
45 大河内智見 こころの旅路　Ⅱ 大河内智見
46大阪教育大付属平野小学校基礎学力の現代化 明治図書
47大阪教育大付属平野小学校授業の探求　子どもの必然性にねざして 天王寺小学校
48 太田俊雄 矢と歌　師弟物語 聖灯社
49 太田昭臣 確かめあう中学生　父母・家族・労働 太平出版社
50 太田幹子 だれがこの子を責められるか 明治図書
51 太田安太郎 歌集　風霜 太田安太郎
52 岡　　　　　潔 風蘭 講談社
53 々 春宵十話 毎日新聞社
54 々 紫の火花 朝日新聞社
55 々 対話　人間の建設 新潮社
56 々 月影 講談社
57 々 心の対話 日本ソノ
58 々 昭和への遺書 月刊ペン社
59 々 岡潔集　第2巻 学習研究社
60 岡　　満男 日本の女性 大和書房
61 岡田紀夫 寝たきり老人愛怨記 刊々堂出版社
62 岡田寅次 少女期 学習研究社
63 岡本昌司 ２０代教師の生きがい 明治図書
64 岡本　　昭 図説　日本の教育 三一書房
65 岡野美年子 もう一人のわからんちん 二見書房
66 岡崎正英 大地に生きる 富民協会
67 岡部牧夫 峠－こころの旅 大和書房
68 岡部伊都子 花の寺 淡交新社
69 々 みほとけ・ひと・いのち 法蔵館
70岡崎市立　城北中学校学校づくりの話　第一 岡崎市立城北中学校
71 々 学校づくりの話　第二 岡崎市立城北中学校
72 々 学校づくりの話　第三 岡崎市立城北中学校
73 々 学校づくりの話　第四 岡崎市立城北中学校
74 々 学校づくりの話　第五 岡崎市立城北中学校
75岡崎市立　美合小学校ひびき合う学校 岡崎市立美合小学校
76岡崎市立　矢作幼稚園たんぽぽの詩 岡崎市立矢作幼稚園
77岡崎市立　常盤東小学校子どものかいた童話画集　きつねのうち 黎明書房
78 岡山県教組 岡山子ども風土記 山陽図書出版
79 奥下市郎 さんすうは４・５才から 東都書房
80 奥山良子 玉砕の島に生き残って 原書房
81 奥村芳太郎 古墳の旅 毎日新聞社
82 小倉豊文 「雨ニモマケズテ手帳」新考 東京創元社
83 小川太郎 生活綴方的教育方法 明治図書
84 々 戦後教育問題論争 誠信書房
85 々 集団教育実践論 明治図書
86 々 現代の課題と教師の任務 明治図書
87 々 小学校の集団主義教育 明治図書
88 小川安夫 空のうた風のうた 探究社
89 小川利雄 子どものいる国語教室 学校教育研究会
90 々 国語科教材の活用と展望 教育出版センター
91 々 「読み進め」の実態的研究 教育出版センター
92 々 国語教育実践技術の開発 渓水社
93 小川　　正 教育的真実の探求　1 小川　正
94 小高根二郎 渾然する棟方志功 新潮社



95 小笠原　忠 鳩－教育者会津八一の人間像－ アポロン社 45
96 小曽根俊子 命よ燃えろ心よ光れ 講談社 60
97 小田　　実 何でも見てやろう 河出書房 40
98 小原国芳 久遠の女性 玉川学園 24
99 々 偉人の母 玉川大学出版部 45
100 小田村寅二郎 日本思想の系譜　文化資料集　上 国民文化研究会 42
101 々 日本思想の系譜　文化資料集　中の一 国民文化研究会 43
102 々 日本思想の系譜　文化資料集　中の二 国民文化研究会 43
103 々 日本思想の系譜　文化資料集　下の一 国民文化研究会 44
104 々 日本思想の源流 日本教文社 46
105 小野沢　実 暴力・非行は対話では防げぬ 日経通信社 56
106 小幡玻矢子 生きがい・やりがい・残しがい 亜紀書房 55
107 小栗純子 中山みき－天理教－ 新人物往来社 45
108 小椋正人 かしわばの記 小椋正人 41
