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はじめに

この第２期計画は昭和５３年度から約２０年間に渡った「北海道教育資料収集整備

計画（第１期 」を継承し、本道の教育資料・情報を効果的に活用し、教育の理論的）

、 、・実践的研究を総合的に推進すると共に 本道の貴重な教育遺産を将来に活かすため

関係資料・情報を収集し、これを本学の教職員・学生並びに教育関係者をはじめ広く

１）本道社会に提供することを目的として計画しました。本計画では、収集対象を（
の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類 （２）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿、

革誌（史）類 （３）本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書 （４）本道の、 、

学校で使用された暫定教科書 （５）本道の小・中学校で使用された副読本等 （６）本、 、

７道の教育団体の刊行資料 （７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料類の、

、 （ 、 、 、 、 ）分野に整理し 本学附属図書館構成館 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館

が、支庁別の分担収集を行いました。

第２期北海道教育資料収集計画（平成１１年度から平成１６年度）においては沿革
資料、副読本等を中心に図書類約１千３百点、逐次刊行物約２６０種類を収集するこ
とが出来、目録作成のうえＯＰＡＣで公開しています。
さらに、第１期分のカード目録、冊子体目録の遡及入力を学長裁量経費で実施約１

万８千点を入力し、これもまたＯＰＡＣで公開しています。

過疎化、少子化が進む北海道では、平成１２年度以降、小中学校で１４０校を越え

る統廃合が実施され、統廃合の学校には創設１００年を越える学校も有りその教育資

料を保存することは、北海道教育の基幹を担う本学図書館の使命と考えています。

本計画に際し道内の教育委員会、小中学校３３００機関に送付依頼いたしました。

協力頂いた関係機関に御礼を申し上げると共に、今後、本学図書館における北海道教

育資料収集活動がさらに継承されることを祈念し報告といたします。

平成１７年４月２７日

教育資料収集小委員会委員長

新 田 和 幸
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第Ⅱ期北海道教育資料収集小委員会委員

小委員会委員 （任期：平成１１年６月１日～平成１２年５月３１日）

札幌校 三浦 哲 函館校 佐藤 徹

旭川校 吉田 正生 釧路校 田村 真広

◎岩見沢校 新田 和幸 附属図書館事務長 小池 昌明

（任期：平成１３年６月１日～平成１５年５月３１日）

札幌校 袁 克勤 函館校 今井 憲一

旭川校 海老名 尚 釧路校 笠間 浩幸

◎岩見沢校 新田 和幸 附属図書館事務長 夏井 穀

（任期：平成１５年６月１日～平成１７年５月３１日）

札幌校 中川 大 函館校 内藤 一志

旭川校 海老名 尚 釧路校 重松 克也

◎岩見沢校 新田 和幸 学術情報室長 橋場 美紀雄

委員長◎

小委員会開催及び活動の記録

◎平成１１年度 第１回 小委員会 平成１１年７月８日（木）

◎平成１１年度 第２回 小委員会 平成１１年７月２８日（水）

◎平成１１年１０月 各道教育委員会、市町村教育委員会、小中学校、教育団体等

約３，３００機関に「北海道教育資料収集計画」実施の案内及び寄贈依頼文書発送

◎平成１３年度 第１回 小委員会 平成１３年４月１８日（水）

◎平成１３年度 第２回 小委員会 平成１３年７月２３日（月）

◎平成１４年７月４日 道内各市町村の教育委員会宛に「副読本等の寄贈依頼」発送

◎平成１５年度 第１回 小委員会 平成１５年６月１８日（水）

◎平成１５年７月３日 道内各市町村の教育委員会宛に「記念誌沿革史の寄贈依頼」発送

◎平成１６年度 第１回 小委員会 平成１７年４月２７日（水）



対象収集種類

収集対象資料（１）

収集対象資料（２）

収集対象資料（３）

収集対象資料（４）

収集対象資料（５）

収集対象資料（６）

収集対象資料（７）

札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合計
収集対象資料（１） 61 8 29 12 31 141
収集対象資料（２） 9 16 18 6 8 57
収集対象資料（３） 67 0 0 0 0 67
収集対象資料（４） 61 0 0 0 0 61
収集対象資料（５） 383 18 45 33 24 503
収集対象資料（６） 47 13 8 16 2 86
収集対象資料（７） 9 0 3 2 4 18
受贈小計（冊数） 637 55 103 69 69 933
購入小計（冊数） 362 362
計 999 55 103 69 69 1295
逐次刊行物（種類数） 124 23 65 15 35 262

H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計
収集対象資料（１） 82 5 5 20 4 25 141
収集対象資料（２） 4 1 0 0 51 1 57
収集対象資料（３） 0 0 46 17 1 3 67
収集対象資料（４） 25 3 10 23 0 0 61
収集対象資料（５） 11 0 4 475 11 2 503
収集対象資料（６） 34 16 14 3 7 12 86
収集対象資料（７） 11 2 2 1 2 0 18
受贈小計（冊数） 167 27 81 539 76 43 933
購入小計（冊数） 97 104 59 37 42 23 362

計 264 131 140 576 118 66 1,295
逐次刊行物（種類数） 108 44 67 31 12 0 262

               「参考資料」      平   成   １１   年   度           寄   贈   依   頼   数
札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合計

小学校 368 172 395 242 272 1,449
中学校 184 73 154 118 140 669
小・中併置校 8 7 37 29 4 85
教育団体 183 37 184 97 119 620
生涯（教育）団体 39 11 62 26 49 187
道内教育研究所 11 5 6 18 9 49
道庁（教育局＋生涯） 30 30
市町村教育委員会 30 27 69 35 51 212
同窓会 1 1 1 1 1 5
合計 854 333 908 566 645 3,306

教　育　資　料　受　入　数

館　別　収　集　数

全 館　年　度　別　収　集　数

本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書

本道の学校で使用された暫定教科書
本道の小・中学校で使用された副読本
本道の教育団体の刊行資料
本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料



教育資料寄贈受入
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第Ⅱ期　北海道教育資料収集計画による購入・受贈点数表　（平成１１～１６年度 累積版）

今回の報告は、前回の報告から下記の項目を変更しました。 収集対象資料（１） 本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
①点数から冊数に変更しました 収集対象資料（２） 本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
②購入分の教科書、寄贈の（３）、（４）毎に算出し、小計で合算しました。 収集対象資料（３） 本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書

収集対象資料（４） 本道の学校で使用された暫定教科書

購入分 購  入  年  度 収集対象資料（５） 本道の小・中学校で使用された副読本
＊中央館で所蔵 H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 収集対象資料（６） 本道の教育団体の刊行資料

教科書（冊数） 97 104 59 37 42 23 362 収集対象資料（７） 本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料

＊教科書は、収集対象資料（３）（４）リストに再掲載してます。

札　幌    館 函　館　館 旭　川　館 釧　路　館 岩見沢館 合計
H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計

収集対象資料（１） 13 3 1 17 3 24 61 7 1 8 25 1 1 1 1 29 8 3 1 12 29 1 1 31 141
収集対象資料（２） 8 1 9 1 15 16 2 16 18 1 5 6 1 7 8 57
収集対象資料（３） 46 17 1 3 67 0 0 0 0 67
収集対象資料（４） 25 3 10 23 61 0 0 0 0 61
収集対象資料（５） 1 1 378 3 383 2 2 12 1 1 18 1 1 38 4 1 45 5 27 1 33 2 20 2 24 503
収集対象資料（６） 24 11 5 1 6 47 5 1 1 1 5 13 3 1 4 8 2 2 7 3 1 1 16 2 2 86
収集対象資料（７） 4 2 1 2 9 0 0 3 3 2 2 2 2 4 18
受贈小計（冊数） 67 19 63 436 18 34 637 15 1 3 12 17 7 55 34 1 3 39 25 1 103 18 2 10 31 7 1 69 33 4 2 21 9 0 69 933
購入小計（冊数） 97 104 59 37 42 23 362 362

計 164 123 122 473 60 57 999 15 1 3 12 17 7 55 34 1 3 39 25 1 103 18 2 10 31 7 1 69 33 4 2 21 9 0 69 1295
逐次刊行物（種類数） 65 25 24 10 0 124 4 4 15 23 12 7 26 12 8 65 4 1 1 5 4 15 23 7 1 4 35 262

全        館                「参考資料」      平   成   １１   年   度           寄   贈   依   頼   数
H１１ H12 H1３ H1４ H1５ H1６ 計 札幌館 函館館 旭川館 釧路館 岩見沢館 合計

収集対象資料（１） 82 5 5 20 4 25 141 小学校 368 172 395 242 272 1,449
収集対象資料（２） 4 1 0 0 51 1 57 中学校 184 73 154 118 140 669
収集対象資料（３） 0 0 46 17 1 3 67 小・中併置校 8 7 37 29 4 85
収集対象資料（４） 25 3 10 23 0 0 61 教育団体 183 37 184 97 119 620
収集対象資料（５） 11 0 4 475 11 2 503 生涯（教育）団体 39 11 62 26 49 187
収集対象資料（６） 34 16 14 3 7 12 86 道内教育研究所 11 5 6 18 9 49
収集対象資料（７） 11 2 2 1 2 0 18 道庁（教育局＋生涯） 30 30
受贈小計（冊数） 167 27 81 539 76 43 933 市町村教育委員会 30 27 69 35 51 212
購入小計（冊数） 97 104 59 37 42 23 362 同窓会 1 1 1 1 1 5

計 264 131 140 576 118 66 1295 合計 854 333 908 566 645 3,306
逐次刊行物（種類数） 108 44 67 31 12 0 262

●収集対象資料（4）本道の小・中学校で使用した暫定教科書（連番欄Noに＊付は、現行検定制度以後の資料でこの表には加算していない）



平成１１年度～平成１6年度 累積版 北海道教育資料　受贈資料リスト       【札幌館】

収集対象資料（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 暢びやかに：札幌市立柏中学校開校５０周年記念誌 同誌編集委員会 1997 札幌市立柏中学校

平成１１

2 2 桑の実：札幌市立桑園小学校開校７０周年記念誌 同誌編集委員会 1997 札幌市立桑園小学校

3 3 太平：札幌市立太平小学校開校２５周年記念誌 1999 札幌市立太平小学校

4 4 學び舎の百年：小樽市立奥澤小学校開校百周年記念誌 同誌編集委員会 1999 小樽市立奥澤小学校

5 5 当別町中学校開校５０周年記念誌 実行委員会記念誌部 同記念実行委員会 1997 当別町中学校

6 6 輝：北広島市立西部中学校開校５０周年記念誌 同中学校 同中学校 1997 北広島市立西部中学校

7 7 小野幌：札幌市立小野幌小学校百周年記念誌 同小学校 同小学校 1999 札幌市立小野幌小学校

8 8 躍動：札幌市立札苗北中学校開校十周年記念誌 同中学校 1995 札幌市立札苗北中学校

9 9 いなほ：江別市立豊幌小学校開校百周年記念誌 同記念誌編集部会 同記念事業協賛会 1998 江別市立豊幌小学校

10 10 上野幌：札幌市立上野幌小学校開校百周年記念誌 同小学校 1999 札幌市立上野幌小学校

11 11 緑小の歩み：千歳市立緑小学校開校３０周年記念誌 記念事業実行委員会 同小学校 1987 千歳市立緑小学校

12 12 みどり会報：４０周年特集号（パンフ） 記念誌委員会 同小学校PTA 1998 千歳市立緑小学校

13 13 大志：札幌市立篠路西中学校開校十周年記念誌 同中学校 1996 札幌市立篠路西中学校

14 1
かわしも：開校９０周年記念誌 川下小学校開校９０周年

同左 1994 川下小学校

平成１２

：当別町立川下小学校９０年記念誌 記念実行委員

15 2 新校舎落成記念誌  手稲宮丘 札幌市立手稲宮丘小学校 他 同左 1999 茂内義雄：太平小学校長

16 3 記念誌  手稲西
札幌市立手稲西中学校開校

同左 1997 小山教頭：手稲西中学校
５０周年記念事業実行委員会

17 1 飛躍：大麻小学校開校１００周年記念誌
大麻小学校開校１００

2001.9 江別市立大麻小学校 平成１３
周年記念事業協賛会

18 1 静修：札幌静修学園創立８０周年記念誌 同記念誌編集委員会 札幌静修学園 2002 札幌静修学園

平成１４

19
2

札幌師範学校　全道中等学校陸上競技会優勝記念　1925　（写
真集）

1925

木村恵一

20
3

札幌師範学校　全道中等学校競技連盟優勝記念　陸上競技部
192６　（写真集）

1926

21
4

札幌師範学校　全道中等学校競技連盟優勝記念　陸上競技部
192７　（写真集）

1927

22 5 （札幌師範学校　陸上競技部？）アルバム　

23 6 北海道札幌師範学校　第４３回　卒業記念　昭和４年 1926

24 7 北辰：札幌市立北辰中学校開校４０周年記念誌 札幌市立北辰中学校 1987

平間　吉春

25 8 のびゆく東栄：開校３０年記念誌 札幌市立東栄中学校 1989

26 9 北栄３０年の歩み 札幌市立北栄中学校 1985

27 10 八条：開校４０周年記念誌 札幌市立八条中学校 1994

28 11 札幌市立新琴似中学校五周年記念誌１９７７ 札幌市立新琴似中学校 1977

29 12 伏籠：開校４０周年記念誌 札幌市立札幌中学校 1987

30 13 美香保：開校４０周年記念誌 札幌市立美香保中学校 1989

31 14 創：札幌市立北野中学校開校５周年記念誌 札幌市立北野中学校 1981

32 15 栄南：開校５周年記念誌：山なみ　No5生徒会会誌 札幌市立栄南中学校 1981

33 16 二条 : 開校四十周年記念誌 札幌市立二条小学校 札幌市立二条小学校 1991.3

君　尹彦
34 17 開校60周年記念誌 (桑の実:4号)

桑園小学校開校六十周年記念誌編
集委員会編

札幌市立桑園小学校開校六
十周年記念事業協賛会

1988.10

35 1 豊羽：開校５０周年記念誌 札幌市立豊羽小中学校 同左 2001.11 札幌市教育委員会

平成１５36 2 えりも小学校開校百年記念誌 えりも小学校開校百年記念協賛会 同左 1977.11 えりも小学校

37 3 竹浦小学校開校９０周年記念誌 竹浦小学校９０周年協賛会 同左 1978.3 竹浦小学校

38 1 中央　開校30周年記念誌 札幌市立中央小学校 同左 1998

岡田祐一 平成１６

39 2 にっしん　夢紀行　札幌市立日新小学校開校50周年記念誌 札幌市立日新小学校 同左 2002

40 3 創業守成の百三十年 札幌市立創成小学校 同左 2001

41 4 東園　開校50周年記念誌
札幌市立東園小学校開校50周年記
念事業協賛会

同左
2001

42 5 菊水　札幌市立菊水小学校開校20周年記念誌 札幌市立菊水小学校 同左 1997

43 6 栄　札幌市立栄小学校開校100周年記念誌
札幌市立栄小学校開校100周年記念
協賛会

同左
2001

44 7 森のしずく駒岡の大地　札幌市立駒岡小学校開校50周年記念誌
札幌市立駒岡小学校開校50周年記
念事業協賛会

同左
1999

45 8 豊滝物語　札幌市立豊滝小学校開校100周年記念誌
札幌市豊滝小学校開校100周年記念
事業実行委員会

同左 2001.3

46 9 郷土誌　もいわ開校９０周年記念 札幌市立藻岩小学校 同左 1991

47 10 いしやま　開校100周年記念誌 札幌市立石山小学校 同左 1998

48 11 しのろ　開校百二十年 札幌市立篠路小学校 同左 1991

49 12 かみしろいし　開校70周年記念 札幌市立上白石小学校 同左 1969

50 13 ばらと　記念誌 札幌市立茨戸小学校 同左 1992

51 14 はっさむ　郷土誌　開校70周年記念
札幌市立発寒小学校開校70周年記
念協賛会

同左 1993

52 15 さつなえ北　郷土学習資料集　開校20周年記念 札幌市立札苗北小学校 同左 1995

53 16 まえだきた　郷土誌　開校10周年記念 札幌市立前田北小学校 同左 1994

54 17 おおやち　郷土学習資料集　開校100周年記念 札幌市立大谷地小学校 同左 1993

55 18 ほんどおり　記念誌　郷土誌　開校30周年記念 札幌市立本通小学校 同左 1994

56 19 おんこ　開校100周年記念誌 広島町立東部小学校 同左 1992

57 20 かけはし　開校10周年記念誌 江別市立北光小学校 同左 1995

58 21 開校90年記念誌 江別市立江別第二小学校 同左 1975

59 22 心新たに　開校110周年記念誌 厚田村村立厚田小学校 同左 1987

60 23 めぐみの 恵庭市立恵み野小学校 同左 1992

61 24 恵み野　開校２０周年記念誌 恵庭市立恵み野小学校 同左 2002

収集対象資料（2）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 閉校記念誌　双葉よ永遠に　CD-ROM付 喜茂別町立小学校 閉校記念事業協賛会 2003.3 喜茂別町教育委員会

2 2 閉校記念誌　富野 夕張市立富野小学校 閉校記念協賛会 2000.11 夕張市教育委員会

3 3 厚田村村立発足小学校１００年・閉校記念誌　山の子 厚田村村立発足小学校 閉校記念事業協賛会 2002.11 厚田村教育委員会
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4 4 石山中学校閉校記念誌 小樽市石山中学校忍賛会 同左 2002 小樽市教育委員会
平成１５

5 5 柏葉　閉校記念誌　　卒業生名簿（第１期～第５５期付） 小樽市住吉中学校 閉校記念事業実行委員会 2002.3 小樽市教育委員会

6 6 小樽市立東山中学校閉校記念 小樽市立東山中学校 同左 2002.3 小樽市教育委員会

7 7 聞け潮騒の北の海：石狩中学校閉校記念誌 石狩中学校閉校事業協賛会 同左 1980.3 石狩中学校

8 8 やまなみ 当別町青山中央小中学校 閉校記念事業協賛会 1999.1 当別町教育委員会

9 1 創成　閉校記念要覧 札幌市立創成小学校 同左 2004 岡田祐一 平成１６

収集対象資料（３）本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 国語  巻一（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1937

塩野  潔（岩見沢農業高校 教
諭）

平成１３

2 2 国語  巻二（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1937

3 3 国語  巻三（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1937

4 4 国語  巻四（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1937

5 5 国語  巻五（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

6 6 国語  巻六（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

7 7 国語  巻七（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

8 8 国語  巻八（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

9 9 国語  巻九（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

10 10 国語  巻十（改訂版） 岩波編輯部  編 中等学校教科書 1941

11 11 中学新国文典  上級用
広島高等師範学校附属中学校国語
漢文研究会

京極書店 1937

12 12 新定中学読本  巻一 芳賀  矢一 冨山房 1912

13 13 新定中学読本  巻二 芳賀  矢一 冨山房 1912

14 14 新定中学読本  巻三 芳賀  矢一 冨山房 1912

15 15 新定中学読本  巻四 芳賀  矢一 冨山房 1912

16 16 新定中学読本  巻五 芳賀  矢一 冨山房 1912

17 17 新定中学読本  巻六 芳賀  矢一 冨山房 1912

18 18 新定中学読本  巻八 芳賀  矢一 冨山房 1912

19 19 新定中学読本  巻九 芳賀  矢一 冨山房 1912

20 20 漢文新読本  巻五 服部 宇之吉 編 明治図書 1909

21 21 新日本修身  巻四 西  普一郎  編 中等学校教科書 1941

22 22 新日本修身  巻五 西  普一郎  編 中等学校教科書 1941

23 23 中学修身  新制版  巻一 友枝  高彦 冨山房 1938

24 24 訂正 新編修身教科書  巻二 井上  哲次郎 金港堂書籍 1914

25 25 訂正 新編修身教科書  巻三 井上  哲次郎 金港堂書籍 1914

26 26 師範学校修身教科書  巻一 吉田  静致 東京寶文館 1915

27 27 師範学校修身教科書  巻四 吉田  静致 東京寶文館 1915

28 28 師範学校国文教科書 講習科用  巻一 吉田  弥平 光風館書店 1918

29 29 師範学校国文教科書 講習科用  巻二 吉田  弥平 光風館書店 1918

30 30 尋常小学修身書    教師用     巻二 文部省 東京書籍 1928

31 31 皇国中学修身書  巻二 小西  重直 永澤金港堂 1939

32 32 皇国中学修身書  巻三 小西  重直 永澤金港堂 1941

33 33 新修漢文  新制版   巻一 簡野  道明  編 明治書院 1937

塩野  潔（岩見沢農業高校 教
諭）

34 34 新修漢文  新制版   巻二 簡野  道明  編 明治書院 1941

35 35 新修漢文入門  新制版   全 簡野  道明  編 明治書院 1937

36 36 中学漢文読本  巻二 市村  ？次郎  編 金港堂書籍 1911

37 37 重修中学漢文読本  巻一 市村  ？次郎  編 金港堂書籍 1913

38 38 重修中学漢文読本  巻三 市村  ？次郎  編 金港堂書籍 1913

39 39 重修中学漢文読本  巻四 市村  ？次郎  編 金港堂書籍 1913

40 40 重修中学漢文読本  巻五 市村  ？次郎  編 金港堂書籍 1913

41 41 改訂現代文読本  巻五
東京高等師範学校

目黒書店 1921
附属中学校国語漢文研究会

42 42 新撰徒然草読本  全 金子  元臣  編 明治書院 1917

43 43 孟子鈔  全 国語漢文研究会 明治書院 1912

44 44 日本外史論文鈔  全 元元堂書房編輯所編纂 元元堂書房 1919

45 45 十八史略鈔 宇野  哲人  編 東京開成館 1932

46 46 中等教育  標準裁縫教科書 山本  キク他 中文館 1937 高橋  田鶴子

47 1 師範学校編輯　日本地誌略　二 文部省 水野　慶治郎 明治１４年

君　尹彦 平成１４

48 2 改正師範学校編輯　日本地誌略　三　 文部省 ？

49 3 日本地誌略　北海道　柯太州　琉球国 安倍為任　他 合書房 明治９年

50 4 高等小学地理書附図 文部省 日本書籍 昭和１７年

51 5 尋常小学地理書　巻一 文部省 日本書籍 昭和１５年

52 6 尋常小学地理書　巻二 文部省 日本書籍 昭和１４年

53 7 高等小学地理書　巻一 文部省 日本書籍 昭和１７年

54 8 高等小学地理書　巻二 文部省 日本書籍 昭和１７年

55 9 初等科地理　下 文部省 日本書籍 昭和１８年

56 10 新考地理通論（新授業要目準拠） 辻村太郎 三省堂 昭和１３年

57 11 中等歴史　一 文部省 中等学校教科書 昭和１９年

58 12 中等歴史　二 文部省 中等学校教科書 昭和１９年

59 13 北海道小学郷土読本　巻二 北海道小学校長会　編纂 日本教育出版社 昭和６年

60 14 北海道小学郷土読本　巻四 北海道小学校長会　編纂 日本教育出版社 昭和６年

61 15 北海道小学郷土読本　巻五 北海道小学校長会　編纂 日本教育出版社 昭和６年

62 16 北海道小学郷土読本　巻六 北海道小学校長会　編纂 日本教育出版社 昭和６年

63 17 北海道小学郷土読本　巻七 北海道小学校長会　編纂 日本教育出版社 昭和６年

64 1 師範国史　下巻 文部省 教学図書 昭和１７年 中嶋　肇 平成１５

65 1 校訂徒然草読本 金子  元臣  編 明治書院 1925

仲尾元弥 平成１６66 2 生徒必携作文独り稽古 西森　武城　編 九春堂 1885

67 3 師範学校国文教科書　第二部用 吉田　弥平　編 光風館 1910

収集対象資料（4）本道の小・中学校で使用した暫定教科書（連番蘭Noに＊付は、現行検定制度以後の資料）

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 あたらしい憲法のはなし 文部省 実業教科書 昭和２２

2 2 中等数学一：第一類　前・中･後 文部省 中等学校教科書 昭和２１
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3 3 中等数学一：第二類　前・中･後 文部省 中等学校教科書 昭和２１

