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#60(FHe:60/138)
し‖ -ld

AU -文部省

Tl-中学校理科指導書
LA -?

BK -中学校理科指導書

so 一実教出版株式会社,東京 1959;
DP -1959

#61(File:61/138)
UlJd

AU -文部省

Tl-小学校 学校行事等指導書
LA -?

BK -小学校 学校行事等指導書

SO 一日本書籍株式会社,東京 1960;
DP -1960

#62(File:62/138)
UL-1d

AU 一文部省

Tl-小学校体育指導書
LA -?
BK -小学校体育指導書

SO -大日本図書株式会社,東京 1960:
DP -1960

#63(File:63/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl-中学校学校行事等指導書
LA -?

BK -中学校学校行事等指導書

so -光風出版株式会社,東京 1960;
DP -1960

#64(File:64/138)
UL-ld

AU 一文部省

TI-幼稚園教育指導書 ･言語編
LA -?

BK -幼稚園教育指導書 ･言語編

so 一株式会社 東洋館出版社,東京 1960;
DP -1960

#65(File:65/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl-小学校図画工作指導書
LA -?
BK 一小学校図画工作指導書

so 一日本文教出版株式会社,東京 1960;

DP -1960

#66(FHe:66/138)
Ul-ld

AU 一文部省

Tl一小学校理科指導書
LA -?

BK -小学校理科指導書

SO -大日本図書株式会社,東京 1960;
DP -1960

#67(File:67/138)
Ul -ld

AU 一文部省

Tl一小学校算数指導書
LA -?
BK 一小学校算数指導書

so -大日本図書株式会社,東京 1960;
DP -1960

#68(File:68/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl一小学校家庭指導
しA -?

BK -′ト学校家庭指導

so 一開隆堂出版株式会社,東京 1960;
DP -1960

#69(FHe:69/138)
UL-1d

AU -文部省

Tl一学校における視聴覚教材の設備 と施設
LA -?

BK -学校における視聴覚教材の設備 と施設

SO -株式会社東洋館出版,東京 1961;
DP -1961

#70(File:70/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl 一小学校道徳指導資料 Ⅰ 小学校道徳指

導計画の事例と研究
しA -?

BK -小学校道徳指導資料 Ⅰ 小学校道徳指

導計画の事例と研究

SO -光風出版株式会社,東京 1961;
DP -1961

#71(File:71/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl 一初等教育実験学校報告書 1 小学校道
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徳の評価
しA -?

BK -初等教育実験学校報告書 1 小学校道

徳の評価

SO 一株式会社 東洋館出版,東京 1961;
DP -1961

#72(File:72/138)
Ul -1d

AU 一文部省

Tl 一小学校理科指導資料 Ⅰ 低学年の指導
LA -?

BK 一小学校理科指導資料 Ⅰ 低学年の指導

SO 一大 日本図書株式会社,東京 1961;
DP -1961

#73(FiJe:73/138)
LH -1d

AU -文部省

Tl -小学校 道徳指導書
LA -?

BK -小学校 道徳指導書

SO -日本書籍株式会社,東京 1961;
DP -1961

#74(Fi一e:74/138)
Ul -1d

AU -文部省

Tl 一小学校学校行事等指導資料 Ⅰ 小学校

学校行事等実施上の諸問題の研究
しA -?

BK -小学校 学校行事等実施上の諸問題の

研究

SO 一光風出版株式会社.東京 1961;
DP -1961

#75(Fi一e:75/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl 一中学校道徳指導事例集 第一集
LA -?

BK 一中学校道徳指導事例集 第-集

SO -光風出版株式会社,東京 1961;
DP -1961

#76(File:76/138)
UJ-ld

AU -文部省

TJ -小学校学校行事等指導資料 I 小学校

学校行事等実施上の諸問題の研究
LA -?

BK 一小学校 学校行事等実施上の諸問題の

研究

SO 一光風出版株式会社,東京 1963;
DP -1963

#77(File:77/138)
UI-1d

AU -鹿児島県教育委員会

Tl-学校運営の手びき 教育管理編
LA -?

BK 一学校運営の手びき 教育管理編

SO -鹿児島県教育委員会.,鹿児島 1963;
DP -1963

#78(Fi一e:78/138)
Ul-Jd

AU -文部省

Tl一中学校特別教育活動指導書
LA -?

BK 一中学校特別教育活動指導書

SO -光風出版株式会社,東京 1964;
DP -1964

#79(File:79/138)
Ul-Jd

AU -全国視聴覚教育指導主事協議会 財

団法人 日本映画教育協会

Tl -学校教育における視聴覚教材の利用

指導 ･助言の手びき
LA -?

BK -学校教育における視聴覚教材の利用

指導 ･助言の手びき

SO -財団法人 日本映画教育協会,東京

1964;
DP -1964

#80(Fi一e:80/138)
Ul-1d

AU 一全国視聴覚教育指導主事協議会

Tl -放送教育指導のてびき 指導主事必携

(第2集)
LA -?

BK -放送教育指導のてびき 指導主事必携

(第 2集)

SO -財団法人 日本放送教育協会,東京

1964;

DP -1964

#81(Fi一e:81/138)
Ul-Jd

AU 一鹿児島県立教育研究所

Tl一学習指導法 算数 ･数学編
LA -?

BK 一学習指導法 算数 ･数学編

so l鹿 児 島県立教 育研 究所 ..鹿 児 島
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1964;
DP -1964

#82(Fi一e:82/138)
Ul -1d

AU -文部省

Tl -体育 (保健体育)科における 集団行

動指導の手びき
しA -?

BK -体育 (保健体育)科における 集団行

動指導の手びき

SO -学研書籍株式会社,東京 1965;
DP -1965

#83(Fi一e:83/138)
し‖ -1d

AU 一文部省

Tl 一小学校算数指導資料Ⅲ 表 ･グラフの

指導
しA -?

BK -小学校算数指導資料Ⅲ 表 ･グラフの

指導

SO 一束洋館出版社,東京 1965;
DP -1965

#84(File:84/138)
UJ -ld

AU -文部省

Tl -初等教育実験学校報告書 12 児童の

実態に即 した学習指導法の研究 特に下学

年の理科指導について
LA -?

BK 一児童の実態に即した学習指導法の研究

SO 一束洋館出版社,東京 1965;
DP -1965

#85(File:85/138)
Ul -1d

AU 一文部省調査局長 天城勲

Tl -教育行政のための調査統計ハン ドブッ

ク

LA -?

BK -教育行政のための調査統計ハン ドブッ

ク

SO -第一法規出版株式会社,東京 1965;
DP -1965

#86(FHe:86/138)
Ul-ld

AU -鹿児島県立教育研究所

Tl一教育統計入門
LA -?

BK -教育統計入門

so -鹿 児 島県立教育研 究所 .,鹿 児 島

1965;
DP -1965

#87(File:87/138)
Ul -1d

AU 一鹿児島県立教育研究所

Tl -個別化をめざす算数の指導 カー ドに

よる学習の実験的研究
LA -?

BK -個別化をめざす算数の指導

so 一鹿 児 島県立教 育研 究所 .,鹿 児 島

1965;
DP -1965

#88(File:88/138)
LH -1d

AU -文部省

Tl 一生徒指導資料第 2集 生徒指導の実践

上の諸問題とその解明
LA -?

BK 一生徒指導の実践上の諸問題とその解明

SO -文部省.,東京 1966;
DP -1966

#89(FiJe:89/138)
LH -1d

AU 一文部省

Tl -初等教育実験学校報告書 5 小学校

クラブ活動の効果的な運営
LA -?

BK 一小学校 クラブ活動の効果的な運営

SO 一教育図書株式会社,東京 1966;
DP -1966

#90(File:90/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl一小学校 国語指導書
LA -?

BK -小学校 国語指導書

SO -教育出版株式会社,東京 1966;
DP -1966

#91(File:91/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl一小学校 特別教育活動指導書
LA -?

BK -小学校 特別教育活動指導書

so 一日本書籍株式会社,東京 1966;
DP -1966
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#92(File:92/138)
Ul-1d

AU 一日本教育新聞社

Tl -42年度教育課程の改訂 どう変わる

か/どう変えるべきか
LA -?
BK -42年度教育課程の改訂

SO 一明治図書出版株式会社,東京 1966;
DP -1966

#93(File:93/138)
Ul-1d

AU -鹿児島県立教育研究所

Tl 一児童生徒の正 しい理解 児童生徒指導

の出発点として
LA -?
BK -児童生徒の正しい理解

so -鹿 児 島県立教育研 究所 .,鹿 児 島

1966;

DP -1966

#94(File:94/138)
Ul-1d

AU -鹿児島県立教育研究所

Tl一教育統計実践編
LA -?

