
３．戦前、戦後の教育資料

(1) 教科書

② 戦後版

１ くにのあゆみ 文部省 日本書籍 Ｓ26.2

中学社会科第二.三学年用

２ 日本の成長 上 和歌森 太郎 実業之日本社 S26.6(他１冊)

３ 日本の成長 下 和歌森 太郎 実業之日本社 S26.6(他１冊)

４ 日本歴史 上 文部省 師範学校教科 Ｈ３７５ モ

書 Ｓ22.1

５ 日本歴史 下 文部省 師範学校教科 Ｈ３７５ モ

書 Ｓ22.1

６ 小学新日本史 肥後和男 他 清水書院 Ｓ29.2

７ 中学校社会科用日本史 東京文理科大 愛育社 Ｓ26

私たちの日本史上巻 学歴史研究会

８ 中学校社会科用日本史 東京文理科大 愛育社 Ｓ26

私たちの日本史下巻 学歴史研究会

９ 育ちゆく日本 上巻 藤井 甚太郎 フェニックス書院 Ｓ26

１０ 育ちゆく日本 下巻 藤井 甚太郎 フェニックス書院 Ｓ26

１１ 社会 三年 下 細谷 俊夫 教育出版 Ｓ36.7

他８名

１２ 社会 五年 下 細谷 俊夫 教育出版 Ｓ36.7

他８名

１３ 社会 六年 下 細谷 俊夫 教育出版 Ｓ36.7

他８名

１４ 日本のあゆみ 東京大学史学 山川出版

会

１５ 標準 社会 代表 教育出版 S35.1(他１冊)

１年 なかよし 宗像 誠也

１６ 新版 標準 社会 細谷 俊夫 教育出版 Ｓ46年度用

５年 下 他２２名

１７ 中学日本史 小 沢 栄 一 清水書院 Ｓ26.6

佐 野 正 則

１８ 小学生の日本の歴史 編 箭内健次 フェニックス書院 Ｓ28.2

他



１９ 標準 中学 社会 代表 教育出版 Ｓ29.6

歴史の流れ 上 川崎 庸之

２０ 標準 中学 社会 代表 教育出版 Ｓ29.6

歴史の流れ 中 川崎 庸之

２１ 標準 中学 社会 代表 教育出版 Ｓ29.6

歴史の流れ 下 川崎 庸之

２２ 新版 標準 社会 代表 教育出版

６年 上 細谷 俊夫他

２３ 標準 社会 ６年 教育出版社会 教育出版

教師用指導書 編集部

２４ 新訂 新しい社会 ６ 上 海後 宗臣他 東京書籍 Ｓ43.2

２５ あかるい社会 ６年の下 周郷 博 他 中教出版 Ｓ29.1

２６ 小学校道徳指導書 1958 文部省 明治図書出版 Ｓ33.9

２７ 標準 社会 ６年 「標準社会」 教育出版 Ｓ36.3

教師用指導書 編集委員会

２８ 学習指導要領 一般編 文部省 明治図書出版 Ｓ26.7

（試案）

２９ 学習指導要領 社会科編 文部省 日本書籍 Ｓ22.5

（一）

３０ しゃかい２年 ともだち 代表 教育出版 Ｓ27.

宗像 誠也

３１ しゃかい３年上 代表 教育出版 Ｓ27.

わたくしたちの町 宗像 誠也

３２ しゃかい３年下 代表 教育出版 Ｓ27.(他１冊）

わたくしたちのくらし 宗像 誠也

３３ 社会４年 上 代表 教育出版 Ｓ27.

町のはったつ 宗像 誠也

３４ 社会４年 下 代表 教育出版 Ｓ27.

開かれていく土地 宗像 誠也

３５ 社会５年 上 代表 教育出版 Ｓ27.

国土と産業 宗像 誠也

３６ 社会５年 下 代表 教育出版 Ｓ27.

商工業の発達 宗像 誠也

３７ 社会６年 上 代表 教育出版 Ｓ27.

