
但馬　６２０
あ 1 麻生興平 たじまの国語教育 麻生興平 50
い 1 今井亀夫 父のことども・母のことども 今井亀夫 60

2 々 学校づくりおりおりの記 今井亀夫 61
3 井上和昌 学級担任の仕事と技術　小学４年 明治図書 58

う 1 上田平雄 高校生の母親に 学生社 38
2 々 拝啓　高校生諸君 学生社 38
3 々 上田塾の記録 秋元書房 44
4 々 ハイ・ティーン 三一書房 37
5 々 はみだした生徒たち 三一書房 44

お 1 岡　　　　弘 但馬戦没兵士の手紙 但馬文化資料調査会 47
2 岡田荘之輔 但馬ことば 但馬文化協会 52

か 1 金谷卓治 小さな旅のつれづれに 金谷卓治 H2
す 1 菅村駅一 わが古里但馬　おうい、ふるさとさん 芸文堂 64
せ 1清渓書院顕彰募金協会但馬聖人 清渓書院 58
た 1 谷垣桂蔵 但馬昔話集 岩崎美術社 53
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と 1 豊岡高校育友会 親と教師の対話 豊岡高校育友会 42

2 豊岡女性歌人界 合同歌集　紅炎 豊岡市教育委員会 41
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12 前田　　勇 笑いの山びこ のじぎく文庫 39
13 大西雄一 はなしの歳時記 のじぎく文庫 39
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24 野のぐるうぷ 野の手帳 のじぎく文庫 43
25 新見貫次 淡路人形芝居 のじぎく文庫 43
26 のじぎく文庫 兵庫県人物事典　下巻 のじぎく文庫 43
27 神戸新聞 わが心の自叙伝　二 のじぎく文庫 43
28 小山牧子 死の商人の館 のじぎく文庫 43
29 丸山学園 いばって　あるこう のじぎく文庫 44
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に 1 西村信一 但馬文学誌　前編 但馬文教府 45
2 日本児童文学者協会兵庫県の民話 偕成社 58

ひ 1 平位誠治 崩壊の記録 平位誠治 58
2 兵庫・根っこの会新任教師パワーアップ術 明治図書 H2

ふ 1 福垣明男 進智共会の生い立ち 福垣明男 H2
み 1 水谷　　巌 教育記録　心あればこそ 水谷巌 50

2 宮崎修二朗 ひょうご方言散歩道 神戸新聞 60
も 1 森　　　功 竹橋の人　北条秀一 兵庫県青少年問題研究会 63

2 々 昭和史の中の女性 竹野町昭和を語る会 H1
3 森垣　　修 地域に根ざす学校づくり 国土社 54
4 杜山　　悠 たじまのくに物語 図書刊行会 52

や 1 矢野宗訓 ものがたり　沢庵和尚 但馬文教府 41
2 矢野宗深 沢庵 仏教プロジェクトセンター H2
3 山本千代子 へき地に生きる女教師の記録 明治図書 48

よ 1 八鹿小学校同窓会創立八十周年　記念誌 八鹿小学校同窓会 37
2 八鹿高校　分会 八鹿から全国へ全国から八鹿へ 汐文社 50
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戦後　６３０
あ 1 相田みつを 雨の日には雨の中を風の日には風の中を 米田建築ＫＫ