田中育造：札幌市東区 平成１１

4 4 中等数学　第二学年用（１） 文部省 中等学校教科書 昭和２２

5 5 中等数学　第三学年用（１） 文部省 中等学校教科書 昭和２２

6 6 中等物象　一：前・中・後 文部省 中等学校教科書 昭和２１

7 7 私たちの科学　７（中学校第２学年用） 文部省 大日本図書 昭和２２

8 8 私たちの科学　９（中学校第２学年用） 文部省 大日本図書 昭和２２

9 9 私たちの科学　１７（中学校第３学年用） 文部省 大日本図書 昭和２３

10 10 私たちの科学　１８（中学校第３学年用） 文部省 大日本図書 昭和２３

11 11 中等国語　一：前・中・後 文部省 中等学校教科書 昭和２１

12 12 中等生物　一：中 文部省 中等学校教科書 昭和２１

13 13 中等生物　一：後 文部省 中等学校教科書 昭和２１

14 14 社会科　７ 文部省 日本書籍 昭和２２

15 15 社会科　８ 文部省 日本書籍 昭和２３

16 16 社会科　１３ 文部省 日本書籍 昭和２３

17 17 社会科　１９（高等学校１学年用） 文部省 教育図書 昭和２４

18 18 社会科　２０（高等学校１学年用） 文部省 教育図書 昭和２４

19 19 社会科　２１（高等学校１学年用） 文部省 教育図書 昭和２４

20 20 社会科　２２（高等学校１学年用） 文部省 中部図書 昭和２５

21 21 民主主義　上 文部省 教育図書 昭和２３

22 22 民主主義　下 文部省 教育図書 昭和２４

23 23 英語　１（中学校用）前・中・後 文部省 中等学校教科書 昭和２１

24 24 Let's Learn English. Book 3 文部省 教育図書 昭和２３

25 25 Jack and Bety. 3rd step 萩原恭平　他 開隆堂出版 昭和２４

26＊ 26 Jack and Bety. 3rd step 萩原恭平　他 開隆堂出版 昭和３２

27＊ 27 学習指導要領　一般編（試案） 文部省 明治図書出版 昭和２６

標本 標本
鉱物標本：国定教科書小学児童用・４３種

帝國鉱物教材社
（尋四・五・六学年用）

28 1 国語 第四学年  下 文部省 日本書籍株式会社 昭和２４

茂内 義雄（大平小校長） 平成１２29 2 新しい書き方 六年 西川 寧  書 光文書院 昭和２６

30 3 小学図画工作  ３ 図画工作研究所 図画工作研究所 昭和２３

31 1 中等国語 １－（１） 文部省 中等学校教科書 1947

塩野  潔：岩見沢農業教諭

平成１３

32 2 中等国語 １－（２） 文部省 中等学校教科書 1947

33 3 中等国語 １－（３） 文部省 中等学校教科書 1948

34 4 中等国語 ２－（１） 文部省 中等学校教科書 1947

35 5 中等国語 ２－（２） 文部省 中等学校教科書 1947

36 6 中等国語 ２－（３） 文部省 中等学校教科書 1947

37 7 中等国語 ２－（４） 文部省 中等学校教科書 1947

38 8 中等国語 ２－（４） 文部省 中等学校教科書 1948

39 9 中等文法  文語 文部省 中等学校教科書 1947

40 10 中学国語  三下 能勢  朝次  編 大修館書店 1949

41＊ 11 改訂 新しい国語  中学一年 下 柳田国男  編 東京書籍 1955

42＊ 12 中等国語  二上 改訂版 三省堂編集所  編 三省堂 奥付けなし

43＊ 13 中等国語  二下  改訂版 三省堂編集所  編 三省堂 1957

44＊ 14 現代の国語  中学２ 土井  忠生 他 三省堂 1968

高橋  田鶴子

45＊ 15 標準社会  なかよし  １年 宗像  誠也 教育出版 1961

46＊ 16 標準中学社会 １   地理と生活  渡辺  操  他 教育出版 1967

47＊ 17 中学社会 ２   歴史的分野  中学社会編集委員会 日本書籍 1968

48＊ 18 技術・家庭  ３  男子用 全国職業教育協会  編 開隆堂出版 1968

49＊ 19 中学 体育実技 竹之下  休蔵  他 学研 1967

50＊ 20 新編  わたしのたいいく  ３ねん 北海道学校体育研究連盟 北海教育評論社 1963

高橋  田鶴子

51＊ 21 新編  わたしの体育      ４ねん 北海道学校体育研究連盟 北海教育評論社 1964

52＊ 22 新編  わたしの体育      ５ねん 北海道学校体育研究連盟 北海教育評論社 1965

53＊ 23 新編  わたしの体育      ６ねん 北海道学校体育研究連盟 北海教育評論社 記載なし

54＊ 24 標準  書き方  毛筆初期用 桑原 翠邦  書 教育出版 1964

55＊ 25 三年生のおんがく 市川 都志春  他 教育芸術社 1961

56 1 社会科１：わが国土 文部省 東京書籍 １９４９（S２４)

君　尹彦 平成１４

57 2 社会科２：家庭と社会生活 文部省 東京書籍 １９４９（S２４)

58 3 社会科４：日本のいなかの生活 文部省 日本書籍 １９５０（S２５)

59 4 社会科５：日本の都市 文部省 日本書籍 １９４８（S２３)

60 5 社会科７：世界諸地域の自然と農牧生活 文部省 東京書籍 １９５０（S２５)

61 6 社会科８：天然資源－利用と愛護－ 文部省 北陸教育書籍 １９５１（S２６)

62 7 社会科９：近代工業の発展と現状 文部省 日本書籍 １９４９（S２４)

63 8 社会科１０：交通通信機関の発達 文部省 日本書籍 １９４９（S２４)

64 9 社会科１２：生命財産の保護 文部省 日本書籍 １９４９（S２４)

65 10 社会科１３：文化遺産 文部省 東京書籍 １９４９（S２４)

66 11 社会科１４（イ）：社会施設による生活の美化 文部省 日本書籍 １９５０（S２５)

67 12 社会科１５：社会の政治 文部省 日本書籍 １９４９（S２４)

68 13 社会科１８：個人と集団生活 文部省 日本書籍 １９４８（S２３)

69 14 社会科１９：物質の生産と流通 文部省 教育図書 １９４８（S２３)

70 15 社会科２０：政府と経済生活 文部省 教育図書 １９４８（S２３)

７1＊ 16 標準中学社会　土地と人間　新訂版　上 渡辺　操　他 教育出版 １９５６（S３１）

７2＊ 17 標準中学社会　土地と人間　新訂版　中 渡辺　操　他 教育出版 １９５６（S３１）

７3＊ 18 標準中学社会　土地と人間　新訂版　下 渡辺　操　他 教育出版 １９５６（S３１）

７4＊ 19 標準中学社会　歴史の流れ　新訂版　上 川崎　庸之　他 教育出版 １９５６（S３１）

７5＊ 20 標準中学社会　歴史の流れ　新訂版　中 川崎　庸之　他 教育出版 １９５６（S３１）

７6＊ 21 標準中学社会　歴史の流れ　新訂版　下 川崎　庸之　他 教育出版 １９５６（S３１）

７7＊ 22 標準中学社会　社会のしくみ　新訂版　上 宗像　誠也　他 教育出版 １９５６（S３１）

７8＊ 23 標準中学社会　社会のしくみ　新訂版　下 宗像　誠也　他 教育出版 １９５６（S３１）

79 24 私たちの生活（一）　村の子ども　第五学年用 文部省 日本書籍 １９４７（S２２)

80 25 私たちの生活（二）　都市の人たち第五学年用 文部省 日本書籍 １９４８（S２３)

81 26 新訂　新しい社会　１　　　（昭和４４年度用） 西岡　虎之助　他　 東京書籍 ？

82 27 新訂　新しい社会　２　　　（昭和４４年度用） 西岡　虎之助　他　 東京書籍 ？

83＊ 28 新訂　新しい社会　３　　　（昭和４４年度用） 西岡　虎之助　他　 東京書籍 ？
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84＊ 29 高等学校社会科社会　現代の社会生活 板垣　与一　他 日本書院 ？

85＊ 30 高等日本史（四訂版）　昭和３２年度用 有高　巌　他 日本書院 ？

86＊ 31 人文地理（五訂版）　　昭和３２年度用 田中　啓爾　 日本書院 ？

87 32 初等科地理　上（第５学年用） 文部省 日本書籍 １９４６（S２１)

88 33 初等科地理　下（第６学年用） 文部省 日本書籍 １９４６（S２１)

89 34 中等地理　三 文部省 中等学校教科書 １９４５（S２０)

90 35 高等科地理　上　第１学年用 文部省 日本書籍 １９４６（S２１)

収集対象資料（５）本道の小・中学校ので使用された副読本

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 わたしたちのしなの：開校百周年記念副読本 札幌市立信濃小学校 札幌市立信濃小学校 1993 札幌市立信濃小学校 平成１１

2 1 札幌のむかしばなし：小学校地域資料集 茂内 義雄 茂内 義雄 2001 茂内 義雄 平成１３

3 1 ３・４年生社会科副読本　厚田 厚田村郷土読本編集委員会 厚田村教育委員会 2002 厚田村教育委員会

平成１４

4 2 小学校３・４年社会科副読本　わたしたちの江別 江教研・郷土資料研究委員会 江別市教育研究所 2002 江別市教育委員会

5 3 ３・４年生社会科学習帳　らんこしの町 蘭越町教育委員会 2002 蘭越町教育委員会

6 4 ３・４年生社会科学習帳／資料集　らんこしの町 蘭越町教育委員会 2002 蘭越町教育委員会

7 5 ３・４年生社会科学習帳　きょうごく 京極町教育研究所 京極町教育委員会 1999 京極町教育委員会

8 6 わたしたちの村　しんしのつ 社会科副読本編集委員会 新篠津村教育委員会 2002 新篠津村教育委員会

9 7 わたしたちの小樽 小樽市社会科副読本編集委員会 小樽市教育委員会 2002
小樽市教育委員会

10 8 理科教材　おたるの自然 「おたるの自然」編集委員会 小樽市教育委員会 2001

11 9 浜益村小学校社会科副読本　はまます 社会科副読本編集委員会 浜益村教育委員会 2001 浜益村教育委員会

12 10 ３・４年生社会科副読本　わたしたちの千歳 千歳市社会科副読本編集委員会 千歳市教育委員会 2002

千歳市教育委員会
13 11 ３・４年生社会科副読本　わたしたちの千歳　指導書付録　社会

科副読本用テスト例
千歳市社会科副読本編集委員会 千歳市教育委員会 2002

14 12 ３・４年生社会科副読本　わたしたちの千歳　指導書付録　社会
科副読本用テスト例　解答編

千歳市社会科副読本編集委員会 千歳市教育委員会 2002

15 13 ３・４年生社会科副読本　いしかり 石狩市教育委員会 2002 石狩市教育委員会

16 14 ３・４年生社会科ガイド　ふるさと共和 ふるさと共和編集委員会 共和町教育委員会 2002
共和町教育委員会

17 15 ３・４年生社会科ガイド　ふるさと共和　資料編 ふるさと共和編集委員会 共和町教育委員会 2002

18 16 小学校社会科副読本　きたひろしま 北広島市教育委員会 2002
北広島市教育委員会

19 17 北広島市　福祉読本　ともに生きる 北広島市教育委員会 2000

20 18 社会科副読本（３・４年生用）　島牧の村 島牧村社会科副読本編集委員会 島牧村教育委員会 2000 島牧村教育委員会

21 19 ３・４年生社会科副読本　わたしたちのニセコ ニセコ町社会科副読本編集委員会 ニセコ町教育委員会 2002 ニセコ町教育委員会

22 20 札幌市社会科副読本　わたしたちの札幌　３年上 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 2002

北海教育評論社

23 21 札幌市社会科副読本　わたしたちの札幌　３年下 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 2002

24 22 札幌市社会科副読本　わたしたちの札幌　４年上 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 2002

25 23 札幌市社会科副読本　わたしたちの札幌　４年下 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 2002

26 24 北海道社会科副読本　わたしたちの北海道　４年 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 2002

27 25 ３・４年生社会科ワークブック　わたしたちのくろまつない 黒松内町教育委員会 2002 黒松内町教育委員会

28 26 社会科３・４年副読本「いしかり」学習指導書 石狩町社会科副読本編集委員会 石狩町教育委員会 1981

君　尹彦

29 27 社会科教師用指導書 浜益村社会科副読本編集委員会 1989

30 28 小学校３・４年副読本　わたしたちの千歳・指導書 千教振副読本編集委員会 千歳市教育委員会 1989

31 29
小学校３・４年副読本　わたしたちの千歳・指導書第７訂版　指導
書付録（平成元年～３年）

千歳市教育委員会 ？

32 30 小学三年生社会科　教師用指導書 江教研郷土資料研究委員会 江別市教育委員会 ？

33 31 小学三年生社会科　教師用指導書 江別市教育委員会 ？

34 32 小学三年生社会科　教師用指導書 江別市教育委員会 ？

35 33 「わたしたちの江別」指導計画　昭和５５年４月 江別市教育研究所 1980

36 34 「わたしたちの江別」指導計画　昭和５５年４月 江別市教育研究所 1980

37 35 「わたしたちの江別」指導書 江別市教育研究所 1981

38 36 「わたしたちの江別」指導書 江別市教育研究所 1981

39 37 「わたしたちの江別」指導書 江別市教育研究所 1983

40 38 小学校社会科副読本「ひろしま」教師用指導書
小学校社会科副読本「ひろしま」編集
委員会

広島町教育委員会 1989

41 39 小学校社会科副読本「ひろしま」教師用指導書
小学校社会科副読本「ひろしま」編集
委員会

広島町教育委員会 1992

42 40 小学校３・４年用社会科郷土読本　わたしたちの当別・指導書 当別町郷土読本研究委員会 当別町教育委員会 1993

43 41 余市の町　指導の手引き　小学３・４年社会科 余市町教育研究所 余市町教育委員会 1985

44 42 わたしたちの滝川：社会科副読本　指導の手引き　第３集　－市
内公共施設ガイド－

滝川市社会科副読本編集委員会 滝川市教育委員会 1985

45 43 小学校社会科副読本　わたしたちの町　ふくしま　学習指導計画 福島町教育研究所 福島町教育委員会 1989

46 44 知内町社会科副読本　指導の手引き 知内町社会科副読本編集委員会 知内町教育委員会 1992

47 45 小学校社会科副読本　ほろのべ　第３・４年用　指導の手引 同手引き書編集委員会 幌延町教育研究所 1992

48 46 小学校社会科副読本　るもい　第３・４年用　指導の手引 留萌市教育総合センター 留萌市教育委員会 1991

49 47 小学校３年社会科副読本　えさし　四訂版指導資料 枝幸町教育研究所 枝幸町教育委員会 ？

50 48 小学校４年社会科副読本　わがまち枝幸　指導資料 枝幸町教育研究所 枝幸町教育委員会 1988

51 49 郷土読本「あしょろ」教師用指導書　改訂版 足寄町教育研究所 足寄町教育委員会 1992

52 50 郷土読本「あしょろ」教師用指導書　改訂版 足寄町教育研究所 足寄町教育委員会 1984

53 51 郷土読本「あしょろ」教師用指導書　改訂版 足寄町教育研究所 足寄町教育委員会 1988

54 52 社会科副読本かみしほろ昭和６３改訂教師用指導書 上士幌町教育委員会 1988

55 53 小学校社会科副読本「えんがる」指導の手引 同手引編集委員会 遠軽町教育委員会 1989

56 54 地域学習書　めむろ　教師用指導書 芽室町教育研究所 芽室町教育委員会 1988

57 55 地域学習書　めむろ　教師用指導書 芽室町教育研究所 芽室町教育委員会 1988

58 56 小学校社会科副読本「めまんべつ」指導資料 女満別町社会科副読本編集委員会 女満別町教育委員会 1977

59 57 小学校社会科副読本「めまんべつ」指導計画　指導資料 女満別町社会科副読本編集委員会 女満別町教育委員会 ？

60 58 社会科郷土読本「ひだか町」指導資料集 日高町社会科部会 1992

61 59 郷土資料　石狩 石狩教育研究所 石狩教育研究所 1976

62 60 新版　小学校社会科副読本教師用「おびひろ」３年 帯広市教育研究所 帯広市教育委員会 1992

63 61 小学校社会科副読本教師用「おびひろ」３年 帯広市教育研究所 帯広市教育委員会 1996

64 62 新版　小学校社会科副読本教師用「おびひろ」４年 帯広市教育研究所 帯広市教育委員会 1992

65 63 小学社会科・浦幌郷土読本「うらほろ」指導資料・手引書 浦幌町教育研究所 浦幌町教育委員会 1992

66 64 しべつ　指導の手引き 標津町教育研究所 標津町教育委員会 1989
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67 65 小学校３・４年社会科副読本　改訂版「おうむ」　教師用資料集 同資料集編集委員会 雄武町教育委員会 1992

68 66 社会科副読本「きたみ」指導の手引き 北見市教育委員会 1989

69 67 社会科副読本「きたみ」指導の手引き 北見市教育委員会 1992

70 68 郷土読本「しんとく」教師用指導の手引き（３・４） 新得町教育委員会 1990

71 69 るべしべ　指導の手引き　３・４年版 留辺蘂町教育委員会 1992

72 70 わたしたちのくらしとあんぜん「消防のしごと」小学校４年生用
補助教材

札幌市消防局 札幌市消防局 ？

73 71
わたしたちのくらしとあんぜん「消防のしごと」小学校４年生用
補助教材

札幌市消防局 札幌市消防局 ？

74 72 小学校４年社会科郷土学習資料 帯広市教育研究所 1975

75 73 平成５年度　社会科フィールドワークのしおり 札幌市立手稲東中学校社会科部会 札幌市立手稲東中学校 1993

76 74 身近な地域 札幌市立明園中学校 ？

77 75 これ、なぁに？
そらち・炭鉱の記憶教育資源化推進
検討部会

北海道空知支庁地域政策部 2001

78 76 社会科ワーク　５年上　教師用指導書　 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 ？

79 77 社会科ワーク　５年下　教師用指導書　 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 ？

80 78 小平町　４年生社会科教育課程 荻原　哲夫　他作成 ？

81 79 副読本「陸別」改訂版　編集経過報告 陸別町教育研究所 1991

82 80 石狩管内理科指導資料 石狩教育研究所 1973

83 81 いしかり : 社会科副読本3年生
石狩町教育研究会社会科副読本作
成委員会編

石狩町教育委員会 1974.1

84 82 いしかり : 3・4年社会科副読本
石狩町教育振興会・社会科副読本編
集委員会

石狩町教育委員会 1981.3

85 83 わたしたちの千歳 : 3・4年社会科副読本 第7訂版 千教振副読本編集委員会編 千歳市教育委員会 1989.3

86 84 わたしたちのまち「しんかわ」 : 地域学習資料集 札幌市立新川小学校編 開校八十周年協賛会 1990.12

87 85 宮の森 : 郷土誌 札幌市立宮の森中学校

札幌市立宮の森中学校社会
科部会道徳部会 1989.9

88 86 まこまない : 郷土史 札幌市立真駒内曙小学校 札幌市立真駒曙小学校 1988.10

89 87 わたしたちの村しんしのつ
新篠津小学校社会科副読本作成委
員会

新篠津村教育委員会 1980.3

90 88 わたしたちの村しんしのつ 改訂 社会科副読本作成委員会 新篠津村教育委員会 1985.3

91 89 わたしたちの村しんしのつ 改訂 社会科副読本編集委員会編 新篠津村教育委員会 1992.3

92 90 わたしたちのまちえにわ
恵庭市教育研究協議会小学校社会
科部会編

恵庭市教育委員会 1972.10

93 91 あしりべつ : 郷土誌
札幌市立厚別小学校開校70周年記
念祝賀協賛会編

札幌市立厚別小学校開校70
周年記念祝賀協賛会

1971.5

94 92 あつた : 小学校3年生用社会科副読本 上 厚田村副読本編集委員会編 厚田村教育委員会 1981.3

95 93 あつた : 小学校3年生用社会科副読本 下 厚田村副読本編集委員会編 厚田村教育委員会 1981.3

96 94 あつた : 小学校3年生用社会科副読本 上 厚田村副読本編集委員会編 厚田村教育委員会 1981.3

97 95 あつた : 小学校3年生用社会科副読本 下 厚田村副読本編集委員会編 厚田村教育委員会 1981.3

98 96 北の都 : 札幌市民読本 札幌市役所 1949.11

99 97 郷土の資源と生産 : 北海道読本 3 北海道讀本編集委員會編 北海教育評論社 1950.4

100 98 北海道小学社会科読本 5年 北海道社会科教育連盟編 北海教育評論社 1955.4

101 99 北海道小学社会科読本 6年 北海道社会科教育連盟編 北海教育評論社 1955.4

102 100 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 : 三年用 札幌市小学校社会科研究部 北海教育評論社 1961.3

103 101 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 : 三年 北海教育評論社 1969

104 102 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 : 3年 2 北海教育評論社 1970

105 103 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 : 四年用 北海教育評論社 1961.3