109 々 校長からお母さんへの　学校だより 小椋正人 41
110 々 うめばちの記 たたら書房 47
111 々 師あり友あり 小椋正人 H1
112 小尾とらお 私の先生 日本教図 42
113 小浜市教委 図録　わかさ小浜の文化財 小浜市 58
114 扇田博元 子どもの再発見 創元社 42
115 扇谷正造 おふくろの味 春陽堂 32
116 々 父から娘へ　愛される知恵 青春出版社 41
117 々 父から娘に贈る言葉 青春出版社 41
118 々 これからの親子 明治図書 48
119 々 忘れ得ぬ人 PHP研究所 54
120 々 きょうの、この24時間 経済往来社 58
121 々 母の一言 講談社 59
122 正親含英 流水に描く 法蔵館 56
123 織田惣平 今日生くの日 探究社 H2
124 織田重信 おじいちゃんの子守り日記 織田重信 H2
125 旺文社 若き日の思い出 旺文社 30
126 沖村好運 ウマニタの国の一期一会 熊本日日新聞社 H1
127 荻野　　末 ある教師の昭和史 一ツ橋書房 45
128 長田　　新 原爆の子 岩波新書 27
129 長田美雄 校長と全校児童との対話 明治図書 43
130 尾山奈々 花を飾ってくださるのなら 講談社 61
131 尾崎宗治 たましいのカウンセリング 表現社 43
132 尾崎秀樹 生きてある証 三一書房 43
133 尾関宗園 不動心 徳間書店 47
134 落合聡三郎 新しい学校劇 桜井書店 28
135 恩賀一男 ペスタロッチの宗教と教育 黎明書房 53
136 々 恩賀一男先生とその教育 追憶誌刊行委員会 62
137ｵﾆﾂﾞｶさんを偲ぶ会ザ・ネンブツ　宇宙飛行士ｵﾆﾂﾞｶさんに思う 探究社 63
138 おかだ　みちと志障害児の詩集　ぼく書けたよ 鳩の森書房 48
139おもしろい学校実行委員会おれたちの教育直語 怪書房 59

か 1 川合月海 子どもを伸ばす知恵の目 三笠書房 60
2 川合　　章 子どもの認識を高める論理 明治図書 33
3 川喜田二郎 生きがいの組織論 日本経営出版会 43
4 川西正太郎 人間をいただく 探究社 59
5 川崎　　洋 子どもの詩 花神社 61



6 川島源太郎 少年記 泰樹社 59
7 川野理夫 授業で子どもをどう変えるか 麦書房 40
8 川野三暁 家庭の問題 布教研究所 34
9 川口半平 母は子の心に灯をともす 黎明書房 42
10 川向秀武 同和教育の計画と展開 第一法規 59
11 川野辺　敏 世界の初等教育 東洋館出版社 41
12 川畑愛義 宗教と医学のはざまに立ちて 樹心社 H2
13 川畑キヨ子 A少年との出会い 教育出版 50
14 川端康成 美しい日本の私 講談社 44
15 河上源太郎 学校は死んだ ごま書房 48
16 々 親の顔が見たい ごま書房 50
17 々 続・親の顔が見たい ごま書房 50
18 々 日本が心配でたまらない ごま書房 51
19 河上徹太郎 吉田松陰 文芸春秋 44
20 河村光子 白す干し生きとんの？ 大谷保育協会三重支部 63
21 河内美舟 七人の子どもと－子育て奮闘記－ 条例出版 58
22 河合栄治郎 社会思想と理想主義 実業之日本社 22
23 々 学生と先哲 日本評論社 23
24 河合悦三 農村の生活 岩波書店 28
25 河合慎吾 家・親と子・社会 関書院 34
26 河原正美 あひる生きとれよ 樹心社 57
27 河原政則 子どもは訴える 三晃書房 47
28 勝田守一 岩波講座　教育　1巻　世界と日本 岩波書店 27
29 々 岩波講座　教育　2巻　日本の問題 岩波書店 27
