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登録番号種別 書名 著者名 出版年月
T001 図書 自然科学の教育 ／明星学園・理科部 ，１９６８．４
T002 図書 国民のための理科教育：生物教育の基礎　 ／徳田御稔 ，１９６４．１
T003 図書 現代理科教育論 ／真船和夫 ，１９６８．２
T004 図書 理科教育序説 ／吉本市 ，１９６７．４
T005 図書 理科教育：私たちの教育課程研究 ／日本教職員組合 ，１９６９．１
T006 図書 理科教育これまでとこれから ／関根栄雄 ，１９５７．５
T007 図書 理科わかる教え方　１・２年 ／高橋金三郎 ，１９７２．１
T008 図書 科学と労働を結ぶ教育改革 ／朝日新聞社 ，１９７２．３
T009 図書 科学と生物教育 ／日本農業生物学研究会，１９７７．２

T010 図書
あたらしい理数科教育のすすめ方：高校理数
科指導必携

／文部省初等中等教育局高等学校教育課，１９６８．６

T011 図書 小学校学習指導要領の展開：理科編 ／井口尚之 ，１９６８．８
T012 図書 低学年理科の課題と展望 ／小金井正巳 ，１９７５．１０
T013 図書 子どもと学ぶ小学校の理科 ／玉田泰太郎 ，１９７４．１１
T014 図書 理科の教室　１：中学の新しい化学の授業 ／半沢健 ，１９６０．５

T015 図書
中学校理科教育はこれでよいか：改訂指導
要領にみる問題点

／真船和夫，中原正木 ，１９７１．８

T016 図書 中学校理科教育の現代化 ／森川久雄 ，１９６９．９
T017 図書 理科教育革新のために　第２版 ／理科教育研究会 ，１９６８．６
T018 図書 高校化学教育：その視点と実践 ／森口襄 ，１９８４．８
T019 図書 高等学校の新しい教育 ／文部省 ，１９６１．３
T020 図書 新制高等学校教科課程の解説 ／文部省学校教育局 ，１９４９．４
T021 図書 科學の學校 ／レイモン・ベイトン・コフマン；神近市子，１９４０．６
T022 図書 極地方式の授業７１ ／極地方式研究会 ，１９７３．４
T023 図書 極地方式による授業の研究 ／高橋金三郎 ，１９７４．５
T024 図書 物理の指導計画 ／林淳一 ，１９６２．１２
T025 図書 ＰＳＮＳ教養の物理科学 ／近角聡信 ，１９７２．５
T026 図書 教師のための体験の物理 ／中村清二 ，１９５７．２
T027 図書 化学と教育ーその実践 ／アルケミストの会 ，１９８２．８
T028 図書 化学の指導計画 ／田中実 ，１９６２．６
T029 図書 化学教育の体系と方法：小学校から高校まで ／大竹三郎 ，１９６７．５
T030 図書 化学指導ノート ／三井澄雄 ，１９７７．２
T031 図書 ＰＲＯＧＲＡＭ化学 ／中村次郎；関口雄康 ，１９７６．４
T032 図書 新しい生物学教育：高校生物教育の問題点と改革／千葉県生物学教育研究グループ；延原肇，１９６９．７
T033 複本 新しい生物学教育：高校生物教育の問題点と改革／千葉県生物学教育研究グループ；延原肇，１９６９．７
T034 図書 諸外国の科学技術教育 ／国立国会図書館調査立法考査局，１９５７．６
T035 図書 科学的思考力の評価 ／半沢健 ，１９６７．１０
T036 図書 物質変化の学習：理科授業の新しい試み ／山下和夫 ，１９７２．９
T037 図書 現代の科学・技術教育：モスクワ・シンポジウムの報告／田中実，柘植秀臣 ，１９６３．９
T038 図書 自然科：ソビエトの教科書 ／スカートキン；柴田義松，木村広子，１９６４．５
T039 図書 自然科学の第一歩 ／Ｍ．Ｈ．スカートキン；小林実，１９５８．１
T040 図書 科学・教育・随想 ／玉蟲文一 ，１９７０．６
T041 図書 創造活動と思考革命 ／穐山貞登，道家達将 ，１９７６．
T042 図書 主体的科学観の形成 ／庄司和晃 ，１９７１．７
T043 図書 科学運動 ／地学団体研究会；小林英夫，１９６６．４
T044 図書 モンシロチョウの結婚指輪：太陽に組込まれた行動の鎖／小原嘉明 ，１９７７．２
T045 図書 見る月見られる月：人は地球を離れるか ／有馬次郎 ，１９７６．１２
T046 図書 プルートーンの火：地獄の火を盗む核文明 ／高木仁三郎 ，１９７６．７
T047 図書 水はめぐる：生命の源を考える ／大場英樹 ，１９７６．９
T048 図書 縄文杉は何を見たか：花粉と文化の交流 ／丸野内棣 ，１９７６．１０
T049 図書 金属格子の中の文明：自由電子のもつ自由 ／山口幸夫 ，１９７６．１１
T050 図書 土は呼吸する：現代のピラミッドは生き残れるか／薄井清 ，１９７６．８
T051 図書 中学校理科の授業記録　第３集 ／国土社理科教室編集部，１９６８．７
T052 図書 中学校理科の授業記録　第４集 ／国土社理科教室編集部，１９７０．２



