞社 41
8 々 人物・日本の歴史 読売新聞社 41
9 々 母の像 草土文化 51
10 和田重正 葦かびの萌えいずるごとく 柏樹社 39
11 々 続葦かびの萌えいずるごとく 柏樹社 39
12 々 山あり花咲きて父母いませり 柏樹社 42
13 々 人間のための教育 柏樹社 46
14 々 もう一つの人間観 柏樹社 50
15 々 家庭教育 柏樹社 51
16 々 人間を見る目・教育を見る目 柏樹社 52
17 々 生き生き育つ 柏樹社 53
18 々 よい教育の場をもとめて 柏樹社 55
19 々 同行教育のすすめ 地湧社 59
20 々 母、大地、そして悠久 地湧社 60
21 々 山にいて若者と共に　人生科 くだかけ社 60
22 和田健男 運の強い子弱い子こうして生まれる 叢文社 57
23 和田義信 算数科指導の科学 東洋館出版社 34
24 和田鶴蔵 国民の一般的基本義務と教育 三和書房 40
25 和田寛二 今日の言葉 東京書房 36



26 和田　　伝 新しい村づくり 池田書店 31
27 々 農民生活への注文 牧書店 35
28 和田秀夫 うさぎの勲章 恒友出版 56
29 和田善太郎 しあわせの論理 読売新聞社 45
30 和田梅子 靴みがき 平凡社 32
31 和田千代子 歌集　千珠集 和田正一 54
32 渡辺敏雄 愛児をのこして 探究社 62
33 渡辺文恵 母さん、足の指で針が通せた エール出版社 52
34 渡辺幸子 子に学ぶ母の教育論 明治図書 50
35 渡辺寿子 教室随想つくし 渡辺寿子 53
36 渡辺図南夫 叱らないしつけと教育 さえら書房 35
37 渡辺照男 大人と子供のあいのこだい 飯塚書店 40
38 渡辺増治 詩の中の子ども 鳩の森書房 45
39 渡辺照敬 人類に警告する法滅尽経 三学出版 53
40 渡辺一湖 白牡丹 渡辺了 54
41 渡会恵介 歴史の旅　大和 和田書店 46
42 脇田武光 勉強術　秀才になれる８原則 明治書院 38
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