30 々 岩波講座　教育　3巻　日本の教育 岩波書店 27
31 々 岩波講座　教育　4巻　日本の学校1 岩波書店 27
32 々 岩波講座　教育　5巻　日本の学校2 岩波書店 27
33 々 岩波講座　教育　6巻　日本の学校3 岩波書店 27
34 々 岩波講座　教育　7巻　日本の子ども 岩波書店 27
35 々 岩波講座　教育　8巻　日本の教師 岩波書店 27
36 々 教育学 青木書店 33
37 々 親と教師の谷間 明治図書 34
38 々 教育と認識 国土社 43
39 々 能力と発達と学習　教育学入門1 国土社 44
40 々 こんな親なら教師なら 明治図書 50
41 勝田正泰 気をめぐる冒険 柏樹社 H2
42 勝部真長 道徳教育 金子書房 26
43 々 日本思想の構造 至文堂 44
44 神吉晴夫 三光　日本人の中国における戦争犯罪の告白 光文社 32
45 神谷すみ江 お母ちゃん泣かないでね 広論社 52
46神奈川県　奈良小学校一読主義読解の方法 明治図書 39
47 柏原兵三 徳山道助の帰郷 新潮社 43
48 梶　　大介 生きらなければ真実はみえてこない 樹心社 61
49 梶原重道 母情仏心 探究社 51
50 々 捨てた鉢に花が咲く 教育新潮社 53
51 々 母と子の願い 探究社 55
52 々 ある日突然 探究社 57
53 梶浦逸外 耐える 日新報道出版部 49
54 影山正治 歌集　民草の祈り 不二出版社 21
55 影山裕子 女性の能力開発 日本経営出版会 43



56 加藤締三 生きる 大和書房 41
57 々 現代の親を告発する PHP研究所 48
58 々 加藤締三交論集 成瀬書房 48
59 加藤正俊 いのちの風景 光雲社 62
60 加藤弁三郎 そらごと・たわごと コマ文庫 45
61 加藤唐九郎 陶芸口伝 翠松園陶芸記念館 54
62 加藤仁平 新日本教育史 協同出版 48
63 加藤秀男 中学生のモラル 明治図書 36
64 加藤泰朗 背広が汚れる 道友社 51
65 加藤ひとみ 悲しみも苦しみもありがとう 柏樹社 61
66加古川市立　川西小学校小集団学習 黎明書房 43
67 加茂仰順 法話十二か月 百華園 34
68 々 親鸞の念仏 永田文昌堂 56
69 加賀尾秀忍 モンテンルパに祈る 富士書苑 28
70 亀井勝一郎 現代人の遍歴 養徳社 23
71 々 美貌の皇后 新潮社 25
72 々 人生語録 朋文社 28
73 々 日本の知恵 朝日新聞社 30
74 々 現代親子論 主婦の友社 36
75 々 現代夫婦論 大和書房 42
76 々 人生の本　愛の思想 文芸春秋 42
77 々 歴史の星々 講談社 42
78 亀井　　鉱 深まる自己・広がる自己 恵徳寺聞光会 51
79 々 暮らしに生きる念仏 有斐閣 59
80 亀村五郎 ほんとは好きだぞお母さん あすなろ書房 50
81 亀倉雄策 三人三様 講談社 52
82 亀田智勢 いのち燃えつきるまで 日本教文社 H1
83 鎌田邦彦 エプロンが消えた朝 主婦の友社 58
84 茅　　誠司 小さな親切 光風社 39
85 香西李夫 片雲の風に誘われて　全国受刑者の手記 四季社 31
86 片庭史生 反逆の教育 日本出版センター 45
87 金沢喜市 人間にくずはない あすなろ書房 42
88 々 ある小学校長の回想 岩波書店 43
89 々 対談　人間教師は苦悶する 誠文堂新光社 44
90 々 風の子太陽の子に 主婦の友社 49
91 々 子どもの天分を生かすために あすなろ書房 52
92 々 教育に生きて 毎日新聞社 52
93 々 子どもらに未来を 毎日新聞社 54
94 金子光晴 鳥は巣に　未完詩編　六道 角川書店 50