T053 図書 中学校理科の授業記録　第５集 ／国土社理科教室編集部，１９７０．３
T054 図書 地球資源学入門 ／Ｂ．Ｊ．スキンナー；松尾禎士，１９７１．８
T055 図書 地球の科学 ／関利一郎，稲盛潤，木村達明，１９７８．３
T056 図書 地球の科学 ／竹内均，上田誠也 ，１９６４．４
T057 図書 地球はいつ生まれたか：地球年代学入門 ／小嶋稔 ，１９７３．９
T058 図書 水の惑星：元素・地球・人間 ／島誠 ，１９７６．２
T059 図書 原子・分子と化学変化 ／遠藤豊，菅野昭二 ，１９７２．１１
T060 図書 イオンと化学反応 ／三井澄雄 ，１９７１．８
T061 図書 エレキテル１００章：平賀源内からアポロまで ／柳沢弦 ，１９７１．７
T062 図書 力 ／作井誠太 ，１９４１．８
T063 図書 ファラデーの発見物語 ／三石厳 ，１９５７．２
T064 図書 夜空の星はなぜ見える：自然の論理 ／田中一 ，１９７３．６
T065 図書 ミクロ探検隊：わたしたちの原子論 ／大竹三郎 ，１９７２．２
T066 図書 新しい電子オモチャの作り方：電子オルガンから読心術まで／レン・バックウォルター；金沢養，１９６６．１
T067 図書 物質の構造　第８版 ／菊池正士 ，１９４６．１１
T068 図書 算術の話 ／国元東九郎 ，１９２８．３
T069 図書 熱と温度：分子の運動 ／福田義一 ，１９７０．１２
T070 図書 数式を使わない物理学入門：アインシュタイン以後の自然探検／猪木正文 ，１９６３．５
T071 図書 波・音・光 ／米山正信 ，１９７７．１
T072 図書 化学反応と化合物 ／ア・デ・スミルノフ；大竹三郎，１９６２．２
T073 図書 化学の実験と指導 ／エリ・ア・ツヴェトコフ；大竹三郎，１９６７．１２
T074 図書 陸上植物の起源と進化 ／西田誠 ，１９７７．１
T075 図書 鶴が池にどうしてフナがふえたか：チッソの流転物語／米山正信 ，１９７２．３
T076 図書 消費科学入門：商品の値うちはこれできまる ／長田正東 ，１９７１．１０
T077 図書 原子力発電と安全性：その共通理解をめざして／「公害と教育」研究会 ，１９７５．８
T078 図書 科学技術白書　昭和４７年版 ／科学技術庁 ，１９７２．５
T079 図書 パズル・ピクチュア：目で見る化学入門 ／ハイ・ラクリス；金子務 ，１９６６．４
T080 図書 きみたちも科学者になれる ／ドン・ハーバート；清水洋一，小平桂一，１９６１．７
T081 図書 日本の雨 ／三宅泰雄 ，１９５６．８
T082 図書 地球の汚染 ／三宅泰雄 ，１９７１．３
T083 図書 科学者の眼：人・自然・社会 ／三宅泰雄 ，１９６９．１２
T084 図書 錆との戦い ／井上勝也 ，１９６９．５
T085 図書 サリドマイド：科学者の証言 ／増山元三郎 ，１９７１．８
T086 逐刊 季刊田中正造研究　１号 ／ ，１９７６．５
T087 逐刊 季刊田中正造研究　２号 ／ ，１９７６．９
T088 逐刊 季刊田中正造研究　３号 ／ ，１９７６．１１
T089 逐刊 季刊田中正造研究　４号 ／ ，１９７７．２
T090 逐刊 季刊田中正造研究　５号 ／ ，１９７７．６
T091 図書 都市公害のあらまし ／東京都首都整備局都市公害部計画課，１９６８．１１
T092 図書 公害のあらまし ／東京都公害局総務部相談課，１９７２．３
T093 図書 小学校・中学校・高等学校理科実験における事故の防止：化学実験について　再版改訂／文部省 ，１９５４．１２
T094 図書 子どもの変革と仮説実験授業 ／板倉聖宣 ，１９６８．９
T095 図書 レモンと実験 ／Ａ．ハリス・ストーン；ピーター・Ｐ・プラセンシア；小林実，１９６９．５
T096 図書 溶解 ／板倉聖宣，細川準三 ，１９７１．２
T097 図書 卵の実験 ／伏見康治，伏見満枝；今村昌昭；伏見康子，１９７７．６
T098 図書 実験の目・工夫の目 ／高橋金三郎 ，１９７４．５
T099 図書 学校のしごと教師のしごと ／高橋金三郎 ，１９７３．１２
T100 図書 実験のモデル化と視聴覚化 ／金山広吉 ，１９６３．９
T101 図書 やさしくて本質的な理科実験 ／科教協東北地区協議会，１９７６．４
T102 図書 あやとり ／野口広 ，１９７３．１２
T103 図書 あやとり　続 ／野口広 ，１９７４．６
T104 図書 やさしいペーパークラフト ／小杉恵子 ，１９７２．７
T105 図書 日本伝承のあそび読本 ／加古里子 ，１９６７．４
T106 図書 折り紙と切り紙 ／高橋春雄 ，１９６５．１１
T107 図書 おもちゃセミナー：叙情性と科学性への招待 ／戸田盛和 ，１９７３．１
T108 図書 にんげん中学生　４訂版 全国解放教育研究会 ，１９７３．４
T109 図書 高校生：僕たちは競走馬じゃない ／読売新聞社婦人部 ，１９７５．６
T110 図書 高校生 ／毎日新聞社学芸部 ，１９７０．１０
T111 図書 教育の虚妄を支える教科書 五十嵐良雄 ，１９７３．１