106 104 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 : 四年 北海教育評論社 1968

107 105 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 : 4年 北海教育評論社 1969

108 106 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 4年上 北海教育評論社 1978.3

109 107 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 4年下 北海教育評論社 1978.3

110 108 わたしたちの北海道 : 北海道社会科副読本 4年上 北海教育評論社 1978.3

111 109 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 3年上 北海教育評論社 1993-1994

112 110 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 3年下 北海教育評論社 1993-1994

113 111 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 4年上 北海教育評論社 1993-1994

114 112 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 4年下 北海教育評論社 1993-1994

115 113 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 4年上 北海教育評論社 1993-1994

116 114 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 4年上 北海教育評論社 1993-1994

117 115 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新版改訂版 4年下 北海教育評論社 1993-1994

118 116 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版 　　3年上 北海教育評論社 1981.3

119 117 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新装版 　　3年上 北海教育評論社 1983

120 118 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新装版 　　4年上 北海教育評論社 1983

121 119 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 新装版　　 4年下 北海教育評論社 1983

122 120 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　 3年上 北海教育評論社 1997

123 121 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　 3年下 北海教育評論社 1997

124 122 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　 4年上 北海教育評論社 1997

125 123 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版 　　4年下 北海教育評論社 1997

126 124 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　3年上 北海教育評論社 1997

127 125 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　 3年下 北海教育評論社 1997

128 126 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版　　 4年上 北海教育評論社 1997

129 127 わたしたちの札幌 : 札幌市社会科副読本 改訂版 　　4年下 北海教育評論社 1997

130 128 わたしたちの江別 : 江別市社会科副読本三年用 　　四訂版
江別市教育研究会郷土資料研究委
員会編

江別市教育研究所 1978.3

131 129 わたしたちの江別 : 社会科副読本 改訂 江別市郷土資料研究委員会編 江別市教育研究所 1992.3

132 130 わたしたちの江別 : 社会科副読本 改訂 江別市郷土資料研究委員会編 江別市教育研究所 1989.3

133 131 わたしたちの江別 : 江別市社会科副読本 : 3年 江教研社会科部会編 江別市教育研究所 1969.5

134 132 わたしたちの江別 : 江別市小学校三・四年生用社会科副読本 江別市郷土資料研究委員会編 江別市教育研究所 1980.3

135 133 ひろしま 改訂 広島町郷土読本編集委員会編 広島町教育委員会 1977.3

136 134 ひろしま : 小学校社会科副読本 改訂版
広島町小学校社会科副読本編集委
員会編

広島町教育委員会 1992.3

137 135 郷土読本ひろしま
広島町社会科郷土読本編集委員会
編

広島町教育委員会 1980.3
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138 136
わたしたちの当別 : 当別町小学校三・四年用社会科郷土読本
三訂版

当別町郷土読本研究委員会編 当別町教育委員会 1990.4

139 137
わたしたちの当別 : 当別町小学校3・4年用社会科郷土読本 四
訂版

当別町郷土読本研究委員会編 当別町教育委員会 1992.4

140 138
わたしたちの当別 : 当別町小学校3・4年用社会科郷土読本 四
訂版

当別町郷土読本研究委員会編 当別町教育委員会 1992.4

141 139 わたしたちの町南茅部 : 社会科副読本(3・4年)
南茅部町教育研究所 , 南茅部町教
育委員会編

南茅部町教育委員会 1992.3

142 140 わたしたちの町くまいし
熊石町教育研究会社会科サークル
編

熊石町教育委員会 1991.3

143 141 わたしたちの町鹿部 改訂版
鹿部町教育研究所社会科副読本作
成委員会編

鹿部町教育委員会 1987.3

144 142 わたしたちの町あっさぶ 社会科副読本3・4年
厚沢部町改訂社会科副読本編集委
員会編

厚沢部町教育委員会 1990.3

145 143 わたしたちの今金 : 社会科郷土読本 改訂版
今金町社会科郷土読本編集委員会
編

今金町教育委員会 1989.4

146 144 わたしたちの町さわら : 社会科副読本(3・4年用) 砂原町教育研究所編 砂原町教育委員会 1990

147 145 わたしたちの町しりうち : 社会科副読本
知内町教育委員会, 社会科副読本編
集委員会編

知内町教育委員会 1991.4

148 146 わたしたちの町ふくしま 第6版 福島町教育委員会編 福島町教育委員会 1991.4

149 147 わたしたちの町恵山 : 社会科副読本(3年用) 恵山町社会科副読本編集委員会編 恵山町教育委員会 1988.4

150 148 わたしたちの木古内 : 社会科副読本(3・4年用) 改訂版 木古内町教育研究所編 木古内町教育委員会 1986.4

151 149 わたしたちのまちとい : 社会科副読本 3年
戸井町教育研究所社会科副読本委
員会編

戸井町教育委員会 1992.4

152 150 わたしたちのまちとい : 社会科副読本 4年
戸井町教育研究所社会科副読本委
員会編

戸井町教育委員会 1992.4

153 151 わたしたちのまちかみいそ : 小3社会科副読本 上磯町教育研究所編 上磯町教育委員会 1989.5

154 152 とどほっけ : 郷土学習資料集 改訂
椴法華村教育研究所郷土学習資料
作成委員会編

椴法華村教育委員会 1984.3

155 153 わたしたちのくらしと上磯町 : 小4社会科副読本 上磯町教育研究所編 上磯町教育委員会 1989.5

156 154 わたしたちのまちもり : 社会科副読本(3・4年用) 改訂版 郷土誌「もり」編集委員会編 森町教育委員会 1990.4

157 155 社会科資料集もり : 小学校3・4年生用 改訂版 郷土誌「もり」編集委員会編 森町教育委員会 1992.9

158 156 郷土資料かめだ
亀田町教育研究所社会科
サークル

19--

159 157 わたしたちのむらとどほっけ : 社会科副読本 椴法華村教育委員会 19--

160 158 わたしたちの町上ノ国 歴史篇 上ノ国町教育委員会[編] 上ノ国町教育委員会 1986.3

161 159 わたしたちのまち上ノ国 上ノ国町学校教育研究会編 上ノ国町教育委員会 1988.5

162 160 おくしり : わたしたちの町 : 郷土読本第3・4学年 改訂版 奥尻町教育研究協議会編 奥尻町教育委員会 1986.3

163 161 わたしたちのまち北檜山 : 郷土読本 改訂2版 北桧山町立教育研究所編 北桧山町教育委員会 1988.3

164 162 わたしたちのまち江差 : [江差町教育委員会編] 江差町教育委員会 1989.3

165 163 せたな : わたしたちのまち : 第3学年郷土読本 瀬棚町教育研究所編集 瀬棚町教育委員会 1976.3

166 164 せたな : わたしたちの町 : 3・4年郷土読本 改訂版 瀬棚町教育研究所編集 瀬棚町教育委員会 1987.3

167 165 せたな : わたしたちの町 : 3・4年郷土読本 改訂版 瀬棚町教育研究所編集 瀬棚町教育委員会 1987.3

168 166 とまり : 3・4年生社会科学習帳 泊村社会科学習帳検討委員会編 泊村教育委員会 1988.4

169 167 わたしたちの小樽 改訂 小樽市社会科副読本編集委員会編 小樽市教育委員会 1992.3

170 168 わたしたちの小樽 改訂 小樽市社会科副読本編集委員会編 小樽市教育委員会 1992.3

171 169 わたしたちの小樽 改訂 小樽市社会科副読本編集委員会編 小樽市教育委員会 1990.3

172 170 まっかり : 小学校社会科資料集 改訂 社会科資料集まっかり編集委員会編 真狩村教育委員会 1989.4

173 171 くっちゃんの町 : 倶知安町小学校社会科副読本 倶知安町教育委員会 1990.4

174 172 わたしたちの町ニセコ

ニセコ町社会科ワークブック編集委員
会 ニセコ町教育委員会 1992

175 173 しままきの村 : 社会科学習帳 改訂 島牧村社会科副読本編集委員会編 島牧村教育委員会 1991.3

176 174 わたしたちの村留寿都 改訂 副読本編集委員会編 留寿都教育委員会 1989

177 175 くろまつないの町 改訂
黒松内町社会科ワークブック編集改
訂委員会編

黒松内町教育委員会 1990

178 176 らんこしの町
社会科ワーク「らんこしの町」編集委
員会蘭越町教育研究会編

蘭越町教育委員会 1991.3

179 177 わたしたちの町すっつ : 小学校社会科副読本3、4年生用
寿都町社会科副読本編集委員会編
集

寿都町教育委員会 1991.4

180 178 わたしたちの町すっつ : 小学校社会科副読本3、4年生用 寿都町社会科副読本編集委員会編 寿都町教育委員会 1981.4

181 179 わたしたちの村赤井川 改訂 赤井川村教育委員会 1991.3

182 180 わたしたちの村神恵内 : 小学校3・4年社会科ワークブック
神恵内村学校教育プロジェクト委員
会

神恵内村教育委員会 1991.3

183 181 岩内の町 岩内町教育研究所編 岩内町教育委員会 1971.4

184 182 仁木の町 : 社会科副読本 「仁木の町」編集委員会編 仁木町教育委員会 1988.3

185 183 余市の町 余市町教育研究所編 余市町教育委員会 1978.3

186 184 余市の町 : 社会科副読本 小学校3年生 余市町教育研究所編 余市町教育委員会 1984.3

187 185 余市の町 : 社会科副読本 小学校4年生 余市町教育研究所編 余市町教育委員会 1984.3

188 186 あしべつ : 小学校社会科副読本 芦別市教育委員会編 芦別市教育委員会 1988.4

189 187 うらうす : 社会科副読本 第3次改訂
浦臼町社会科副読本改訂編集委員
会編

浦臼町教育委員会 1987.4

190 188 ゆうばり : 社会科副読本 部分改訂 夕張市教育研究所編 夕張市教育研究所 1988.4

191 189 すながわ 8版 砂川市教育研究所編 砂川市教育研究所 1985.3

192 190 きたむら : 指導資料 改訂 北村教育委員会編 北村教育研究所 1983.3

193 191 ゆに : 社会科副読本 改訂 由仁教育振興会編 由仁教育委員会 1971.3

194 192 ゆに : 社会科副読本 改訂 由仁教育振興会編 由仁教育委員会 1971.3

195 193 なんぽろ : 小学校社会科副読本 三次改訂 南幌町教育委員会編 南幌町教育委員会 1988.4

196 194 うりゅう : 小学校社会科副読本 改訂版 雨竜町教育振興会編 雨竜町教育委員会 1988.4

197 195 わたしたちの新十津川 : 社会科副読本 4版
新十津川町社会科副読本改訂委員
会編

新十津川町教育委員会 1985.4

198 196 わたしたちの新十津川 : 小学校社会科副読本 5版
新十津川町社会科副読本改訂委員
会編

新十津川町教育委員会 1995.4

199 197 新十津川の自然 : 理科副読本 新十津川の自然編集委員会編 新十津川町教育委員会 1994.3

200 198 わたしたちの夕張 : 三、四年社会科郷土読本 増補版 夕張市教育研究編 夕張市教育研究所 1963.5
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201 199 きたむら : 社会科副読本 社会科副読本改訂委員会編 北村教育委員会 1989?

202 200 わたしたちの新十津川 : 小学校社会科副読本 5版
新十津川町社会科副読本改訂委員
会編

新十津川町教育委員会 1995.4

203 201 ふかがわ 第3次改訂 深川市教育委員会 1989.3

204 202 ちっぷべつ : 社会科副読本 改訂版
秩父別小学校社会科副読本編集委
員会編

秩父別町教育委員会 1990.3

205 203 はまます : 社会科副読本 6訂版 浜益村社会科副読本編集委員会編 浜益村教育委員会 1989.3

206 204 びばい : 小学校第3・4学年社会科副読本 美唄市教育委員会 1992.4

207 205 びえい : 社会科副読本 美瑛町教育委員会 1992.4

208 206 わたしたちの滝川 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1981.4

209 207 わたしたちの滝川 改訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1986.4

210 208 わたしたちの滝川 3訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1991.4

211 209 わたしたちの滝川 4訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1996.4

212 210
社会科作業帳 : わたしたちの滝川 第10次改訂版 小学校3年生
用

滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1992.4

213 211
社会科作業帳 : わたしたちの滝川 第10次改訂版 小学校4年生
用

滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1992.4

214 212 社会科作業帳 : わたしたちの滝川 改訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1983.4

215 213 社会科作業帳 : わたしたちの滝川 改訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1983.4

216 214 社会科作業帳 : わたしたちの滝川 第8次改訂版 滝川市社会科副読本編集委員会編 滝川市教育委員会 1990.4

217 215 社会科のがくしゅう : わたしたちのまち滝川 : 3年生用
滝川市教育振興会郷土学習委員会
編

滝川市教育振興会郷土学習
委員会

1974

218 216 社会科のがくしゅう : わたしたちのまち滝川 : 3年生用
滝川市教育振興会郷土学習委員会
編

滝川市教育振興会郷土学習
委員会

1974

219 217 社会科のがくしゅう : わたしたちのまち滝川 : 3年生用
滝川市教育振興会郷土学習委員会
編

滝川市教育振興会郷土学習
委員会

1971

220 218 あいべつ : 社会科副読本 愛別町教育研究会編 愛別町教育委員会 1982.3

221 219 あいべつ : 社会科副読本 改訂 愛別町教育研究会編 愛別町教育委員会 1985.3

222 220 あいべつ : 社会科副読本 改訂 愛別町教育研究会編 愛別町教育委員会 1989.3

223 221 あさひかわ 新訂 3年
旭川市教育研究会社会科研究部副
読本編集委員会編

旭川市教育研究会社会科研
究部

1990.4

224 222 あさひかわ 新訂 4年
旭川市教育研究会社会科研究部副
読本編集委員会編

旭川市教育研究会社会科研
究部

1990.4

225 223 きよさと : 小学校社会科副読本 改訂 きよさと編集委員会編 清里町教育委員会 1989.4

226 224 なかがわ : 社会科副読本 中川町社会科副読本作成委員会編 中川町教育委員会 1991.4

227 225 ふらの : 社会科副読本
富良野市社会科副読本編集委員会
編

富良野市教育委員会 1986.4

228 226 かみふらの : 社会科副読本 第5次改訂
上富良野町教育委員会社会科副読
本編集委員会編

上富良野町教育委員会 1992.4

229 227 なかふらの : 社会科副読本 中富良野町教育研究会編 中富良野町教育研究会 1988.3

230 228 なかがわ : 社会科副読本 中川町社会科副読本作成委員会編 中川町教育委員会 1986.4

231 229 あいべつ : 社会科副読本 改訂 愛別町教育研究会編 愛別町教育委員会 1992.3

232 230 かみふらの : 社会科副読本 第4次改訂
上富良野町教育委員会社会科副読
本編集委員会編

上富良野町教育委員会 1989.3

233 231 のびゆくぴっぷ : 社会科副読本 比布町社会科副読本編集委員会編 比布町教育委員会 1992.4

234 232 みなみふらの : 三・四年生社会科副読本
小学校三・四年生社会科副読本編集
委員会編

南富良野町教育委員会 1982.4

235 233 みなみふらの : 小学校3・4年生社会科副読本
南富良野町社会科副読本編集委員
会編

南富良野町教育委員会 1992.4

236 234 ふうれん 風連町教育研究会編 風連町教育委員会 1989.4

237 235 かみかわ : 小学校社会科副読本 改訂版
上川町小学校社会科郷土読本編集
委員会編

上川町教育委員会 1989.4

238 236 たかす : 社会科副読本 3版 鷹栖町社会科副読本編集委員会編 鷹栖町教育委員会 1992.4

239 237 あいべつ : 社会科副読本 愛別町教育研究会編 愛別町教育委員会 1979.3

240 238 とうま : 社会科副読本 6訂版
当麻町社会科資料作成特別委員会
編

当麻町教育委員会 1989.3

241 239 わたしたちの中富良野
中富良野町教育研究会郷土
資料作成委員会

19--

242 240
しもかわ : 3・4年社会科副読本 /下川町社会科副読本改訂委員
会編 改訂

下川町教育委員会 1988.4

243 241 けんぶち : 小学校社会科郷土読本 剣淵小学校郷土読本編集委員会編 剣淵町教育委員会 1982.11

244 242 びふか : 社会科郷土読本 改訂 「びふか」編集委員会編 美深町教育委員会 1987.4

245 243 けんぶち : 小学校社会科郷土読本 剣淵小学校郷土読本編集委員会編 剣淵町教育委員会 1988.3

246 244 ひがしかぐら : 副読本 第3版 「ひがしかぐら」編集委員会編 東神楽町教育委員会 1992

247 245 きょうどしむかっぷ : 社会科ノート 占冠村教育研究会 占冠村教育委員会 1990.3

248 246 るもい : 小学校社会科副読本 留萌教育総合センター編 留萌市教育委員会 1991.3

249 247 るもい : 社会科の学習 3上 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1969

250 248 るもい : 社会科の学習 3下 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1969

251 249 るもい : 社会科の学習 4上 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1969

252 250 るもい : 社会科の学習 4下 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1969

253 251 るもい : 社会科の学習 3 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1989.4

254 252 るもい : 社会科の学習 4 留萌市教育研究所編 留萌市教育委員会 1989.4

255 253 えんべつ : 小学校社会科副読本 遠別町社会科副読本編集委員会編 遠別町教育委員会 1987.6

256 254 おびら : 小学校社会科副読本 小平町社会科副読本編集委員会編 小平町教育委員会 1985.10

257 255 しょさんべつ : 初山別村郷土読本 初山別村郷土読本編集委員会編 初山別村教育委員会 1988.3

258 256 ほろのべ : 小学校社会科副読本 幌延町社会科副読本編集委員会編 幌延町教育委員会 1989.3

259 257 うたのぼり : 小学校社会科副読本 歌登町社会科副読本編集委員会編 歌登町教育委員会 1987.8

260 258 えさし : 小学校社会科副読本 4訂版 枝幸町教育研究会編 枝幸町教育委員会 1986.4

261 259 はまとんべつ : 小学校社会科副読本
浜頓別町社会科副読本編集委員会
編

浜頓別教育委員会 1984.4

262 260 なかとんべつ : 小学校社会科副読本 中頓別町教育研究会編 中頓別教育委員会 1985.4

263 261 わがまち枝幸 : 小学校4年社会科副読本 枝幸町教育研究会編 枝幸町教育委員会 1988.4

264 262 とよとみ : 小学校年社会科副読本 豊富町教育研究会郷土資料部会編 豊富町教育委員会 1978
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265 263 りしり : 小学校年社会科副読本 改訂版 利尻町教育研究会編 利尻町教育委員会 1989.4