BK 一教育統計実践編

SO -鹿 児 島県立教育研 究所 .,鹿 児 島

1966;
DP -1966

#95(Fi一e:95/138)
Ul-1d

AU 一鹿児島県立教育研究所

Tl -クレペ リン検査のすべて
LA -?
BK -クレペ リン検査のすべて

SO -鹿 児 島県立教 育研 究所 .,鹿 児 島

1966;
DP -1966

#96(Fi一e:96/138)
Ul-1d

AU -鹿児島県立教育研究所

Tl -学習指導法 小学校中学校特別教育活

動編
LA -?

BK 一学習指導法

so -鹿 児 島県立教育研 究所 ..鹿 児 島

1966;

DP -1966

#97(File:97/138)

Ul-1d

AU 一文部省

Tl一交通安全指導の手びき
しA -?
BK -交通安全指導の手びき

SO 一日本学校安全会,東京 1967;
DP -1967

#98(File:98/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl-学校放送の利用
LA -?
BK -学校放送の利用

SO -光風出版株式会社,東京 1967;
DP -1967

#99(File:99/138)
Ul -ld

AU 一文部省

Tl-初等教育資料 小学校学習指導要領
LA -?
BK -初等教育資料

so -株式会社 東洋館出版社,東京 1968;
DP -1968

#100(Fi一e:100/138)
Ul -Id

AU 一文部省

Tl 一高等学校 新 しい数学教育 数学教育

現代化講座指導資料
LA -?
BK -高等学校 新 しい数学教育

so 一株式会社 東洋館出版社,東京 1968;
DP -1968

#101(File:101/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl-小学校 学習指導要領
LA -?
BK -小学校 学習指導要領

SO -文部省.,東京 1968;
DP -1968

#102(File:102/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl一幼稚園教育指導書 一般編
LA -?
BK -幼稚園教育指導書 一般編

so -株式会社フレーベル館,東京 1968;
DP -1968
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#103(File:103/138)
Ullld

AU -文部省

Tl 一中学校 新 しい数学教育 数学教育現

代化講座指導資料
LA -?
BK -中学校 新 しい数学教育

SO 一東京書籍株式会社,東京 1968;
DP -1968

#104(Fi一e:104/138)
Ul-1d

AU -文部省

TJ -中等教育資料 中学校学習指導要領案
LA -?
BK 一中等教育資料

so -大日本図書株式会社,東京 1968;
DP -1968

#105(File:105/138)
Ul -Id

AU -文部省

Tl一小学校学習指導要領
LA -?

BK -小学校学習指導要領

SO -大蔵省印刷局,東京 1968;
DP -1968

#106(File:106/138)
Ul-1d

AU 一輿水 実

Tl -改訂 小学校学習指導要領の展開国語

科編
LA -?

BK -改訂 小学校学習指導要領の展開 国

語科編

SO -明治図書出版株式会社,東京 1968;
DP -1968

#107(File:107/138)
LH -1d

AU 一川口 廷

Tl 一改訂 小学校学習指導要領の展開算数

科編
LA -?

BK -改訂 小学校学習指導要領の展開 算

数科編

SO -明治図書出版株式会社,東京 1968;
DP -1968

#108(File:108/138)
Ul-1d

AU 一井口 尚之

Tl -改訂 小学校学習指導要領の展開理科

編
LA -?
BK -改訂 小学校学習指導要領の展開 理

科編

so 一明治図書出版株式会社,東京 1968;
DP -1968

#109(Fi一e:109/138)
UI-1d

AU -石崎庸 他

Tl -改訂 小学校学習指導要領の展開特別

活動編
LA -?
BK 一改訂 小学校学習指導要領の展開 特

別活動編

so -明治図書出版株式会社,東京 1968;

DP -1968

#110(File:110/138)
Ul -1d

AU 一原 弘道

Tl-移行期の算数科学習指導
しA -?

BK -移行期の算数科学習指導

so 一明治図書出版株式会社,東京 1968;
DP -1968

#111(File:111/138)
Ul-1d

AU 一明治図書出版株式会社

Tl-文部省発表 小学校学習指導要領
LA -?
BK -文部省発表 小学校学習指導要領

so 一明治図書出版株式会社,東京 1968;

DP -1968

#112(File:112/138)
Ul-1d

AU -文部省

Tl-小学校指導書 家庭編
LA -?
BK -小学校指導書 家庭編

SO 一関隆出版株式会社.東京 1969;
DP -1969

#113(File:113/138)
Ul-1d

AU 一文部省

TI-小学校指導書 理科編
LA -?

BK -小学校指導書 理科編
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SO 一東京書籍株式会社,東京 1969;
DP -1969

#114(File:114/138)
Ul -1d

AU 一文部省

Tl -小学校指導書 音楽編
LA -?

BK 一小学校指導書 音楽編

so -株式会社東洋館出版社,東京 1969;
DP -1969

#115(Fi一e:115/138)
Ul-ld

AU 一文部省

Tl -小学校指導書 特別活動編
LA -?

BK -小学校指導書 特別活動編

so -株式会社東洋館出版社,東京 1969;
DP -1969

#116(File:116/138)
LH -1d

AU 一文部省

TI -小学校指導書 体育編
LA -?

BK 一小学校指導書 体育編

SO -株式会社東洋館出版社,東京 1969;
DP -1969

#117(File:117/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl -小学校指導書 道徳編
LA -?

BK -小学校指導書 道徳編

SO -大蔵省印刷局,東京 1969;
DP -1969

#118(Fi一e:118/138)
Ur-ld

AU -文部省

Tl 一小学校指導書 算数編
LA -?

BK -′J､学校指導書 算数編

SO -大阪書籍株式会社,大阪 1969;
DP -1969

#119(File:119/138)
Ul-Jd

AU 一文部省

Tl -小学校指導書 社会編

LA -?

BK -小学校指導書 社会編

so 一大阪書籍株式会社,大阪 1969;
DP -1969

#120(File:120/138)
Ul-ld

AU 一文部省

Tl-小学校指導書 道徳編
LA -?
BK -小学校指導書 道徳編

SO l文部省.,東京 1969;
DP -1969

#121(Fi一e:121/138)
Ul-ld

AU 一文部省

Tl 一生徒指導研究資料第 1集 高等学校に

おける生徒指導上の諸問題
LA -?

BK -高等学校における生徒指導上の諸問題

SO 一文部省.,東京 1969;
DP -1969

#122(FHe:122/138)
Ul-1d

AU 一文部省

Tl 一高等学校教育課程の改善について (答

申)
LA -?

BK 一高等学校教育課程の改善について (答

申)

SO -文部省.,東京 1969:
DP -1969

#123(Fi一e:123/138)
Ul Jd

AU 一文部省

Tl 一高等学校における政治的教養 と政治的

活動について
LA -?

BK -高等学校における政治的教養と政治的

活動について

SO -文部省.,東京 1969;
DP -1969

#124(FHe:124/138)
Ul -1d

AU -総理府

Tl 一時の動き 政府の窓

LA -?

BK 一時の動き 政府の窓

so -大蔵省印刷局,東京 1969;
DP -1969
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#125(FHe:125/138)
Ul-1d
AU -原 弘道 ･大野清四郎

AU 一文部省

Tl 一学校における視聴覚教材の利用
しA -?

BK 一学校における視聴覚教材の利用

Tl 一改訂 中学校学習指導要領の展開 数 so 一開隆堂出版株式会社,東京 1970;
学編
LA -?

BK -改訂 中学校学習指導要領の展開 数

学編

so -明治図書出版株式会社,東京 1969;
DP -1969

#126(File:126/138)
Ul-ld
AU -輿水 実

Tl -移行期の国語科学習指導

しA -?

BK -移行期の国語科学習指導

SO 一明治図書出版株式会社.東京 1969;

DP -1969

#127(Fi一e:127/138)
Ul-1d
AU -山田 栄

Tl-改訂 学習指導要領の展開 総則編
LA -?