2 々 にんげんだもの 文化出版局
3 々 おかげさん ダイヤモンド社
4 々 一生感動一生青春 文化出版局
5 相原　　寿 おはよう、みなさん 誠文堂新光社
6 相良民治 母の願い・子の願い 西日本図書
7 相部和男 非行の火種は３歳に始まる ＰＨＰ研究所
8 相川日出雄 新しい地歴教育 国土社
9 天野貞祐 如何に生くべきか 雲井書店
10 々 忘れえぬ人々 河出書房
11 々 わが心の風土 読売新聞社
12 新井　　章 生きる日の幸せ 三弥井書店
13 青木幹勇 わたしの授業　戦前・戦中編 明治図書
14 々 生きている授業 国土社
15 々 第三の書く 国土社
16 青木　　一 教科指導と子どもの発達 労働旬報社
17 青木哲次 小学校　授業研究法マニュアル 教育出版
18 青木　　悦 「人間」をさがす旅 民衆社
19 青木武一 自己啓発 ダイヤモンド社
20 青木美和 つぶやきのうた 信濃教育会
21 青木妙子 わが家の愛情教育 青娥書房
22 青山俊董 生かされて生かして生きる 春秋社
23 青山康子 おくれた子の作文指導 国土社
24 青田　　強 人間復興の教育 エール出版社
25 々 命がけで生きる エール出版社
26 々 死ぬ気でやってみろ エール出版社
27 々 全力で生きる者が勝つ エール出版社
28 々 非行の子にもっと光を エール出版社
29 青地　　唇 好敵手物語 和光社
30 青柳淳郎 明治９９年　世相・事件 オリオン社
31 青柳　　緑 女心 双葉社
32 青い窓の会 こども詩集　青い窓 柴田書店
33青森県　菖蒲川小学校双書　たのしい学校づくり1　子どもの可能性に挑む教育 明治図書
34 秋月龍眠 座禅に生きる 柏樹社
35 々 一日一禅 講談社
36 秋山ちえ子 町かどの福祉 柏樹社
37 秋山　　清 青春の記録3　自由の狩人たち 三一書房
38 秋山勝行 全学連は何を考えるか 自由国民社
39 秋本　　誠 校内暴力 大陸書房
40 秋田誠一郎 オトコの家庭経営 文化放送
41 秋元書房 私のお母さん　中・高校生の手記集 秋元書房
42 朝日新聞社 先生おたずねします 法政大学出版部
43 々 宿題の好きなお母さん あすなろ書房
44 々 勉強力をつける　国語・算数 朝日新聞社
45 々 勉強力をつける　理科・社会 朝日新聞社
46 々 ぼくらの詩集　小さな目　１・２年 あかね書房
47 々 ぼくらの詩集　小さな目　３・４年 あかね書房
48 々 ぼくらの詩集　小さな目　５・６年 あかね書房



49 々 中学生 朝日新聞社 39
50 々 たのしい勉強（国・社・両親へ） 朝日新聞社 39
51 々 たのしい勉強（数学・理科・英語） 朝日新聞社 39
52 々 おかあさんのお勉強 朝日新聞社 41
53 々 一冊の本 雪華社 42
54 々 ほんとうの教育者はと問われて 朝日新聞社 46
55 々 人ありき　六十七人伝 朝日新聞社 47
56 々 いま学校で　２ 朝日新聞社 49
57 々 ざっくばらん　親子三人 学芸書林 49
58 々 男と女 朝日新聞社 50
59 々 いま学校で　４ 朝日新聞社 51
60 々 教育イライラ時代 教育出版 52
61 々 なぜいじめるの 朝日新聞社 61
62朝日ジャーナル編集部おやじ－血につながる世代論－ 秋田書店 39
63 東　　　昇 力の限界 法蔵館 45
64 東　　光敬 東光敬童話集　おもちゃのとけい 探究社 61
65 東スエ子 宿縁　大非にもようされて 探究社 51
66 阿川あき 氷の塔 探究社 60
67 阿部　　進 教師の条件 明治図書 33
68 々 ママの知らないところで 青春出版社 45
69 々 カバゴンのちびっ子セックス サンケイ新聞社出版 47
70 阿部知二 子どもに聞かせたいとっておきの話　第１集 英宝社 32
71 阿部艶子 男のこころ 池田書店 32
72 阿部光子 試みの中にある友へ いのちのことば社 61
73 阿部野竜正 詩編　生かせいのち 東方出版 58
74 安部能成 続－日本人として 白日書院 23
75 々 戦後の自叙伝 新潮社 34
76 々 安部能成集 日本書房 37
77 々 我が生ひ立ち 岩波書店 41
78 安部大悟 親鸞に帰る精神 百華苑 34
79 安達隆一 だるまが歩くとき 禅文化研究所 60
80 安達五男 被差別部落の史的研究 明石書店 55
81 々 近代の教育と部落問題 明石書店 58
82 浅子昭三 花－私の雑記帳 蒼樹社 H2
83 浅野　　晃 殉国の教育者－三島精神の先駆 日本教文社 46
84 浅貝　　秀 天国へとどけ１４歳の絶筆 恒友出版 56
85 浅田二三男 お百姓 三一書房 34
86 々 百姓われ　山村庶民誌 白川書院 52
87 赤塚行雄 恐るべき子供たち 山手書房 53
88 赤座憲久 目の見えぬ子ら 岩波書店 36
89 々 ツルおはなしできる 黎明書房 40
90 赤根祥道 生きざまの名言死にざまの名言 佼成出版社 H1
91 赤根祥一 釈迦に学ぶ　心をひらく勇気の言葉 自由現代社 58
92 荒木照子 心を育て合う保育をめざして 明治図書 59
93愛教大附属岡崎小学子どもとともに創る授業 明治図書 60
94愛教大附属名古屋中学授業に子どもの論理を生かす 明治図書 63
95 会田雄次 男性的家庭論 筑摩書房 39
96 々 合理主義 講談社 41
97 々 ヨーロッパ・ヒューマニズムの限界 新潮社 43
98 々 信条に生きる 旺文社 43