T112 図書 さまよえる高校生たちが撃つもの ／浜中洋 ，１９７３．５
T113 図書 正常の中の異常：現代高等学校論 ／鞠川了諦 ，１９６８．８
T114 図書 非行：教師・親に問われているもの ／能重真作，矢沢幸一朗 ，１９７６．４
T115 図書 非行をのりこえる ／全国司法福祉研究会 ，１９７２．１０
T116 図書 恵みの時 ／稲垣良典 ，１９８８．１１
T117 図書 いま語り伝えたいこと：三鷹戦時下の体験 ／三鷹戦時下の記録編集委員会，三鷹市総務部市長室市民相談担当，１９８６．３
T118 図書 たいまつ十六年　再版 ／むのたけじ ，１９６３．１２
T119 図書 平和・真理にそむく教科書 ／日本教職員組合 ，１９６８．８
T120 図書 権利としての教育 ／佐藤忠男 ，１９６８．５
T121 図書 日本近代教育史 ／海老原治善 ，１９６２．２
T122 図書 自然科学と教育 ／小林実 ，１９６１．３
T123 図書 学校 ／伊ヶ崎暁生 ，１９６１．１１
T124 図書 教師 ／五十嵐顕 ，１９６１．１２
T125 図書 教科内容の構造　２ ／梅根悟 ，１９６９．５
T126 図書 現代教育改革：その世界的動向 ／梅根悟，安藤尭雄 ，１９６３．１
T127 図書 教育の根底にあるもの：長井和雄教授還暦記念論集／西村皓 ，１９８４．６
T128 図書 学校教育 ／川合章 ，１９６９．１２
T129 図書 沖縄の高校教育　１ ／沖縄県高等学校教職員組合，１９６９．５
T130 図書 日教組　上　その組織と活動 ／サンケイ新聞・日教組特別取材班，１９７５．１１
T131 図書 日教組　下　教室の中で ／サンケイ新聞・日教組特別取材班，１９７５．１１
T132 図書 教育黒書 ／宗像誠也 ，１９６８．８
T133 図書 主要国の学制と教育課程：現状と比較 ／奥田真丈 ，１９６７．１
T134 図書 授業：研究と運動 ／高橋金三郎 ，１９７０．５
T135 図書 公害と教育 ／国民教育研究所 ，１９７０．７
T136 図書 民主的高校教育の創造 ／国民教育研究所 ，１９６７．９
T137 図書 部落の歴史と解放理論 ／井上清 ，１９６９．１２
T138 図書 教育のマン・マシンシステム：プログラム学習に何を期待できるか／宗田理 ，１９７１．８
T139 図書 教育裁判と抵抗の思想 ／家永三郎 ，１９６９．１２
T140 図書 選別の教育：中教審答申を批判する ／全国進路指導研究会 ，１９７１．９
T141 図書 教育改革の原理を考える：中教審答申の批判 ／小林直樹 ，１９７２．３
T142 図書 教育実践検討サークル：創造する東北の教師たち／中村敏弘 ，１９７５．１１
T143 図書 主権者を育てない教科書 ／日本教職員組合 ，１９６９．１１
T144 図書 新小学校教科書を告発する ／日本教職員組合 ，１９７０．７
T145 図書 教育を考えるためにこの４８冊 ／朝日新聞社 ，１９７５．１０
T146 図書 教師の戦争体験の記録 ／岩手県一関国民教育研究会，１９６９．１
T147 図書 教育革命　４版 ／Ｊ．Ｓ．ブルーナー；佐藤三郎，１９６８．５
T148 図書 地域開発闘争と教師：沼津・三島、姫路、南島の住民運動／福島達夫 ，１９６８．５
T149 図書 教授革命 ／ブルーナー；佐藤三郎 ，１９６９．７
T150 図書 現代アメリカ教育の批判 ／Ｎ．ヒッカーソン；深山正光，１９７０．２
T151 図書 わが国の教育水準　再版 ／文部省 ，１９５９．１１
T152 図書 学校再考 ／西島建男 ，１９７６．１２
T153 図書 北京三里屯第三小学校 ／浜口允子 ，１９７６．５
T154 図書 教科書訴訟十年 ／家永三郎 ，１９７４．５
T155 図書 人間の権利として：付・資料 ／村松喬 ，１９６８．６
T156 図書 教育の森その後 ／村松喬 ，１９７１．１２
T157 図書 コナント報告：こんにちのアメリカの高等学校 ／ジェイムズ・コナント；ミヤザキ・ヒロシ，１９６０．１０
T158 逐刊 わかる授業　Ｎｏ．６ ／ ，１９７７．３
T159 逐刊 薬師寺　Ｎｏ．２９　金堂落慶 ／ ，１９７６．４
T160 図書 東京の教育：教育研究東京集会報告 ／東京都教職員組合連合，１９５５．４
T161 図書 日本の教育　１６ ／日本教職員組合 ，１９６７．９
T162 図書 Foundamental Structure of English　英語の基本構文／三上源四郎 ，１９６４．５
T163 図書 教育の仕事 ／毛沢東；中国人民教育出版社；新島淳良，光岡玄，１９５９．１２
T164 図書 わが愛と叛逆 ／所美都子 ，１９６９．３
T165 図書 よみがえれ地方自治 ／北日本新聞社地方自治取材班，１９７０．７
T166 図書 この三十年の日本人 ／児玉隆也 ，１９７５．８
T167 図書 現代を歩く ／児玉隆也 ，１９７６．２
T168 図書 世直しの倫理と論理　上 ／小田実 ，１９７２．１
T169 図書 世直しの倫理と論理　下 ／小田実 ，１９７２．２
T170 図書 世界史のなかの明治維新 ／芝原拓自 ，１９７７．５