95 金子孫一 型破りの父親学 学陽書房 49
96 々 新父親の条件 学陽書房 55
97 金子大栄 人 全人社 23
98 々 人間について 雄渾社 47
99 々 金子大栄随想集　七巻　永遠と死 雄渾社 48
100 金岡秀友 愛と智と業 善本社 54
101 金光寿郎 枠のない世界 柏樹社 53
102 々 東洋の知恵・内観 光雲社 60
103 唐沢富太郎 新しい道徳教育の創造 東洋館出版社 33
104 々 世界教育風土記 講談社 39
105 々 執念　私と教育資料の収集 講談社 45



106 唐沢富太郎 創造的人生のすすめ PHP研究所 47
107 々 日本人と教育 帝国地方行政学会 49
108 籠山　　京 生活教育 国土社 31
109 鹿島和男 一年一組せんせいあのね 理論社 56
110 々 ダックス先生と４０人の子どもたち 小学館 58
111 々 続一年一組せんせいあのね 理論社 59
112 々 耳に貝をあてると海の音 理論社 60
113 々 みんな、たからもの　一年一組物語 講談社 61
114 桂　　正孝 生活指導の計画と展開 第一法規 59
115 桂　　広介 母親の役割 金子書房 56
116 甲斐和里子 草かご 百華苑 43
117 蒲池美鶴 わたしは小学生 くろしお出版 39
118 笠原一男 入門日本史　上 有信堂 44
119 々 一向一揆　-その行動と思想－ 理論社 45
120 笠原浩二 先生のおおきな手 部落問題研究会 61
121 管崎　　進 苦しみの雲を越えて 慶応通信 53
122 歓喜隆司 教材の構成と展開 第一法規 59
123 利井興弘 母親学級 百華苑 50
124 関西布教同好会 仏に遇う　金の蓮・法話集 探究社 57
125 上寺久雄 父親の出番 黎明書房 53
126 々 現代教師論 協同出版 57
127 々 教師の心・教師の顔 教育開発研究所 61
128海軍飛行予備学生14期生あゝ同期の桜　かえらざる青春の手記 毎日新聞社 41
129 家庭教育の会 問題児・異常児 誠文堂新光社 41
130 家庭教育講座 家庭教育講座　1　新しい家庭教育のあり方 暁教育図書 41
131 々 家庭教育講座　2　新しい親子関係のあり方 暁教育図書 41
132 々 家庭教育講座　3　子どものよい習慣のつけ方 暁教育図書 41
133 々 家庭教育講座　4　子どもの家庭学習の導き方 暁教育図書 41
134 々 家庭教育講座　5　子どもの健全安全のしつけ方 暁教育図書 41
135 々 家庭教育講座　6　子どもの素質の伸ばし方 暁教育図書 41
136 々 家庭教育講座　7　新しい道徳教育のすすめ方 暁教育図書 41
137 々 家庭教育講座　8　反抗期の子どもの導き方 暁教育図書 41
138 々 家庭教育講座　9　思春期の子どもの導き方 暁教育図書 41
139 々 家庭教育講座　10　テレビの見かたと読書の導き方 暁教育図書 41
140 々 家庭教育講座　11　子どもの進路の導き方 暁教育図書 41
141 々 家庭教育講座　12　家庭と学校の結びつき方 暁教育図書 41

き 1 きしさとる 村を育てる教育実践 国土社 45
2 岸　　武雄 子どもが耳をすますとき 黎明書房 36
3 々 おかあさんの知恵 黎明書房 37
4 岸　　哲男 飛鳥古京 写真評論社 45
5 岸田順之助 豊かさのなかの危機 日本経営出版会 45
6 岸本英男 ゆりかごの学級 平凡社 32
7 岸本英夫 宗教と私たち 三十書房 34
8 々 生と死　岸本英夫集6巻 渓声社 50
9 岸本国士 日本人とはなにか 養徳社 23
10 岸本辰雄 渓流 西川辰雄 49