99 々 ミケランジェロ　その孤独と栄光 新潮社 44
100 々 日本人の意識構造 講談社 45
101 々 日本の風土と文化 角川書店 47
102 々 日本人の忘れもの PHP研究所 47
103 々 極限状況の日本人 学習研究社 47
104 々 原点からの発想 サンケイ出版 53
105 々 父母を忘れさせない教育法 青春出版社 56
106 会津八一 この生を愛す　わが人生観 大和書房 47
107 麻生　　誠 教育革新と教育計画 第一法規 59
108 麻生幸男 二年生の学級経営 国土社 49
109 足立巻一 詩のアルバム　きりんの仲間１７年 理論社 39
110 々 牛乳びんの歌 理論社 47
111 足利浄円 かがやく大地 永田文昌堂 27
112 鯵坂二夫 わが心の出会い PHP研究所 47
113 々 子どもが危ない　教育に愛と心を PHP研究所 51
114 有馬俊子 ただ念仏して 文明堂 51
115 有吉佐和子 新女大学 中央公論社 35
116 々 複合汚染　その後 潮出版社 52
117 有定稔雄 読解・作文指導の構造化 明治図書 42
118 々 文図による読解・作文指導 明治図書 45
119 有正省三 中学生へ　やり直してみないか 巌潮社 58
120 渋谷のり子 暮らしのなかの　愛情相談 普通社 36
121 芦屋精道中 見つめ伸ばし生かす 芦屋市立精道中 45
122 尼崎工業高校 教師をやく炎 三省堂 48
123 旭川小学校 集中から変容へ－主体性の育成－ 明治図書 42
124 あす話会 あすへの話題 日本経済新聞社 45

い 1 井上　　靖 １０冊の本　明治という時代 主婦の友社 43
2 々 幼き日のこと 毎日新聞社 44
3 々 月の光 講談社 48
4 井上光貞 日本の歴史　別巻　１ 中央公論社 42
5 々 日本の歴史　別巻　２ 中央公論社 42
6 々 日本の歴史　別巻　３ 中央公論社 42
7 々 日本の歴史　別巻　４ 中央公論社 42
8 井上　　煌 途上　－高校教師の十年 井上煌 54
9 井上秀穂 お母さん考えて 進行堂 58
10 井上敏明 落ちこぼれっ子が大人になったとき 世界思想社 61
11 井上明子 小学六年生女子　母親に言えない不安と悩み 祥伝社 47
12 井口尚之 遊びの動態 明治図書 44
13 々 遊びの心情 明治図書 45
14 井村和清 飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ 祥伝社 56
15 井原隆一 逆境こそチャンス 耕文社 59
16 井深　　大 わたくしの幼児開発論 講談社 45
21 々 この母に学ぶ ごま書房 48
17 磯野富士子 よい子よい親の条件 明治図書 39
18 生島治郎 追いつめる 光文社 42
19 生月雅子 狼にそだてられた子 新教育協会 30
20 家永三郎 新日本史 冨山房 22
21 家の光協会 人生指針 家の光協会 43
22 々 わが人生論 家の光協会 45
23 々 実録読物　戦後の日本 家の光協会 48