T171 図書 南ヴェトナム戦争従軍記　［正］ ／岡村昭彦 ，１９６５．１
T172 図書 胎児の環境としての母体：幼い生命のために ／荒井良 ，１９７６．９
T173 図書 ある映画監督：溝口健二と日本映画 ／新藤兼人 ，１９７６．４
T174 図書 失われた動力文化 ／平田寛 ，１９７６．１１
T175 図書 世界の歩み　上 ／林健太郎 ，１９５４．７
T176 図書 世界の歩み　下 ／林健太郎 ，１９５４．７
T177 図書 津和野藩　増補版 ／沖本常吉 ，１９７２．４
T178 図書 津和野の誇る人びと　増補第5版 ／沖本常吉 ，１９７４．１０
T179 図書 乙女峠とキリシタン　第3版 ／沖本常吉 ，１９７４．１１
T180 図書 日本の薬学 ／辰野高司 ，１９６７．５
T181 図書 民と神の住まい：大いなる古代日本 ／川添登 ，１９６０．２
T182 図書 大学の自治の歴史　新版 ／伊ヶ崎暁生 ，１９８０．１
T183 図書 アジアの将来 ／リチャード・ローウェンタール；山下正雄，小山皓一郎，１９７２．１
T184 図書 ドイツ語の新しい学び方 ／藤田五郎 ，１９７１．４
T185 図書 物質文明と安全：生きものの立場から ／磯野直秀 ，１９７４．３
T186 図書 殖産興業 ／田村貞雄 ，１９７７．１０
T187 図書 一歴史学者の歩み：教科書裁判に至るまで ／家永三郎 ，１９６７．９
T188 図書 ソ連の職業技術教育 ／Ｖ．Ｂ．ベールキン，Ｆ．Ｌ．ブリンチェフスキー，１９６８．１２
T189 図書 日本産業百年史　上　開国から太平洋戦争まで　１６版／山口和雄 ，１９７５．３
T190 図書 風景を読む：身近な自然の科学 ／稲森潤，木村達明 ，１９７５．５
T191 図書 サークル活動入門：その理論と実際 ／先崎金明 ，１９６０．２
T192 図書 明治維新 ／井上清 ，１９７４．７
T193 図書 日本農業の再発見：歴史と風土から ／飯沼二郎 ，１９７６．１２
T194 図書 近世農書に学ぶ ／飯沼二郎 ，１９７６．１２
T195 図書 仁科芳雄 ／玉木英彦 ，１９６１．９
T196 図書 サンバガエルの謎：異端の生物学者カンメラーの悲劇／アーサー・ケストラー；石田敏子，１９７５．
T197 図書 心の話　コンパクト版５版 ／ジョン・Ｒ・ウィルソン；ライフ編集部；宮城音弥，１９７１．１０
T198 図書 「岩宿」の発見：幻の旧石器を求めて ／相沢忠洋 ，１９６９．５
T199 図書 ペルセポリスから飛鳥へ：清張古代史をゆく ／松本清張 ，１９７９．７
T200 図書 岐路に立つ職業人 ／佐藤忠男 ，１９７１．９
T201 図書 変革への提言：国家は「私」を教育できるか ／家永先生の教科書訴訟を支援する市民の会，１９６９．１