BK -改訂 学習指導要領の展開 総則編

SO -明治図書出版株式会社,東京 1969;
DP -1969

#128(File:128/138)
Ul-1d
AU -埼玉県教育局指導課

Tl -算数教育現代化とその指導 (数学教育

の現代化研修会用テキス ト)
LA -?

BK 一算数教育現代化とその指導

SO -埼玉県教育局指導課.,埼玉 1969;
DP -1969

#129(File:129/138)
UI-Jd
AU -文部省

Tl 一養護学校小学部 ･中学部 学習指導要

領 精神薄弱教育編解説
LA -?

BK -養護学校小学部 ･中学部 学習指導要

領

SO 一教育図書株式会社,東京 1970;
DP -1970

#130(File:130/138)
UlJd

DP -1970

#131(FiJe:131/138)
Ul-1d
AU 一文部省

Tl 一中学校指導書 数学編
LA -?

BK 一中学校指導書 数学編

SO 一大阪書籍株式会社,大阪 1970;
DP -1970

#132(File:132/138)
Ul -ld
AU -文部省

Tl 一中学校指導書 特別活動編
LA -?

BK 一中学校指導書 特別活動編

so -財団法人 日本職業指導協会,東京

1970:
DP -1970

#133(File:133/138)
Ul-1d
AU 一指導要録研究会

Tl -小学校 児童指導要録記入資料 用語

例 ･実例編
LA -?

BK 一小学校 児童指導要録記入資料

so -有限会社 新光閣書店,東京 1971;
DP -1971

#134(FiJe:134/138)
Ul -Id
AU -文部省

Tl一小学校 安全指導の手びき

LA -?

BK -小学校 安全指導の手びき

SO -日本学校安全会,東京 1972;
DP -1972

#135(FHe:135/138)
Ul-1d
AU 一文部省

Tl 一精神薄弱特殊学級教育課程編成の手び

き

しA -?

BK 一精神薄弱特殊学級教育課程編成の手び

き
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SO -慶応通信株式会社,東京 1973;
DP -1973

#136(Fi一e:136/138)
UlJd

AU 一文部省

Tl -初等教育資料 小学校新指導要録の解

説 (5月号臨時増刊)
LA -?

BK 一初等教育資料

so 一株式会社 東洋館出版社,東京 1980;
DP -1980

#137(File:137/138)
LH -1d

AU -文部省

Tl 一小学校における基本的生活習慣の指導

望ましいしつけの工夫
しA -?

BK -小学校における基本的生活習慣の指導

SO -大蔵省印刷局,東京 1985;
DP -1985

#138(File:138/138)
Ul-1d

AU -東京書籍株式会社

Tl 一束書教育シリーズ 新 しい算数の指導

現代化をとり入れた実際指導
LA -?

BK -新しい算数の指導

SO 一東京書籍株式会社.,東京 0000;
DP -0000

16.資料 160教育実技報告 ･関連資料

その3

#1(File:I/264)
UI-Id
AU -神戸大学教職員組合

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK 一教室系職員の実態 アンケー ト結果に

よる現状報告

so -神戸大学教職員組合リ 神戸 1978;
DP -1978

#2(File:2/264)
UI-Id
AU 一神戸大学 土屋基規

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 17分科会

BK 一国民のための大学づくり 新構想教員

養成大学 ･大学院と教育系大学の大学院の問

題

so -兵庫県大学教職員組合.,神戸 1978;
DP -1978

#3(File:3/264)
UI-Id
AU 一島根大学 銭本健二

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK 一附属学校における教育実習の実情 中

国五県アンケー トをまとめて

so -島根県大学教職員組合,島根 1978;
DP -1978

#4(File:4/264)
UI-Id
AU -岡山理科大学教職員組合

TI 一日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 17分科会

BK -岡山理科大における民主化の取り組み

so -岡山理科大学教職員組合.,岡山 1978;
DP -1978

#5(File:5/264)
UI-Id
AU 一外山英昭

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK 一教育学部学生の大学教育についての意

識調査

so-山口大学教職員組合,山口 1978;
DP -1978

#6(File:6/264)
UI-Id
AU -香川県大学教員組合

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書
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LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK 一研究 ･教育条件について アンケー ト

結果にみる現状報告

so -香川県大学教員組合.,香川 1978;

DP -1978

#7(File:7/264)

UI -Id
AU -徳島大学

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コルトまたは注釈‥.第 17分科会

BK -大学教育の現状と問題点 (Ⅳ)

so 一徳島県大学教職員組合,徳島 1978;

DP -1978

#8(File:8/264)

UI -Id
AU 一高知大学 藤沢法咲

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 17分科会

BK 一国民のための大学づくり 教員養成系

学部の特殊的貧困の問題 と学生の現状をめぐ

って (高知大学教育学部の事例に即 して)

so -高知県教職員組合,高知 1978;

DP -1978

#9 (File:9/264)

UI-Id
AU -大分大学 神戸輝夫

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 17分科会

BK -教育研究全国集会報告書 国民のため

の大学づくり 大学教育の現状 と学生の意識

〔別 冊資料〕

so 一大分県大学教職員組合,大分 1978;

DP -1978

井lo(File:10/264)

UI -Id
AU 一大分大学 神戸輝夫

TI - 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?

AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK 一教育研究全国集会報告書 国民のため

の大学づくり 大学教育の現状 と学生の意識

so 一大分県大学教職員組合,大分 1978;

DP -1978

#11(File:ll/264)

UI-Id
AU 一平野公孝

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 17分科会

BK 一国民のための大学づ くり 教員養成学

部ノあり方に関する-試論

so -宮崎大学教職員組合,宮崎 1978;

DP -1978

#12(File:12/264)

UI-Id
AU 一私立学校部 永良系二 京都私教連大

学部

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 17分科会

BK -今 日の私立大学 と非常勤講師問題 京

都私大春闘会議における取 り組みの現状 と今

後の 課題

so -私立学校部 永良系二 京都私教連大

学部.,京都 1978;

DP -1978

#13(File:13/264)

UI-Id
AU 一福岡私教連大学部 塩川正隆

TI 一 日教組第27次 ･日高教第24次 教育研

究全国集会報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈… 第 17分科会

BK -私立大における民主化闘争 久留米大

学の闘いより

so -福岡私教連大学部,福岡 1978;

DP -1978

#14(File:14/264)

UI-Id
AU -沖縄県教職員組合 沖縄県石垣市新川

小学校 大島京子/沖縄県糸満市立高嶺中学

校 当山全盛/沖縄県那覇市真和志高等学
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校 比嘉義雄

TI - 日教組28次 日高教第25次 教育研究

全国集会報告書

LA -?
AB 一第4分科会

BK -数学教育 数学教育はどうあるべきか

(1)基礎学力を高めるにはどうすればよい

か (2)教材の自主編成をめざして

so 一沖縄県教職員組合,沖縄 1999;

DP -1999

#15(File:15/264)

UI -Id
AU 一沖縄県教職員組合

T1 - 1975年度 第 7回定期大会議案書

会計資料

LA -?
BK 一報告承認事項 :1974年度会計決算

報告/第3号議案 :1975年度会計予算案/

第4 号議案 :財団法人 沖縄県教育会館改修

資金の拠出について/資料 :1975年度日

教 組組合費の増額について

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1975;
DP -1975

#16(File:16/264)

UI -Id
AU 一沖縄県立大平養護学校

TI 一大平養護の教育

LA -?
BK 一大平養護の教育

so -沖縄県立大平養護学校,沖縄 1980;
DP -1980

#17(File:17/264)

UI -Id
AU 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部

TI -八重山教育情報

LA -?
BK 一･活動計画樹立と教研を使命として (宮

国恵慈) ･支部教研の成功を目ざして (破座

真 武) ･組織の原則に基いて部長配置決ま

る ･春斗のとりくみと総括

so 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部,

沖縄 1975;
DP -1975

#18(File:18/264)

UI -Id
AU 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部

TI 一八重山教育情報

LA -?
BK 一一､職場に自由を !-､教育に真実を !