11 岸本裕史 学力のおくれをとりもどす あゆみ出版 61
12 岸野淳子 忘れられた非行少年 明治図書 40
13 々 非行少女 明治図書 42
14 紀野一義 愛することの下手な女性へ 講談社 51



15 紀野一義 女は男の子守歌 水書房 55
16 々 異色大乗仏教入門 水書房 55
17 々 息子よ 佼成出版社 56
18 々 般若心経講義 PHP研究所 58
19 々 この生きかたに悔いはないか 三笠書房 62
20 木山捷平 わが半生記 永田書房 44
21 木山正規 歌集　磯うつ波 赤穂短歌の会 53
22 木下宗一 秘録　日本の百年　上 人物往来社 42
23 々 秘録　日本の百年　下 人物往来社 42
24 木下繁弥 学力の形成と評価 第一法規 59
25 木村将人 ドラマのある中学一年の学級経営 明治図書 62
26 木村和夫 清掃資料集 木村和夫 62
27 木川達爾 知られざる子ども 明治図書 38
28 々 心に残る教師の説話 第一法規 45
29 木内　　清 お母さんの勉強室 タイムス 62
30 木田三千年 成功のための着眼点 日本文芸社 38
31 清川一元 夫を出世させる妻 鶴書房 35
32 清瀬一郎 秘録　東京裁判 読売新聞社 42
33 清沢哲夫 無常断章 法蔵館 41
34 きだみのる 気違い部落から日本を見れば 徳間書店 42
35 北原白秋 真名井　長歌全集 靖文社 23
36 北村　　実 半人間 全国愛農会 50
37 北村　　守 詩集　道 北村守 48
38 北野喜久雄 親のための本 六月社 37
39 々 しんせつな親からかしこい親へ 十七会 50
40 々 幼児教育随筆集　思いやりの心 北野喜久雄 51
41 々 続・思いやりの心 十七会 54
42 々 劣等感と教育 北野喜久雄 57
43 北　　山河 処刑前夜 光文社 35
44 菊池敬一 あの人は帰ってこなかった 岩波書店 39
45 菊池　　新 人生ひとり歩き きた出版 H2
46 菊池　　啓 主体的学習の原理と実践 明治図書 46
47 々 授業改造への提言 明治図書 51
48 菊村紀彦 恵信尼から見た親鸞 鈴木出版 63
49 京都　仏教徒会議人生読本 大法輪閣 53
50 京都新聞社 どろんこの天使たち 雄渾社 47
51 京都女子学園 詩集　京都のこども 本願寺出版協会 48
52 城戸幡太郎 強い子を育てる 子どもの文化研究所 45
53 喜多川忠一 人間　その生成と形成 明治図書 41
54岐阜大学付属小学校楽しくきびしく 黎明書房 40
55 桐生清次 次の世は虫になっても 柏樹社 56
56 金　　雄熔 星に聞いてごらん 新興書房 41
57 々 四歳の大学生 芳賀書店 43
58 々 字のなかに宇宙がある 芳賀書店 45
59 金　　賛汀 ぼくもう我慢できないよ 一光社 59
60 金城和彦 みんなの巌のはてに 光文社 34
61 銀林　　浩 算数嫌い 日新報道出版部 51

く 1 草柳大蔵 現代の名人 現在人社 41
2 々 日本人としての探索 鎌倉書房 54
3 々 なぜなしに薔薇は咲く 主婦の友社 56



4 草柳大蔵 水は深く掘れ 佼成出版社 62
5 黒田芳草 いのしし猪太郎 風格社 40
6 々 お月さまとコロリン山 東方出版 43
7 々 新人校長　島浦太郎 むぎのめの会 44
8 々 子牛を呼ぶ 教育報道社 56
9 々 萱野山のきつね 中央出版 58
10 々 へんくつ校長 教育報道社 58
11 黒柳徹子 こんな先生がほしい 共同通信社 59
12 黒藪次男 ありがとう小さななかま 牧書店 33
13 黒藪哲哉 ぼくは敗けない　ある中学生の３年間 民衆社 52