T202 図書 鹿島からの報告 ／関沢紀 ，１９７５．７
T203 図書 谷中村滅亡史　［改版］ ／荒畑寒村 ，１９７０．１１
T204 図書 アジア現代史 ／衛藤瀋吉 ，１９６９．９
T205 図書 戦う北欧：抗戦か・中立か・抵抗か・服従か ／武田龍夫 ，１９８１．１
T206 図書 原爆はなぜ投下されたか：日本降伏をめぐる戦略と外交／西島有厚 ，１９６８．７
T207 図書 未来を語りつづけて：原爆体験と教育の原点 ／広島県教職員組合，広島県原爆被爆教師の会，１９６９．８
T208 逐刊 月刊世界政経　１９７４年８月号 ／ ，１９７４．８
T209 図書 ナンガ・パルバット　再版 ／カール・Ｍ．ヘルリヒコッファー；横川文雄，１９５４．１１
T210 図書 アルピニストの心 ／ジャン・コスト；近藤等 ，１９５５．６
T211 図書 アルプスの三つの壁 ／アンデレル・ヘックマイヤー；長越茂雄，１９５５．７
T212 図書 八千米の上と下 ／ヘルマン・ブール；横川文雄，１９５５．１０
T213 図書 アルプス・コーカサス登攀記 ／Ａ．Ｆ．マンメリー；石一郎，１９５５．１１
T214 図書 カンチェンジュンガ登頂 ／ディレンフルト；横川文雄，１９５６．３
T215 図書 アルピニズモ・アクロバチコ ／ギド・レイ；河合亨 ，１９５６．６
T216 図書 マッターホルンの十字架 ／シャルル・ゴス；江口清 ，１９５６．６
T217 図書 第三の極地 ／Ｇ．Ｏ．ディレンフルト；諏訪多栄蔵，横川文雄，１９５６．１１
T218 図書 エヴェレスト：その人間的記録　３版 ／ウィルフリッド・ノイス；浦松佐美太郎，１９５６．３
T219 図書 ヒマラヤの男：テンジンの生きてきた道 ／Ｎ．テンジン；Ｊ．Ｒ．アルマン；井上勇，１９５５．１２
T220 図書 マナスル登頂記 ／槇有恒 ，１９５６．１０
T221 図書 登山全書　２　岩登り篇 ／藤木九三，川崎隆章，松方三郎，１９５６．６
T222 図書 ワンダーフォーゲル手帳：青少年のキャンプとハイク／万有出版編集部 ，１９５６．５
T223 図書 スキー：カラー　３版 ／山と渓谷社 ，１９６９．１１
T224 図書 山岳講座　１ ／川崎隆章，近藤等 ，１９５４．５
T225 図書 山岳講座　２　４版 ／川崎隆章，近藤等 ，１９５５．７
T226 図書 山岳講座　３　３版 ／川崎隆章，近藤等 ，１９５５．７
T227 図書 秘境西域八年の潜行　下　わが青春を捧げた神秘のチベット／西川一三 ，１９６８．２
T228 図書 シルクロードの旅 ／深田久弥 ，１９７１．６
T229 図書 熱気球イカロス５号　４版 ／梅棹エリオ ，１９８０．７



