
平成21年度東京学芸大学附属図書館所蔵資料展　出展資料リスト(配布用）
2009/10/28-11/8

昭和25-30（1950-1955）年頃に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
しんこくご 1-6年 垣内松三, 八木橋雄次郎著 光村図書 1949-1950 1950-1951
かきかた 1-6年 石森延男編/金田心象書 光村図書出版 1950 1951-1952
しゃかい 2-6年 宗像誠也 [ほか] 編著 教育出版 1952 1953-1954 2、6下 欠
さんすうのがくしゅう [見本版] 1-6年生 学校図書研究会編 学校図書 [1951] 1952-1956 2　欠
たのしいりか 新版 1-6年 理科研究委員会編 大日本図書 1952 1952-1960
あたらしいおんがく 改訂 1-6年 柴田知常, 平井康三郎編 東京書籍 1953 1954-1960
しょうがくずこう 1-6 図工教育研究所編 開隆堂出版 1954 1955-1960

昭和31-35（1956-1960）年頃に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
しんこくご 新版 1-6年 垣内松三著 光村図書出版 1954 1955-1960
しょうがくかきかた 1-6年 今井鑑三編/炭山南木書 光村図書出版 1955 1956-1960 6硬筆 欠
Rômazi asahi 1-3 Kobayasi Hideo 光村図書 1954 1955-1960
ひょうじゅんしょうがくしゃかい 改訂版 2-6年 日本社会科教育連盟編 教育出版 1955 1956
小学校社会科地図帳 改訂版, [見本版] 4・5・6 帝国書院編集部編 帝国書院 1955 1955
さんすうのがくしゅう 改訂 1-6年生 戸田清監修 学校図書 1957 1957-1960
たのしいりか 改版, [見本版] 1-6年 理科研究委員会編 大日本図書 1957 1957-1960 1年2 欠
あたらしいしょうがくおんがく 1-6年 柴田知常, 平井康三郎編 東京書籍 1956 1957-1960

たのしいぞうけい 新訂 1-6
新造形教育研究会, 図工教育
研究所共編

開隆堂 1957 1958-1960

昭和（45）1970年に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
しょうがくしんこくご 1-6年 石森延男著 光村図書出版 1967-1968 1968-1970
しょうがくかきかた 1-6年, 毛筆用　初期,中期,後
期

石森延男編/炭山南木書 光村図書出版 1967 1968-1970

標準しゃかい 新訂 2-6年 細谷俊夫ほか著 教育出版 1968 1968-1970
小学校社会科地図帳 初訂版 4・5・6年 帝国書院編集部編 帝国書院 1968 1968-1970
しょうがっこうさんすう 1-6年 功力金二郎 [ほか] 著 学校図書 1968 1968-1970
しょうがっこうりか 新訂版 1-6年 岡田要ほか著 大日本図書 1968 1968-1970
ずがこうさく 1-6 日本造形教育研究会編 開隆堂 1967 1968-1970

小学校家庭科 5-6
武田一郎, 野上象子, 小野テ
ル [著]

開隆堂 1967 1968-1970

昭和55（19８0）年に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
こくご 1-6 石森延男ほか著 光村図書 1980 1980-1982

しょうがくかきかた 1-6年
石森延男編/金子鴎亭, 佐々
木寒湖書

光村図書出版 1980 1980-1982

なかよし : 1 石井素介 [ほか] 著 教育出版 [1980] 1980-1982 検定外

小学社会 2-6
石井素介, 笠原一男, 村井実
ほか著

教育出版 1980.1 1980-1982 4上、5上、6上　欠

小学校社会科地図帳 : 最新版 4・5・6年 帝国書院編集部編 帝国書院 1980.3 1980-1982
しょうがっこうさんすう 1-6年 川口廷 [ほか] 著 学校図書 1980 1980-1982 1-2、5上 欠
たのしいりか 1-6年 坪井忠二ほか著 大日本図書 1980 1980-1982 4上、6下 欠
あたらしいおんがく 1-6 水野久一郎 [ほか] 著 東京書籍 1980 1980-1982 2　欠
ずがこうさく 1-6 日本造形教育研究会著 開隆堂出版 1979 1980-1982
小学校家庭科 5 斎藤健次郎 [ほか] 著 開隆堂出版 1979.12 1980-1982 5　欠