14 黒沢勝治 道徳指導のための話材十二か月 誠信書房 33
15 黒川力蔵 明日ひらく花 黒川力蔵 51
16 倉沢栄吉 読解指導 朝倉書店 31
17 々 国語教育の実践理論 明治図書 40
18 々 国語教育論要説 新光閣書店 42
19 々 話ことばとその教育 新光閣書店 44
20 々 国語教育講義 新光閣書店 50
21 々 倉沢栄吉国語教育全集　12 角川書店 H1
22 々 倉沢栄吉国語教育全集　別冊 角川書店 H1
23 久野　　収 現代日本の思想 岩波書店 31
24 々 神は細部に宿りたまう 三一書房 52
25 久米井　束 詩のなかの中学生 新紀元社 44
26 久保克児 生かしあって　いのち いんなあとりっぷ社 H2
27 久保継成 いんなあ　とりっぷ サンケイ新聞社 47
28 久保田暁一 ある高校教師の歩み だるま書房 51
29 々 キリスト教と文学 昭森社 52
30 々 ともに生きる教育 だるま書房 54
31 々 キリスト教文学の可能性 だるま書房 54
32 々 波濤　近藤重蔵とその息子 サンブライト出版 56
33 々 親と子のきずな だるま書房 59
34 久保田　浩 完全な教え方 誠文堂新光社 38
35 々 幼児の世界 誠文堂新光社 40
36 久保島信保 ぼくたちの学校革命 中央公論社 50
37 久留米小学校 主体性を育てる学習過程 明治図書 41
38 葛葉　　睦 大悲の家庭教育 黎明書房 43
39 ｸﾞｽﾀｽ・ﾌｫｽ 日本の父へ 新潮社 52
40 熊谷元一 村の婦人生活 新評論社 31
41 熊谷克治 熊谷克治詩文集　太陽をとれ 明治図書 45
42 熊谷昭吾 中学生時代 日本放送出版協会 40
43 熊谷八州男 落日の丘にたちて 弘文社 51
44 熊本高工 村の図画工作 明治図書 34
45 熊沢文男 高学年の教科指導 新評論 33
46 桑原正雄 郷土教育的教育方法 明治図書 33
47 桑原作次 現代教育の人間像探求 明治図書 41
48 日下部康明 子どもが心の扉をひらくとき 草土文化 55
49 公文　　公 公文式数学教室 公文数学研究センター 55
50 呉竹英一 先生、きいて 朝日出版社 48
51 櫛谷宗則 わが名を称えよ 柏樹社 H1
52 窪沢泰忍 酸素テントの下に 銀河書房 54

け 1 警視庁 ひと声の重み（少年補導員の手記） 青也書店 56



こ 1 向野幾世 お母さん、ぼくが生まれてごめんなさい サンケイ出版 53
2 江部鴨村 仏教への出発 潮文社 41
3 荒　　正人 私の心に残る父の教育 明治図書 48
4 伊宮　　伶 親を見つめる娘たち 新典社 48
5 小山玄夫 学習生活とガイダンス 牧書店 24
6 小西輝夫 老いを学ぶ 本願寺 H1
7 小坂太郎 村の子たちの詩 たいまつ社 53
8 小桜秀謙 宮沢賢治と親鸞 弥生書房 61
9 々 光に聞く１０８章 文明堂 50
10 小関公雄 ひとすじの道　－小関公雄遺稿集－ たたら書房 43
11 小泉信三 国家の死亡 フェイス出版 41
12 小泉英二 教育相談室 日本放送出版協会 46
13 小泉秀観 書の浄土 柏樹社 62
14 小林　　茂 志 ごま書房 48
15 小林順一 一年生の学級経営 国土社 49
16 小林啓善 ぼんのう無尽 青蛙房 36
17 小林秀雄 小林秀雄対話集 講談社 43
18 々 対話集　歴史について 文芸春秋 47
19 小林喜三男 一時間を充実させる方法 明治図書 36
20 々 よい導入わるい導入 明治図書 41
21 小林千登勢 袖すりあうも嫁姑 主婦と生活社 61
22 小松恒夫 教科書を子どもが創る小学校 新潮社 57