266 264 とよとみ : 小学校年社会科副読本 豊富町社会科副読本編集委員会編 豊富町教育委員会 1992.4

267 265 わっかない : 小学校社会科副読本 第3・4学年用
稚内市小学校社会科副読本作成委
員会編

稚内市教育委員会 1994.4

268 266 えんがる : 小学校社会科副読本 第3次改訂 遠軽町社会科副読本編集委員会編 遠軽町教育委員会 1989.4

269 267 さらべつ : 小学校社会科更別村郷土読本 更別村教育研究所編 更別町教育委員会 1987.4

270 268 かみしほろ : 社会科副読本 「かみしほろ」編集委員会編 上士幌町教育委員会 1987.2

271 269 おとふけ : 小学校社会科副読本3・4年用 音更町教育研究所編 音更町教育委員会 1992.4

272 270 まくべつ : 社会科副読本 幕別町教育研究所編 幕別町教育委員会 1990.4

273 271 とよころ : 小学校社会科副読本 豊頃町教育研究所編 豊頃町教育委員会 1968.4

274 272 とよころ : 小学校社会科副読本 改訂版 豊頃町教育研究所編 豊頃町教育委員会 1992.4

275 273 めむろ : 地域学習書 芽室町郷土読本編集委員会編 芽室町教育委員会 1987.2

276 274 めむろ : 地域学習書 3年生用 芽室町副読本編集委員会編 芽室町教育委員会 1993.3

277 275 めむろ : 地域学習書 4年生用 芽室町副読本編集委員会編 芽室町教育委員会 1993.3

278 276 めむろ : 地域学習書 3年生用 芽室町副読本編集委員会編 芽室町教育委員会 1993.3

279 277 めむろ : 地域学習書 4年生用 芽室町副読本編集委員会編 芽室町教育委員会 1993.3

280 278 わたしたちのまちいけだ : 小学校社会科副読本 3年用 池田町教育研究所編 池田町教育委員会 1988.4

281 279 わたしたちのまちいけだ : 小学校社会科副読本 4年用 池田町教育研究所編 池田町教育委員会 1988.4

282 280 あしょろ : 社会科郷土読本 改訂版 足寄町郷土読本編集委員会編 足寄町教育委員会 1975.4

283 281 あしょろ : 社会科郷土読本 新版 足寄町郷土読本編集委員会編 足寄町教育委員会 1980.4

284 282 あしょろ : 社会科郷土読本 改訂 足寄町教育研究所編 足寄町教育委員会 1983.4

285 283 あしょろ : 社会科郷土読本 改訂 足寄町教育研究所編 足寄町教育委員会 1987.4

286 284 あしょろ : 社会科郷土読本 改訂 足寄町教育研究所編 足寄町教育委員会 1991.4

287 285 りくべつ : 小学校社会科副読本 4訂版 陸別町教育研究所編 陸別町教育委員会 1993.4

288 286 くしろ : 小学校社会科釧路市郷土読本 改訂版 釧路市教育研究センター編 釧路市教育委員会 1992.3

289 287 ゆうべつ : 小学校社会科副読本 改訂5版 湧別町社会科副読本改訂委員会編 湧別町教育委員会 1987.4

290 288 るべしべ : 社会科副読本 改訂版
留辺蘂町学校推進会社会科副読本
編集委員会編

留辺蘂町教育委員会 1992.4

291 289 きよさと : 小学校社会科副読本 改訂 きよさと編集委員会編 清里町教育委員会 1985.4

292 290 もんべつ 9訂版 紋別市社会科副読本編集委員会編 紋別市教育委員会 1992.4

293 291 おうむ 改訂版 雄武町社会科副読本編集委員会編 雄武町教育委員会 1991.4

294 292 たんの : 社会科副読本 端野町副読本編集委員会編 端野町教育委員会 1991.3

295 293 まるせっぷ : 社会科副読本 社会科副読本編集委員会編 丸瀬布町教育委員会 1980.4

296 294 きたみ : 小学校社会科副読本 [平成]4年改訂版 北見市教育委員会編 北見市教育委員会 1992.3

297 295 めまんべつ : 小学校3・4年社会科副読本
女満別町社会科副読本改訂委員会
編

女満別町教育委員会 1992.4

298 296 めまんべつ : 小学校3・4年社会科副読本
女満別町社会科副読本編集委員会
編

女満別町教育委員会 1987.4

299 297 めまんべつ : 小学校3・4年社会科副読本
女満別町社会科副読本編集委員会
編

女満別町教育委員会 1983.4

300 298 めまんべつ : 小学校3・4年社会科副読本
女満別町社会科副読本編集委員会
編

女満別町教育委員会 1980.4

301 299 のびゆく苫小牧 : 小学校社会科副読本 苫小牧市教育研究所編 苫小牧市教育委員会 1979.3

302 300 のびゆく苫小牧 : 小学校社会科副読本 苫小牧市教育研究所編 苫小牧市教育委員会 1997.4

303 301 そうべつ : 社会科副読本 壮瞥町教育研究会編 壮瞥町教育委員会 1991.4

304 302 わたしたちのきょうど 一部改訂 3年生 室蘭市教育研究会社会科部会編 室蘭市教育委員会 1991.4

305 303 わたしたちのきょうど 一部改訂 4年生 室蘭市教育研究会社会科部会編 室蘭市教育委員会 1991.4

306 304 わたしたちの室蘭 : 社会科副読本 小学校第3学年 社会科副読本編集委員会編集 室蘭市教育委員会 1992.4

307 305 わたしたちの室蘭 : 社会科副読本 小学校第4学年 社会科副読本編集委員会編集 室蘭市教育委員会 1992.4

308 306 社会科きょうど学習帳 小学校4年生
室蘭市教育研究会社会科部学習帳
委員会編

室蘭市教育委員会 1992.4

309 307 わたしたちのまちあぶた 四訂版 虻田町教育研究会編 虻田町教育委員会 1990.3

310 308 おいわけ : 小学校社会科副読本 改訂3版
追分町教育研究会社会科副読本編
集委員会編

追分町教育委員会 1992.6

311 309 だて : 小学校社会科伊達市郷土読本 第3版 伊達市社会科郷土読本編 伊達市教育委員会 1992.3

312 310 はやきた : 小学校社会科副読本 改訂5版 早来町社会科副読本編集委員会編 早来町教育委員会 1989.4

313 311 平取 : 社会科副読本 改訂版
平取町教育研究協議会社会科副読
本編集委員会編

平取町教育委員会 1990.4

314 312 もんべつ : 社会科副読本 改訂
門別町教育研究協議会社会科副読
本編集委員会編

門別町教育委員会 1990.4

315 313 にいかっぷ : 社会科副読本 改訂 新冠町学校教育研究協議会編 新冠町教育委員会 1991.4

316 314
しずない : 小学校3・4年社会科副読本 第10次改訂版 : 平成3年
度版

静内町教育研究協議会社会科副読
本改訂編集委員会編

静内町教育委員会 1991.4

317 315 さまに : 小学校3・4年社会科副読本 第5回改訂
様似町教育研究協議会社会科副読
本改訂編集委員会編

様似町教育委員会 1990.4

318 316 わたしたちのまち浦河町 浦河町社会科副読本編集委員会編 浦河町教育委員会 1990.4

319 317 わたしたちのまち浦河町 浦河町社会科副読本編集委員会編 浦河町教育委員会 1987.4

320 318 わたしたちのまち浦河町 浦河町社会科副読本編集委員会編 浦河町教育委員会 1984.4

321 319 えりも : 小学校3年社会科副読本 [一部改訂] えりも町社会科副読本編集委員会編 えりも町教育委員会 1988.4

322 320 えりも : 小学校3年社会科副読本 [一部改訂] えりも町社会科副読本編集委員会編 えりも町教育委員会 1985.4

323 321 ひだか町 : 社会科郷土読本
日高町教育研究協議会社会科部会
編

日高町教育委員会 1991.4

324 322 おびひろ : 小学校社会科副読本 改訂 3年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1990.4

325 323 おびひろ : 小学校社会科副読本 改訂 4年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1990.4

326 324 おびひろ : 小学校社会科副読本 改訂 3年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1984.4

327 325 おびひろ : 小学校社会科副読本 改訂 4年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1984.4

328 326 しかおい : 小学校社会科副読本3・4年用 6訂版 鹿追町立教育研究所編 鹿追町教育委員会 1991.4

329 327 うらほろ : 小学校社会科郷土読本 4訂版 浦幌町教育研究所編 浦幌町教育委員会 1991.4

330 328 しみず : 小学校社会科学習書 改訂版 3年 清水町教育研究所編 清水町教育委員会 1987.4

331 329 しみず : 小学校社会科学習書 改訂版 4年 清水町教育研究所編 清水町教育委員会 1987.4

332 330 ひろお : 社会科副読本 広尾町教育研究所編 広尾町教育委員会 1990.4

333 331 しんとく : きょう土読本 新得町教育研究所編 新得町教育委員会 1989.4

334 332 中札内 : 小学校社会科副読本 新版 中札内村教育研究所編 中札内村教育委員会 1988.4
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335 333 しべつ : 社会科副読本 標津町教育研究所編 標津町教育委員会 1988.3

336 334 べつかい : 社会科副読本
別海町教育研究会社会科サークル
編

別海町教育委員会 1990.3

337 335 わたしたちの町なかしべつ 改訂 中標津町社会科サークル編 中標津町教育委員会 1986.8

338 336 おんべつ
音別町教育研究協議会音別町郷土
読本編集委員会編

音別津町教育委員会 1986.3

339 337 おんべつ 改訂
音別町教育研究推進協議会音別町
郷土読本編集委員会編

音別津町教育委員会 1991.4

340 338 くしろ : 小学校社会科釧路市郷土読本 改訂版 釧路市教育研究センター編 釧路市教育委員会 1984.3

341 339 くしろ町 : 小学校社会科釧路町郷土読本 改訂版 釧路町立教育研究所編 釧路町教育委員会 1990.3

342 340 てしかが : 社会科副読本
弟子屈町社会科副読本作成委員会
編

弟子屈町教育委員会 1991.3

343 341 わたしたちの標茶 : 郷土読本 標茶郷土読本編集委員会編 標茶町教育委員会 1982.3

344 342 ゆうべつ : 小学校社会科副読本 湧別町社会科副読本改訂委員会編 湧別町教育委員会 1992.4

345 343 かみゆうべつ : 小学校3年社会科副読本改訂 改訂
上湧別町社会科副読本編集委員会
編

上湧別町教育委員会 1990.3

346 344 くんねっぷ : 小学校3・4年社会科副読本 改訂 訓子府町郷土読本編集委員会編 訓子府町教育委員会 1992.3

347 345 びほろ : 社会科副読本 改訂 美幌町社会科副読本編集委員会編 美幌町教育委員会 1992.4

348 346 びほろ : 社会科副読本 改訂 美幌町社会科副読本編集委員会編 美幌町教育委員会 1989.4

349 347 ところ : 小学校3・4年社会科副読本 第4次改訂 常呂町社会科副読本編集委員会編 常呂町教育委員会 1992.3

350 348 ひがしもこと : 小学校3・4年社会科副読本 改訂
東藻琴村社会科副読本編集委員会
編

東藻琴村教育委員会 1992.3

351 349 えんがる : 小学校社会科副読本 第5次改訂 遠軽町社会科副読本編集委員会編 遠軽町教育委員会 1997.4

352 350 つべつ : 小学校3・4年社会科副読本 津別町社会科副読本編集委員会編 津別町教育委員会 1986.4

353 351 つべつ : 小学校3・4年社会科副読本 第2改訂版 津別町社会科副読本編集委員会編 津別町教育委員会 1989.4

354 352 つべつ : 小学校3・4年社会科副読本 第3改訂版 津別町社会科副読本編集委員会編 津別町教育委員会 1992.4

355 353 きたみ : 小学校社会科副読本 改訂版 北見市教育委員会編 北見市教育委員会 1989.3

356 354 まるせっぷ : 社会科副読本 社会科副読本編集委員会編 丸瀬布町教育委員会 1985.4

357 355 まるせっぷ : 社会科副読本 [一部改訂] 社会科副読本編集委員会編 丸瀬布町教育委員会 1990.4

358 356 しらたき : 社会科副読本
白滝村教育委員会,社会科副読本編
集委員会編

白滝村教育委員会 1987.4

359 357 しゃり : 社会科副読本 新訂版 斜里町社会科副読本改訂委員会編 斜里村教育委員会 1984.3

360 358 教師用指導の手引 : 郷土読本「しんとく」 新得町教育研究所編 新得町教育委員会 1990.3

361 359 るべしべ : 指導の手引3・4年版 留辺蘂町教育委員会 1991

362 360 「きたみ」指導の手引き : 社会科副読本 北見市教育委員会編 北見市教育委員会 1992.4

363 361 「きたみ」指導の手引き : 社会科副読本 北見市教育委員会編 北見市教育委員会 1989.4

364 362 改訂版「おうむ」教師用資料集 : 小学校3・4年社会科副読本 「おうむ」教師用資料集編集委員会編 雄武町教育委員会 1992.2

365 363 しべつ : 指導の手引 標津町教育研究所編 標津町教育委員会 1989.3

366 364
うらほろ : 小学校社会科浦幌郷土読本 : 指導資料・手引書 平成
4年改訂版

浦幌町教育研究所編 浦幌町教育委員会 1992.4

367 365 おびひろ : 小学校社会科副読本教師用 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1996.4

368 366 おびひろ : 小学校社会科副読本教師用 新版 4年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1992.3

369 367 おびひろ : 小学校社会科副読本教師用 新版 3年 帯広市教育研究所編 帯広市教育委員会 1992.3

370 368 石狩 : 郷土資料 石狩教育研究所編 石狩教育研究所 1976

371 369 社会科郷土読本「ひだか町」 : 指導資料集 日高町社会科部会 1992.4

372 370 小学校社会科副読本めまんべつ : 指導計画指導資料
女満別町社会科副読本編集委員会
編

女満別町社会科副読本編集
委員会

198-

373 371 小学校社会科副読本めまんべつ : 指導資料
女満別町社会科副読本編集委員会
編

女満別町教育委員会 1977.3

374 372 地域学習書めむろ : 教師用指導書 芽室町教育研究所編 芽室町教育委員会 1988.3

375 373 地域学習書めむろ : 教師用指導書 芽室町教育研究所編 芽室町教育委員会 1988.3

376 374 「えんがる」指導の手引 : 小学校社会科副読本 第3次改訂 「えんがる」指導の手引編集委員会編 遠軽町教育委員会 1989.4

377 375 かみしほろ : 社会科副読本 : 教師用指導書 上士幌町教育委員会 1988

378 376 郷土読本「あしょろ」 : 教師用指導書 改訂版
足寄町教育研究所郷土読本「あしょ
ろ」指導書編集委員会編

足寄町教育委員会 1992.3

379 377 郷土読本「あしょろ」 : 教師用指導書 改訂版
足寄町教育研究所郷土読本「あしょ
ろ」指導書編集委員会編

足寄町教育委員会 1984.3

380 378 郷土読本「あしょろ」 : 教師用指導書 改訂版
足寄町教育研究所郷土読本「あしょ
ろ」指導書編集委員会編

足寄町教育委員会 1988.3

381 1 くっちゃんの町：３・４年生社会科副読本 倶知安町教育委員会 同左 2003.4 倶知安町教育委員会

平成１５382
2

郷土誌：羊丘
札幌市羊丘小学校開校２０周年記念
事業協賛会

同左 1988 同協賛会

383 3 森の学校：野外活動副読本・夏の活動編 札幌市野外活動教育研究会 同左 1984 同研究会

収集対象資料（６）本道の教育団体の刊行資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 スポーツワークショップ　’９７ 石狩管内体育協会連絡協議会 1997
同協議会（石体協事務局　石
狩教育局社会教育係）

2 2
石狩管内スポーツ少年団連絡協議会　総会　H7～１１年度 石狩管内スポーツ少年団連絡協議会 千歳市体育協会

3 3 ひかりをかさねて北の療育３０年　沿革史 江口　武 1999 同園

4 4 北身協５０年史
北身協「創立５０周年記念誌編集委
員会」

北海道身体障害者福祉協会 1999.11 同協会

5 5
北海道立教育研究所５０年史 ５０年史作成委員会 1999

同研究所・企画・教育情報研
究部

6 6 創立４０周年記念　連盟史：北海道女子体育連盟 北海道女子体育連盟 1998 北海道女子体育連盟

7 7 北海道高等学校長協会　５０周年記念誌 ５０周年記念誌委員会 1999 北海道高等学校長協会

8 8 北海道書道教育連盟　５０年史
北海道書道教育連盟５０年史編集委
員

1998 北海道書道教育連盟

9 9 北海道吹奏楽連盟４０年史 記念誌編集委員会 1996 北海道吹奏楽連盟

10 10 北国発　３巻：総合時代の発想の転換を迫る社会科学習 北海道社会科教育連盟 北海教育評論社 1999 君　館長（編者）
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11 11 伝統と創造の過程：北海道国語教育連盟３０周年記念誌 北海道国語教育連盟 1978
札幌市立幌東小学校校長
幸谷斌秀

平成１１

12 12 北海道国語教育連盟４０年沿革史 北海道国語教育連盟 1988

13 13 ことばこの道：北海道国語教育連盟創立５０周年記念誌 北海道国語教育連盟 1998

14 14 二十年のあゆみ：北海道公立学校事務長会 北海道公立学校事務長会 1997 北海道公立学校事務長会

15 15
ファカルティ・ディベロプメント

北教大旭川校FD推進研究会 研究代表：石田洋至 2000.3 同研究会
北教大教育学部旭川校「FD推進研究会」活動報告書

16～17 16～17 新教育課程の基準の大綱化と弾力化　Q and HOW(２部） 札幌市小学校長会 2000.2 札幌市小学校長会

18～20 18～20
環太平洋へき地の諸相　（１）（２）（３）

北海道教育大学僻地教育… 研究代表：後藤・門脇 北海道教育大学
北海道教育大学僻地教育教育研究施設研究報告書

21 21
平成１１年度ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ事業報告書：ｵﾛﾛﾝﾗｲﾝ冒険隊'99

北教大旭川校ﾌﾚﾝﾄﾞｼｯﾌﾟ事業企画運
営委員会

1999.12 同委員会

22 22 ひかりをかさねて北の療育３０年　沿革史 北海道療育園 同園

23 23
毛利さんの「宇宙授業」：母校の応援と子供たちの感動記録集
余市豆本

本田　正靖 1998
後志管内文化団体連絡協議
会

24 24 石狩の作品集　第４集：石狩管内児童生徒の図工・美術作品集 石教研図工美術部会 石狩教育研究所 2000 石狩教育研究所

25 1 北海道書道連盟報（復刻版） 北海道書道連盟 同左 1997 北海道書道連盟

平成１２

26 2 小樽市教育研究所五十年の歩み 小樽市教育研究所 小樽市教育委員会 2000 小樽市教育研究所

27 3 北海道放送教育５０年史 北海道地方放送教育研究協議会 同左 2000 同協議会

28～29 4～5
手稲でみつけた手稲の話（２冊）

手稲の語り部編集委員会
札幌市手稲区役所 2000

同左
（郷土資料）札幌市手稲区区政１０周年記念 市民部総務課

30 6 虹色の造形：北海道造形教育  連盟創立５０周年記念誌 北海道造形教育連盟 同左 2000 北海道造形教育連盟

3１～32 7～8 創造性を伸ばす理科教育：１０年間の歩み（２冊）
北海道中学校理科教育研究会

同研究会 1998 小山教頭：手稲西中学校
研究誌編集委員会

33 9 子供と未来へ：札教研創立５０周年誌 札教研創立５０周年誌編集委員会 札幌市教育研究協議会 2001 札幌市教育研究協議会

34 10 一木一草：北海道高等学校ＰＴＡ連合会五十周年記念誌 同編集委員会 北海道高等学校PTA連合会 2001 北海道高等学校PTA連合会

35 11 「総合的な学習の時間」指導資料 北海道立教育研究所 同研究会 2001 北海道立教育研究所

36 1 ５０年の歩み：北海道教育研究所連盟 北海道教育研究所連盟 2001.3 北海道立教育研究所

37 2
複式学級における学習指導の在り方 北海道立教育研究所

北海道立教育研究所 2001 北海道立教育研究所

平成１３

：はじめて複式学級を担任する先生へ 北海道教育大学

38 3
厚田村の集合教育：地域連帯感の育成と活力ある厚田村の

厚田村集合教育推進協議会 同左 2002 厚田村集合教育推進協議会
教育の創造をめざして－平成１３年度の歩み－

39 4
「北海道の理科教育」：豊かな感性と高い

北海道中学校理科教育研究会 同左 2001
北海道中学校理科教育研究
会知性を育む理科教育

40 5 札幌市図書館ビジョン 札幌市教育委員会中央図書館 同左 2002.1 札幌市中央図書館

41 1 闡明　上川教育研修センター開設３０周年記念誌 上川教育研修センター 上川教育研修センター 2003 上川教育研修センター 平成１５

42 1 足跡　北海道教育地図研究会創立４０周年記念誌 北海道教育地図研究会 同左 1996
岡田祐一

平成１６

43 2 北海道理科教育　北理研５０周年記念誌 北海道小学校理科研究会 同左 2003

44 3 働き方を見直し、ゆとりある生活を 北海道教職員組合 同左 2004
北海道教職員組合

45 4 働き方を見直し、ゆとりある生活を　資料編 北海道教職員組合 同左 2004

46 5 教育振興　創立３０周年記念誌 北海道教育振興会 同左 2004 北海道教育振興会

47 6 心をはぐくむ　情操教育研究会３０周年記念誌 情操教育研究会 同左 2005 情操教育研究会

収集対象資料（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1
小樽市青少年科学技術賞・青少年科学小樽ライオンズ賞　受賞
作品集

小樽市青少年科学技術館 小樽市教育委員会 編者

平成１１
2 2 後志管内派遣社会教育主事研究集録　平成１０年度 北海道教育庁後志教育局 同左 同左

3 3 自然体験・都市体験活動のあゆみ 青木　稔
北海道校外学習研究協会北
海道自然体験学習振興財団

同協会・財団

4 4 心豊かな人生を送るために 北海道生涯学習協会 2000 北海道生涯学習協会

5 1 平成１１年度北海道の学校開放講座 北海道教育庁生涯学習部 北海道教育委員会 2000 北海道教育委員会
平成１２

6 2 日教弘  生涯福祉実践集 第１集 日本教育公務員弘会済 同左 2000 北海道教育公務員弘済会

7 1
第３次浜益村生涯学習推進計画（学校教育・社会教育編）　生き
がい支援計画

浜益村教育委員会 2001 浜益村教育委員会 平成１４

8 1 札幌市における家庭教育推進のあり方について 札幌市社会教育委員会議 同左 2003 同委員会議

平成１５
9

2

聴覚障害乳幼児とことばのおくれが気になる子どものためのコミ
ニュケーションと発達支援プログラム

聾教育研究会 聾教育研究会 2003 聾教育研究会

10



逐次刊行物
連番 年度No 誌　　　　　名 発行機関名 寄贈団体･機関等名 受入年度

1 1 研究紀要：札幌市の実践研究（小学校） 札幌市教育研究協議会 同左

平成１１

2 2 研究紀要：札幌市の実践研究（中学校） 札幌市教育研究協議会 同左

3 3 教育研究誌「さっぽろ」 札幌市教育研究協議会 同左

4 4 札教研会報 札幌市教育研究協議会 同左

5 5 札幌市教育研究協議会　総会議案 札幌市教育研究協議会 同左

6 6 会誌「養護」 北海道養護教員会 同左

7 7 養護：北海道養護教員だより 北海道養護教員会 同左

8 8 研究紀要 北海道中学校長会 同左

9 9 全道中 北海道中学校長会 同左

10 10 生徒指導特別委員会報告書 北海道中学校長会 同左

11 11 学校教育検討特別委員会報告 北海道中学校長会 同左

12 12 道中だより 北海道中学校長会 同左

13 13 研究誌「はぐくみ」 札幌市養護教員会 同左

14 14 研究紀要 札幌市中学校教頭会 同左

15 15 会誌「ひこばえ」
北海道公立小・中・特殊学校女性校
長・教頭会

同左

16 16 会報
北海道公立小・中・特殊学校女性校
長・教頭会

同左

17 17 研究紀要 北海道立太陽の園 同左

18 18 研究集録 札幌市小学校長会 同左

19 19 会報　教育北海道 北海道小学校長会 同左

20 20 会報　教育北海道別冊 北海道小学校長会 同左

21 21 別冊　教育北海道 北海道小学校長会 同左

22 22 調査研究報告書 江別市教育研究所 同左

23 23 子どもの誌「サイロ」 サイロの会 同左

24 24 事業概要 北海道立心身障害者総合相談所 同左

25 25 研究紀要 北海道立福祉村 同左

26 26 情操教育研究会研究紀要 情操教育研究会 同左

27 27 学校保健 北海道学校保健会 同左

28 28 疾病異常等調査研究 北海道学校保健会 同左

29 29 札幌市児童福祉総合ｾﾝﾀｰだより 「かたぐるま」 札幌市児童福祉総合ｾﾝﾀｰ 同左

30 30 北海道PTA連合会会報（道P連会報） 北海道PTA連合会 同左

31 31 研究集録：北海道PTA連合会 北海道PTA連合会 同左

32 32 記録集：北海道PTA連合会 北海道PTA連合会 同左

33 33 退職校長会だより 北海道退職校長会 同左

34 34 空知教育研修ｾﾝﾀｰだより（研修） 空知教育研修ｾﾝﾀｰ 同左

35 35 教育振興 北海道教育振興会 同左

36 36 北海道公立小中特殊学校女性校長・教頭会　会報
北海道公立小中特殊学校

同左
女性校長・教頭会

37 37 ｶﾙﾁｬｰﾗｲﾌ　さっぽろ（みんなの生涯学習情報） 札幌市教育委員会生涯学習推進課 同左

38 38 ほっかいどう生涯学習 北海道生涯学習協会 同左

39 39 教育ほっかいどう 北海道教育委員会 同左

40 40 特殊教育ほっかいどう 北海道立特殊教育ｾﾝﾀｰ 同左

41 41 研究紀要：北海道立特殊教育センター 北海道立特殊教育ｾﾝﾀｰ 同左

42 42 北海道教育 北海道立教育研究所 同左

43 43 研究紀要：北海道立教育研究所 北海道立教育研究所 同左

44 44 研究紀要　教育評価 北海道教育評価研究会 同左

45 45 教育評価研究 北海道教育評価研究会 同左

46 46 第３２回　北海道教育評価研究大会　資料 北海道教育評価研究会 同左

47 47 通教　YUHO 北海道有朋高等学校 同左

48 48 北の療育 北海道療育園 同左

49 49 日本理科教育学会北海道支部　会報 日本理科教育学会　道支部 同左

50 50 小学校・中学校・高等学校・大学　家庭科教育研究 北海道家庭科教育協会 同左

51 51 研究紀要：北海道学校教育研究会 北海道学校教育研究会 同左

52 52 闘志と栄光の軌跡：道中体連記録集 北海道中学校体育連盟事務局 北海道中学校体育連盟

53 53

北海道国際理解教育研究大会 （大会要項・研究紀要・
北海道国際理解教育研究協
議会全国海外子女教育・国際理解教育研究大会北海道ﾌﾞﾛｯｸ 　大会集録・報告書）

札幌国際理解教育研究大会

54 54 在外教育施設派遣教員帰国報告書 協議会事務局 北海道国際理解教育研究協議

55 55 第５１回北海道放送教育研究大会　道南大会 北海道放送教育研究協議会 同左

56 56 石狩教育 北海道教育庁石狩教育局 同左

57 57 有島記念館報 有島記念館 ニセコ町教育委員会

58 58 会誌：北海道公立学校教頭会 北海道公立学校教頭会 同左

59 59 高体連 北海道高等学校体育連盟 同左

60 60 石研紀要：石狩教育研究所紀要 石狩教育研究所 同左

61 61 教育石狩 石狩教育研究所 同左

62 62 所報：江別市教育研究所 江別市教育研究所 江別市教育委員会

63 63 北区社協だより 社会福祉法人 札幌市北区社会福祉協議会

64 64 第４９次　合同教育研究全道集会
北海道教職員組合・

北海道教職員組合
北海道私立学校教職員組合協議会

65 65 第４９次　合同教育研究全道集会（レポート）
北海道教職員組合・

北海道教職員組合
北海道私立学校教職員組合協議会

66 1 研究紀要：北海道北星学園余市高等学校 北星学園余市高等学校 同左

67 2 親たちの卒業論文集：北の星 北星学園余市高等学校 同左

68 3 研究紀要：研修空知 空知教育研修センター 同左

69 4 研究紀要：小樽市教育研究所 小樽市教育研究所 同左

70 5 受賞作品集 小樽市教育研究所 同左

71 6 研究集録：北海道教育公務員弘済会 北海道教育公務員弘済会 同左

72 7 北海道教弘だより 北海道教育公務員弘済会 同左

73 8 日教弘教育賞：教育研究集録 日本教育公務員弘済会 北海道教育公務員弘済会

74 9 事業報告書：北海道療育園 北海道療育園 同左

11



75 10 研究年報：北海道療育園 北海道療育園 同左

平成１２

76 11 研究紀要：北海道札幌平岸高等学校 北海道札幌平岸高等学校 同左

77 12 研究紀要：北海道札幌藻岩高等学校 北海道札幌藻岩高等学校 同左

78 13 櫟－こいし－ 北海道札幌新川高等学校 同左

79 14 平成１１年度ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ活用調査研究委託校  中間報告 北海道札幌新川高等学校 同左

