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0117779447 「新しい学校生活」のための感染症対策ハンドブック 鎌塚　優子／編著 東京：学事出版 教育      

0116750621 あなたの習った日本史はもう古い! 荒木　肇／著 東京：並木書房 教育      

0117611533 いつの間に?!ココまで変わった学校の教科書 コンデックス情報研究所／編著 東京：成美堂出版 教育      

0116476631 NHK食べてニッコリふるさと給食 NHK BS「食べてニッコリふるさと給食」制作班／編 東京：東京書籍 教育      

0117221861 オーラルヒストリーで読む戦後学校建築 日本建築学会／編 東京：学事出版 教育      

0116372764 おもしろ図像で楽しむ近代日本の小学教科書 樹下　龍児／著 東京：中央公論新社 教育      

0117094441 学校教育の戦後70年史 日本児童教育振興財団／編 東京：小学館 教育      

0116459850 学校制服の文化史 難波　知子／著 大阪：創元社 民俗習慣

0115754491 下流少年サクタロウ 戸梶　圭太／著 東京：文藝春秋 文学      

0117818781 感染症を学校でどう教えるか 池田　考司／編著 東京：明石書店 教育      

0116074220 近代教育をささえた教科書 印刷博物館／編著 東京：東京書籍 教育      

0117114397 近代日本学校制服図録 難波　知子／著 大阪：創元社 民俗習慣

0115580490 近代日本の教科書のあゆみ 滋賀大学附属図書館／編著 彦根：サンライズ出版 教育      

0114681265 刑務所の中の中学校 角谷　敏夫／著 長野：しなのき書房 郷土資料  

0116520685 國語讀本 坪内　雄藏／著 東京：富山房企畫 教育      

0116687443 国民の修身 渡部　昇一／監修 東京：産経新聞出版 教育      

0116687450 国民の修身 渡部　昇一／監修 東京：産経新聞出版 教育      

0117792622 子どもが作る弁当の日 城戸　久枝／著 東京：文藝春秋 教育      

0117751313 子どもが「学び合う」オンライン授業! 西川　純／編著 東京：学陽書房 教育      

0116083387 さぁアイヌ文化を学ぼう! 末広小のアイヌ文化学習を支援する会／編 東京：明石書店 教育      

0112564935 自分に出会う旅 武藤　孝典／編 長野：銀河書房 郷土資料  

0116339854 写真でみる日本人の生活全集　第9巻 渋沢　敬三／監修 東京：日本図書センター 民俗習慣

0114610983 写真集・尋常小学校の時代 佐藤　秀夫／監修 東京：日本音楽教育センター 教育      

0117357137 18歳成人社会ハンドブック 田中　治彦／編著 東京：明石書店 教育      

0115829111 唱歌と国語 山東　功／著 東京：講談社 教育      

0117823740 小学校にオンライン教育がやってきた! 上松　恵理子／著 東京：三省堂 教育      
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0117568253 昭和の子ども図誌 櫻井　尚／著 東京：東洋出版 民俗習慣

0115744401 「昭和の小学生」夏休み大百科 東京：宝島社 民俗習慣

0117631762 女学校の誕生　明治前期編 神辺　靖光／著 松戸：梓出版社 教育      

0117386821 女子校制服手帖 森　伸之／著 東京：河出書房新社 教育      

0114536410 信州教育を創り支えた教師たち 並木　張／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0114504731 信州教育事始め 駒込　幸典／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0114715865 信州の教育　〔ＶＯＬ．１〕 長野：まちなみカントリープレス 郷土資料  

0114737877 信州の教育　ＶＯＬ．２ 長野：まちなみカントリープレス 郷土資料  

0114514557 信州の戦後教育はこうして始まった 駒込　幸典／著 長野：信濃毎日新聞社 郷土資料  

0112651344 尋常小学校ものがたり 竹内　途夫／著 東京：福武書店 書庫

0115939472 図説教育の歴史 横須賀　薫／監修 東京：河出書房新社 教育      

0117361147 セーラー服と女学生 内田　静枝／編著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0113344832 戦後教育五十年 野原　明／著 東京：丸善 書庫

0114144165 太平洋戦争下の学校生活 岡野　薫子／著 東京：平凡社 書庫

0111890422 太平洋戦争下の学校生活 岡野　薫子／著 東京：新潮社 書庫

0116966789 男女別学の時代 小山　静子／編 東京：柏書房 教育      

0112442306 定本信州の学び舎 松本：郷土出版社 郷土資料  

0116439217 童謡・唱歌でたどる音楽教科書のあゆみ 松村　直行／著 大阪：和泉書院 教育      

0112497052 どろんこ先生 藤本　明男／著 東京：清流出版 書庫

0113591606 なつかしの給食 アスペクト編集部／編 東京：アスペクト 書庫

0113794028 なつかしの給食おかわり! アスペクト編集部／編 東京：アスペクト 書庫

0113715916 なつかしの給食献立表 アスペクト編集部／編 東京：アスペクト 書庫

0117575332 ニッポン制服百年史 内田　静枝／編著 東京：河出書房新社 民俗習慣

0117186643 日本国民をつくった教育 沖田　行司／著 京都：ミネルヴァ書房 教育      

0117100776 日本懐かし文房具大全 きだて　たく／著 東京：辰巳出版 工学      

0117784934 日本のオンライン教育最前線 石戸　奈々子／編著 東京：明石書店 教育      

0116224189 日本の教育格差 橘木　俊詔／著 東京：岩波書店 教育      

0116668963 日本一の給食 佐々木　十美／著 東京：学研パブリッシング 教育      

0117462747 美術の教室 中谷　隆夫／著 東京：合同フォレスト 教育      

0111191383 文化祭企画読本　[正] 高文研／編 東京：高文研 書庫

0111527529 文化祭企画読本　続 高文研／編 東京：高文研 書庫

0112634449 文化祭企画読本　続々 高文研／編 東京：高文研 書庫



0117577668 平成女子高制服クロニクル 森　伸之／著 東京：河出書房新社 教育      

0116236514 ヘンな校則 ヘンな校則研究会／著 東京：イースト・プレス 教育      

0116552738 ボクらの村にも戦争があった 田中　仁／著 京都：文理閣 教育      

0117459867 昔と今とはこんなに違う社会科の教科書　歴史・地理編 加藤　好一／監修 東京：水王舎 教育      

0117713586 ヨイコドモ 文部省／著 東京：ハート出版 教育      