23 小松義之助 説明文読解指導の構想 明治図書 45
24 小島中治 校舎を生かそう 東洋館出版社 41
25 小島直記 財界人思想全集　財界人の人生観・成功観 ダイヤモンド社 44
26 々 志に生きた先師たち 新潮社 60
27 小島信夫 愛の白書 集英社 38
28 小島孝夫 読みのおもしろさをつくり出す授業 明治図書 50
29 小谷純一 愛農救国の書 愛農会 27
30 々 愛農救人類の書 愛農会 33
31 小谷蓮乗 保育の心１００章 すずき出版 62
32 小口忠彦 ノートの生かし方 牧書店 36
33 小鮒　　寛 教育と創造 密度社 63
34 小宮山量平 ９９の人生との出会い　１集 理論社 56
35 河野　　進 母の詩　河野進自選集 柏樹社 55
36 児島桂子 一死刑囚への祈り 修道社 44
37 児玉里江 盲目の夫に手を引かれて 具足舎 60
38 児玉幸多 近世農民生活史 吉川弘文館 28
39 児玉隆也 現代を歩く 新潮社 51
40 こだまの会 北海道母の百年 明治図書 45
41 與水　　実 国語科概論 有朋堂 25
42 々 基本語による国語の学習指導 刀江書院 27
43 々 国語教育原論 朝倉書店 28
44 々 国語教育の実践原理 明治図書 37
45 駒野陽子 働く母の育児と家庭教育 明治図書 42
46 駒林邦男 これからの家庭学習 明治図書 39
47 々 教授過程と子どもの発達 明治図書 40
48 国分一太郎 新しい綴方教室 新評論社 27
49 々 生活綴方ノート　１ 新評論社 30
50 々 はだかの子ども 三一書房 32



51 国分一太郎 国語教育の本質 明治図書 33
52 々 中学生　私たちの生活と意見 小峰書店 38
53 々 ちからを伸ばす　作文の授業 日本書籍 57
54 今　　東光 悪童 現代社 33
55 々 最後の極道辻説法 集英社 52
56 高　　史明 夜空に星のまたたく限り 柏樹社 56
57 々 いのちの行方 径書房 56
58 々 青春無明 径書房 58
59 々 生きることの意味 筑摩書房 58
60 高坂正尭 海洋国家日本の構想 中央公論社 40
61 々 豊かさの試練 新潮社 54
62高野山本山布教師会心のコンパス 朱鷺書房 62
63 高生研 生きがいを求めて 三省堂 42
64 近藤　　正 信念の百姓 富民社 28
65 々 愛農の道 愛農会 51
66 近藤原理 この子らに太陽を くろしお出版 33
67 々 精薄のおとなたちと 鳩の森書房 48
68 近藤修博 どんな子どもがどんな大人になるか 青い鳥社 42
69 々 親の知らない子どもの被害 青い鳥社 45
70 近藤益雄 その花はまずしくとも くろしお出版 34
71 々 近藤著作集5 明治図書 50
72 近藤長一 丁稚物語 小壺天書房 34
73 近藤国一 読解鑑賞指導 明治図書 36
74 々 国語科予習課題の出し方 明治図書 53
75 近藤章久 感じる力を育てる 柏樹社 55
76 粉川　　宏 国定教科書 新潮社 60
77 鴻巣良雄 一年生の四季 新評論 33
78 古賀勝郎 抵抗するな・屈服するな 朝日新聞社 45
79 古木俊雄 家族という財産 いんなあとりっぷ 49
80 古牧すすむ 生きている教室 牧書店 32
81 古今亭志ん生 びんぼう自慢 立風書房 51
82子どもの教育を考える会教育危機はここまできている アロー出版社 49
83子どものしあわせ研究会父親白書 医歯薬出版 34
84 神坂次郎 今日われ生きてあり 新潮社 60
85 神戸市教委 あかあさんへ 神戸市健康教育公社 56