80 15 研究紀要「礎」：北邦学園・広島いちい学園 学校法人 北邦学園 学校法人広島いちい学園

81 16 DAWN（ﾄﾞｰﾝ）[小樽］絵本・児童文学研究ｾﾝﾀｰ広報 [小樽］絵本・児童文学研究ｾﾝﾀｰ？ 同左

82 17 業務概要（札幌市児童福祉総合センター） 札幌市児童福祉総合センター 同左

83 18 北海道の教育（合同教育研究全道集会集録） 北海道教職員組合 同左

84 19 教育関係  法制研究収録
北海道小学校長会・北海道中学校長
会

北海道小学校長会

85 20 会誌：北海道公立学校教頭会 北海道公立学校教頭会
北海道公立学校教頭会事務
局

86 21 研究報告書：北海道立社会教育総合センター 北海道立社会教育総合センター 同左

87 22 理科教育指導資料：中学校編 北海道立理科教育センター 同左

88 23 研究紀要：北海道立理科教育センター 北海道立理科教育センター 同左

89 24 石狩の作品集 石狩教育研究所 同左

90 25 北海道の教育相談 北海道立教育研究所 同左

91 1 北海道町村会報 北海道町村会 同左

平成１３

92 2 研究紀要：北海道児童相談所 北海道児童相談所 同左

93 3 学校保健統計調査 札幌市教育委員会 同左

94 4 研究紀要：柏の教育実践 札幌市立柏中学校 同左

95 5 還流：小樽市教育研究所報 小樽市教育研究所 同左

96 6 研究紀要：小樽市教育研究所 小樽市教育研究所 同左

97 7 学校保健 日本学校保健会 北海道学校保健会

98 8 日高の教育 北海道教育庁日高教育局 同左

99 9 全道中運営要綱：組織一覧 北海道中学校長会 同左

100 10 札幌市の実践研究（小学校） 札幌市教育研究協議会 同左

101 11 札幌市の実践研究（中学校） 札幌市教育研究協議会 同左

102 12 札教研年報（小学校編） 札幌市教育研究協議会 同左

103 13 札教研年報（中学校編） 札幌市教育研究協議会 同左

104 14 研究推進要覧（厚別地区） 札幌市教育研究協議会 同左

105 15 研究推進要覧（清田地区） 札幌市教育研究協議会 同左

106 16 研究推進要覧（南地区） 札幌市教育研究協議会 同左

107 17 研究推進要覧（清田地区） 札幌市教育研究協議会 同左

108 18 研究推進要覧（西地区） 札幌市教育研究協議会 同左

109 19 研究推進要覧（手稲地区） 札幌市教育研究協議会 同左

110 20 研究推進要覧（北地区） 札幌市教育研究協議会 同左

111 21 研究推進要覧（東地区） 札幌市教育研究協議会 同左

112 22 研究推進要覧（白石地区） 札幌市教育研究協議会 同左

113 23 研究推進要覧（豊平地区） 札幌市教育研究協議会 同左

114 24 研究推進要覧（中央地区） 札幌市教育研究協議会 同左

115 1 研究集録：北海道障害児教育研究連盟 北海道障害児教育研究連盟 同左

平成１４

116 2 札教研　総合的な学習の時間年報（小学校編） 札幌市教育研究協議会 同左

117 3 札教研　総合的な学習の時間年報（中学校編） 札幌市教育研究協議会 同左

118 4 北海道養護教員研究大会報告集 北海道養護教員会十勝支部 北海道養護教員会

119 5 研究報告書：北海道立生涯学習推進センター 北海道立生涯学習推進センター 同左

120 6 北海道における少子化に関する研究　 北海道青少年育成協会 同左

121 7 道内児童館・児童センター調査報告書 北海道青少年育成協会 同左

122 8 北海道の児童館データブック（行事編） 北海道青少年育成協会 同左

123 9 北海道子育て支援ガイドブック 北海道青少年育成協会 同左

124 10 児童環境づくり推進事業実績報告書 北海道青少年育成協会 同左
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会 進 進

平成１１年度～平成１6年度 累積版 北海道教育資料　受贈資料リスト       【函館館】

収集対象資料（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 開校三十周年記念誌　上湯川 函館市立上湯川小 編者 1999 函館市立上湯川小

平成１１

2 2 開校二十周年記念誌　昭和 函館市立昭和小 編者 1999 函館市立昭和小

3 3 開校120周年記念誌　いしざき 函館市立石崎小 編者 1999 函館市立石崎小

4 4 開校百周年記念誌
椴法華小学校開校百周年記念誌編
集委員会

編者 1980 椴法華村教育委員会

5 5 開校五十周年記念誌　館 館中学校開校五十周年記念協賛会 編者 1997 厚沢部町立館中

6 6 開校三十周年記念誌  帆櫓遠 七飯町立大沼中 編者 1977 七飯町立大沼中

7 7 校舎落成・創立50周年・統合記念      蛍雪 八雲町立野田生中 編者 1998 八雲町立野田生中

8 1 虻田第二尋常小学校同窓会資料　１ 帯広叢書編集委員会 帯広叢書編集委員会 2005 帯広叢書編集委員会 平成１６

収集対象資料（2）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 閉校誌      S.22.5.20～H.5.3.31 八雲町立山越中 編者 1993 八雲町立山越中 平成１１

2 1
長万部町立蕨岱小学校閉校記念誌　蕨岱（わらびたい）

長万部町立蕨岱小学校閉校記念協
賛会

長万部町立蕨岱小学校 2001.3 長万部町立蕨岱小学校

平成１５

3 2 閉校記念誌　泉沢 木古内町立泉沢小学校 木古内町立泉沢小学校 2003.3 木古内町立泉沢小学校

4 3 木古内町立札苅小学校閉校記念誌　札苅小学校 木古内町立札苅小学校 木古内町立札苅小学校 2003.3 木古内町立札苅小学校

5 4 木古内町立釜谷小学校閉校記念誌　釜谷 木古内町立釜谷小学校 木古内町立釜谷小学校 2003.3 木古内町立釜谷小学校

6 5
閉校記念誌　千軒

福島町立千軒小学校閉校記念誌編
集委員会

福島町立千軒小学校 2003.3 福島町立千軒小学校

7 6

太田小学校廃校記念誌　知愛良好　－百拾八年の歴史を閉じる
－

大成町教育委員会 大成町教育委員会 2001.3 大成町教育委員会

8 7
閉校記念誌　木間内 木間内小学校閉校記念事業協賛会

木間内小学校閉校記念事業
協賛会

2002.3
木間内小学校閉校記念事業
協賛会

9 8
閉校記念誌　稲穂

奥尻町立稲穂小学校閉校事業実行
委員会

奥尻町立稲穂小学校閉校事
業実行委員会

2003.3 奥尻町教育委員会

10 9 閉校記念誌　日明 日明中学校閉校式実行委員会 江差町立日明小中学校 2002.2 江差町教育委員会

11 10
閉校記念誌　まつかぜ 江差町立水堀中学校

水堀中学校閉校語る会実行
委員会

2002.2 奥尻町教育委員会

12 11 閉校記念誌　あさひ 江差町立朝日中学校 江差町立朝日中学校 2002.2 江差町立朝日中学校

13 12
東川小学校閉校記念誌　ひがしかわ 閉校記念協賛会記念誌部会

函館市立東川小学校閉校記
念協賛会

2001.1 函館市教育委員会

14 13 閉校記念誌　海響 函館市立大森小学校 函館市立大森小学校 2002.2 函館市教育委員会

15 14

函館市立蛾眉野小学校創立100周年・同中学校創立40周年　記
念誌　山彦

函館市立蛾眉野小学校創立100周
年・同中学校創立40周年記念協賛会

函館市立蛾眉野小中学校 2002.11 函館市教育委員会

16 15
開校百周年記念誌　茂津多

須築小学校開校百周年記念祝賀協
賛会

須築小学校開校百年記念祝
賀協賛会

1992.7
須築小学校開校百年記念祝
賀協賛会

収集対象資料（５）本道の小・中学校ので使用された副読本
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 わたしたちのむら　とどほっけ　社会科副読本（３・４年）
椴法華村教育研究所・椴法華村教育
委員会

編者 1999 椴法華村教育委員会 平成１１

2 2 歴史学習の資料    MORI 森町立石倉中 編者 1970 森町立石倉中

3 1 上磯のはじまりと町名の由来（かみいそ歴史絵本①） 上磯町・上磯町教育委員会 編　者 2000.3 上磯町教育委員会
平成１３

4 2 上磯の産業の移り変わり（かみいそ歴史絵本②） 上磯町・上磯町教育委員会 編　者 2001.3 上磯町教育委員会

5 1 上磯の教育と文化（かみいそ歴史絵本　3） 上磯町教育委員会 編　者 2002.3 上磯町教育委員会

平成１４

6 2 わたしたちの函館（小学校3・4学年社会科副読本） 函館市教育委員会 編　者 2002.4 函館市教育委員会

7 3 わたしたちの町ななえ（小学校3・4年生社会科副読本） 七飯町教育委員会 編　者 2002.4 七飯町教育委員会

8 4 わたしたちの町しかべ（社会科学習ガイドブック3・4年） 鹿部町教育委員会 編　者 2002.3 鹿部町教育委員会

9 5 わたしたちの町ふくしま（小学校社会科副読本　3・4年生） 福島町教育委員会 編　者 2002.4 福島町教育委員会

10 6 わたしたちの町くまいし（社会科副読本3・4年用）
熊石町小学校社会科副読本検討・編
集委員会

熊石町教育委員会 2002.4
熊石町小学校社会科副読本
検討・編集委員会

11 7 わたしたちのまちかきのくに（ふるさと読本） ふくさと読本編集委員会 上ノ国町教育委員会 2000.8 ふくさと読本編集委員会

12 8 わたしたちの町南茅部（社会科副読本　3・4年）
南茅部町教育委員会社会科副読本
編集委員会

南茅部町教育委員会 2002.3
南茅部町教育委員会社会科
副読本編集委員会

13 9 わたしたちの町八雲　10訂版　（社会科副読本） 八雲町教育委員会 編　者 2002.3 八雲町教育委員会

14 10 わたしたちの町八雲　7訂版　（郷土学習資料地図） 八雲町教育委員会 編　者 2002.3 八雲町教育委員会

15 11 おとべを知ろうワークブック（乙部町社会科副読本　3・4年生用） 乙部町教育委員会 ［編　者］ 不明 乙部町教育委員会

16 12 わたしたちの町恵山（社会科副読本） 恵山町教育委員会
恵山町社会科副読本編集委
員会

1988.4 恵山町教育委員会

17 1 上磯のくらしと習慣（かみいそ歴史絵本　4） 上磯町教育委員会 上磯町教育委員会 2003.3 上磯町教育委員会 平成１５

18 1 わたしたちの町大成 大成町教育委員会 大成町教育委員会 2004 大成町教育委員会 平成１６

収集対象資料（６）本道の教育団体の刊行資料
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 北海道書道教育連盟５０年史 北海道書道教育連盟 編者 1998 北海道書道教育連盟

平成１１

2 2 二十年のあゆみ 北海道公立学校事務長会 編者 1997 北海道公立事務長会

3 3 創立４０周年記念連盟史 北海道女子体育連盟 編者 1998 北海道女子体育連盟

4 4 平成2年度  八雲町の子ども 八雲町教育研究所 編者 1990 八雲町教育研究所

5 5 平成4年度  特別活動における進路指導の実際  　　第1集 渡島進路指導研究会 編者 1993 渡島進路指導研究会

6 1 50周年記念誌　養護 北海道養護教員会 編者 2000 北海道養護教員会 平成１２

7 1 札教研創設５０周年誌 「子供と未来へ」 札幌市教育研究協議会 編者 2001 札幌市教育研究協議会 平成１３

8 1 北海道教育研究所連盟　５０年の歩み　－結成５０周年記念　１９北海道教育研究所連盟 北海道教育研究所連盟 2001.3 北海道教育研究所連盟 平成１５

9 1 高等教育に関する資料 北海道高等教育機関整備促進期成 北海道高等教育機関整備促 2002 北海道高等教育機関整備促

平成１６

10 2 ハローイングリッシュ 北海道立教育研究所 北海道立教育研究所 2003 北海道立教育研究所

11 3 危機管理の考えを生かした子どもとのかかわり方 北海道立教育研究所 北海道立教育研究所 2003 北海道立教育研究所

12 4 上磯の自然と環境 上磯町・上磯町教育委員会 上磯町・上磯町教育委員会 2004 上磯町・上磯町教育委員会

13 5 ＰＥＡＲＬＳ　ＯＦ　ＷＩＳＤＯＭ 北海道立特殊教育センター 北海道立特殊教育センター 2004 北海道立特殊教育センター
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収集対象資料（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

受贈なし

逐次刊行物
連番 年度No 誌　　　　　名 発行機関名 寄贈団体･機関等名 受入年度

1 1 渡島複式教育研究大会要項 渡島複式教育研究連盟 渡島複式教育研究連盟

平成１１
2 2 北海道養護教員研究大会研究集録 北海道養護教員会 北海道養護教員会釧路支部

3 3 北海道養護教員研究大会報告集 北海道養護教員会 北海道養護教員会釧路支部

4 4 実践のあゆみ 渡島社会教育主事会 渡島社会教育主事会

5 1 商業研究 北海道函館商業高校 同校商業研究部

平成１２
6 2 研究集録　大妻 函館大妻高等学校 函館大妻高等学校

7 3 研究紀要 北海道視覚障害教育研究所 北海道視覚障害教育研究所

8 4 報告集 北海道養護教員研究大会 北海道養護教員会

9 1 函館市小学校校長会誌：教育春秋 函館市小学校校長会 函館市小学校校長会

平成１３

10 2 研究紀要：函館市中学校長会 函館市中学校長会 函館市中学校長会

11 3 教育の眼経営の眼 函館教育経営研究所 函館教育経営研究所

12 4 研究紀要：渡島情報教育研究会 渡島情報教育研究会 渡島情報教育研究会

13 5 渡島小中学校学習指導案集 渡島小中学校長会 渡島小中学校長会

14 6 会報  教育北海道 北海道小学校長会 北海道小学校長会

15 7 会報  教育北海道  別冊  小学校教育 北海道小学校長会 北海道小学校長会

16 8 別冊  教育北海道 北海道小学校長会 北海道小学校長会

17 9 教育研究誌  さっぽろ 札幌市教育研究協議会 札幌市教育研究協議会

18 10 札教研会報 札幌市教育研究協議会 札幌市教育研究協議会

19 11 研究報告  札幌市の実践研究 小学校 札幌市教育研究協議会 札幌市教育研究協議会

20 12 研究報告  札幌市の実践研究 中学校 札幌市教育研究協議会 札幌市教育研究協議会

21 13 北海道教育大学教育学部附属函館中学校　　　　　教育研究大
会　研究紀要　2001

北海道教育大学教育学部附属函館
中学校

北海道教育大学教育学部附
属函館中学校

22 14 桐影 函館市中学校長会 函館市中学校長会

23 15 函館私学研究紀要ー幼稚園編ー 函館私学進講協議会 函館私学進講協議会

2 / 2 ﾍﾟｰｼﾞ



平成１１年度～平成１6年度 累積版 北海道教育資料　受贈資料リスト       【旭川館】

収集対象資料（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 開校８０周年記念誌 協賛会記念行事部・同窓会部
鷹栖町立北野小学校開校80
周年記念協賛会

1978

鷹栖町立北野小学校

平成１１

2 2 開校100周年記念誌　きたの
開校100周年記念事業協賛会,協賛会
事業部・同窓会部

鷹栖町立北野小学校開校100
周年記念事業協賛会

1998

3 3 開校30周年記念誌　雄飛 1989？

名寄市立名寄西小学校
4 4 開校40周年記念誌　光彩 開校40周年記念誌編集委員会

名寄市立名寄西小学校開校
40周年記念協賛会

1999

5 5 ちらいべつ
創立知来別小学校70知来別
中学校30周年記念協賛会

1977
猿払村立知来別小学校

6 6 80周年記念　みちのり 1987？

7 7 碧を仰ぎて 協賛会記念誌編集委員会 創立五十周年記念協賛会 1997 利尻町立仙法志中学校

8 8 開校百周年記念誌　あゆみ 開校100周年記念協賛会 当麻小学校 1992 当麻町立当麻小学校

9 9 記念誌　しらたき 開校70周年記念誌委員会 白滝小学校 1982 白滝村立白滝小学校

10 10 開校20周年記念誌　ひがしまち
同校開校20周年記念実行委員会記
念誌部

旭川市立東町小学校 1974 旭川市立東町小学校

11 11 開校50周年記念誌　飛翔 同窓会編集部
東川中学校開校50周年記念
協賛会

1997 東川町立東川中学校

12 12 開校10周年記念誌　潮見小10年のあゆみ
網走市立潮見小学校十周年記念協
賛会

網走市立潮見小学校十周年
記念協賛会

1990 網走市立潮見小学校

13 13 開校80周年統合20周年記念誌
扇山小学校開校80周年統合
20周年記念事業協賛会

1978

富良野市立扇山小学校

14 14 開校100周年記念誌　百歳
扇山小学校開校100周年記念
事業協賛会

1998

15 15 五十年誌
中頓別中学校開校五十周年記念協
賛会

中頓別中学校開校五十周年
記念協賛会

1997 中頓別町立中頓別中学校

16 16 開校50周年記念誌　雨紛
旭川市立雨紛中学校開校50
周年記念事業協賛会

1999
旭川市立雨紛中学校開校50
周年記念事業協賛会

17 17 創立90周年記念誌　はまおに 協賛会記念誌部 創立90周年記念誌協賛会 1999 創立90周年記念誌協賛会

18 18 とみさわ　開校100周年記念
旭川市立富沢小学校開校百
周年記念事業協賛会

1999 旭川市立富沢小学校

19 19 記念誌　志比内
志比内地区総合記念式典委
員会

1999
東神楽町志比内地区総合記
念式典委員会

20 20 天塩町立天塩中学校開校50周年記念誌 天塩中学校開校50周年記念事業部
天塩中学校五十周年記念事
業部

1997 天塩町立天塩中学校

21 21 記念誌　いくたはら七十年 開校70周年記念事業委員会 1980 生田原町立生田原小学校

22 22 新栄小学校開校五十年誌　里の栄えに 新栄小学校記念誌編集委員会 1998 清里町立新栄小学校

23 23 創立70周年記念誌　楡
訓子府小学校創立70周年記念協賛
会記念誌編集部

訓子府小学校創立70周年記
念協賛会

1984

訓子府町教育委員会24 24 創立80周年記念誌　学舎
訓子府小学校創立80周年記念協賛
会記念誌編集部

訓子府小学校創立80周年記
念協賛会

1994

25 25 訓中45年のあゆみ
訓子府中学校開校45周年記念誌編
集委員会

訓子府町立訓子府中学校 1993

26 1 交流教育20周年記念実践発表会研究集録
鷹栖町立北野小学校・北海道鷹栖養
護学校

鷹栖町立北野小学校・北海道
鷹栖養護学校

1999 鷹栖町立北野小学校 平成１２

27 1 附属旭川小の100年
北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校開校100周年記
念誌部

2001
北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

平成１３

28 1 開校100周年記念誌うえんべつ 開校100周年記念協賛会事業部 当麻町立宇園別小学校 2002 当麻町立宇園別小学校 平成１４

29 1
有明小学校開校１００周年・有明中学校開校５２周年記念誌　有
明

有明小学校開校１００周年・有明中学
校開校５２周年事業協賛会庶務部

有明小学校開校１００周年・有
明中学校開校５２周年事業協
賛会

2002 初山別村教育委員会 平成１５

収集対象資料（2）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 母校　37年の軌跡 協賛会記念誌部 知来別中学校惜別協賛会 1985 猿払村立知来別小学校