生活と政治 宗像 誠也



３８ 社会６年 下 代表 教育出版 S28.4(他１冊)

日本と世界 宗像 誠也

３９ ひょうじゅん しょうがく しゃかい２年 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

４０ ひょうじゅん 小学社会 ３年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

４１ ひょうじゅん 小学社会 ３年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

４２ 標準 小学社会 ５年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

４３ 標準 小学社会 ５年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.9

育連盟

宗像 誠也

４４ 標準 小学社会 ６年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

４５ 標準 小学社会 ６年下 日本社会科教 教育出版 S30.6(他１冊)

育連盟

宗像 誠也

４６ ひょうじゅん しょうがく しゃかい２年 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

４７ ひょうじゅん しょうがく しゃかい２年 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

新訂版 育連盟

宗像 誠也

４８ ひょうじゅん 小学社会 ３年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

４９ ひょうじゅん 小学社会 ３年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

５０ 標準 小学社会 ４年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6

育連盟

宗像 誠也

５１ 標準 小学社会 ４年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.6



育連盟

宗像 誠也

５２ 標準 小学社会 ４年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

５３ 標準 小学社会 ４年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

５４ 標準 小学社会 ５年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

５５ 標準 小学社会 ５年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

５６ ひょうじゅん しょうがくしゃかい ２年 日本社会科教 教育出版 S31.4(他１冊)

新訂版 育連盟

宗像 誠也

５７ ひょうじゅん 小学社会 ３年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ29.9

新訂版 育連盟

宗像 誠也

５８ ひょうじゅん 小学社会 ３年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ32.5

新訂版 育連盟

宗像 誠也

５９ 標準 小学社会 ４年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ31.5

新訂版 育連盟

６０ 標準 小学社会 ４年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ31.5

新訂版 育連盟

宗像 誠也

６１ 標準 小学社会 ４年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ32.5

新訂版 育連盟

宗像 誠也

６２ 標準 小学社会 ５年上 日本社会科教 教育出版 S32.5(他１冊)

新訂版 育連盟

宗像 誠也

６３ 標準 小学社会 ５年下 日本社会科教 教育出版 S32.5(他１冊)

新訂版 育連盟

宗像 誠也

６４ 標準 小学社会 ６年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ32.5

新訂版 育連盟

宗像 誠也



６５ 標準 しゃかい２年 川崎康之 教育出版 S36.1(他１冊)

渡辺 操

他15名

６６ 標準 社会 ３年上 川崎康之 教育出版 Ｓ36.1

渡辺 操

他15名

６７ 標準 社会 ３年下 川崎康之 教育出版 S35.1(他１冊)

渡辺 操

他15名

６８ 標準 社会 ４年上 川崎康之 教育出版 S36.1(他１冊)

渡辺 操

他15名

６９ 標準 社会 ４年下 川崎康之 教育出版 S36.1(他１冊)

渡辺 操

他15名

７０ 標準 社会 ５年上 川崎康之 教育出版 Ｓ36.1

渡辺 操

他15名

７１ 標準 社会 ５年下 川崎康之 教育出版 Ｓ36.1

渡辺 操

他15名

７２ 標準 社会 ６年上 川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

渡辺 操

他15名

７３ 標準 社会 ６年下 川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

渡辺 操

他15名

７４ 新版標準 しゃかい ２年 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

７５ 新版標準 社会 ３年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

７６ 新版標準 社会 ３年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

７７ 新版標準 社会 ４年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

７８ 新版標準 社会 ４年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操



他23名

７９ 新版標準 社会 ５年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

８０ 新版標準 社会 ５年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ39.5

渡辺 操

他23名

８１ 新訂標準 しゃかい ２年 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43 教科書セ

他22名 ンター用

８２ 新訂標準 社会 ３年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43 教科書セ

他22名 ンター用

８３ 新訂標準 社会 ３年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43 教科書セ

他22名 ンター用

８４ 新訂標準 社会 ４年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

８５ 新訂標準 社会 ４年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

８６ 新訂標準 社会 ５年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

８７ 新訂標準 社会 ５年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

８８ 新訂標準 社会 ６年上 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

８９ 新訂標準 社会 ６年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ43年度用 教

他22名 科書センター用見本

９０ 社会 ４年下 細谷俊夫 教育出版 Ｓ36.7

他８名

９１ 社会 ６年下 日本と世界 代表宗像誠也 教育出版 Ｓ27.