86神戸市同和教育研究協議会人権作文集　おとうさんだいすき 神戸市同教 50
87 々 人権作文集　みんな　なかまなんだ 神戸市同教 51
88 々 人権作文集　だれでも　ええとこあるやろ 神戸市同教 52
89 神戸御影小 連帯のなかの実践 明治図書 45
90 後藤貞夫 ちっぽけな幸福でも 三一書房 32
91 後藤敏夫 子どもをめぐる村の道徳 明治図書 34
92 後藤宏行 女人成仏への開眼 毎日新聞社 59
93 々 「語り口」の文化史 晃洋書房 H1
94 郷田　　実 遺稿集　或る無名兵士の手記 幹の会 H2
95 郷古英男 親子の危機 大日本図書 51
96 権田芳夫 さざめごと 権田芳夫 50
97 護山純孝 法の手紙 永田文昌堂 51
98 欣　　一文 黙叫 牧羊社 H2
99五大都市教育研究所連盟教師と非行中学生 東洋館出版社 41
100 佼成出版社 忘れえぬ出会い 佼成出版社 50



101 佼成出版社 母のあの姿あのひとことが 佼成出版社 53
102 々 生きる叡知　名僧のこころを読む 佼成出版社 60

さ 1 斉藤喜博 学校づくりの記 国土社 33
2 々 未来につながる学力 麦書房 33
3 々 授業入門 国土社 35
4 々 校長の指導性 明治図書 37
5 々 島小の授業 麦書房 38
6 々 授業の展開 国土社 39
7 々 島小の女教師 明治図書 40
8 々 可能性に生きる 文芸春秋 41
9 々 学級の子どもと共に 明治図書 42
10 々 校長の良心 明治図書 43
11 々 私の授業感 明治図書 44
12 々 斉藤喜博全集　第1巻 国土社 44
13 々 君の可能性 筑摩書房 45
14 々 斉藤喜博全集　別館　2 国土社 46
15 々 斉藤喜博の個人雑誌　開く　第一集 明治図書 47
16 々 対話　子どもの事実 筑摩書房 53
17 斉藤隆介 職人衆昔ばなし 文芸春秋 42
18 斉藤　　忠 日本歴史全集　1　日本人の祖先 講談社 43
19 斉藤秋男 民族解放の教育　陶行知 明治図書 36
20 々 子どもと民族の発見 明治図書 51
21 々 陶行知生活教育理論の形成 明治図書 58
22 斎樹富太郎 子供の作文集　ふきのとう 久具文庫 40
23 佐々木　崑 小さい生命 朝日新聞社 46
24 佐々木仁三郎 現代のしつけ教育 明治図書 40
25 佐々木潤之介 天下統一と民衆 三省堂 49
26 佐々木妙子 ガンを生きる 探究社 H2
27 佐木秋夫 創価学会 青木書店 35
28 々 新興宗教 青木書店 35
29 佐古純一郎 八木重吉詩集 弥生書房 52
30 佐古田好一 学校経営99の相談 明治図書 32
31 々 父母と教師をむすぶもの 新評論 35
32 々 学級経営 新評論 36
33 々 母親教室二十一夜 新評論 44
34 々 綴方の教室 部落問題研究所 51
35 々 親のねがいと子の心 明治図書 55
36 佐瀬　　恒 子ども相談室 文雅堂書店 32
37 佐野文子 聾児の育て方 有信堂 42
38 佐野茂雄 放談　第三集 佐野茂雄 49
39 佐藤　　稔 うちの子が、なぜ！ 草思社 H3
40 佐藤　　浩 子供の深い目 歴史春秋社 63
41 佐藤忠男 教育の思想　戦後日本思想大系　11 筑摩書房 43
42 々 不良少年物語 筑摩書房 48
43 佐藤継雄 子どもの感情と要求とことばと道徳性 東和社 45
44 々 子どもの行動と道徳性と宗教性 朝日造園 57
45 佐藤三郎 学校と教育課程 第一法規 59
46 佐藤勝彦 ありゃせんありゃせん 文化出版局 52
47 々 こころの書 文化出版局 55
48 佐藤正忠 一流人のことば 大和書房 41