平成１１
2 2 定時制家庭閉課記念誌　ともしび

北海道美幌高等学校開校六十周年・
定時制課程閉課記念事業協賛会編
集部

北海道美幌高等学校開校六
十周年・定時制課程閉課記念
事業協賛会

2000 北海道美幌高等学校

3 1 本岐中学校閉校記念誌　永遠に伝統残して子どもたちへ未来へ
本岐中学校閉校記念事業記念誌編
集委員会

本岐中学校閉校記念事業協
賛会

2001 津別町教育委員会

平成１５

4 2 開校百周年記念誌閉校惜別記念誌　柏台っ子 閉校を惜しむ会
鷹栖町立鷹栖中央小学校開
校百周年記念協賛会閉校を
惜しむ会

2001 鷹栖町教育委員会

5 3 鷹栖町立北斗小学校閉校記念誌　螢雪
鷹栖町立北斗小学校閉校記念事業
協賛会閉校記念誌編集部

鷹栖町立北斗小学校閉校記
念事業協賛会

2002 鷹栖町教育委員会

6 4 二見ヶ岡小学校閉校記念誌　我ら土の子　我ら風の子
二見ヶ岡小学校閉校記念協賛会編
集部

二見ヶ岡小学校閉校記念協
賛会編集部

2003 網走市教育委員会

7 5 閉校記念誌　愛しめ能取 記念誌編集委員会
[網走市立能取小学校]閉校
実行委員会

2003 網走市教育委員会

8 6 網走市立喜多山小学校閉校記念誌　心の灯 深田　徹
網走市立喜多山小学校閉校
記念事業協賛会

2003 網走市教育委員会

9 7 網走市立卯原内小学校閉校記念誌 記念誌編集委員会
網走市立卯原内小学校閉校
協賛会

2003 網走市教育委員会

10 8 閉校記念誌　桜木 大成小学校閉校記念協賛会編集部 大成小学校閉校記念協賛会 2002 女満別町教育委員会

11 9 遠別町立清川小学校閉校記念誌　清川
[遠別町立清川小学校閉校記念誌編
集委員会]

[清川小学校]閉校事業実行
委員会

2000 遠別町教育委員会

12 10 羽幌町立閉校記念誌　潮流 [光洋小学校閉校惜別会編集部]
羽幌町立光洋小学校閉校惜
別会実行委員会

2001 羽幌町教育委員会

13 11 百年の惜別　羽幌中央
[羽幌中央小学校閉校事業実行委員
会編集部]

羽幌中央小学校閉校事業実
行委員会

2000 羽幌町教育委員会
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14 12 開校１００周年記念誌・閉校記念誌　あゆみ
閉校記念・開校１００周年記念事業協
賛会事業部会

旭川市立旭川第七小学校閉
校記念・開校１００周年記念事
業協賛会

2002 旭川市教育委員会

15 13 閉校記念・開校５０周年記念誌　かみうぶん
閉校・開校５０周年記念事業協賛会
事業部会

旭川市立上雨粉小学校閉校・
開校５０周年記念事業協賛会

2000 旭川市教育委員会

16 14 閉校記念誌　北星 [北星小学校閉校事業実行委員会]
北星小学校閉校事業実行委
員会

2003 当麻町教育委員会

17 15 紋別市立沼ノ上中学校閉校記念誌　輝かしい時を紡いで 閉校実行委員会記念誌編纂部
沼ノ上中学校閉校実行委員
会

2000 紋別市教育委員会

18 16 増毛町立雄冬小中学校閉校式・惜別会しおり
増毛町立雄冬小中学校閉校実行委
員会

増毛町立雄冬小中学校閉校
実行委員会

2002 増毛町教育委員会

収集対象資料（５）本道の小・中学校ので使用された副読本
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 小学校社会科副読本　いくたはら 生田原町教育委員会 生田原町教育委員会 生田原町立生田原小学校 平成１１

2 1 そらち・炭坑の記憶ブック「これ、なあに」
そらち・炭鉱の記憶教育資源化推進
検討部会

北海道空知支庁地域政策部
地域政策課

2001
北海道教育大学附属旭川小
学校

平成１３

3 1 小学社会科副読本ゆうべつ 湧別町社会科副読本改訂委員会 湧別町教育委員会 2002 湧別町教育委員会

4 2 副読本ひがしかぐら 東神楽町副読本編集委員会 東神楽町教育委員会 2002 東神楽町教育委員会

5 3 小学校社会科副読本３・４年生礼文
礼文町教育研究会社会科副読本編
集委員会

礼文町教育委員会 2002 礼文町教育委員会

6 4 小学校３・４年社会科副読本つべつ 津別町社会科副読本編集委員会 津別町教育委員会 2002 津別町教育委員会

7 5 小学校社会科副読本とよとみ 豊富町社会科副読本編集委員会 豊富町教育委員会 1999 豊富町教育委員会

8 6 社会科副読本かみふらの
上富良野町教育委員会社会科副読
本編纂委員会

上富良野町教育委員会 2000 上富良野町教育委員会

9 7 小学校３・４年社会科副読本ところ 常呂町社会科副読本編集委員会 常呂町教育委員会 2002 常呂町教育委員会

10 8 社会科副読本もんべつ 紋別市社会科副読本編集委員会 紋別市教育委員会 2002 紋別市教育委員会

平成１４

11 9 もんべつの自然 「もんべつの自然」作成委員会 紋別市教育委員会 1998 紋別市教育委員会

12 10 社会科副読本のびゆくぴっぷ 比布町社会科副読本編集委員会 比布町教育委員会 2002 比布町教育委員会

13 11 小学校社会科副読本３・4年生わたしたちのまちふらの 富良野市教育委員会 (2002) 富良野市教育委員会

14 12 小学校社会科副読本３・4年生かみゆうべつ 上湧別町社会科副読本編集委員会 上湧別町教育委員会 2002 上湧別町教育委員会

15 13 小学校社会科副読本しょさんべつ 初山別村社会科副読本編集委員会 初山別村教育委員会 1999 初山別村教育委員会

16 14 小学校社会科副読本３・4年生あさひかわ 旭川市社会科副読本編集委員会 旭川市教育委員会 2002 旭川市教育委員会

17 15 小学校社会科副読本ひがしかわ 東川町社会科郷土資料編集委員会 東川町教育委員会 2002 東川町教育委員会

18 16 小学校３・４年社会科副読本わっさむ 社会科副読本編集委員会 和寒町教育委員会 1998 和寒町教育委員会

19 17 ３・４年社会科副読本しもかわ
下川町教育研究会社会科副読本編
集委員会

下川町教育委員会 2002 下川町教育委員会

20 18 小学校３・４年社会科副読本るべしべ
留辺蘂町学校推進会社会科副読本
編集委員会

留辺蘂町教育委員会 1997 留辺蘂町教育委員会

21 19 小学校３・４年社会科副読本いくたはら 生田原町社会科副読本編集委員会 生田原町教育委員会 2002 生田原町教育委員会

22 20 社会科副読本なかがわ 中川町社会科副読本作成委員会 中川町教育委員会 2002 中川町教育委員会

23 21 小学校社会科副読本しらたき
白滝村教育委員会社会科副読本編
集委員会

白滝村教育委員会社会科副
読本編集委員会

2002 白滝村教育委員会

24 22 社会科副読本びふか 美深町社会科副読本編集委員会 美深町教育委員会 2002 美深町教育委員会

25 23 社会科副読本おといねっぷ
音威子府村教育委員会小学校社会
科副読本編集委員会

音威子府村教育委員会 2002 音威子府村教育委員会

26 24 小学校３・４年社会科副読本びほろ 美幌町社会科副読本編集委員会 美幌町教育委員会 2002 美幌町教育委員会

27 25 小学校社会科副読本あばしり 網走市社会科副読本編纂委員会 網走市教育委員会 2002 網走市教育委員会

28 26 小学校社会科副読本あばしり指導の手引き３・４年用 網走市社会科副読本編纂委員会 網走市教育委員会 2002 網走市教育委員会

29 27 小学校社会科副読本りしりふじ
利尻富士町社会科副読本編集委員
会

利尻富士町教育委員会 2002 利尻富士町教育委員会

30 28 小学校社会科副読本りしり 利尻町教育研究会 利尻町教育委員会 1998 利尻町教育委員会

31 29 天塩町社会科副読本CD-ROM版わたしたちの手塩 天塩町社会科副読本編集委員会 天塩町教育委員会 2002 天塩町教育委員会

32 30 ふうれん
風連町社会科教科書副読本改訂委
員会

風連町教育委員会 2002 風連町教育委員会

33 31 小学校社会科副読本あいべつ 愛別町社会科副読本編集委員会 愛別町教育委員会 2002 愛別町教育委員会

34 32 社会科副読本おうむ おうむ町社会科副読本編集委員会 雄武町教育委員会 2002 雄武町教育委員会

35 33 わたしたちの村しんしのつ 社会科副読本編集委員会 新篠津村教育委員会 2002 新篠津村教育委員会

36 34 小学校社会科副読本わっかない
稚内市小学校社会科副読本作成委
員会

稚内市教育委員会 2002 稚内市教育委員会

37 35 小学校社会科副読本きたみ 北見市教育委員会 北見市教育委員会 2002 北見市教育委員会

38 36 小学校３・４年社会科副読本めまんべつ 女満別町社会科副読本改訂委員会 女満別町教育委員会 1996 女満別町教育委員会

39 37 社会科副読本とうま 当麻町社会科副読本編集委員会 当麻町教育委員会 2002 当麻町教育委員会

40 38 小学校社会科副読本３・4年生士別 士別市社会科副読本編集委員会 士別市教育委員会 2002 士別市教育委員会

41 1 小学校３・４年社会科副読本　きよさと きよさと編集委員会 清里町教育委員会 2003 清里町教育委員会

平成１５

42 2 小学校社会科副読本　はぼろ 羽幌町郷土読本改訂委員会 羽幌町教育委員会 2003 羽幌町教育委員会

43 3 小学校社会科副読本　たきのうえ
滝上町教育委員会社会科副読本改
訂編集委員会

滝上町教育委員会社会科副
読本改訂編集委員会

2003 滝上町教育委員会

44 4 社会科副読本　えんがる 遠軽町社会科副読本編集委員会 遠軽町教育委員会 2003 遠軽町教育委員会

45 1 活火山　十勝岳 防砂・地すべり技術センター（制作）
北海道旭川土木現業所（発
行）

2004.3 片山晴夫 平成１６

収集対象資料（６）本道の教育団体の刊行資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

2 / 4 ﾍﾟｰｼﾞ



1 1 創立40周年記念　連盟史 北海道女子体育連盟 北海道女子体育連盟 1998 北海道女子体育連盟

平成１１
2 2 二十年のあゆみ

北海道公立学校事務長会20周年記
念誌編集委員会

北海道公立学校事務長会 1997 北海道公立学校事務長会

3 3 自然体験・都市体験活動のあゆみ　昭和61年度～平成10年度 北海道校外学習研究協会 1999
（財）北海小津自然体験学習
振興財団

4 1 札教研創立５０周年記念誌 子供と未来へ 札教研創立５０周年記念誌編集委員 札幌市教育研究協議会 2001 札幌市教育研究協議会 平成１３

5 1 上川教育研修センター開設３０周年記念誌　闡明
会
上川教育研修センター 上川教育研修センター 2003 上川教育研修センター

平成１５

6 2 「通学学習」事業報告書　音江まるごと生活体験「イルムの里」
深川市立音江小学校・深川市立音江
小学校PTA・北海道立青年の家

北海道立青年の家 2003 深川市立音江小学校

7 3 平成１４年度　かみかわの「連携型中高一貫教育」
[上川町立上川中学校/北海道上川
高等学校]

[上川町立上川中学校/北海
道上川高等学校]

2003 北海道上川高等学校

8 4 ２００３教育研究大会「授業の構想」
北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

2003
北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

収集対象資料（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 オホーツクの子どもたちへ
網走管内教育委員会協議会
教育長部会，網走管内社会
教育主事会

1996 網走管内社会教育主事会

平成１１
2 2 歴史と共に育つ

網走管内社会教育研究大会実行委
員会

網走管内社会教育主事会，
網走管内社会体育連絡協議
会

1994 網走管内社会教育主事会

3 3 訓子府町生涯学習推進計画　平成5年度～平成14年度
訓子府町生涯学習推進計画策定委
員会

訓子府町教育委員会 1993 訓子府町教育委員会

3 / 4 ﾍﾟｰｼﾞ



逐次刊行物
連番 年度No 誌　　　　　名 発行機関名 寄贈団体･機関等名 受入年度

1 1 研究集録 北海道東川養護学校 北海道東川養護学校

平成１１

2 2 平成7年度研究集録 網走国語教育研究会 網走国語教育研究会

3 3 平成8年度研究集録 網走国語教育研究会 網走国語教育研究会

4 4 平成9年度研究集録 網走国語教育研究会 網走国語教育研究会

5 5 第29会北海道養護教員大会報告集 北海道養護教員会釧路支部 北海道養護教員会釧路支部

6 6 函館の教育　1999 函館市教育委員会 函館市教育委員会

7 7 第34回網走地区特殊教育研究大会 網走地区特殊教育研究連盟

8 8 第34回網走地区特殊教育研究大会集録 網走地区特殊教育研究連盟

9 9 平成11年度研究紀要第19集 上川管内言語障害教育研究会
上川管内言語障害教育研究
会

10 10 会誌　平成11年度　第26号 旭川市小学校校長会 旭川市小学校校長会

11 11 研究紀要　第117号　心豊かな子どもを育てるために 三笠市教育研究所

12 12 生涯学習情報誌　まなべル　第55～67号 訓子府町教育委員会 訓子府町教育委員会

13 1 生担協
旭川中学校生徒指導担当教員協議
会

旭川中学校生徒指導担当教
員協議会

平成１２

14 2 平成11年度研究紀要 道北地区放送教育研究協議会 鷹栖町立北野小学校

15 3 研究紀要　自らひらく子供を育てる教育活動の創造
北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

16 4
研究紀要　自らひらく子供を育てる教育活動の創造 2000教育研
究大会授業の構想公開授業指導案集

北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

17 5 上川教育研修だより 上川教育研修センター 上川教育研修センター

18 6 旭川市小学校長会会報 旭川市小学校長会 旭川市小学校長会

19 7 2000(平成12)年度研究会実践報告集　原思
北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

20
1 会誌：旭川小学校長会 旭川市小学校長会

旭川市小学校長会調査広報
部

平成１３

21 2 生担協 旭川中学校生徒指導担当教員協議 同左

22 3 広報かがやき
会
上川管内教育研究会 同左

23 4 研究紀要：上川教育研修ｾﾝﾀｰ 上川教育研修ｾﾝﾀｰ 同左

24 5 研修講座開催要領 上川教育研修ｾﾝﾀｰ 同左

25 6 上川教育研修だより 上川教育研修ｾﾝﾀｰ 同左

26 7 研究紀要「礎」 北邦学園・広島いちい学園 同左

27 8 研究紀要：札幌市の実践研究      （小学校） 札幌市教育研究協議会 同左

28 9 研究紀要：札幌市の実践研究      （中学校） 札幌市教育研究協議会 同左

29 10 教育研究誌「さっぽろ」 札幌市教育研究協議会 同左

30 11 札教研会報 札幌市教育研究協議会 同左

31 12 下川町ふるさと交流館年報 下川町教育委員会 同左

32 13 研究集録：数学供育会 数学供育会 同左

33 14 北海道旭川盲学校研究紀要       （実践の歩み） 北海道旭川盲学校研究部 同左

34 15 研究実践報告集  原思
北海道教育大学教育学部附属旭川

小学校
同左

35 16
自らひらく子供を育てる教育活動の創造２００１教育研究大会授

業の構想公開授業指導案集

北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

同左

36 17 研究紀要
北海道教育大学教育学部附属旭川

中学校
同左

37 18
学習指導の実践研究   自らひらく子供を育てる教育活動の創造 北海道教育大学教育学部附属学校

園共同研究会
同左

38 19 小学校教育 北海道小学校長会 同左

39 20 会報  教育北海道 北海道小学校長会 同左

40 21 別冊  教育北海道 北海道小学校長会 同左

41 22 研究集録 北海道東川養護学校 同左

42 23 研究集録　上川の教育 上川管内教育研究会 同左

43 24 実践報告集　鑢場 北海道高等学校国語科指導研究会 同左

44 25 報告集 札幌市養護教員会 同左

45 26 研究誌　はぐくみ 札幌市養護教員会 同左

46 1 研究集録 札幌市小学校長会 同左

平成１４

47 2 研究集録 北海道東川養護学校 同左

48 3 研究集録 旭川市教育研究会算数・数学部 同左

49 4 研究紀要
北海道教育大学教育学部附属旭川
幼稚園 同左

50 5 旭川市小学校長会会報 旭川市小学校長会 同左

51 6 教育の記録 北海道旭川西高等学校教務部 同左

52 7 研究紀要
北海道教育大学教育学部附属旭川
中学校 同左

53 8 教育研究大会要項
北海道教育大学教育学部附属旭川
中学校 同左

54 9 平成13年度研究紀要第21集 上川管内言語障害教育研究会
上川管内言語障害教育研究
会

55 10 実践報告集　鑪場　第二号 北海道高等学校国語科指導研究会 旭川東高等学校　中田伸次

56 11 第32回北海道養護教員研究大会研究集録 北海道養護教員会十勝支部 北海道養護教員会十勝支部

57 12 第32回北海道養護教員研究大会報告集 北海道養護教員会十勝支部 北海道養護教員会十勝支部

58 1
学習指導の実践研究　第５０号　共立を求める子どもを育てる教
育活動の展開

北海道教育大学教育学部附属旭川
小学校

北海道教育大学教育学部附
属旭川小学校

平成１５

59 2 研究誌　No.6　知新小の性教育 旭川市立知新小学校 旭川市立知新小学校

60 3 平成１４年度研究紀要　第１６号 北海道立特殊教育センター 北海道立特殊教育センター

61 4 第３７回網走地区特殊教育研究大会集録 研究大会実行委員会編集部 網走地区特殊教育研究協議会

62 5 第３７回網走地区特殊教育研究大会 研究大会実行委員会編集部 網走地区特殊教育研究協議会

63 6 第３８回網走地区特別支援教育研究大会集録
第３８回網走地区特別支援教育研究
大会実行委員会

網走地区特別支援教育研究
連盟

64 7 第３８回網走地区特別支援教育研究大会
第３８回網走地区特別支援教育研究
大会実行委員会

網走地区特別支援教育研究
連盟

65 8 上教研情報　第２９２号 上川管内教育研究会 上川管内教育研究会
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平成１１年度～平成１6年度 累積版 北海道教育資料　受贈資料リスト       【釧路館】

収集対象資料（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 開校５０周年記念誌
白糠町立庶路中学校開校５０
周年記念事業協賛会

1997 白糠町立庶路中学校

平成１１

2 2 記念誌　風雪八十年
音別町立音別小学校開校８０
周年記念事業協賛会

1988 音別町立音別小学校

3 3 統合開校二十周年記念誌　しおさい（潮騒）
浜中町立霧多布中学校統合
開校２０周年記念協賛会

1994 浜中町立霧多布中学校

4 4 北友の波濤　開校五十周年記念誌 開校５０周年記念誌編纂委員会 開校５０周年記念事業協賛会 1999 釧路市立北中学校

5 5 二十年誌 記念誌作成部会
開校２０周年記念事業実行委
員会

1998 釧路市立美原小学校

6 6 日進の百二十年　開校百二十周年記念誌 釧路市立日進小学校 1999 釧路市立日進小学校

7 7 邂逅　足寄町立螺湾中学校記念誌
螺湾中学校記念誌発刊委員
会

1998 足寄町立螺湾中学校

8 8 感謝そして飛躍を　開校二十周年記念誌
釧路市立桜が丘中学校開校
２０周年記念事業実行委員会

1999 釧路市立桜が丘中学校

9 1 沼幌開校・開拓５５周年記念誌 沼幌開校・開拓５５周年記念協賛会 同左 1979 岩見沢分館

平成１３10 2 風雪三十年
別海町立光進小中学校開校３０周年
記念協賛会

同左 1981 岩見沢分館

11 3 三十年のあゆみ
根室市市立落石中学校開校三十周
年記念誌編集委員

同左 1978 岩見沢分館

12 1 彌栄：五十年の歩み
弥栄地域開基・開校５０周年記念実
行委員会

弥栄地域開基・開校５１周年
記念実行委員会

1998
弥栄地域開基・開校５１周年
記念実行委員会

平成１４

収集対象資料（2）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 ならの木と共に　上幌呂小中学校閉校記念誌 記念誌編集委員会
鶴居村立上幌呂小中学校
閉校記念事業実行委員会

1999 鶴居村教育委員会 平成１１

2 1

翔陽：開陽小学校開校七十周年・開陽中学校開校四十周年記念
誌

記念事業協賛会 中標津町立開陽小中学校 1989 中標津町教育委員会

平成１５

3 2
開陽：八十周年記念誌 記念誌編集部

開陽開基・開校80周年記念協
賛会

1998 中標津町教育委員会

4 3
蛍窓：上然別小学校閉校事業協賛会記念誌 閉校事業協賛会記念誌部　編集部会

上然別小学校閉校事業協賛
会

2002 音更町教育委員会

5 4
修学習業：二宮小学校開校百周年・閉校記念誌

二宮小学校開校百周年記念閉校事
業協賛会記念誌部

二宮小学校開校百周年記念
閉校事業協賛会

2002 豊頃町教育委員会０

6 5
剣の郷：清水町立旭山小学校閉校記念誌 旭山小学校閉校記念事業協賛会

旭山小学校閉校記念事業協
賛会

2000 清水町教育委員会

収集対象資料（５）本道の小・中学校ので使用された副読本
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 つるい 鶴居村教育委員会 不明
鶴居村教育委員会