T230 図書 少年エスパー戦隊　６版 ／豊田有恒 ，１９７９．１１
T231 図書 つくられた明日　１７版 ／眉村卓 ，１９８３．６
T232 図書 どん底：歌集 ／ ［，１９７２．４］
T233 図書 こころ：他一編　２版 ／夏目漱石 ，１９６８．４
T234 図書 雪国 ／川端康成 ，１９７９．８
T235 図書 Ｄの複合 ／松本清張 ，１９７６．２
T236 図書 アンの友達：第四赤毛のアン ／モンゴメリ；村岡花子 ，１９７７．７
T237 図書 野菊の墓 ／伊藤左千夫 ，１９５６．３
T238 図書 にんげんをかえせ：詩集 ／峠三吉；増岡敏和 ，１９８２．９
T239 図書 海に生くる人びと ／葉山嘉樹 ，１９８１．８
T240 図書 暗夜行路　後編　改版 ／志賀直哉 ，１９７６．２
T241 図書 ゴキブリの歌　４版 ／五木寛之 ，１９７２．１２
T242 図書 狼のブルース ／五木寛之 ，１９７６．８
T243 図書 滅びざるもの ／眉村卓 ，１９８１．３
T244 図書 永遠の少年：フランクリンの少年時代：働く少年少女に贈る幸福の鍵　改正７版／桜沢如一 ，１９７３．１１
T245 図書 続・永遠の少年：ガンジイの少年時代：働く少年少女に贈る幸福の鍵　改正７版／桜沢如一 ，１９７４．９
T246 図書 おちゃめなピッピ ／リンドグレーン；山口四郎，１９６３．１１
T247 図書 東京近郊ハイキング　改訂１２版 ／ ，１９７１．５
T248 図書 横浜史を歩く ／小田貞夫 ，１９７７．１
T249 図書 奈良：カラーガイド ／青山茂 ，１９７５．２
T250 図書 金沢・能登・北陸 ／新保千代子 ，１９７５．
T251 図書 山陰　改訂 ／ブルーガイド編集部 ，１９７３．１
T252 図書 東北　改訂１７版 ／ ，１９７０．２
T253 図書 東北　改訂１９版 ／ ，１９７１．９
T254 図書 上信越　改訂１２版 ／ ，１９７０．１
T255 図書 中国・四国　改訂２３版 ／ ，１９７１．１０
T256 図書 十和田・津軽・下北 ／ブルーガイド編集部 ，１９７７．
T257 図書 陸中海岸　改訂５版 ／ ，１９７５．７
T258 図書 鎌倉　改訂３版 ／ ，１９７３．６
T259 図書 北陸 ／ ，１９７４．９
T260 図書 琵琶湖・若狭　改訂５版 ／ ，１９７５．１
T261 図書 奈良 ，１９７６．４
T262 図書 カナダ・アラスカ　改訂３版 ／ ，１９８３．１
T263 図書 観光東北 ／ ，１９７４．１
T264 図書 奥秩父　２　金峯山・甲武信岳 ／ ，１９８０．３
T265 図書 奥武蔵 ／ ，１９７２．
T266 図書 蔵王 ／ ，１９８３．３
T267 図書 山陰・山陽・瀬戸内海 ／ ，１９７６．
T268 図書 四国　小豆島・淡路島 ／ ，１９７２．
T269 図書 奥秩父　大菩薩連嶺 ／ ，１９７７．
T270 eng KL Auschwitz seen by the SS ／ ，１９９６．