一､日本に平和を !

so 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部,

沖縄 1975;
DP -1975

#19(File:19/264)

UI-Id
AU -沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部

TI 一八重山教育情報

LA -?
BK -八重山教育情報

so 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部,

沖縄 1975;
DP -1975

#20(File:20/264)

UI-Id
AU 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部

TI -八重山教育情報

LA -?
BK -八重山教育情報

so 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部,

沖縄 1975;
DP -1975

#21(File:21/264)

UI-Id
AU 一沖縄県教職員組合八重山支部/沖教組

八重山支部情宣部

TI 一八重山教育情報

LA -?
BK -*組織教研を強化 し支部教研集会を成

功させよう日

so 一沖縄県教職員組合 八重山支部情宣部,

沖縄 1975;
DP -1975

#22(File:22/264)

UI-Id
AU 一沖縄県教職員組合八重山支部/沖教組

八重山支部情宣部

TI -八重山 教育情報 (速報)

LA -?
BK -八重山 教育情報 (速報)

so-沖縄県教職員組合八重山支部/沖教組

八重山支部情宣部.,沖縄 1975;

DP -1975
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#23(File:23/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合八重山支部/沖教組

八重山支部情宣部

TI -八重山 教育情報 (教研特集)

LA -?
BK -支部教研特集 憲法と教育基本法に基

づき､真実を貫く民主教育の確立を--- !

so -沖縄県教職員組合八重山支部/沖教組

八重山支部情宣部.,沖縄 1975;

DP -1975

#24(File:24/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合那覇支部

TI -討議資料 日教組教育制度検討委員会

第一次報告 (全文)日本の教育はどうある

べきか

LA -?
BK -討議資料 日教組教育制度検討委員会

第一次報告 (全文)日本の教育はどうあるべ

きか

so -沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄

1971;

DP -1971

#25(File:25/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合

TI 一沖教組 月刊情報

LA -?
BK 一人事院勧告の分析批判

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1975;
DP -1975

#26(File:26/264)

UI -Id

AU 一沖教組中央執行委員会

TI - 〔学習資料〕日教組加盟に関する方針

LA -?
BK - 〔学習資料〕日教組加盟に関する方針

so -沖教組中央執行委員会.,沖縄 1973;

DP -1973

#27(File:27/264)
UI -Id

AU -沖縄県校長教頭組合

T1 - 1975年度 第3回定期大会議案書

LA -?

BK - 1975年度 第 3回定期大会議案書

so -沖縄県校長教頭組合.,沖縄 1975;
DP -1975

#28(File:28/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合那覇支部

TI -第四回定期大会議案

LA -?
BK 一第四回定期大会議案

so -沖縄県教職員組合那覇支部.,沖縄

1974;

DP -1974

#29(File:29/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合那覇支部

TI 一第22次 那覇支部教研集会

LA -?
AB -コメントまたは注釈… 後援 :那覇市教育

委員会 浦添市教育委員会

BK -第22次 那覇支部教研集会

so -沖縄県教職員組合那覇支部.,沖縄

0000;

DP -0000

#30(File:30/264)

UI -Id

AU -沖縄県勝連村立 比嘉小学校

TI 一第 10回沖縄県-き地教育研究中頭大

会 研究報告書

LA -?
BK 一研究テーマ ひとりひとひりの子ども

の計算力を育てる学習指導法の一考察

so -沖縄県勝連村立比嘉小学校.,沖縄

1978;

DP -1978
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e:31/264)

一日教組第 27次･日高教第24次

-?
-教育研究全国集会要綱

〝〝,沖縄 1978;
-1978

(File:32/264)

-Id

一八重山支部算数研究集会 授業者:波



平洋子 報告者:池原勝治

TI 一第 30次 教育研究中央集会⑥

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK 一研究テーマ :学習意欲を高め創造性を

のばす算数教育をどうすすめるか

so -那覇支部 那覇算数教育研究会.,沖縄

BK 一多角形の面積の求め方を自ら発見させ 1983;

るための指導法について

so 一八重山支部算数研究集会,八重山

1983;

DP -1983

#33(File:33/264)

UI -Id

AU -中頭支部 数学研究会

TI 一第 30次 教研中央集会報告書 ②

LA -?
AB -コルトまたは注釈‥.第4分科

BK 一基礎学力定着のための教材の自主編成

と展開について (文字式の指導を中心に)

so 一中頭支部 数学研究会,沖縄 1983;

DP -1983

#34(File:34/264)

UI -Id

AU 一国頭支部 数学科研究会

TI -第 30次 教育研究集会 ①

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK -学習意欲を高め創造性を伸ばす算数､

数学教育をどうすすめるか (文字式の指導)

so -国頭支部 数学科研究会.,沖縄 1983;

DP -1983

#35(File:35/264)

UI -Id

AU -中頭支部 具志川

TI 一第 30次 教育研究中央集会

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK -′｣､学校 算数 テーマ :学習意欲を

高め創造性を伸ばす算数教育をどうするか

操作 ､活動を取り入れた分数指導､授業実践

を通して

so 一中頭支部 具志川.,沖縄 1983;

DP -1983

#36(File:36/264)

UI -Id

AU 一那覇支部 那覇算数教育研究会

TI 一第30次 教育研究集会 ③

LA -?

DP -1983

#37(File:37/264)

UI -Id

AU -国頭支部 算数研究会

TI 一第 30次 教育研究集会 ①

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第4分科

BK 一学習意欲を高め創造性をのばす算数･

数学教育をどうすすめるか

so 一国頭支部 算数研究会,沖縄 1983;

DP -1983

#38(File:38/264)

UI -Id

AU 一宮古支部 算数同好会

TI -第 30次 教育研究集会 ⑤

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 4分科

BK 一学習意欲を高め創造性をのばす算数数

学教育をどうすすめるか (比例関係を利用し

た測 定の指導を通して)

so 一宮古支部 算数同好会,宮古 1983;

DP -1983

#39(File:39/264)

UI -Id

AU 一宮古支部

TI 一第 30次 教育研究集会 ⑤

LA -?
AB -コメントまたは注釈...第4分科

BK 一学習意欲を高め創造性をのばす算数 ･

数学教育をどうすすめるか

so 一宮古支部,宮古 1983;

DP -1983

#40(File:40/264)

UI -Id

AU 一島尻支部 算数研究会

TI 一第30次 教育研究中央集会 ④

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK 一学習意欲を高め創造性をのばす算数教

育をどうすすめるか

so 一島尻支部 算数研究会,沖縄 1983;
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DP -1983

#41(File:41/264)

UI -Id

AU -那覇支部 小禄中学校

TI -第 30次 教育研究集会 ③

LA -?
AB 一コメントまたは注釈.‥第4分科

BK 一正多面体ノ模型作り

so 一那覇支部 小禄中学校,沖縄 1983;

DP -1983

#42(File:42/264)

UI -Id

AU 一島尻支部 算数研究会

TI -第 29次 教育研究中央集会 ④

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK 一学習意欲を高め創造性をのばす算数教

育をどうすすめるか (図形指導を通して)

so -島尻支部 算数研究会,沖縄 1982;

DP -1982

#43(File:43/264)

UI -Id

AU -国頭支部 算数班

T1 -第 29次 教育研究中央集会 ①

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第4分科

BK 一第 29次 教育研究中央集会 ①

so -国頭支部 算数班,沖縄 1982;

DP -1982

#44(File:44/264)

UI -Id

AU -沖教組 那覇支部

TI 一第 29次 中央教育研究集会

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK -④算数 テーマ 子どもの見方 ･考え

方を大切にする指導

so 一沖教組 那覇支部,沖縄 1982;
DP -1982

#45(File:45/264)

UI 一Id

AU -八重山支部算数研究会 授業者 :喜舎

場のり子･報告者 :伊志嶺安正

TI 一第 29次 教育研究中央集会 ⑥

LA -?

AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK -小数のわり算のイメージ化について

so -八重山支部算数研究会,八重山 1982;

DP -1982

#46(File:46/264)

UI -Id

AU 一中頭支部 西原町立坂田小学校 報告

者:末吉武松

TI 一第 29次 教育研究中央集会 ①

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第4分科 (算数 ･

数学)

BK -わかる授業 つくる ･たのしい学習

so -中頭支部 西原町立坂田小学校,沖縄

1982;

DP -1982

#47(File:47/264)

UI -Id

AU -宮古支部 算数同好会

TI 一第 29次 教育研究集会 ⑤

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科 算数科

BK -学習意欲を高め創造性をのばす算数 ･

数学教育をどうすすめるか ｢速さ｣の指導

を通 して

so -宮古支部 算数同好会,宮古 1982;

DP -1982

#48(File:48/264)

UI -Id

AU -宮古支部 城辺中学校 上地実秀

TI -第 29次 教育研究中央集会 ⑤

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第 4分科 算数科

BK -指導生徒の実態把握の上に立っての指

導法の研究と実践 (1年文字と式)

so -宮古支部 算数同好会,宮古 1982;

DP -1982

#49(File:49/264)

UI -Id

AU 一中頭支部 算数数学研究会

TI 一第 29次 教育研究中央集会 ②

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科

BK -テーマ ｢わからない子をなくし創造

性を伸ばす算数数学教育をどうすすめるか｣

正負 の数の計算力の定着をはかるにはどう
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指導したらよいか

so 一中頭支部 算数数学研究会,沖縄

1982;

DP -1982

#50(File:50/264)
UI -Id

AU 一島尻支部数学分科 座間味中学校 大

城盛事

TI 一昭和 57年度 報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.島尻支部 数学分

料

BK 一二次方程式の指導について

so 一島尻支部数学分科 座間味中学校 大

城盛事,沖縄 1982;
DP -1982

#51(File:51/264)

UI -Id

AU -沖教組 那覇支部 松島中学校

TI -③ 沖教組 29次 教育研究中央集会

報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科会

BK -数学教育 学習意欲を高め創造性をの

ばす算数 ･数学教育をどうするか

so 一沖教組 那覇支部 松島中学校,沖縄

1982;

DP -1982

#52(File:52/264)
UI -Id

AU -沖教組 那覇支部 仲西中学校

TI -③ 沖教組 29次 教育研究中央集会

報告書

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科会

BK 一数学教育 基礎力を充実させるための

指導 1.予備テス トを通して実態を把握す

る

so 一沖教組 那覇支部 仲西中学校,沖縄

1982;

DP -1982

#53(File:53/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合

TI 一沖教組第29次 高教組第 15次 教

育研究中央集会

LA -?

BK 一教育研究中央集会

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1982;

DP -1982

#54(File:54/264)
UI -Id

AU -沖縄県教職員組合

TI 一沖教組第29次 中央教研討議資料

LA -?
BK -教科書にみる日本軍国主義の実態

｢日本史｣ ｢世界史｣検定資料 (出版労連資

料より )

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1982;
DP -1982

#55(File:55/264)
UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合

TI 一沖教組第29次 中央教研討議資料

LA -?
BK 一平和教育 教科や教科外で平和教育を

どうとらえ､どう実践するか

so 一沖縄県教職員組合,沖縄 1982;

DP -1982

#56(File:56/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;
DP -1982

#57(File:57/264)

UI -Id

AU -中頭支部 与勝連合分会

TI -第30次 沖縄教研集会

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 5分科 小学校

算数

BK 一研究テーマ 創造性を高める算数教育

指導はどうすべきか 乗法と除法の指導を通

して

so 一中頭支部 与勝連合分会,沖縄 1983;

DP -1983
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#58(File:58/264)

UI -Id

AU 一与那原町立 与那原中学校 教諭

城盛幸

TI 一第 30次 教育研究中央集会

LA -?

-マ資料

LA -?
大 BK 一統-テーマ ｢教育反動化に抗 し､子

ども･青年のすこやかな成長をはかるために｣

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1983;

DP -1983

AB -コメントまたは注釈‥.第4分科会 数学

教育

BK -確立-の興味と導入

so -与那原町立 与那原中学校 教諭 :大

城盛事.,沖縄 1983;

DP -1983

#59(File:59/264)

UI -Id

AU -八重山支部 数学科研究会

TI -第 30次 教育研究中央集会 ⑥

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科会

BK -学習意欲を高めるための指導法の工夫

評価を生かした学習指導

so 一八重山支部 数学科研究会,八重山

1983;

DP -1983

#60(File:60/264)

UI -Id

AU 一那覇市立 鏡原中学校

TI -第 30次 教育研究集会 ③

LA -?
AB -コルトまたは注釈‥.第4分科会

BK -実践記録

so -那覇市立 鏡原中学校,沖縄 1983;

DP -1983

#61(File:61/264)

UI -Id

AU 一沖組県教職員組合

TI -沖教組第 30次 高教組第 16次 教

育研究中央集会

LA -?
BK -沖教組第 30次 高教組第 16次 教

育研究中央集会

so -沖組県教職員組合,沖縄 1983;

DP -1983

#62(File:62/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合

TI 一沖教組第 30次 教研中央集会統一テ

#63(File:63/264)

UI -Id

AU

TI 一第31次 教研中央集会分科会テーマ

秦
LA -?
BK 一第4分科 数学教育 (ノト 中)

so -〝〝,沖縄 1983;

DP -1983

#64(File:64/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so -沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#65(File:65/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#66(File:66/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふ りかえり実 り

ある教研-新たな出発を

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#67(File:67/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部
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TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふりかえり実り

ある教研-新たな出発を

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#68(File:68/264)

UI -Id
AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so-沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#69(File:69/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#70(File:70/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#71(File:71/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so-沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#72(File:72/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?

BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so-沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#73(File:73/264)

UI 一Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so-沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#74(File:74/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研へ新たな出発を

so一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#75(File:75/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教研 30周年の足跡をふ りかえり実り

ある教研-新たな出発を

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1983;

DP -1983

#76(File:76/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so一沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#77(File:77/264)

UI -Id
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AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#78(File:78/264)
UI 一Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#79(File:79/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;
DP -1982

#80(File:80/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#81(File:81/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#82(File:82/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;
DP -1982

#83(File:83/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so-沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#84(File:84/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;
DP -1982

#85(File:85/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#86(File:86/264)

UI 一Id

AU 一沖教組教研速報部
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TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;
DP -1982

#87(File:87/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そ う

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#88(File:88/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そう

so -沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#89(File:89/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報
LA -?
BK 一教科書攻撃などの反動攻勢を許さない

ため､父母 ･地域との "草の根"教育運動を

おこ そ う

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1982;

DP -1982

#90(File:90/264)

UI -Id

AU 一久米島 仲里中学校

TI 一第27次 久米島地区教研

LA -?
BK -全ての生徒に漢字力 ･計算力をつける

にはどうしたらよいか

so -久米島 仲里中学校,久米島 1981;

DP -1981

#91(File:91/264)

UI -Id

AU -具志川中学校

T1 -80. 自主研報告書

LA -?
BK - 80. 自主研報告書

so-具志川中学校,沖縄 1981;

DP -1981

#92(File:92/264)

UI -Id

AU 一大岳小学校分会

TI 一昭和55学年度 研究報告書

LA -?
BK -国語の基礎力をつけるにはどうすれば

よいか (進級テス トを中心とした漢字指導)

so 一大岳小学校,久米島 1981;

DP -1981

#93(File:93/264)

UI -Id

AU -仲里村立美崎小学校分会

TI 一第27次 教育研究集会 研究報告書

LA -?
BK 一漢字の読む､書く力を伸ばすにはどの

ようにすればよいか

so 一仲里村立美崎小学校分会,久米島

1981;

DP -1981

#94(File:94/264)

UI -Id

AU -仲里村立久米島小学校分会

TI 一昭和55学年度 研究報告書

LA -?
BK -漢字の読み ･書きの力をのばすには､

どのようにしたらよいか｡

so 一仲里村立久米島小学校分会,久米島

1981;

DP -1981

#95(File:95/264)

UI -Id

AU 一仲里小学校

TI一昭和55年度 第27次教育研究集会

研究報告書

LA -?
BK -漢字の読み書きの力をつけるにはどう

すればよいか

- 98-



so 一仲里小学校,久米島 1981;
DP -1981

#96(File:96/264)
UI-Id
AU -久米島養護教諭研究会

TI -昭和 55年度 第 27次教育研究集会

研究報告書

LA -?
BK - う歯の予防について (学級における歯

の保健指導)

so 一久米島養護教諭研究会,久米島 1981;
DP -1981

#97(File:97/264)
UI-Id
AU -久米島高校 数学科教育

TI -昭和 55年度 第 27次久米島教研

LA -?
BK -テーマ :高校入試における数学の成績

の分析 と基礎学力向上の為の進級テス ト実施

の報 告

so -久米島高校 数学科教育,久米島

1981;
DP -1981
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e1 98/264)
Id
久米島高等学校