平成１１

2 2 つるい　資料集 鶴居村教育委員会 不明

3 3 新得　きょう土読本　４年 新得町教育研究所 新得町教育委員会 1996

新得町教育委員会4 4 しんとく  きょう土読本　３年 新得町教育研究所 新得町教育委員会 1996

5 5 おもいやり　福祉読本 新得町教育研究所 新得町 1993

6 1 さらべつ３年：小学校郷土読本 更別村教育委員会 更別村教育委員会 2002

更別村教育委員会

平成１４

7 2 さらべつ４年：小学校郷土読本 更別村教育委員会 更別村教育委員会 2002

8 3 なかさつない：社会科副読本　　　３・４年生　上 中札内村教育委員会 中札内村教育委員会 2002
中札内村教育委員会

9 4 なかさつない：社会科副読本　　　３・４年生　下 中札内村教育委員会 中札内村教育委員会 2002

10 5 しみず：小学校社会科副読本　　　３・４年生　上 清水町教育委員会 清水町教育委員会 2002
清水町教育委員会

11 6 しみず：小学校社会科副読本　　　３・４年生　下 清水町教育委員会 清水町教育委員会 2002

12 7 かみしほろ：社会科副読本 上士幌町教育委員会 上士幌町教育委員会 1997
上士幌町教育委員会

13 8 かみしほろ：社会科副読本資料集 上士幌町教育委員会 上士幌町教育委員会 2001

14 9 釧路町：３・４年社会科郷土読本　上 釧路町教育委員会 釧路町教育委員会 2002
釧路町教育委員会

15 10 釧路町：３・４年社会科郷土読本　下 釧路町教育委員会 釧路町教育委員会 2002

16 11 ひろお：地域学習書　３・４年生用　　上 広尾町教育委員会 広尾町教育委員会 2002
広尾町教育委員会

17 12 ひろお：地域学習書　３・４年生用　下 広尾町教育委員会 広尾町教育委員会 2002

18 13 あかん：社会科副読本 阿寒町教育委員会 阿寒町教育委員会 2002 阿寒町教育委員会

19 14 しほろ 士幌町教育委員会 士幌町教育委員会 2002 士幌町教育委員会

20 15 しかおい：社会科副読本 鹿追町教育委員会 鹿追町教育委員会 2002 鹿追町教育委員会

21 16 ほんべつ：地域学習書　３年生用 本別町教育委員会 本別町教育委員会 2002
本別町教育委員会

22 17 ほんべつ：地域学習書　４年生用 本別町教育委員会 本別町教育委員会 2002

23 18 おとふけ：小学校社会科副読本３・４年生用 音更町教育委員会 音更町教育委員会 2002 音更町教育委員会

24 19 まくべつ：３・４年生社会科副読本 幕別町教育委員会 幕別町教育委員会 2002 幕別町教育委員会

25 20 おびひろ：小学校社会科副読本３・４年生　上 帯広市教育委員会 帯広市教育委員会 2002
帯広市教育委員会

26 21 おびひろ：小学校社会科副読本３・４年生　下 帯広市教育委員会 帯広市教育委員会 2002

27 22 あっけし：社会科郷土読本 厚岸町教育委員会 厚岸町教育委員会 2002 厚岸町教育委員会

28 23 たいき：小学校社会科副読本 大樹町教育委員会 大樹町教育委員会 2002 大樹町教育委員会

29 24 てしかが：社会科副読本 弟子屈町教育委員会 弟子屈町教育委員会 2002 弟子屈町教育委員会

30 25 ちゅうるい：小学校社会科副読本　新版 忠類村教育委員会 忠類村教育委員会 2002 忠類村教育委員会

31 26 あしょろ：社会科郷土読本　　　　　教師用指導書 足寄町教育委員会 足寄町教育委員会 2002 足寄町教育委員会

32 27 はまなか　　７訂版 浜中町教育委員会 浜中町教育委員会 2002 浜中町教育委員会

33 1 しらぬか 白糠町社会科副読本編集委員会 白糠町教育委員会 2003 白糠町教育委員会 平成１５
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収集対象資料（６）本道の教育団体の刊行資料
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 拓　：　二十五周年記念誌 釧路市学校図書館協会 1999 釧路市学校図書館協会

平成１１
2 2 二十年のあゆみ

北海道公立学校事務長会２０周年記
念誌編集委員会

北海道公立学校事務長会 1997 北海道公立学校事務長会

3 1 教育標別 標津町教育研究所 標津町教育研究所 2000 標津町教育研究所

平成１２
4 2

阿寒町社会教育中期計画書
阿寒町教育委員会生涯教育課 阿寒町教育委員会 2000 阿寒町教育委員会

（平成１２年度～１６年度）

5 1 総合的な学習の時間にかかわる「調べ学習」ハンドブック 十勝教育研究所 同左 2001.3 十勝教育研究所

6 2
児童生徒の主体的な学びを創造し知の総合化を目指す学習指
導の研究

十勝教育研究所 同左 2001.3 十勝教育研究所

平成１３

7 3 教育実践研究論文集 十勝教育研究所 同左 2001.3 十勝教育研究所

8 4 基礎・基本を身につける学習指導の研究 十勝教育研究所 同左 2001.3 十勝教育研究所

9 5 教育実践レポート集 釧路教育研究センター 同左 2001.6 釧路教育研究センター

10 6 べっかい：教育のあらまし２００１年度 別海町教育委員会 同左 2001.6 別海町教育委員会

11 7 釧路市学校経営研究会研究集録
釧路市小中学校校長会釧路市小中
学校教頭会

同左 2002.2
釧路市小中学校校長会釧路
市小中学校教頭会

12 1 教育標津 標津町教育研究所 標津町教育研究所 [2002] 標津町教育研究所

平成１４13 2 「生きる力」を育む教育課程の編成－特色ある学校づくりを目指
して－

釧路市教育委員会指導主事室 釧路市教育委員会
2002

釧路市教育委員会

14 3 釧路市の教育 釧路市教育委員会 釧路市教育委員会 2001 釧路市教育委員会

15 1 特色ある教育課程づくり実践資料集 釧路市教育委員会指導主事室 釧路市教育委員会 2003 釧路市教育委員会 平成１５

16 1 特別支援教育の在り方について 十勝教育研究所 十勝教育研究所 2004 十勝教育研究所 平成１６

収集対象資料（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 鶴居村生涯学習推進計画 鶴居村 1996 鶴居村教育委員会
平成１１年

2 2 弟子屈町　社会教育中期計画書　平成９年度～平成１３年度 弟子屈町教育委員会生涯学習課 弟子屈町教育委員会 1997 弟子屈町教育委員会

逐次刊行物
連番 年度No 誌　　　　　名 発行機関名 寄贈団体･機関等名 受入年度

1 1 研究集録 釧路地方社会科教育研究会 同左

平成１１年
2 2 会報教育北海道 北海道小学校長会

北海道小学校長会
3 3 小学校教育 北海道小学校長会

4 4 第５４回北海道社会科教育研究大会釧路大会要項・研究紀要 釧路地方社会科教育研究会 同左

5 1 しべつ教育 標津町教育研究所 同左 平成１２年

6 1 十勝教育研究 十勝教育研究所 同左 平成１３年

7 1 研究紀要 釧路教育研究センター 同左

平成１４年

8 2 研究紀要 十勝教育研究所

十勝教育研究所9 3 教育研究資料目録 十勝教育研究所

10 4 教育実践研究論文集 十勝教育研究所

11 5 べっかい教育のあらまし 別海町教育委員会 同左

12 1
釧路市学校経営研究会研究集録

釧路市小中学校校長会　　　釧路市
小中学校教頭会

釧路市学校経営研究会

平成１５13 2 活動プログラム集 北海道立厚岸少年自然の家 北海道立厚岸少年自然の家

14 3 教育行政方針 釧路市教育委員会 釧路市教育委員会

15 4 研究集録 標津町立薫別小中学校 標津町立薫別小中学校
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会

平成１１年度～平成１6年度 累積版 北海道教育資料　受贈資料リスト       【岩見沢館】

収集対象資料（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 開校３０周年記念誌　しみず 創立３０周年実行委員会編 苫小牧市立清水小学校 1994 出版者

平成１１

2 2 開校５０周年記念誌 美唄市立茶志内中学校　　　　 　 出版者

3 3 開校８０周年記念誌　天沢 室蘭市立天沢小学校 1997 出版者

4 4 開校４５周年　統合２０周年記念誌　拠てん 深川市立多度志中学校 　　　　　　　 出版者

5 5 開校５０周年記念誌　おいわけ  追分町立追分中学校 1997 出版者

6 6 開校５０周年記念誌　連丘 開校５０周年協賛会事業部 長沼町立中央長沼中学校 1997 出版者

7 7 開校５０周年記念誌　有緑珠海 伊達市立有珠中学校 1998 出版者

8 8 ５０年史 ５０年史作成委員会 北海道立教育研究所 1999 出版者

9 9 ５０年史 ５０年史編集委員会 北海道書道教育連盟 1998 出版者

10 10 ２０年のあゆみ ２０周年記念誌編集委員会 北海道公立学校事務長会 1998 出版者

11 11 開校９０周年記念誌　成徳 開校９０周年協賛会事業部 室蘭市立成徳中学校 1999 出版者

12 12 ５０周年記念誌　さゆらぎ 　 美唄市立南美唄中学校 1998 出版者

13 13 開校５０周年記念誌　半世紀の扉を叩いて 赤平市立赤平中学校 1998 出版者

14 14 開校４０周年記念誌 ４０周年記念協賛会事業部 赤平市立平岸中学校 1995 出版者

15 15 開校６０周年記念誌　年輪 赤平市立赤間小学校 1999 出版者

16 16 開校９０周年記念誌　希求 赤平市立茂尻小学校 1991 出版者

17 17 開校１００周年記念誌　明日へ 　 赤平市立百戸小学校 1998 出版者

18 18 開校２０周年記念誌　澄心 開校２０周年記念協賛会事業部 赤平市立中央中学校 1996 出版者

19 19 開校５０周年記念誌　茂尻 赤平市立茂尻中学校 1997 出版者

20 20 教育開始９７周年　開校６０周年記念誌　ひらぎし 赤平市立平岸小学校 1993 出版者

21 21 開校５０周年記念誌　仰望 赤平市立豊里小学校 1989 出版者

22 22 開校１００周年記念誌　 赤平市立赤平小学校 1999 出版者

23 23 開校５０周年九年誌 開校５０周年記念協賛会 赤平市立住友赤平小学校 1991 出版者

24 24 開校８０周年記念誌　輝く伝統未来につなぐ 深川市立北新小学校 1997 出版者

25 25 青年学校抄史　卒業５５周年記念誌 卒業５５周年記念誌編集委員会 北海道青年師範学校第一期 1999 出版者

26 26 研究紀要 岩見沢市立メープル小学校 1999 出版者

27 27 学習指導案 岩見沢市立メープル小学校 1999 出版者

28 28 ワークショップ資料集 岩見沢市立メープル小学校 1999 出版者

29 29 研究大会開催要項 岩見沢市立メープル小学校 1999 出版者

30 1 開校80周年記念誌 輝く伝統未来につなぐ 深川市立北新小学校 著者 1997 渡辺守夫 平成１２

31 1 大地の稔り　創立全日制８０周年定時制６０周年記念誌 岩見沢東高等学校 著者 2002 岩見沢東高等学校 平成１４

収集対象資料（2）本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 閉校記念協賛会記念誌　かしま 夕張市立鹿島小学校 著者 1997 渡辺守夫 平成１２

2 1 閉校記念誌　群遊 大滝村立北湯沢小学校 大滝村立北湯沢小学校 2003 編者

平成１５

3 2 森野小中学校閉校記念誌　森野 白老町立森野小中学校 白老町立森野小中学校 2003 編者

4 3 閉校記念誌　ありがとうみんなの学校 大滝村立大滝小学校 大滝村立大滝小学校 2003 編者

5 4 閉校記念誌　東園 室蘭市立東園小学校 室蘭市立東園小学校 2003 編者

6 5 開校60周年　閉校記念誌　大和 室蘭市立大和小学校 室蘭市立大和小学校 2003 編者

7 6 けりまい川　三石第二中学校閉校記念誌 三石第二中学校閉校式実行委員会 三石町立三石第二中学校 2003 編者

8 7 道程　三石第一中学校閉校記念誌 三石第一中学校PTA 三石町立三石第一中学校 2003 編者

収集対象資料（５）本道の小・中学校ので使用された副読本
連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 小学校社会科副読本　あかびら 赤平市教育委員会 1996 出版者
平成１１

2 2 小学校社会科副読本　ふかがわ 深川市教育委員会 1996 出版者

3 1 小学校社会科副読本　秩父別 秩父別町教育委員会 著者 1999 秩父別町教育委員会

平成１４

4 2 小学校社会科副読本　ながぬま 長沼町教育委員会 著者 1998 長沼町教育委員会

5 3 小学校社会科副読本　はやきた 早来町教育委員会 著者 2002 早来町教育委員会

6 4 小学校社会科副読本　月形 月形町教育委員会 著者 2002 月形町教育委員会

7 5 小学校社会科副読本　わたしたちの由仁 由仁町教育委員会 著者 1994 由仁町教育委員会

8 6 社会科副読本　三年生用　みついし 三石町教育委員会 著者 2002 三石町教育委員会

9 7 小学校社会科副読本　第３・４学年用　のびゆく苫小牧 苫小牧市教育委員会 著者 2002 苫小牧市教育委員会

10 8 小学校社会科副読本　わたしたちの沼田 沼田町教育委員会 著者 2002 沼田町教育委員会

11 9 わたしたちの村　しんしのつ 新篠津村教育委員会 著者 2002 新篠津村教育委員会

12 10 社会科副読本　えりも えりも町教育委員会 著者 2002 えりも町教育委員会

13 11 社会科副読本　むかわ　資料編・基本編 鵡川町教育委員会 著者 2002 鵡川町教育委員会

14 12 社会科副読本　そうべつ 壮瞥町教育委員会 著者 2000 壮瞥町教育委員会

15 13 小学校社会科副読本　もせうし 妹背牛町教育委員会 著者 1999 妹背牛町教育委員会

16 14 小学校第３学年社会科副読本　わたしたちの室蘭 室蘭市教育委員会 著者 1999 室蘭市教育委員会

17 15 わたしたちの村　にいかっぷ 新冠町教育委員会 著者 2002 新冠町教育委員会

18 16 小学校社会科伊達市郷土読本　だて 伊達市教育委員会 著者 2002 伊達市教育委員会

19 17 社会科副読本　ないえ 奈井江町教育委員会 著者 1996 奈井江町教育委員会

20 18 小学校社会科副読本　わたしたちの三笠 三笠市教育委員会 著者 2002 三笠市教育委員会

21 19 社会科郷土読本　ひだか 日高町教育委員会 著者 1997 日高町教育委員会

22 20 社会科副読本　あぶた 虻田町教育委員会 著者 2001 虻田町教育委員会

23 1 社会科副読本　いわみざわ 岩見沢市教育研究所 岩見沢市教育委員会 2003 編者
平成１５

24 2 社会科副読本　すながわ 砂川市教育委員会 砂川市教育委員会 2003 編者
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収集対象資料（６）本道の教育団体の刊行資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 創立50周年記念誌　飛翔 岩見沢市体育協会 著者 1998 渡辺守夫
平成１２

2 2 創立50周年記念「展」 岩見沢市立教育研究所 著者 2000 著者

収集対象資料（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料

連番 年度No 書　　　名 著（編）者 出版者 出版年 寄贈団体・機関等名 受入年度

1 1 調査報告書　 空知生涯学習研究会 1998 出版者
平成１１

2 2 深川市生涯学習推進基本構想　こころ豊かに 深川市生涯学習推進本部　 1997 出版者

3 1 第１期長沼町生涯学習推進計画　基本構想編・基本計画編 長沼町・長沼町生涯学習推進本部 著者 2002.3 長沼町社会教育課社会教育
係

平成１３
4 2 第１期長沼町生涯学習推進計画　事業実施計画編 長沼町・長沼町生涯学習推進本部 著者 2002.3

逐次刊行物
連番 年度No 誌　　　　　名 発行機関名 寄贈団体･機関等名 受入年度

1 1 教育　ほっかいどう 北海道教育委員会 同左

平成１１

2 2 研究紀要 北海道立教育研究所 同左

3 3 北海道教育 北海道立教育研究所 同左

4 4 特殊教育　ほっかいどう 北海道立特殊教育センター 同左

5 5 北海道立理科教育センターだより 北海道立理科教育センター 同左

6 6 研修空知 空知教育研修センター 同左

7 7 所報　いわみざわ 岩見沢教育研究所 同左

8 8 短信　ひろがり 岩見沢教育研究所 同左

9 9 教育三笠　研究所だより 三笠教育研究所 同左

10 10 所報　 江別教育研究所 同左

11 11 サイロ サイロの会 同左

12 12 とよともの民話　第１３集 北海道豊富高等学校郷土研究部 同左

13 13 教育北海道 北海道小学校長会 同左

14 14 札教研会報 札幌市教育研究協議会 同左

15 15 教育研究誌さっぽろ 札幌市教育研究協議会 同左

16 16 研究紀要札幌市の実践研究（小学校）（中学校） 札幌市教育研究協議会 同左

17 17 機関誌　いぶり体協　第１５号 胆振館内体育協会連絡協議会 同左

18 18 いっしょにイ・ク・ジ　　子育て情報２１ 三笠市教育研究所 同左

19 19 所報　研究所だより　第１３８号 三笠市教育研究所 同左

20 20 研究紀要　第１１７号 三笠市教育研究所 同左

21 21 平成９年度空知生涯学習研究会　集録１号 空知生涯学習研究会 同左

22 22 平成１０年度空知生涯学習研究会　集録２号 空知生涯学習研究会 同左

23 23 調査資料　平成９年度 空知生涯学習研究会 同左

24 1 小樽市教育研究所報　環流 小樽市教育研究所 同左

平成１２

25 2 研究紀要 北海道立教育研究所 同左

26 3 研究紀要 北海道立特殊教育センター 同左

27 4 研修事業案内 北海道立特殊教育センター 同左

28 5 研究紀要 小樽市教育研究所 同左

29 6 研修講座開催要項 空知教育研修センター 同左

30 7 研究紀要　研修空知 空知教育研修センター 同左

31 1 いぶり体教 胆振館内体育協会連絡協議会 同左 平成１３

32 1 苫小牧市の教育　 苫小牧市教育委員会

平成１４
33 2 北光　44号 北海道岩見沢農業高等学校生徒会

34 3 辛夷　第10号 北海道岩見沢農業高等学校

35 4 研究紀要 三笠市教育研究所
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和

和

平成１１～１６年度 購入希望教科書受入状況 平成１７年４月１日作成

連番 年度no 書                                 名 著(編）          者 発  行  年 発  行  所 受入年度 申込館