24 石井一朝 子ども一揆がやってくる 太陽企画出版 58
25 石川　　洋 捨てなければ得られない 柏樹社 53
26 々 一人には一人の光がある 柏樹社 56
27 々 今から始める 柏樹社 H1
28 石川達三 夜の鶴 講談社 32
29 々 私ひとりの私 文芸春秋新社 40
30 々 生きるための自由 新潮社 51
31 々 流れゆく日々 新潮社 52
32 石川　　直 共に育ちつつ 愛媛県教育会 51
33 石川弘義 うちの娘に限って 主婦と生活社 50
34 々 子供をダメにする母親 海竜社 52
35 石川武美 私の百姓生活 朝倉書店 H1
36 石川正一 たとえぼくに明日はなくとも 立風書房 52
37 々 めぐり逢うべき誰かのために 立風書房 H1
38 石川純子 両の乳房を目にして 青磁社 55
39 石原慎太郎 スパルタ教育 光文社 45
40 々 いかに国を守るか 日新報道出版社 45
41 々 魂を植える教育 光文社 47
42 々 男の世界 集英社 47
43 々 石原慎太郎対話集　酒盃と真剣 参玄社 50
44 石原　　勉 危機の少女たち　中・高生の売春 東京新聞出版局 50
45 石原　　登 なぜ私はぐれたか 明治図書 38
46 石垣純二 亭主を長持させる法 実業乃日本社 36
47 石谷　　茂 導入の方法 明治図書 37
48 石田佐久馬 これからの小学校文法 東洋館出版社 32
49 々 これからの作文指導 東洋館出版社 38
50 々 読解における主体的学習の導き方 東洋館出版社 42
51 石田あき子 夫婦り来よ　見舞妻の記 講談社 45
52 石塚善太郎 受持ちの先生からママへ 明治図書 49
53 石坪哲真 流転 文聖房 44
54 石黒　　修 日本人の国語生活 東京大学出版部 26
55 々 国庫教育実践講座2　読むことの学習指導 牧書店 28
56 々 国庫教育実践講座4　作文・書きかたの学習指導 牧書店 28
57 々 国庫教育実践講座7　二年生の国語学習指導 牧書店 28
58 々 国庫教育実践講座9　四年生の国語学習指導 牧書店 28
59 石森延男 作文二十話 近代社 34
60 々 ナザレのあけくれ 探究社 50
61 一政久良夫 花野にありてこそ 三晃書房 48
62 一谷定乃丞 人間の味 甲南出版社 49
63 一色次郎 小魚の心 家の光協会 52
64 伊藤重平 十字路に立つ子ら 黎明書房 26
65 伊藤永之介 民話自然と人生についての四十話 五月書房 34
66 伊藤　　昇 教育はこれでいいのか 有紀書房 39
67 々 教育はこれでいいのか 有紀書房 40
68 々 講座　国民性の教育　2　国民性教育とは何か 明治図書 44
69 々 講座　国民性の教育　3　日本人とは何か 明治図書 44
70 伊藤隆二 親と先生が子どもをダメにする 日経通信社 51
71 々 人間であるということ 柏樹社 55
72 々 障害児教育の課題と展望 第一法規 59
73 々 今ここに生きる教育を 国土社 61