出版者 出版地 別タイトル（備考）
：麥書房 東京
：法律文化社 京都 教育シリーズ
：明治図書 東京
：培風館 東京
：一ツ橋書房 東京
：新評論 東京
：国土社 東京
：朝日新聞社 東京 日本と中国：朝日市民教室
：たたら書房 米子

：学事出版 東京

：明治図書出版 東京
：啓林館 東京
：草土文化 東京 子どものしあわせ学習シリーズ
：麥書房 東京 生きている教育シリーズ

：国土社 東京

：明治図書出版 東京
：啓林館 東京
：新生出版 東京
：文部省 東京 広報資料
：教育問題調査所 東京
：世界文化協會 東京
：評論社 東京
：評論社 東京 教育・自然科学教育論集
：国土社 東京 指導計画書シリーズ
：東京化学同人 東京
：河出書房 東京
：地歴社 東京
：国土社 東京 指導計画書シリーズ
：明治図書出版 東京
：むぎ書房 東京 教育文庫
：秀文堂 東京
：たたら書房 米子
：たたら書房 米子
：技報堂 東京
：明治図書出版 東京 理科の授業研究
：明治図書出版 東京 科学教育シリーズ
：明治図書 東京
：明治図書 東京
：理論社 東京
：岩波書店 東京
：学習研究社 東京 講座情報社会科学
：成城学園初等学校東京 成城学園初等学校研究双書
：築地書館 東京
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：社会思想社 東京 現代の博物誌
：国土社 東京
：国土社 東京



：国土社 東京
：共立出版 東京 地球科学入門シリーズ
：秀潤社 東京
：日本放送出版協会東京
：東京大学出版会 東京
：玉川大学出版部 町田
：四方社 東京 みんなの科学
：四方社 東京 みんなの科学
：ラジオ技術社 東京
：誠文堂新光社 東京 僕らの科学文庫
：岩崎書店 東京 少年少女発明発見文庫
：北海道大学図書刊行会札幌
：大日本図書 東京
：白揚社 東京
：創元社 東京
：興文社 東京 小學生全集
：評論社 東京 児童図書館・科学の部屋
：光文社 東京
：黎明書房 名古屋 物理のドレミファ
：東京図書 東京 初等化学
：東京図書 東京 初等化学
：岩波書店 東京
：黎明書房 名古屋
：通商産業調査会 東京
：不明
：大蔵省印刷局 東京
：白揚社 東京
：荒地出版社 東京
：法政大学出版局 東京
：新日本出版社 東京
：三省堂 東京
：三省堂 東京
：東京大学出版会 東京
：わらしべ書房，伝統と現代社太田，東京
：わらしべ書房，伝統と現代社太田，東京
：わらしべ書房，伝統と現代社太田，東京
：わらしべ書房，伝統と現代社太田，東京
：わらしべ書房，伝統と現代社太田，東京
：東京都首都整備局都市公害部計画課東京
：東京都公害局総務部相談課東京
：明治図書出版 東京
：明治図書出版 東京
：福音館書店 東京 福音館の科学シリーズ
：国土社 東京 仮説実験授業記録集成
：福音館書店 東京
：評論社 東京 教育・自然科学教育論集
：評論社 東京 教育・自然科学教育論集
：明治図書出版 東京 理科実験法の革新
：評論社 東京 評論社の児童図書館・親と教師の部屋
：河出書房新社 東京
：河出書房新社 東京
：金園社 東京
：福音館書店 東京
：ポプラ社 東京 ポプラ社の入門百科
：日本評論社 東京
：明治図書出版 東京
：文化出版局 東京
：野火書房 東京
：現代書館 東京 反教育シリーズ