昭和 55年度 第 27教育研究集会
?
テーマ :習熟度別指導にとり組んで

久米島高等学校,久米島 1981;
1981

e1 99/264)
Id
比屋定小中学校

昭和 55年度 第 27次教育研究集会
?
第 27次 教育研究集会 資料 Ⅲ

比屋定小中学校,久米島 1981;
1981

(File:100/264)
Id
比屋定小中学校

昭和 55年度 第 27次教育研究集会

?
第 27次 教育研究集会 資料 l

so 一比屋定小中学校,久米島 1981;
DP -1981

#101(File:101/264)
UI-Id
AU -比屋定小中学校

TI 一昭和 55年度 第 27次教育研究集会

LA -?
BK 一研究報告書 テーマ :基礎学力を高め

るための読書指導はどうすればよいか

so -比屋定小中学校,久米島 1981;
DP -1981

#102(File:102/264)
UI -Id
AU 一沖教組那覇支部久米島連合分会 ･沖教

組那覇支部久米島高校分会

TI 一昭和 55学年度 数研要項

LA -?
BK -第 27次教育研究集会 島の子 どもた

ちにたしかな学力を

so 一沖教組那覇支部久米島連合分会 ･沖教

組那覇支部久米島高校分会,久米島

1981;
DP -1981

#103(File:103/264)
UI -Id
AU 一久米島中学校分会

TI 一昭和 55年度 研究報告書

LA -?
BK -テーマ 基礎学力をめざす読書指導

(読書指導を通 して主体的に学習する態度を

育てる )

so 一久米島中学校分会,久米島 1981;
DP -1981

#104(File:104/264)
UI-Id
AU 一久米島中学校分会

TI 一資料編

LA -?
BK 一資料編

so 一久米島中学校分会,久米島 1981;
DP -1981

#105(File:105/264)
UI-Id
AU 一高教組那覇支部

TI 一第 13次教育研究集会
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LA -?
BK 一第 13次教育研究集会

so 一高教組那覇支部,沖縄 1980;

DP -1980

削06 (File:106/264)

UI -Id

AU -講師 小島昌夫

TI 一第 13次那覇支部教研記念講演

LA -?
BK 一演題 ｢確かな学力を回復 し､民主的な

人格を発展 させるために｣

so -那覇支部教研,沖縄 1980;

DP -1980

#107(File:107/264)

UI -Id

AU 一高教組那覇支部 速報部

TI -教研速報

LA -?
BK 一第 13次 教研速報 No.2
so 一高教組那覇支部速報部,沖縄 1980;

DP -1980

08 (File:108/264)

-Id

一高教組那覇支部 速報部

一教研速報

-?
一第 13次 数研速報 No.6
-高教組那覇支部速報部,沖縄 1980;

-1980

09 (File:109/264)

-Id

一高教組那覇支部 速報部

-教研速報

-?
-第 13次 教研速報 No.5
-高教組那覇支部速報部,沖縄 1980;

-1980

110 (File:110/264)
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リ ー高教組那覇支部 速報部

一教研速報

A -?
K 一第 13次 教研速報 No.4
0 -高教組那覇支部速報部,沖縄 1980;

p -1980

#111(File:111/264)

UI -Id

AU -第4分科会 数学教育 那覇高校数学

料

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集

会

LA -?
BK 一教材の自主編成 数学Ⅲの指導につい

て

S0 -第4分科会 数学教育 那覇高校数学

料,沖縄 1980;

DP -1980

#112(File:112/264)

UI -Id

AU 一第4分科会 数学教育 首里高等学校

崎浜秀勝

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集

会

LA -?
BK 一数学教育はどうあるべきか 新教育課

程はどうあるべきか

so-第4分科会 数学教育 首里高等学校

崎浜秀勝,沖縄 1980;

DP -1980

#113(File:113/264)

UI -Id

AU -第4分科会 数学教育 沖縄工業高校

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集

会

LA -?
BK -計算力テス トの改善に向けて

so 一第4分科会 数学教育 沖縄工業高校,

沖縄 1980;

DP -1980

#114(File:114/264)

UI -Id

AU -第4分科会 数学教育 浦添高校 国

吉美代子

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集
∠ゝ
7言

LA -?
BK -数学教育はどうあるべきか 基礎計算

力養成

so 一第4分科会 数学教育 浦添高校 国

吉美代子,沖縄 1980;

DP -1980
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#115(File:115/264)
UI -Id
AU 一第4分科会 数学教育 大平高校分会

比嘉義雄

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集
′ゝ
ココ

LA -?
BK 一数学教育はどうあるべきか

so -第4分科会 数学教育 大平高校分会

比嘉義雄,沖縄 1980;
DP -1980

#116(File:116/264)
UI -Id
AU 一第4分科会 数学教育 浦添高校 崎

浜秀俊

TI 一高教組那覇支部 第 13次教育研究集
.△､
ココこ

LA -?
BK -数学教育はどうあるべきか 家政科の

指導実践

S0 -第4分科会 数学教育 浦添高校 崎

浜秀俊,沖縄 1980;
DP -1980

#117(File:117/264)
UI 一Id
AU -第4分科会 数学教育 浦添高校 崎

浜秀俊

TI -数学 Ⅰ 家政科 2年用 1学期 (餐

料)

LA 一つ
BK 一数学 Ⅰ 家政科 2年用 1学期 (質

料)

so -第 4分科会 数学教育 浦添高校 崎

浜秀俊,沖縄 1980;
DP -1980

#118(File:118/264)
UI -Id
AU -沖縄県教職員組合那覇支部 後援:那

覇市教育委員会 ･浦添市教育委員会

TI 一第 28次 沖教組那覇支部教育研究集

会要綱

IJA -?
BK 一研究テーマ :学校に自治と文化 子ら

に真実と平和を

so -沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄

1981;

DP -1981

#119(File:119/264)
UI -Id
AU -沖縄県那覇市立安謝小学校教諭 大田

徳雄

TI 一第35回九州数学教育研究長崎大会

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第 5分科会

BK 一論理的な見方･考え方を育てる指導

5年の合同な三角形のかき方の指導を通 して

so -沖縄県那覇市立安謝小学校教諭 大田

徳雄,沖縄 1981;
DP -1981

#120(File:120/264)
UI -Id
AU -沖縄県教職員組合

TI 一那覇支部機関紙

LA -?
BK 一那覇支部 速報 苦 しいときには原

因は何かと考え たたかうときには敵は誰か

を考 えよう 統一 !そこに勝利がある

so 一沖縄県教職員組合,沖縄 1981;
DP -1981

#121(File:121/264)
UI -Id
AU 一沖縄県那覇市立安謝小学校教諭 大田

徳雄

TI 一資料 1

LA 一?
BK 一資料 1

so一沖縄県那覇市立安謝小学校教諭 大田

徳雄.,沖縄 1981;
DP -1981

#122(File:122/264)
UI -Id

AU -沖縄県浦添市立神森小学校 仲村静子

TI 一第 35回 九リ≠数学教育研究大会 (長

崎大会)

LA -?
BK 一研究テーマ :2年における長さの概念

形成指導

so 一沖縄県浦添市立神森小学校 仲村静子,

沖縄 1981;
DP -1981

#123(File:123/264)
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Id
島尻支部数学研修会

第26次教研集会

?
･コメントまたは注釈‥.第4分科

基礎学力をどう定着させるか

島尻支部数学研修会,沖縄 1979;

1979

(File:124/264)

Id
高嶺中学校 当山全盛

1次関数の授業書 (二年)

?
1次関数の授業書 (二年)

高嶺中学校 当山全盛,沖縄 1979;

1979

#125 (File:125/264)

UI -Id
AU - 2年 1組 (高嶺中学校)当山全盛

TI 一数学科学習指導案

LA -?
BK -数学科学習指導案

S0-2年 1組 (高嶺中学校)当山全盛,沖

縄1979;

DP -1979

6 (File:126/264)

-Id
一大城成敏

一研究報告喜

一?
一研究報告書 班学習を取 り入れた数学

導

2

,t刀r

削

‖
AU

H
LA
BK
指

s0
D

一大城成敏,沖縄 1979;

-1979

#127(File:127/264)

UI -Id
AU 一佐敷中学校 親川正雄

TI -<私の> 2次方程式の指導

LA -?
BK -<私の> 2次方程式の指導

so -佐敷中学校 親川正雄,沖縄 1979;

DP -1979

#128 (File:128/264)

UI -Id
AU 一真和志中学校 数学科 金城悦子他 5

名

TI-第 26次教研 沖教組中央教育研究集

会 第四分科 数学教育
LA -?
BK 一研究テーマ 到達目標による評価をめ

ざして､どう授業の改善をすめるか｡ 連立

方程 式

so-真和志中学校 数学科 金城悦子他 5

名,沖縄 1979;