74 伊藤隆二 なぜ「この子らは世の光なり」か 樹心社 H2
75 伊藤　　肇 人間的魅力の研究 日本経済新聞社 46
76 々 男からみた男の魅力 産業能率短大出版部 52
77 伊藤文学 ぼくどうして涙がでるの 第二書房 40
78 伊藤太一 ふなっ子のうた 中外書房 51
79 伊藤桂一 人生・愛・女 佼成出版社 48
80 伊藤　　整 女性に関する十二章 中央公論社 29
81 伊藤まつを 石ころのはるかな道 講談社 45
82 伊藤忠彦 学力テスト 三一書房 37
83 伊藤康善 求道物語　仏敵 当専寺 33
84 伊藤綽彦 はたらく姿に学ぶ仕事日記　教諭 あいうえお館 59
85 五島貞次 母性喪失への挑戦 全国母子健康センター連合会 48
86 五十嵐文夫 孤老　生きぬく老人像 合同出版 49
87 いぬいたかし ボクの夫婦研究 講談社 36
88 池上三重子 妻の日の愛のかたみに 三笠書房 47
89 々 わが母の命のかたみ 鎌倉書房 H3
90 池山栄吉 ありそなこと南無阿弥陀仏 樹心社 59
91 池田大作 私はこう思う 毎日新聞社 44
92 池田寿枝 お日さまになろう 池田寿枝 53
93 々 がっちりいこうぜ 佐賀県教育図書 61
94 池本哲郎 きずだらけの鵙 池本哲郎遺稿集刊行会 45
95 出　　　　　隆 人生論十二講 ナウカ社 25
96 出光佐三 日本人にかえれ ダイヤモンド社 47
97 今井誉次郎 農村社会科カリキュラムの実践 牧書店 25
98 々 新しい社会科教室 新評論社 28
99 々 国語教育論 明治図書 30
100 々 新しい道徳の発見 誠信書房 32
101 々 生活綴方の認識と表現 明治図書 34
102 々 できる子にする教育 明治図書 35
103 々 ペンちゃんの中国旅行 牧書店 37
104 今井鑑三 読む力をこう育てる 明治図書 29
105 今井清右エ門 村の表情 富民社 33
106 今田求仁生 愚者の知恵 柏樹社 H2
107 今村一夜 山齢 今村一夜 54
108 今崎暁巳 いのちの讃歌 労働旬報社 51
109 々 いのちの萌え 労働旬報社 54
110 糸賀一雄 この子らを世の光に 柏樹社 40
111 稲井広吉 根性づくりの家庭教育 協同出版 39
112 稲川三郎 学校経営／校長・教師論 新光閣書店 45
113 稲田浩二 昔話は生きている 三省堂 52
114 稲田耕三 高校放浪記　上 サイマル出版会 51
115 々 高校放浪記　下 サイマル出版会 51
116 稲垣寿年 少年少女詩集　やけあとのうた 新評論 51
117 稲垣忠彦 教師のライフコース 東京大学出版界 63
118 稲城選恵 人生の道標 探究社 62
119 々 人生のゆくえ 探究社 H2
120 稲葉のぼる 禅－その思想と哲学 創元社 41
121 稲村　　博 わが子に限って 鷹書房 55
122 岩田忠夫 大寒に学ぶ中国農業を見て 岩田忠夫 53
123 岩川　　隆 ドキュメント家庭崩壊 コンパニオン出版 57



124 岩倉政治 田螺のうた 理論社 38
125 岩狭与三郎 随想と俳句集 むさし書房 43
126 岩本月州 信仰夜話 探究社 55
127 岩崎清一郎 作品集（八月六日）を描く 文化評論出版 45
128 岩崎爾郎 昭和世相史 社会思想社 46
129 岩片磯雄 日本農業を語る 富民協会 43
130 岩淵紀雄 しじみ貝の詩 日本放送出版協会 53
131 岩淵悦太郎 ことばの誕生 日本放送出版協会 43
132 岩手県　杜陵小 認識をたかめる授業 明治図書 39
133 市村　　清 闘魂ひとすじに 有紀書房 39
134 市川澄子 私の魂の記録 市川澄子 51
135 々 太陽の詩 市川澄子 60
136 犬養道子 今日は明日の前の日 中央公論社 52
137 板垣　　清 創造的学習の実践 板垣清 45
138 板倉聖宣 仮説実験授業入門 明治図書 40
139 々 子どもの変革と仮説実験授業 明治図書 43
140 飯野節夫 非行は宝だ 弘済出版 60