：現代書館 東京 反教育シリーズ
：三省堂 東京
：民衆社 東京
：民衆社 東京
：創文社 東京
：三鷹市 三鷹
：企画通信社 東京
：日本教職員組合 東京 教科書白書
：筑摩書房 東京
：岩波書店 東京 岩波講座現代教育学
：岩波書店 東京 岩波講座現代教育学
：岩波書店 東京 岩波講座現代教育学
：岩波書店 東京 岩波講座現代教育学
：日本標準テスト研究会東京 現代教育研究
：東洋館出版社 東京
：以文社 東京
：青木書店 東京 講座現代民主主義教育
：沖縄県高等学校教職員組合那覇
：サンケイ新聞社出版局東京
：サンケイ新聞社出版局東京
：労働旬報社 東京
：第一法規出版 東京
：明治図書出版 東京
：明治図書出版 東京 全書国民教育
：明治図書出版 東京 全書国民教育
：田畑書店 東京
：東洋出版社 東京
：三省堂 東京
：民衆社 東京 教育への告発
：勁草書房 東京 教育改革シリーズ
：国土社 東京
：日本教職員組合 東京 教科書白書
：一ツ橋書房 東京 教科書白書
：朝日新聞社 東京
：労働旬報社 東京
：明治図書出版 東京
：明治図書出版 東京
：明治図書出版 東京
：明治図書出版 東京
：帝国地方行政学会東京
：新泉社 東京
：岩波書店 東京
：ほるぷ総連合 東京
：毎日新聞社 東京 教育の森
：毎日新聞社 東京
：民主教育協会 東京
：明治図書出版 東京
：薬師寺 奈良
：東京都教職員組合連合東京
：日本教職員組合 東京
：敬文堂 東京
：新興出版社 東京
：前衛社 東京
：勁草書房 東京
：新潮社 東京
：新潮社 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京



：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：岩波書店 東京
：津和野歴史シリーズ刊行会津和野町（島根県）津和野ものがたり
：津和野歴史シリーズ刊行会津和野町（島根県）津和野ものがたり
：津和野歴史シリーズ刊行会津和野町（島根県）津和野ものがたり
：紀伊國屋書店 東京
：光文社 東京
：新日本出版社 東京
：時事通信社 東京
：講談社 東京
：日本経済新聞社 東京
：教育社 東京
：三省堂 東京
：ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課東京
：日本経済新聞社 東京
：講談社 東京
：三一書房 京都
：中央公論社 東京 日本の歴史
：日本放送出版協会東京
：日本放送出版協会東京
：国土社 東京 少年伝記文庫
：サイマル出版会 東京
：タイムライフインターナショナル東京
：講談社 東京
：日本放送出版協会東京
：東洋経済新報社 東京 現代に生きる
：学芸書房 東京
：新泉社 東京
：新泉社 東京
：毎日新聞社 東京
：高木書房 東京
：青木書店 東京
：労働旬報社 東京
：世界政治経済研究所東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：朋文堂 東京
：文藝春秋新社 東京
：紀伊國屋書店 東京
：毎日新聞社 東京
：河出書房 東京
：万有出版 東京
：山と渓谷社 東京 山渓カラーガイド
：白水社 東京
：白水社 東京
：白水社 東京
：芙蓉書房 東京
：朝日新聞社 東京
：中央公論社 東京



：角川書店 東京
：角川書店 東京
：どん底 ［東京］
：旺文社 東京
：新潮社 東京
：新潮社 東京
：新潮社 東京
：新潮社 東京
：新日本出版社 東京
：新日本出版社 東京
：岩波書店 東京
：角川書店 東京
：講談社 東京
：徳間書店 東京
：日本ＣＩ 東京
：日本ＣＩ 東京
：講談社 東京 少年少女世界名作全集
：日本交通公社 東京
：日本放送出版協会東京
：保育社 東京 カラーブックス
：実業之日本社 東京 ブルーガイド・ブックス
：実業之日本社 東京 ブルーガイド・ブックス
：日本交通公社 東京 最新旅行案内
：日本交通公社 東京 最新旅行案内
：日本交通公社 東京 最新旅行案内
：日本交通公社 東京 最新旅行案内
：実業之日本社 東京 ブルーガイドパック
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：日本交通公社出版事業局東京 ポケットガイド
：昭文社 東京 エアリアマップ
：昭文社 東京 エアリアマップ
：昭文社 東京 エアリアマップ
：昭文社 東京 エアリアマップ
：山と渓谷社 東京 アルパインガイド
：山と渓谷社 東京 アルパインガイド
：山と渓谷社 東京 アルパインガイド
： pl