1 1 北海道小学唱歌　尋常一学年 昭和５年 京文社、北海出版社 平成１１年度 中央館

2 2 日本地誌略　四[北海道・琉球]４ 師範学校編輯 明治１０年 文部省 平成１１年度 中央館

3 3 北海道小学読本　尋常六年上巻 北海道小学校長会編 昭和１４年 日本教育出版社 平成１１年度 中央館

4 4 北海道小学読本　尋常五年上巻 北海道小学校長会編 昭和１２年 日本教育出版社 平成１１年度 中央館

5～6 5～6 北海道女子青年家庭科教本　全２冊 昭和２７年 北海道聯合教育会 平成１１年度 中央館

7 7 小学社会科副読本　北海道の歴史と政治　６年用 北海道社会科教科書編著 昭和３５年 北海教育評論社 平成１１年度 中央館

8～14 8～14 高等小学　読書教本　１～４、６～８巻 今泉之介・須永和三郎編 明治２９年 普及社 平成１１年度 中央館

15 15 高等小学　日本歴史　巻一 文部省 明治４４年 平成１１年度 中央館

16 16 四訂女子中等西洋歴史 昭和１１年 三省堂 平成１１年度 中央館

17 17 高等小学地理書　巻二　児童用 文部省 大正元年 平成１１年度 中央館

18～21 18～21 人体教科書　４冊 明治９年 平成１１年度 中央館

22～27 22～27 帝國毛筆新画帖　後篇６巻 川端玉章　編画 明治２８年 三省堂 平成１１年度 中央館

28～29 28～29 高等小学毛筆画手本　女生用第二学年甲乙二冊 白浜・小山 明治３８年 文部省 平成１１年度 中央館

30 30 幼学綱要読本 黒川和可　編 昭和１１年 皇訓成美会 平成１１年度 中央館

31 31 オルガン教科書　全 中田章　編 昭和１０年 共益商社書店 平成１１年度 中央館

32～33 32～33 高等小学国史　上下巻 文部省 昭和２年 平成１１年度 中央館

34 34 文部省国民学校教則案説明要領及び解説 日本放送協会編 昭和１５年 平成１１年度 旭川分館

35～71 35～71
文部省著作「国語教科書」（18冊）「暫定教科書・国民学

中村紀久二　監修 昭和５９年 大空社 平成１１年度 旭川分館
校用」（１６冊）「戦後教科書」（３冊）　復刻版

72～83 72～83 尋常小学校国語読本　大正時代　全１２冊 ノーベル書房 平成１１年度 旭川分館

84～91 84～91 尋常小学読本　全８巻　原刊昭２７ 文部省 平成１１年度 旭川分館

92 92 青年学校教練教科書　小型本 陸軍省編 昭和１７年 平成１１年度 旭川分館

93～97 93～97 興国実業読本　全５冊 玉井幸助 昭13～16 平成１１年度 旭川分館

98 1 高等小学地理書　巻一　児童用 文部省 大正７年 平成１２年度 中央館

99～100 2～3 初等化裁縫　中・下　教師用 昭和１８年 東京書籍 平成１２年度 中央館

101～102 4～5 初等化裁縫　中・下　 東京書籍 平成１２年度 中央館

103～108 6～11 児童唱歌　尋常科第１～６学年用　訂正再版 昭和１０年 音楽教育書出版協会 平成１２年度 中央館

109～112 12～15 エノホン　１～４ 昭和１６年 東京書籍 平成１２年度 中央館

113～118 16～21 尋常小学唱歌　第１～６学年用 明治４４～昭 大日本図書 平成１２年度 中央館

119～122 22～25 初等科音楽　１～４ 昭和１７～昭 東京書籍 平成１２年度 中央館

123～126 26～29 日本女子修身訓  １－４（全４冊） 日下部三之助編 明治２６ 平成１２年度 中央館

127～130 30～33 明治修身書  尋常小学校生徒用 １－４（全４冊） 峰是三郎編纂 明治２６ 平成１２年度 中央館

131 34 箱館往来  寺子教育研究資料往来物類聚目録 榎本 岸本稲厳 昭和２ 平成１２年度 中央館

132～134 35～37 実験日本修身書 上・中・下 尋常小学教師用（全３冊） 渡辺 政春 明治２６ 平成１２年度 中央館

135～138 38～41 実験日本修身書 １－４  高等小学教師用（全４冊） 明治２６ 金港堂 平成１２年度 中央館

139～141 42～44 小学唱歌集 初編、二編、三編（全３冊） 文部省音楽取調掛 明治２２ 文部省 平成１２年度 中央館

142～143 45～46 中等音楽１－３（全２冊） 文部省 昭和２２ 文部省 平成１２年度 中央館

144 47 初等科工作 二 （男子用） 昭和１７ 日本書籍 平成１２年度 中央館

145 48 小学日本歴史 三 文部省 明治３８ 平成１２年度 中央館

146 49 初等科算数  ３ 昭和１７ 東京書籍 平成１２年度 中央館

147 50 後志地理読本  附北海道地理 北海道教育研究会 昭和１０ 平成１２年度 中央館

148～157 51～60 中学新国文  （全１０冊） 大島・黒羽 大正１５ 平成１２年度 函館分館

158～161 61～64 修訂小学読本 １－４  （全４冊） 明治３４ 金港書籍 平成１２年度 函館分館

162～166 65～69 国語正読本  （全５冊） 国語漢文研究会 大正１３ 平成１２年度 函館分館

167～174 70～77
国文読本  前篇３冊、後篇３冊、男子短期⑤、高等科

信濃教育会 昭和８ 平成１２年度 函館分館
（全８冊）

175～182 78～85 国語読本  高等小学校用 訂正再版 （全８冊） 明治３３ 富山房 平成１２年度 函館分館

183～187 86～90 女子皇国新読本 ２－６  （全５冊） 山岸・岩田 昭和１３ 平成１２年度 函館分館

188～193 91～96 中学国文読本 巻１－６  （全６冊） 弘文館編纂 明治３５ 平成１２年度 函館分館

194 97 小学武道読本 塩谷・三橋 昭和１５ 平成１２年度 旭川分館

195 98 学校薙刀道 園部ひでを・園部繁八 昭和１５ 平成１２年度 旭川分館

196 99 時局即応尋一運動会新資料  尋常一学習指導付録 昭和１３ 平成１２年度 旭川分館

197 100 決戦体力の目標 柳澤利喜雄 昭和１９ 平成１２年度 旭川分館

198 101 国民練成縄とび運動 浅川 正一 昭和１８ 平成１２年度 旭川分館

199 102 天美矛体操 安藤 昭和１６ 平成１２年度 旭川分館

200 103 愛国水練 外山高一 昭和１５ 平成１２年度 旭川分館

201 104 国民戦技武道読本 厚生省監修・旺文社編 昭和２０ 平成１２年度 旭川分館

202～206 1～5 瓜生氏 日本国尽  全５冊 明治５ 平成１３年度 中央館

207 6 図学新教科書  壱 岡田秀  他 大正４ 興文社 平成１３年度 中央館

208 7 昭和女子修身訓  四  小西重直 昭和６ 金港堂書店 平成１３年度 中央館

209 8 女子新修身書  巻二（第二修正版） 下田次郎 昭和２ 東京開成社 平成１３年度 中央館

210 9 新制 女子物理教科書 野田貞 昭和２ 東京開成社 平成１３年度 中央館

211 10 女子理科動物学教科書 三宅騎一 大正１４ 明治書院 平成１３年度 中央館

212～213 11～12 家事新教科書  上・下巻 石澤吉麿 昭和２ 集成堂 平成１３年度 中央館

214 13 女子小学文範  巻の五 三尾重定 明治１６ 平成１３年度 中央館

215 14 尋常小学唱歌  第５学年用 文部省 大正２ 平成１３年度 中央館

216 15 札幌市地理読本 昭和４ 札幌市教育会 平成１３年度 中央館

217 16 札幌市地理読本 昭和８ 札幌市教育会 平成１３年度 中央館

218 17 北海道郷土地理  第一輯 昭和１１ 北海道教育研究会 平成１３年度 中央館

219～228 18～27 在満日本人用教科書集成  全１０巻 磯田一雄  他 平成１２ 柏書房 平成１３年度 岩見沢分館

229 28 音楽 ２ 中等学校男子用（墨塗り教科書） 昭和１９ 中等学校教科書KK 平成１３年度 釧路分館

230 29 中学国文教科書 巻二  和装本 昭和１３ 光風館書店 平成１３年度 釧路分館

231 30 音楽 Ⅱ 昭和２３ 中等学校教科書KK 平成１３年度 釧路分館

232 31 音楽 Ⅲ 昭和２３ 中等学校教科書KK 平成１３年度 釧路分館

233 32 中等国語 三（２） 文部省 昭和２３ 中等学校教科書KK 平成１３年度 函館分館

234 33 中等国語 二（２） 文部省 昭和２３ 平成１３年度 函館分館

235 34 高等国語 二 上下 文部省 昭和２３ 平成１３年度 函館分館

236 35 中等国文読本 巻７ 国学院編集部／文部省 明治３７ 平成１３年度 函館分館

237 36 帝国中学読本 十巻 池邊義象 明治４０ 平成１３年度 函館分館
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238～239 37～38 中学国語 二  上下２冊 能勢朝次／文部省 昭和２４ 平成１３年度 函館分館

240 39 中等国文 三 文部省 昭和１９ 中等学校教科書KK 平成１３年度 函館分館

241 40 中等漢文教科書 巻三 和装 ５７丁 国語漢文研究会編／文部省 明治３６ 平成１３年度 函館分館

242 41 国文新読本  巻三（改訂版） 藤村作／島津久基編 大正１４ 平成１３年度 函館分館

243 42 改訂 中等国語教科書 巻八 吉澤義則編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

244 43 改訂 中等国語教科書 巻九 吉澤義則編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

245 44 改訂 中等国語教科書 巻一 吉澤義則編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

246 45 改訂 中等国語教科書 巻五 吉澤義則編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

247 46 最新国文読本 巻十 佐々木・武田編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

248 47 改訂 中等国語教科書 巻七 吉澤義則編 大正１２ 平成１３年度 函館分館

249 48 最新国文読本 巻七 佐々木・武田編 昭和８ 平成１３年度 函館分館

250～251 49～50 尋常小学国史 昭和前期  上下巻（復刻版） 文部省 昭和４５ ノーベル書房 平成１３年度 旭川分館

252～257 51～56 尋常小学修身書  昭和編  全６冊 文部省 昭和４５ 池田書店 平成１３年度 旭川分館

258 57 新訂  尋常小学唱歌  全６学年 文部省 昭和４５ 平成１３年度 旭川分館

259 58 尋一新算術指導要領  下 竹村勝人 昭和１１ 平成１３年度 旭川分館

260 59 国民学校体錬科授業要領並ニ実施細目 文部省 昭和１７ 平成１３年度 旭川分館

261 １ 北海道小学読本（尋常二年下巻） 北海道小学校長会編　 昭和１５ 日本教育出版社 平成１４年度 中央館

262～263 ２～３ 北海道小学読本（三年上・下巻）　全２冊 北海道小学校長会編　 昭和１３ 日本教育出版社 平成１４年度 中央館

264～265 4～５ 北海道小学読本（尋常四年上・下巻）全２冊 北海道小学校長会編　 昭和１４ 日本教育出版社 平成１４年度 中央館

266 6 修身小学読本　巻之三 池田観纂述　　　　　　　 明治１４ 東崖堂 平成１４年度 中央館

267～275 7～15
女子国文教科書　巻１～５，７～８（６欠）　　　上級用上、下巻（全
９冊）

佐々政一編　　　　　　　 大正６ 光風館 平成１４年度 中央館

276～277 16～17 尋常小学理科書　５，６学年用　児童用各１冊 明治４５ 文部省 平成１４年度 中央館

278 18 高等女学校　楽典教科書　四訂 楽書刊行会編　         昭和６ 高井楽器店 平成１４年度 中央館

279～280 19～20 中学音楽　Ⅰ、Ⅲ　　　　　　　　　　　　　各１冊 武蔵野音楽学校編　　 昭和２３ 春陽堂 平成１４年度 中央館

281 21 われらの音楽　中学２年 昭和２４ 日本教育図書 平成１４年度 中央館

282 22 校正小学人體問答　　（上田文斎） 明治９ 平成１４年度 中央館

283 23 校正小学人體問答　二篇　（上田文斎） 明治９ 平成１４年度 岩見沢分館

284 24 教師必携詳註小学入門　（榊原芳野） 明治１０ 平成１４年度 岩見沢分館

285～290 25～30 日本読本　１～６巻　全６冊　（新保磐次） 明治２０ 金港堂書籍 平成１４年度 岩見沢分館

291～293 31～33 算法通書　嘉永7年　上・中・下巻　全３冊　（古谷定吉） 嘉永７ 平成１４年度 岩見沢分館

294 34 最新師範東洋史　修正版　（有高巌） 昭和１６ 平成１４年度 岩見沢分館

295 35 改訂女子園藝教科書　（佐々木祐太郎） 昭和３ 平成１４年度 岩見沢分館

296 36 国定小学算術問答　高等科第一学年児童用 大正２ 田中宋栄堂 平成１４年度 岩見沢分館

297 37 国定小学算術問答　高等科第二学年児童用 大正４ 田中宋栄堂 平成１４年度 岩見沢分館

298～299 1～ 2 新体　読方書　巻一の下、巻二の上 石川治兵衛 明20 〃 平成１5年度 岩見沢分館

300 3 小学新算術の編纂趣旨　尋常一学年用　上下 明治図書 昭13 太郎舎 平成１5年度 岩見沢分館

301～303 4～6 現代裁縫教科書　全３冊 東京開成館 昭2 〃 平成１5年度 岩見沢分館

304 7 報徳教え草 遠江国報徳社 明36 文遊舎 平成１5年度 岩見沢分館

305 8 師範学校教科用書　内国教育史要 普及舎 明26 〃 平成１5年度 岩見沢分館

306～309 9～12 小学外国地誌　全 金港堂書籍 明33 古書ふみくら 平成１5年度 岩見沢分館

310～313 13～16 小学理科新書　甲種　巻の１～４ 集英堂 明26 〃 平成１5年度 岩見沢分館

314～315 17～18 女子　美育教典　創作一般　１～３ 晩成處 明26 〃 平成１5年度 岩見沢分館

316～318 19～21 明治理科書　１上下、２上 文学社編集所 明25 〃 平成１5年度 岩見沢分館

319～320 22～23 新定理科書　１～２ 文学社 明27 〃 平成１5年度 岩見沢分館

321 24 小学内国史　甲種　巻１ 金港堂書籍 明34 〃 平成１5年度 岩見沢分館

322 25 小学内国史補習 金港堂書籍 明34 〃 平成１5年度 岩見沢分館

323～328 26～31
日本語教科書ー日本の英領マラヤ・シンガポール占領期(1941～
45)ー　　全６巻（復刻版）

龍渓書舎 昭16 弘栄堂 平成１5年度 釧路分館

329～330 32～33 小学校内容改善に関する実地研究　正・続（目黒書店） 大2 杉原書店 平成１5年度 旭川分館

331 34 理科入門巻二 松本駒次郎 明２０ すかぶら堂書店　　 平成１5年度 中央館

332 35 理科入門巻五 松本駒次郎 明２０ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

333 36 理科入門巻六 松本駒次郎 明２０ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

334 37 尋常小学国語書キ方手本　第三学年用 上下 文部省（大阪書籍） 大９ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

335 38 尋常小学国語書キ方手本　第四学年用 上 文部省 大９ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

336 39 高等小学毛筆画帖　男生用第一学年 文部省 明４３ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

337 40 尋常小学毛筆画帖　第六学年男性用 文部省 明４３ すかぶら堂書店 平成１5年度 中央館

338 41 理科入門巻一 金港堂 明２４ ふくべ書房 平成１5年度 中央館

339 42 新体　読方書　巻三の上 石川治兵衛 明２０ キリン書房 平成１5年度 中央館

340～343 1～4 大日本小学校教科書総覧　第1.2.3.6巻 小教編纂所 昭７ 小教編纂所 平成16年度 岩見沢館

344～346 5～7 数学三千五百題　３冊綴　 児島榮太郎 明２１ 濱本伊三郎 平成16年度 岩見沢館

347 8 中等教育にほんれきし地図 佐藤小吉 明４１ 大日本図書 平成16年度 岩見沢館

348 9 中等教育作法教科書 作法研究会 大４ 作法研究会 平成16年度 岩見沢館

349 10 習字科教師 平岩高暉 明３１ 東京堂 平成16年度 岩見沢館

350 11 女子用往来刊本総目録　 小泉吉永 平８ 大空社 平成16年度 岩見沢館

351 12 正則ニューナショナル第一リーダー獨案内 鈴鹿保家 明１９ 同盟館 平成16年度 岩見沢館

352～358 13～19 「満州」植民地日本語教科書集成　全７巻 緑蔭書房 平１４ 緑蔭書房 平成16年度 釧路館

359 20 小学算術（高等科巻四） 学海指針社 明３３ 学海指針社 平成16年度 札幌館

360 21 富山房中等教科書一覧 富山房 昭１５ 富山房 平成16年度 札幌館

361 22 女子新修身「備考」巻１ 服部宇之吉 昭３ 金港堂 平成16年度 札幌館

362 23 新定女子修身　四年制用 篠原助市 昭１２ 三省堂 平成16年度 札幌館
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第Ⅱ期北海道教育資料収集整備計画書

北海道教育大学附属図書館

【 】は じ め に
「北海道教育資料収集整備計画」は、昭和５３年から実施され、以来今日までおおよそ

２０年間にわたり、全学五館の共同事業として続けられてきました （以下この期間に。
おける計画を「第Ⅰ期計画」という ）。

第Ⅰ期計画の成果は、平成１０年１１月「北海道教育資料収集整備事業実施報告書－
北海道教育大学附属図書館自己点検・評価資料－ （以下「報告書」という ）としてま」 。
とめ公表しました。

この２０年間、第Ⅰ期計画は、決して開始当初の計画どうりに続けられてきたとは言
。 、 、 、えません 例えば 収集の範囲が広すぎたため 収集することに無理が生じてきたこと

そして収集した資料の整理・運用等の面で手がまわらなくなってきたこと、また全館的
な収集態勢が維持できなくなってきたこと、ひとつの柱であった戦前・戦中の貴重資料
の収集のペースが落ちてきたこと、等々の状況の変化があげられます。

一方、図書館業務も開始当時の手書きによるカードも目録の作成から、現在は電算シ
ステムによる情報の処理と変化してきており、収集資料のデータベースの構築が可能と
なっております。

こういった状況をかんがみ、平成１０年度第４回図書館運営委員会で、この収集整備
計画の収集対象資料、推進態勢等の見直しを決定し、第Ⅱ期の収集整備計画を策定する
こととしました。

【 資 料 の 収 集 】
１ 収集対象資料

第Ⅰ期計画において企図した網羅的な収集は、人的な要件、日常業務の増大等で事実
上対応が困難となったことで、収集対象資料を次の７項目とする。

なお、教育関係諸機関・団体の研究紀要・報告書等は、北海道立教育研究所が収集・
整理し関係者の利用に供しているので、収集の対象から外した。

（１）本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類には、個々の学校の運営や指導方針、時の教

育政策への対応、指導方法・授業方法、そして学校内での児童生徒や教職員の生活、ま
た地域社会とのかかわり等が記述されており、特に本資料類の殆どに記載されている

「年表」または「あゆみ」等は教育実践の歴史的事実を提供している。
本資料類は、第Ⅰ期計画において収集点数、１，６６２点に達しているが、刊行を把

握しつつも未収集のものが相当数あり、今後刊行されるものと共に未収分についても積
極的に収集する必要がある。

（２）閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類
閉校した小・中学校は、大部分がその事由を記述した閉校記念誌を刊行しており、

閉校後は、これらの記念誌の入手が困難となるので遺漏のないよう配慮して収集につと
める必要がある。

（３）本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書
、 、 、本資料は 本学図書館において徐々に充実したコレクションを形成しつつあり 当然

なかには明治検定後期、文部省が編集・刊行した「北海道尋常小学校読本 （全８巻、」
明治 ）といった地域版も含まれている。30-31
本学所蔵教科書目録は、報告書でも述べているとおり第Ⅰ期計画において、３回（追

補版も含めると４回）刊行しており、最新の所蔵目録〈新編〉の集録点数は３，６６１
点で、ひろく学内外の研究者に利用されており、更に継続して収集する必要がある。

（４）本道の学校で使用された暫定教科書
墨塗り教科書に続き昭和２１年度のみ使用された文部省著作の暫定教科書は、タブ

ロイド版の極めて粗悪な新聞用紙に印刷され、大部分が製本されていない折りたたみ式
で、殆どの教科が数冊の分冊で発行され 「折りたたみ教科書」とか「分冊仮綴じ教科、
書」と称されている。

本学図書館では９割程度所蔵しているが、電子複写により収集したものが相当数を占
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めており、原資料・未収分の発掘・収集が必要である。

（５）本道の小・中学校で使用された副読本
授業をとおして、身近な地域を児童生徒に学習させるための教材として、社会科副読

本や郷土読本がある。地域の実情に即して編集される副読本は、児童が地域をどう理解
するか、大きな役割を果たしている。ほかにも英語の補助的読み物とか道徳の副読本等
があるが、これらは、重要な一次資料であり、収集が必要である。

（６）本道の教育団体の刊行資料
本道の教育団体は、現在１５０以上に及んでおり、戦前からの団体を改組したもの、

戦後新たに結成されたもの等、時代の趨勢のもとに結成、解散あるいは統合してきてい
る。第Ⅱ期計画では、北海道立教育研究所が編纂、あるいは編集・発行した下記資料に
依拠し、別紙に掲げる教育団体の刊行資料を収集することとする。

①「北海道教育史 全道編 四（昭 」の「第十六 教育団体（ ～ （明39.3 p.485 639）」
治１０年代から終戦までの教育団体）

② 北海道教育史 戦後編 五 昭 の 第二十四 教育団体 ～ 終「 （ 」 「 （ ）」（58.3 p571 610
戦直後から昭和３２年までの教育団体）

③「北海道教育史 昭和３３年～５８年 資料編 第五巻 教育関係団体等」の「第３
部 研究・研修（ ～ （昭和３３年～昭和５８年までの教育団体）p171 384）」

④昭和５９年から現在までの教育団体

（７）本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料類
生涯教育に関する研究紀要・報告類並びに本道各地の自治体が、それぞれの地域圏ご

とに策定している生涯学習推進計画等の資料類及び第Ⅰ期計画において対象とした社会
教育に関する資料類は、本学として収集する必要がある。

２ 資料の収集方法
（１）購入による収集

① 新刊書及び頒価を有する資料
② 古書店からの購入
③ 機関・団体・個人所蔵資料の一括あるいは選択購入

（２）受贈による収集
① 本計画をひろくＰＲし関係機関・団体・個人に寄贈してもらうよう働きかける。
② 関係資料を所蔵している関係機関・団体・個人を探索し個別に寄贈を依頼する。

（３）寄託制による収集
購入・寄贈がともに不能な資料については寄託制をもうける。

（４）複製による収集
① 購入・寄贈・寄託がいずれも不能な資料については、ハード・コピー、マイクロ

フィルム等によって複製を作成し収集する。
② その他、必要に応じ写真、テープ、レコード等を作成し収集する。

【 推 進 態 勢 】
１ 教育関係資料の収集等を円滑に推進するため、教育資料収集小委員会（以下 「小）

委員会」という ）を設置する。。
、 、 「 （ ）」２ 小委員会は 次に掲げる事項を協議し 当該年度の 教育資料収集実施計画書 案

を作成し図書館運営委員会の承認を得るものとする。
（１） 収集のための企画、立案等に関すること。
（２） 教育資料の所在調査に関すること。
（３） 収集事業の広報に関すること。

３ 小委員会は、収集結果を「実施報告書」としてまとめ、図書館運営委員会に報告す
る。

４ 小委員会は、次に掲げる委員をもって組識する。
（１） 各分校の教官 １名
（２） 附属図書館事務長

５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。
６ 小委員にかかる事務は、中央館が所掌する。

【 第 Ⅱ 期 計 画 の 期 間 】
第Ⅱ期計画の期間は、平成１１年度から平成１６年度までの６年間とする。
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第Ⅱ期北海道教育資料収集実施計画書

１ 目的

この計画は、本道の教育資料・情報を効果的に活用し、教育の理論的・実践的研究

を総合的に推進すると共に、本道の貴重な教育遺産を将来に活かすため、関係資料・

情報を収集し、これを本学の教職員・学生並びに教育関係者をはじめ広く社会に提供

することを目的とする。

２ 収集期間

平成１１年度から平成１６年度の６年間とする。

３ 収集対象資料

（１） 本道の小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

（２） 本道の閉校した小・中学校の記念誌・沿革誌（史）類

（３） 本道の学校で使用された現行検定制度以前の教科書

（４） 本道の学校で使用された暫定教科書

折りたたみ教科書 分冊仮綴じ教科書

（５） 本道の小・中学校で使用された副読本等

社会科副読本 道徳の副読本 郷土読本

指導書等 その他

（６） 本道の教育団体の刊行資料

（７） 本道の生涯教育（社会教育を含む）に関する資料類

４ 収集方法等

（１） 収集対象資料の担当館と寄贈依頼先

収集対象資料 館 名 寄 贈 依 頼 先

３の（１） 全 館 各教育委員会（小・中学校）へ依頼

３の（２） 全 館 各教育局へ依頼

（報道機関に対し情報収集）

３の（３ ・ ４） 中央館 書店・古書店から購入）（

団体・個人等へ所蔵資料を依頼

（各館・各委員の情報収集）

３の ５ 注１ 全 館 各教育委員会（小・中学校）へ依頼（ ）（ ）

３の（６） 全 館 別紙 資料 １

３の ７ 注２ 全 館 別紙 資料 ２（ ）（ ）

（注１）副読本の収集は平成１４年度から開始する。

（注２）生涯教育（社会教育）資料の収集は 「資料２」の団体のほかに各支庁の、

教育局へも依頼する。
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（２） 収集担当地区

館 名 収 集 担 当 地 区

中央館 後志・石狩地区及び札幌市

函館分館 渡島・檜山地区

旭川分館 網走、上川、宗谷、留萌地区

釧路分館 十勝、釧路、根室地区

岩見沢分館 空知、胆振、日高地区

５ 広報等

周知方法等

ア ダイレクトメール

第Ⅱ期計画の案内・寄贈依頼文書（附属図書館長及び分館長の連名）

は、中央館で作成・発送する。

寄贈資料の受理・保存は分担地区の各館とする。

イ 館報に収集資料の概要を掲載する。

ウ 中央館ホームページに掲載する。

６ 北海道教育資料収集整備事業実施報告書の刊行

平成１７年度に収集結果を報告書に取りまとめ、当該年度の図書館運営委員会

に報告し、刊行を予定する。

７ その他

本実施計画の効率的な運用を図るため、各館に次の担当者を置く。

館 名 担 当 者 名 備 考

011 778-0283中央館 専門員 電話（ )

0138 44-4228函館分館 図書係長 電話 ( )

0166 59-1234旭川分館 図書係長 電話 ( )

0154 44-3240釧路分館 図書係長 電話 ( )

0126 32-0238岩見沢分館 図書係長 電話 ( )
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