う 1 宇野精一 戦後教育太平記 日本教文社 46
2 宇野　　一 さまよえる愛 現代ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ出版会 47
3 宇野柳子 梅田のキツネ 中外書房 52
4 宇津木　澄 生きるってすばらしい 講談社 55
5 宇佐見　承 椎の木学校　「児童の村」物語 新潮社 58
6 宇田川芳子 詩の生まれる日 伊藤出版 59
7 宇留田敬一 学校教育相談の理論と技術 明治図書 43
8 々 生徒指導入門 明治図書 45
9 々 教育学大全集　特別活動論 第一法規 56
10 々 現代生徒指導入門 明治図書 63
11 宇都宮教育委員会子どもたちの純潔教育 新風社 39
12 上原専祿 日本人の創造 東洋書館 27
13 々 死者・生者　日蓮認識への発想と視点 未来社 54
14 上田庄三郎 上田庄三郎著作集　1　大地に立つ教育 国土社 53
15 々 上田庄三郎著作集　2　教育のための戦い 国土社 53
16 々 上田庄三郎著作集　3　青年教師の書 国土社 53
17 々 上田庄三郎著作集　4　民主教育の先駆者 国土社 53
18 々 上田庄三郎著作集　5　抵抗の教育 国土社 53
19 々 上田庄三郎著作集　6　調べた綴方とその実践 国土社 53
20 上田郁史 俳人山頭火 潮文社 43
21 々 人間尾崎放哉 潮文社 47
22 上田　　薫 教育実践の論理 明治図書 47
23 々 人間のための教育 国土社 50
24 々 子どもとはなにか3　子どもの心をあたためる力 明治図書 52
25 々 絶対からの自由 黎明書房 54
26 上之二郎 学校が怖い 二見書房 56
27 上坂冬子 お母さんは不思議な力がある 青春出版社 52
28 上村武男 伝記する歌 白地社 62
29 々 梶井基次郎落日の比喩 編集工房ノア 63
30 々 山陰を旅する人たち 編集工房ノア H1
31 々 続山陰を旅する人たち 編集工房ノア H2
32 上村三竿 早梅 上村秀男 50
33 臼井吉見 現代教養全集　4 筑摩書房 33



34 臼井吉見 人間の確かめ 文芸春秋 43
35 牛島義友 農村児童の心理 巌松堂書店 33
36 々 講座　家庭と学校4　勉強と学力 金子書房 39
37 々 家庭教育と人間形成 国土社 42
38 牛越　　充 先生ずるいぞ あすなろ書房 38
39 々 中学生は訴える 新評論社 50
40 内田永明 青春を泥で汚すな 文陽社 41
41 内田安久 中学校「道徳」の資料とその研究 明治図書 37
42 内田伝造 湖辺の教師 カワイ出版 51
43 内山興正 天地いっぱいの人生 春秋社 58
44 梅悼忠夫 知的生産の技術 岩波書店 45
45 梅崎光生 子どもの目 国土社 38
46 々 子どもの目　新版 国土社 48
47 梅原　　猛 地獄の思想 中央公論社 44
48 々 哲学の復興 講談社 47
49 々 笑いの構造 角川書店 47
50 々 隠された十字架 新潮社 47
51 々 黄泉の王 新潮社 48
52 々 水底の歌　柿本人麿論　上 新潮社 48
53 々 哲学する心 講談社 49
54 々 科学者と考える 集英社 59
55 梅原諦愚 今をどう生きる　暮らしの中の禅 理想社 53
56 梅原真隆 雑華雲　歌集 永田文昌堂 37
57 梅谷博貞 百姓家になぜ嫁がこぬか 東洋経済新報社 34
58 梅根　　悟 問題解決学習 誠文堂新光社 30
59 々 テストにおわれる子ら 誠文堂新光社 40