DP -1979

#129(File:129/264)

UI-Id
AU -真和志中学校

TI -学習ノー ト数学 2

LA -?
BK 一学習ノー ト2 連立方程式

so一兵和志中学校,沖縄 1979;

DP -1979

#130(File:130/264)

UI-Id
AU -首里高等学校数学科

TI-2次関数の指導について

LA -?
BK -2次関数の指導について

so 一首里高等学校数学科,沖縄 1979;

DP -1979

#131(File:131/264)

UI-Id
AU 一浦添高校 崎浜秀俊

TI 一高教組 那覇支部 第 12次教育研究
.∠ゝ二王耳
LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.第4分科会 数学

教育

BK -数学教育はどうあるべきか 家政科の

指導実践定期テス ト･実テの分析

so -浦添高校 崎浜秀俊,沖縄 1979;

DP -1979

#132(File:132/264)

UI-Id
AU 一那覇工業高等学校

TI 一三角関数の指導について

LA -?
BK -三角関数の指導について

so 一那覇工業高等学校,沖縄 1979;

DP -1979
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削33(File:133/264)

UI -Id
AU -西原高等学校 名城達夫

TI 一高教組中部支部 第 12次数研集会

LA -?
一
一

一

一

一

AB

BK

SO

コメントまたは注釈‥.第4分科会

基礎学力の分析

西原高等学校 名城達夫,沖縄 1979;

DP -1979

#134(File:134/264)

UI-Id
AU -那覇市立教育研究所

TI -第 19回教育研究発表会資料

LA -?
BK 一算数 ･数学における 基礎計算力の理

解度と定着度について

so一那覇市立教育研究所,沖縄 1984;

DP -1984

#135(File:135/264)

UI -Id
AU -那覇市立教育研究所

TI 一紀要 123号基礎学力向上方策研究報

告書

LA -?
BK -文章指導における問題点とその課題

文章題の調査研究 中学校 数学

so-那覇市立教育研究所,沖縄 1983;

DP -1983

#136(File:136/264)

UI-Id
AU -那覇市立教育研究所

TI -紀要 123号の1.2
LA -?
BK -基礎学力向上方策研究報告書 小学校

算数5.6年の文章題の調査研究～

so-那覇市立教育研究所,沖縄 1983;

DP -1983

#137(File:137/264)

UI-Id
AU -与那覇章

TI 一新沖縄の教育

LA -?
BK 一盲学校における重複障害児の算数教育

so一好夢想出版会,沖縄 1979;

DP -1979

#138(File:138/264)

UI -Id
AU -西原町立 西原東小学校

TI 一学校教育経営

LA -?
BK 一学校教育経営

so一西原町立 西原東小学校,沖縄 1984;

DP -1984

#139(File:139/264)

UI -Id
AU 一日本科学者会議沖縄支部

TI -シンポジウム ｢核と沖縄｣報告集

LA -?
BK -シンポジウム ｢核と沖縄｣報告集

so一日本科学者会議沖縄支部,沖縄 1984;

DP -1984

#140(File:140/264)

UI-Id
AU -那覇市立 教育研究所

TI -紀要 133号 研究協力員報告書

LA -?
BK -中学校数学科 より望ましい授業のあ

り方をめざして 調査研究

so-那覇市立 教育研究所,沖縄 1984;

DP -1984

#141(File:141/264)

UI
AU

TI

LA

BK

SO

一
一

一

一
一

一

一

Id
那覇市立 教育研究所

紀要 126号の2
?
研究報告書 (第 38集)

那覇市立 教育研究所,沖縄 1984;

DP -1984

削42(File:142/264)

UI-Id
AU 一那覇支部 浦城小学校 上江洲智浩

TI 一第25次教研中央集会

LA -?
AB -コメントまたは注釈.‥第4分科

BK 一研究テーマ 子どもの見方.考え方を

大切にする指導

so-那覇支部 浦城小学校 上江洲智浩,

沖縄 1978;

DP -1978
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#143(File:143/264)
UI-Id
AU -第 11回中央斗争委員会

TI 一第 1号議案

LA -?
BK -秋季.年斗方針 (秦)の ｢具体的とり

くみの追加｣と ｢支部からの提起事項｣につ

いて

so -第 11回中央斗争委員会,沖縄 1973;
DP -1973

削44(File:144/264)
UI-Id
AU -第 10回中央斗争委員会

TI -第 1号議案

LA -?
BK 一定員増､人材確保法案粉砕を中心とし

た当面の斗いについて 早朝 2時間テス ト

so -第 11回中央斗争委員会,沖縄 1973;
DP -1973

#145(File:145/264)
UI 一Id
AU -沖縄県補充教員各支部代表者会

TI 一補充教員の身分保証についての協力願

い (文書)

LA -?
BK -沖縄県教職員組合中央執行委員長 平

敷静男殿 補充教員の身分保証についての協

力願 い

so 一沖縄県補充教員各支部代表者会,沖縄

1973;
DP -1973

#146(File:146/264)
UI -Id
AU -比嘉小学校 担任 :伊波正仁

TI 一第 4･5学年 算数科複式学級指導案

LA -?
BK 一第 4 ･5学年 算数科複式学級指導案

so -比嘉小学校 担任 :伊波正仁,沖縄

1978;
DP -1978

#147(File:147/264)
UI-Id
AU 一比嘉小学校

TI 一計算能力実態調査問題集

LA -?
BK -昭和 52年度 計算能力実態調査問題

集

so 一比嘉小学校,沖縄 1977;
DP -1977
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(File:148/264)
Id
比嘉小学校

第 25次 教研

つ･･コメントまたは注釈‥.-き地教育分科

計算学習問題の精選と問題作成

比嘉小学校,沖縄 oooo;
0000

9(File:149/264)

l

一

一
r
)

一

導

か

Id
大宜味小 我喜屋秀子

第25次 国頭支部教育研究集会
?
コメントまたは注釈‥.第 11分科 (生活

-テーマ 民主的な人格形成をどう進め

-大宜味小 我喜屋秀子,沖縄 0000;
-0000

#150(File:150/264)
UI-Id
AU -屋我地小学校 平田聴

TI 一第 25次 教育研究国頭支部集会 公

開授業

LA -?
AB -コメントまたは注釈‥.11分科 生活指

導

BK -算数科学習指導案 学習集団をめざし

て

so -屋我地小学校 平田聴,沖縄 1978;
DP -1978

#151(File:151/264)
UI -Id
AU 一束江小学校 2年 諸兄和代

TI 一水遊びを通 して全員参加の学習- ち

LA -?
BK -かさくらべ

so 一束江小学校 2年 諸兄和代,沖縄

0000;
DP -0000

#152(File:152/264)
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UI -Id

AU -沖教組那覇支部執行委員会 ･会館建設

特別委員会

TI 一討議資料

LA -?
BK -那覇教育会館 (仮称)建設計画書

so -沖教組那覇支部執行委員会 ･会館建設

特別委員会,沖縄 1975;
DP -1975

#153(File:153/264)
UI -Id

AU 一高教組 那覇支部

TI 一第 1回 秋季学習会

LA -?
BK 一第 1回 秋季学習会

so 一高教組 那覇支部,沖縄 1975;
DP -1975

#154(File:154/264)
UI -Id

AU -沖教組 那覇支部

TI -'75夏期学習会要項

LA -?
BK -'75夏期学習会要項

so 一沖教組 那覇支部,沖縄 1975;
DP -1975

#155(File:155/264)
UI -Id

AU 一実践発表 安慶田小学校 5年 :山田ゆ

かり･多和田一美 ･和泉美津子

TI -第42次教育研究集会

LA -?
BK -分数カラータイルを使った新 しい授業

安慶田小学校 5年

so 一安慶田小学校 5年,沖縄 1995;
DP -1995

#156(File:156/264)
UI -Id

AU -授業者 大山小学校 4年 3組 36名&

和泉康彦

TI -第42次教育研究集会②

LA -?
BK -キレイ,かんたん,楽しい 分数カラ

ータイルを使った新 しい授業

so 一大山小学校 4年 3組 36名.&和泉康彦,

沖縄 1995;
DP -1995

#157(File:157/264)
UI -Id

AU 一第4ブロック 山本隆司 (嘉手納小学

校)

TI 一沖教組中頭支部第42次教育研究集会

算数分科会レポー ト

LA -?
BK -テーマ 週 5日制なんてこわくない !

