
№ 書名  者名 出版者 出版年 請求記号

1 ミス・ダイヤモンドとセーラー服 古川 照美 中央公論新社 2010.6 198.7ﾘ

2 新もういちど読む山川世界史
「世界の歴史」編集
委員会

山川出版社 2017.7 209ｼ

3 新もういちど読む山川日本史 五味 文彦 山川出版社 2017.7 210.1ｼ

4 83歳の女子高生球児 上中別府 チエ 主婦の友社 2013.12 289.1ｶ

5 足でつかむ夢 小島 裕治 ブックマン社 2008.10 289.1ｺ

6 楽しき哀しき昭和の子ども史 小泉 和子 河出書房新社 2018.11 367.6ｺ

7 #学校ってなんだろう
ソクラテスのたまご
編集部

学事出版 2020.12 370.4ｶ

8 女子教育事始 小河 織衣 丸善 1995.8 372.1ｵ

9 人物で見る日本の教育 沖田 行司 ミネルヴァ書房 2015.9 372.1ｵ

10 教育文化遺産をたずねる 日本修学旅行協会 山川出版社 2012.8 372.1ｷ

11 教育委員会が本気出したらスゴかった。 佐藤 明彦 時事通信出版局 2020.10 372.1ｻ

12 図説教育の歴史 横須賀 薫 河出書房新社 2008.10 372.1ｽ

13 尋常小学校ものがたり 竹内 途夫 福武書店 1991.11 372.1ﾀ

14 うれしなつかし修学旅行 速水  栄 ネスコ 1999.11 374.4ﾊ

15 なつかしの給食献立表 アスペクト編集部 アスペクト 1998.4 374.9ﾅ

16 こんなに変わった歴史教科書 山本 博文 東京書籍 2008.12 375.3ﾔ

17 なつかしの理科室 高井 ジロル アスペクト 2008.8 375.4ﾀ

18 童謡・唱歌でたどる音楽教科書のあゆみ 松村 直行 和泉書院 2011.11 375.7ﾏ

19 一年生 岩波書店編集部 岩波書店 1988.2 376.2ｲ

20 残しておきたいこの授業 横山 験也 PHP研究所 2007.7 376.2ﾖ

21 僕が通った定時制高校 石井 智 朱鳥社 1999.11 376.4ｲ

22 よみがえれ明日館スピリット 羽仁 結 ネット武蔵野 2002.10 376.4ﾊ

23 フリーダム・ライターズ
エリン・グルーウェ
ルとフリーダム・ラ
イターズ

講談社 2007.6 376.4ﾌ

24 プレイバック高校時代 3 阿久 悠 ほか 福武書店 1983.10 376.4ﾌ3
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25 ああ青春よ我にまた 松浦 濤人 国書刊行会 1996.3 377.3ﾏ

26 絵ごよみ昭和のくらし 亀井 三恵子 河出書房新社 2013.8 382.1ｶ

27 セーラー服と女学生 内田 静枝 河出書房新社 2018.3 383.1ｳ

28 ニッポン制服百年史 内田 静枝 河出書房新社 2019.3 383.1ｳ

29 近代日本学校制服図録 難波 知子 創元社 2016.8 383.1ﾅ

30 なつかしの小学校図鑑 奥成 達 いそっぷ社 1999.12 384.5ｵ

31 写真が語る子どもの100年 村上 義雄 平凡社 2002.7 384.5ﾑ

32 「学校の怪談」はささやく 一柳 廣孝 青弓社 2005.9 388.1ｲ

33 学び舎拝見 内田 青蔵 河出書房新社 2007.7 523.1ｳ

34 日本木造校舎大全 角皆 尚宏 辰巳出版 2017.4 523.1ﾂ

35 幻の学校をたずねて 三浦 茂 早稲田出版 2004.4 523.1ﾐ

36 京都、オトナの修学旅行 山下 裕二 淡交社 2001.3 702.1ｱ

37 鶴亀高校つるかめざんの歌 安野 光雅 岩崎書店 2017.10 723.1ｱ

38 男子 梅 佳代 リトルモア 2007.8 748ｳ

39 ひとりひとりすっくと立って 谷川 俊太郎 澪標 2008.10 911.6ﾀ

40 「五足の靴」をゆく 森 まゆみ 平凡社 2018.3 915.6ﾓ

41 授業を禁じられた女学生たち
青森空襲を記録する
会

青森空襲を記録す
る会

2016.7 A221ｼ

42 雪のごとく輝く 第二集
東青教育界の先覚者
刊行委員会

東青教育界の先覚
者刊行委員会

1970.11 A372ﾄ2

43 校長先生のおはなしです 齋藤 捷一 津軽書房 2007.2 A374ｻ

44 橋本小学校ものがたり 吉田 和平
青森市立橋本小学
校奨学会

2000 A376.2ｱ

45 青森高校物語 金沢 茂 北方新社 1988.11 A376.4ｶ

46 男女共学の成立 小山 静子 六花出版 2021.6 A376.4ﾀ

47 意気と熱(まこと)に
青森山田学園創立一
〇〇周年事務局

青森山田学園 2018.10 A377.1ｱ

48 旧制高校の校章と旗 熊谷 晃 えにし書房 2016.6 A377.1ｸ

49 転換の時代の教師・学生たち 佐藤 三三 弘前大学出版会 2006.9 A377.3ｻ
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50 青森県・懐かしの木造校舎 田村 まさよし 田村 まさよし 2016.12 A720ﾀ