え 1 NHK 青年のよろこび 自由国民社 45
2 々 わが青春ここに生きる 自由国民社 47
3 々 わが青春の可能性を追って 自由国民社 49
4 々 私たちは社会に何を訴えるか 自由国民社 51
5 々 われ一人、ここに生きる 自由国民社 52
6 々 青年の主張 自由国民社 53
7 々 日本の子どもたち 日本放送出版協会 56
8 々 お年寄りのいる家庭へ 日本放送出版協会 58
9 々 いま、小学生の世界は 日本放送出版協会 60
10 江木文彦 お母さん教室 池田書店 35
11 江口秀好 詩集　風、風、吹くな 百合出版 49
12 々 日本児童詩集　上 太平出版社 52
13 々 日本児童詩集　下 太平出版社 52
14 々 ことばのちからを生きる力に 民衆社 54
15 々 先生とゆびきり ぶどう社 58
16 江口武正 中学生　君ならどう生きるか 民衆社 60
17 江口　　渙 封建性　部落を支配しているもの 講談社 33
18 江見太郎 いのちの電話 桃園社 55
19 江森陽弘 いじめっ子・いじめられっ子 グロビュー社 59
20 江藤　　淳 人生の本　苦悩と信仰 文芸春秋 47
21 永易　　実 児童詩を育てる授業 国土社 45
22 円日成道 いのちにそむきて 探究社 59
23 遠藤俊夫 自分になりきる道 修養団出版部 56
24 遠藤周作 ああ、人生の大失敗！ 講談社 58



25 遠藤周作 対談　生きる学校 文芸春秋 59
26 々 死について考える 光文社 62
27 々 落第坊主の履歴書 日本経済新聞社 H2
28 遠藤　　豊 理科の新しい授業 明治図書 32
29 遠藤俊夫 ともに育つ　家庭教育講演集 報公会 49
30 々 続・人生のことば 修養団出版部 49

お 1 大村はま 国語教育の実際 共文社 45
2 々 考えるということ 共文社 53
3 々 国語教育おりおりの話 共文社 56
4 大村　　浩 日本人の知らない韓国の話 東洋図書出版 52
5 々 驚異の韓国 東洋図書出版 53
6 大野正雄 悲喜の涙－逆境手記－ 百華苑 54
7 大野忠男 東方への回帰 春秋社 41
8 大野明男 全学連　その行動と理論 講談社 43
9 大野英子 詩の生まれる日 民衆社 53
10 大野文男 コバルトの記 大野文男 50
11 大石初太郎 正しい敬語 大泉書店 42
12 大竹新助 蓮沼門三物語 修養団 56
13 大沼法竜 親の念願・遺訓 文化時報社 46
14 大熊信行 家庭論 新樹社 44
15 大熊昭三 学校は汚染されている 潮文社 56
16 大熊喜代松 NHKどもりの子の母親教室 日本放送出版協会 46
17 大沢勝也 子どもが親に心をひらくとき 明治図書 55
18 大山昭男 思春危機 創元社 38
19 大山澄太 愚を守る 潮文社 46
20 大島静子 非行化と親の責任 明治図書 40
21 大嶋三男 女教師の記録 文教書院 41
22 大西忠治 班のある学校 明治図書 40
23 大西信義 人間この途方もないもの 三一書房 43
24 大西大三 大三のひとこと 新宮町ブンセンKK 62
25 大鹿　　卓 強くいきた日本の女性 三笠書房 30
26 大谷婦人会 今日のよろこび 大谷出版社 34
27 大井小学校 くらしとちえを結ぶ教育 部落問題研究所 45
28 大田　　尭 生活綴方的教育方法の発展 明治図書 32
29 大須賀秀道 真信尼物語 法蔵館 25
30 大塚二郎 家庭の中の純潔教育 明文書房 39
31 大塚静子 おばさん　ある学校用務員の記録 共文社 42
32 大原健士郎 子どもの自殺 朱鷺書房 52
33 大原義勝 人生、悲しみと喜びの救い 探究社 59
34 大原一三 落日の日本 エール出版社 48
35 々 これからの日本を救う道 エール出版社 50
36 大原綾子 三年生の学級経営 国土社 49
37 大槻　　健 教育実践論 誠信書房 33
38 々 危険な教育 新星出版社 39
39 大槻憲二 性教育無用論 黎明書房 32
40 大宮貞昭 会心の授業・失敗した授業　第二集 明治図書 54
41 大久保忠利 文法教育の実践　小学校低学年 春秋社 32
42 々 文法教育の実践　小学校高学年 春秋社 33
43 々 読解指導過程 明治図書 40
44 大河内智見 こころの旅路 大河内智見 56