教科書は、各教科それぞれに複数の出版社から発行されています。
今回の展示では、今年度小金井市の小学校で使われている教科書と同じ出版社のものを、
10年ごとに遡って各教科1種類づつピックアップしています。
（所蔵なし、所在調査中などを除き、展示点数は437点）

昭和20（1945）年に太平洋戦争が終わり、日本は民主主義の国として再出発することになりました。教科書についても、戦時教材を塗りつぶして使用
したり（墨塗り教科書）、仮綴の暫定教科書が発行されたりしています。昭和22年に六・三・三・四の新しい学校制度が始まり、昭和24年度に検定教科
書の使用が開始されますが、すべての教科が一度に出揃ったわけではなく、文部省の作った教科書（文部省著作教科書）と検定教科書が併用され
ました。

昭和29年度には、ほぼ全ての学校で検定教科書が使用されるようになりました。
次の時代には国語の教科書に吸収されてしまう「ローマ字」の独立した教科書が作られていました。また、検定教科書としての「地図帳」が昭和30年
度から登場しました。

昭和36年度から「家庭科」の教科書が使われるようになりました。
また、昭和38年度、小学校第1学年入学生から始まった教科書の無償供与制度は、昭和44年度に小・中学校全学年の児童生徒を対象としたものに
なり、現在に至っています。

昭和52年に「ゆとりと充実」をキーワードとして学習指導要領が改訂されたことを受け、昭和55年度から使用された教科書です。
1年生の国語の教科書が初めてA5版からB5版に大型化しています。



平成2（1990）年に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
こくご 1-6 石森延男ほか著 光村図書出版 1989 1989-1991
しょうがくかきかた 1-6年 石森延男ほか著 光村図書出版 1989 1989-1991
なかよし : 1 改訂 石井素介 [ほか] 著 教育出版 1989 1989-1991 検定外
小学社会 改訂 2-6 石井素介 [ほか] 著 教育出版 1989 1989-1991
小学校社会科地図帳 4訂版 4・5・6年 帝国書院編集部編 帝国書院 1989 1989-1991
しょうがっこうさんすう 1-6年 川口廷 [ほか] 著 学校図書 1989 1989-1991
たのしいりか 新訂 1-6年 戸田盛和ほか著 大日本図書 1989 1989-1991
あたらしいおんがく 新訂 1-6 湯山昭 [ほか] 著 東京書籍 1989 1989-1991
ずがこうさく 1-6 日本造形教育研究会著 開隆堂 1988 1989-1991
小学校家庭科 5-6 斎藤健次郎 [ほか] 著 開隆堂 1988 1989-1991

平成12（2000）年に使われていた教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
こくご 1-6 宮地裕ほか著 光村図書 2000.2- 2000-2001
しょしゃ 1-6年 金子鴎亭ほか著 光村図書 2000.2 2000-2001
社会 3-6 伊東光晴 [ほか] 著 教育出版 2000.1- 2000-2001
楽しい小学校社会科地図帳 3訂版 4・5・6年 帝国書院編集部編 帝国書院 2000.1 2000-2001
みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 1-6年 一松信 [ほか] 著 学校図書 2000 2000-2001
たのしい理科 新訂 3-6年 戸田盛和ほか著 大日本図書 2000.2 2000-2001 6上 欠
せいかつ 新版 1-2年 武村重和 [ほか] 著 啓林館 1999.12 2000-2001
あたらしいおんがく 新訂 1-6 湯山昭 [ほか] 著 東京書籍 2000.2 2000-2001
ずがこうさく 1-6 日本造形教育研究会著 開隆堂 1999.12 2000-2001
わたしたちの家庭科 : 小学校 5-6 櫻井純子 [ほか] 著 開隆堂 1999.12 2000-2001
新しい保健 新訂 5・6年 齋藤歖能 [ほか] 著 東京書籍 2000.2 2000-2001