51 小野正文作詞校歌集
小野 正文 著
奈良岡 治 編集

斎藤 せつ子 1997 A760ｵ

52 新編太宰治と青森のまち 北の会 北の街社 1998.4 A910.2ﾀ

53 ドン山物語 秋元 良治 斎藤 せつ子 1977 A914.6ｱ

54 一〇〇年前の女の子 船曳 由美 文藝春秋 2016.7 B289.1ﾌ

55 現代民話考 7 松谷 みよ子 筑摩書房 2003.10 B388.1ﾏ7

56 心に夢のタマゴを持とう 小柴 昌俊 講談社 2002.11 B440.1ｺ

57 瀬戸内少年野球団 [正] 阿久 悠 文芸春秋 1983.11 Bｱｸ1

58 少女は卒業しない 朝井 リョウ 集英社 2015.2 Bｱｻ

59 ひめゆりの塔 石野 径一郎 講談社 2015.12 Bｲｼ

60 幸せであるように 一色 伸幸 幻冬舎 2015.8 Bｲﾂ

61 カレーライス 重松 清 新潮社 2020.7 Bｼｹ

62 冷たい校舎の時は止まる 上 辻村 深月 講談社 2007.8 Bﾂｼ1

63 冷たい校舎の時は止まる 下 辻村 深月 講談社 2007.8 Bﾂｼ2

64 二十四の瞳 壺井 栄 新潮社 2005.4 Bﾂﾎ

65 蝶のゆくへ 葉室 麟 集英社 2021.6 Bﾊﾑ

66 461個のおべんとう 丸山 智 朝日新聞出版 2020.10 Bﾏﾙ

67 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原 万里 角川書店 2004.6 Bﾖﾈ

68 すごいね!みんなの通学路
ローズマリー・マ
カーニー

西村書店 2017.7 JEｽｺ

69 PTA、やらなきゃダメですか? 山本 浩資 小学館 2016.2 S374.6ﾔ

70 給食の歴史 藤原 辰史 岩波書店 2018.11 S374.9ﾌ

71 女子校礼讃 辛酸 なめ子 中央公論新社 2020.11 S376.3ｼ

72 女学校と女学生 稲垣 恭子 中央公論新社 2007.2 S376.4ｲ

73 特別支援教育 柘植 雅義 中央公論新社 2013.5 S378ﾂ

74 学校制服とは何か 小林 哲夫 朝日新聞出版 2020.10 S383.1ｺ
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75 日本一の給食メシ 松丸 奨 光文社 2019.2 S596ﾏ

76 歌う国民 渡辺 裕 中央公論新社 2010.9 S767.7ﾜ

77 給食のおばさん、ブータンへ行く! 平澤 さえ子 飛鳥新社 2017.1 T292.5ﾋ

78 こんなに厳しい!世界の校則 二宮 皓
メディアファクト
リー

2011.6 Y12

79 体育のおさらい 針谷 順子 自由国民社 2010.4 Y77

80 いまを生きる
N・H・クラインバウ
ム

新潮社 1990.2 YBｸﾗ

81 少女探偵は帝都を駆ける 芦辺 拓 講談社 2009.8 ｱｼ

82 夜のピクニック 恩田 陸 新潮社 2004.7 ｵﾝ

83 心晴日和 喜多川 泰 幻冬舎 2010.2 ｷﾀ

84 スキップ 北村 薫 新潮社 1995.8 ｷﾀ

85 草原の風の詩 佐和 みずえ 西村書店 2010.2 ｻﾜ

86 トワイライト 重松 清 文芸春秋 2002.12 ｼｹ

87 文化祭オクロック 竹内 真 東京創元社 2009.7 ﾀｹ

88 美しき天然 田中 聡 バジリコ 2009.12 ﾀﾅ

89 太陽の坐る場所 辻村 深月 文藝春秋 2008.12 ﾂｼ

90 ブラバン 津原 泰水 バジリコ 2006.10 ﾂﾊ

91 凛として 仲 俊二郎 栄光出版社 2014.11 ﾅｶ

92 廃校先生 浜口 倫太郎 講談社 2016.9 ﾊﾏ

93 歩調取れ、前へ! 深田 祐介 小学館 2007.6 ﾌｶ

94 友達未遂 宮西 真冬 講談社 2019.4 ﾐﾔ
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