９２ 標準 小学社会 ６年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

９３ 標準 小学社会 ６年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

改訂版 育連盟

宗像 誠也

９４ 標準 小学社会 ６年上 日本社会科教 教育出版 Ｓ33.3

新訂版 育連盟

宗像 誠也



９５ 標準 小学社会 ６年下 日本社会科教 教育出版 Ｓ33.3

新訂版 育連盟

宗像 誠也

９６ 新版標準 社会 ６年下 細谷俊夫 教育出版

渡辺操

９７ 小学校社会一年 新版 日本社会科教 教育出版

なかよし 育連盟

宗像 誠也

９８ あかるい社会 ６年の上 周 郷 博 中教出版 Ｓ29.1

改訂版

９９ 模範 中学社会 長田 新 実教出版 Ｓ 0.1

第三学年用 下

100 標準 中学社会 日本社会科教 教育出版 Ｓ30.5

社会のしくみ 上 改訂版 育連盟

（政治的.経済的.社会的 宗像 誠也

内容を主とするもの）

101 新編 日本史 上巻 北山茂夫.奈 専門図書 Ｈ３７５ キ

良本辰也.林 Ｓ26.4

屋辰三郎

102 新編 日本史 下巻 北山茂夫.奈 専門図書 Ｈ３７５ キ

良本辰也.林 Ｓ26.4

屋辰三郎

103 新学習指導要領読本 国民教育研究 労働旬報社 1978.8

別冊.季刊国民教育 所

104 日本史教室 上巻 北山茂夫.奈 立志社書房 Ｓ26.3

良本辰也.林

屋辰三郎

105 一般社会（上）（高社用） 宮 原 誠 一 実教出版 1954.1

106 小学生の日本史 藤井 甚太郎 東雲堂 Ｓ26.9

107 小学生の日本史 改訂版 藤井 甚太郎 東雲堂 Ｓ30.2

108 標準 社会 6 年上 川崎 康之 教育出版 Ｓ36.1

渡辺 操

他15名

109 標準 社会 6 年下 川崎 康之 教育出版 Ｓ36.1

渡辺 操

他15名

110 新版標準 しゃかい 2 年 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)



渡辺 操

他23名

111 新版標準 社会 ３年上 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

112 新版標準 社会 ３年下 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

113 新版標準 社会 ４年上 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

114 新版標準 社会 ４年下 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

115 新版標準 社会 ５年上 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

116 新版標準 社会 ５年下 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

117 新版標準 社会 ６年上 細谷俊夫 教育出版 (S46年度用)

渡辺 操

他23名

118 標準 しゃかい ２年上 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

119 標準 社会 ３年上 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

120 標準 社会 ４年上 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

121 標準 社会 ４年下 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

122 標準 社会 ５年上 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

123 標準 社会 ５年下 代表川崎康之 教育出版 Ｓ35.5

124 新版標準 社会 ５年上 代表 教育出版 Ｓ39.5

細谷俊夫 他

125 新版標準 社会 ６年下 代表 教育出版 Ｓ39.5

細谷俊夫 他

126 新訂標準 社会 ３年上 代表 教育出版 Ｓ42

細谷俊夫 他

127 新訂標準 社会 ３年下 代表 教育出版 Ｓ42



細谷俊夫 他

128 新訂標準 しゃかい ２年 代表 教育出版 Ｓ39.5

細谷俊夫 他

129 あたらしい憲法のはなし 文部省 実業教科書 Ｈ３７５ モ

Ｓ22.8

130 民主主義 上 文部省 教育図書 Ｈ３７５ モ

Ｓ23.10

131 民主主義 下 文部省 教育図書 Ｈ３７５ モ

Ｓ24.8

132 社会科小学校 第五学年用 文部省 東京書籍 Ｈ３７５ モ

村の子ども 私たちの生活 Ｓ24.11

（一）

133 社会科小学校 第五学年用 文部省 日本書籍 Ｈ３７５ モ

都会の人たち 私たちの生

活（二）

134 社会科小学校 第六学年用 文部省 東京書籍 Ｈ３７５ モ

気候と生活 私たちの生活 Ｓ23.3

（四）

135 社会科 第三学年用 文部省 東京書籍 Ｈ３７５ モ

たろう Ｓ23.7

136 社会科 第三学年用 文部省 東京書籍 Ｈ３７５ モ

大むかしの人々 Ｓ23.10

137 社会科 第四学年用 文部省 東京書籍 Ｈ３７５ モ

日本のむかしと今 Ｓ23.12

138 日本の歴史 文部省 中等学校教科 Ｓ24.9

書

139 くにのあゆみ 下 文部省 日本書籍 Ｓ21.9