現在使われている教科書

書名 責任表示 出版者 出版日付 使用年 備考
こくご 1-6 宮地裕 [ほか] 著 光村図書 2005 2005-
しょしゃ 1-6年 金子卓義 [ほか] 著 光村図書出版 2005.2 2005-
小学社会 3-6 伊東光晴, 佐島群巳ほか著 教育出版 2005 2005-
楽しく学ぶ小学生の地図帳 初訂版 4・5・6年 帝国書院編集部 [ほか] 著 帝国書院 2005.1 2005-
みんなとまなぶしょうがっこうさんすう 1-6年 一松信ほか著 学校図書 2005.2 2005-

たのしい理科 新版 3-6
戸田盛和, 有馬朗人 [ほか]
著

大日本図書 2005 2005-

せいかつ 上下
天野正輝, 寺尾慎一 [ほか]
著

啓林館 2005 2005-

新編あたらしいおんがく 1-6 湯山昭 [ほか] 著 東京書籍 2005.2 2005-
ずがこうさく 1・2-5・6 日本造形教育研究会著 開隆堂 2005.2 2005-
わたしたちの家庭科 : 小学校 5・6 櫻井純子 [ほか] 著 開隆堂 2005.2 2005-
新編新しいほけん 3・4-5・6 齋藤歖能 [ほか] 著 東京書籍 2005.2 2005-

参考文献 文部科学省ホームページ　　http://www.mext.go.jp/

過去の学習指導要領（教育情報ナショナルセンター）　http://www.nicer.go.jp/guideline/old/

* 東京書籍株式会社　社史編集委員会「近代教科書の変遷 : 東京書籍七十年史」1980年 （図書館書庫375.9/ＴＯＫ）

細谷俊夫[ほか]編　「新教育学大事典」第一法規出版　1990年　（図書館参考370.3/D18）

佐藤三郎監修　「教育史年表」　山文社　1991年　（図書館参考372/Ｓａ57）

教科書研究センター　「教科書年表：1871（明治4）－1992（平成4）」　1993年　（図書館２Ｆ参考図書　375.9/Ky4）

中村　紀久二　「教科書年表：1871（明治4）－1995（平成7）」　[教科書研究センター]　1996年

* 滋賀大学図書館　「近代日本の教科書のあゆみ」　サンライズ出版　2006年　（図書館１Ｆ開架　375.9/SHI）

* 「東京学芸大学五十年史」　東京学芸大学創立五十周年記念事業後援会　1999年　（図書館2Ｆ本学刊行物　377.21/3-2）

* 「東京学芸大学二十年史：創基九十六年史」　東京学芸大学創立二十周年記念会　1970年　（図書館2Ｆ本学刊行物　377.21/36-1）

国立大学法人東京学芸大学概要2008

* 海後宗臣監修　「図説教科書の歴史」　日本図書センター, 1996.5　（図書館１F開架　375.9021/N77 ）

*の本は展示会場にありますので手にとってご覧ください。

平成元年改訂の学習指導要領に基づく教科書が使われ始めたのは平成4年度からでした。平成2、3年度は新学習指導要領へ円滑に移行するため
の移行期間として、一部の内容を上学年又は下学年で指導したり、削除、軽減、集約したりすることが行われました。

「自ら学ぶ力の育成」をキーワードに平成元年、学習指導要領が改定されたことを受けて、１,2年生に「生活科」、5,6年生に「保健」の教科書が登場し
ています。

現在使われている教科書です。各教科それぞれに複数の出版社から発行されていますが、各教科1種づつ、今年度小金井市で採択された教科書を
選んでここに展示しました。