教科書ガラクタ教材精選法

so-山本隆司 (嘉手納小学校),沖縄 1995;
DP -1995

削58(File:158/264)
UI -Id

AU -〝〝

TI 一昭和 51年度県費負担教職員の人事異

動および採用に伴 う内申権の運営方針なら

びに幼稚園教職員の人事異動方針につ

いての協定

LA -?
BK 一昭和 51年度県費負担教職員の人事異

動および採用に伴 う内申権の運営方針ならび

に幼 稚園教職員の人事異動方針についての

協定

so -"〟,沖縄 ooOO;
DP -0000

削
=

AU
m

名

LA
BK

名

s0
D

e1･l
d
〃

F
l
〃

lZ15
一

一

95

簿

簿

159/264)

一第一期～第二〇期 教育研究所研究員

-?
一第一期～第二〇期 教育研究所研究員

〝〝,沖縄 0000;
-0000

#160(File:160/264)
UI -Id

AU - 1年 3組

TI -かきたいことの-と 文 しゆう

LA -?
BK -かきたいことの-と 文 しゆう

S0-1年 3組,沖縄 1972;
DP -1972

#161(File:161/264)
UI -Id
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AU 一数学教育協議会

TI 一第 39回全国研究大会

LA -?
BK -数学でみる世界のすがた 広い視野か

ら子どもの教育-の権利を考えよう

so一数学教育協議会,沖縄 1991;
DP -1991

#162(File:162/264)
UI -Id
AU -東京 近藤年示 (都立国際高)

TI -数学教育協議会第 39回全国研究大会

コンピューター分会 レポー ト

LA -?
BK - ｢数学教育においてコンピューターの

果たす役割｣

so-東京 近藤年示 (都立国際高),東京

1991;
DP -1991

#163(File:163/264)
UI -Id
AU 一松崎雅夫 (大阪)

TI 一数学教育協議会 第 39回全国大会

分科会A (24)

LA -?
BK - 『高校数学とコンピュータ』 本主

顔 (特にソフ トの問題)についての私的な整

理

so-松崎雅夫 (大阪),大阪 1991;
DP -1991

#164(File:164/264)
UI -Id
AU 一大阪福島女子高等学校 中村智子

TI -数学の授業におけるコンピューター教

材利用

LA -?
BK 一数学の授業におけるコンピューター教

材利用

so-大阪福島女子高等学校 中村智子,大

阪 1990;
DP -1990

#165(File:165/264)
UI -Id
AU -大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久

TI -Mu1tiBinderとグラフィッ

ク教材

LA -?
BK -MultiBinderとグラフィッ

ク教材

so一大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久,大阪 0000;
DP -0000

#166(File:166/264)
UI-Id
AU 一大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久

TI 一三角比のグラフ描画ソフ トSINZP

LT3 (対象領域 :Ⅰ三角比)

LA -?
BK 一三角比のグラフ描画ソフ トSINZP

LT3 (対象領域 :Ⅰ三角比)

so一大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久,大阪 0000;
DP -0000

#167(File:167/264)
UI-Id
AU 一大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久

TI -関数のグラフ作成プログラム "Gra

ph mate l･0"
LA -?
BK -関数のグラフ作成プログラム "Gra

ph mate l･0"

so一大阪教育大学附属高等学校池田校舎

友田勝久,大阪 0000;
DP -0000

#168(File:168/264)
UI-Id
AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI -速報 ありま No.32
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

一
一

96削

;
AU
会

(File:169/264)
Id
数学教育協議会 第 39回全国研究大



TI -速報 ありま No.27
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#170(File:170/264)
UI -Id
AU -ブライアン ･ボル ト (訳 木村良夫)

TI -ライフ ･ヒス トリー

LA -?
BK -イギリスの学校における数学教育

so -ブライアン ･ボル ト (訳 木村良夫),

" 〟1991;

DP -1991

#171(File:171/264)
UI -Id
AU 一本田陽一 (京都)

TI - 『数学教室』 1990年 5月号

LA -?
BK -連載 内包量指導をめぐって2

内包量指導は ｢密度｣から

so -本田陽一 (京都),京都 1990;
DP -1990

#172(File:172/264)
UI -Id
AU 一村山貞雄 (北海道)

TI -基礎講座 中学校の幾何

LA -?
一
一

一

一

BK

SO
基礎講座 中学校の幾何

村山貞雄 (北海道),北海道 oooo;
DP -0000

#173(File:173/264)
UI -Id
AU 一数学教育協議会

TI -第 39回数教協全国大会 ･分科会Bレ

ジメ

LA -?
BK -テーマ ｢幾何教育 3年間のカリキュ

ラムをどう作るか｣
so 一数学教育協議会,〝〝1991;
DP -1991

#174(File:174/264)

UI -Id
AU -′′〝
TI 一中学校 ･幾何幾何教育に関する新旧対

照表

LA -?
BK 一中学校 ･幾何幾何教育に関する新旧対

照表

so-〝 〝 ," "0000;

DP -0000

削75(File:175/264)
UI -Id
AU -鈴木-巳 (東京)

TI -特集 数学でみる世界のすがた

LA -?
BK 一内包量の世界をみせよう

so -鈴木-巳 (東京),〝〝0000;
DP -0000

6(File:176/264)
-Id
一和歌山県立日高高等学校 原義則

一数学教育のコンピュータ利用

-?
-プレゼンテーション ･パネルを使った

一

一

業

山

7

7]Iフ

L

7

削

‖
AU

m

LA
BK

授

so
歌

DP

削

H
AU

m
店

LA
BK

s0
D

和歌山県立日高高等学校 原義則,和

･'
1

1
9
9
9
9
1
1

7(File:177/264)
-Id
一京都 下田正義

一第 39回 数教協全国研究大会 教具

?
･

順

-?
- "分数のかけ ･わり器"

一京都 下田正義,京都 1991;
-1991

#178(File:178/264)
UI -Id
AU -サークルわらべ (沖縄)和泉康彦

TI -互除法による分数の導入に関する考察

LA -?
BK 一分数の導入になぜ互除法が必要なのだ

ろうか

so -サークルわらべ (沖縄)和泉康彦,沖

縄 1991;
DP -1991
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(File:179/264)
Id
明星学園小学校

『くり上がりのあるたしざん』

?
I『くり上がりのあるたしざん』

明星学園小学校,〝〝oooo;
0000

#180(File:180/264)
UI -Id
AU 一高井和雄 (神川県 観音寺中学校)

TI 一数学教育協議会第39回全国研究大会

教具展

LA -?
BK -わりばLを使った 1次関数の指導

so-高井和雄 (神川県 観音寺中学校),香

川 1991;
DP -1991

削81(File:181/264)
UI -Id
AU 一高井和雄 (香川県 観音寺中学校)

TI -数学教育協議会第 39回全国研究大会

教具展

LA -?
BK - ｢ばねを使った比例 ･反比例の導入

so-高井和雄 (香川県 観音寺中学校),香

川 1991;
DP -1991

#182(File:182/264)
UI -Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会実行委員長 :市川徹

TI -速報 ありま No.1
LA -?
BK 一数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#183(File:183/264)
UI-Id
AU 一数学教育協議会 第39回全国研究大

会 兵庫県委員長 :田中千里

TI一速報 ありま No.2

LA -?
BK 一数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子ども の教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#184(File:184/264)
UI-Id
AU -数学教育協議会 第39回全国研究大
.∠ゝ
巨妻51

TI 一速報 ありま No.3
LA -?
BK -数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視野

から 子どもの教育への権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#185(File:185/264)
UI-Id
AU 一数学教育協議会 第39回全国研究大
Aコ=
TI 一速報 ありま No.4
LA -?
BK -数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#186(File:186/264)
UI-Id
AU 一数学教育協議会 第39回全国研究大
∠ゝ
7て

TI 一速報 ありま No.5
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#187(File:187/264)
UI一Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
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∠ゝ
巨妻51

TI 一速報 ありま No.6
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

削88(File:188/264)
UI-Id
AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大
∠ゝ
コ三

TI 一速報 ありま No.7
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#189(File:189/264)
UI -Id
AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大
.A
:=言

TI -速報 ありま No.8
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#190(File:190/264)
UI-Id
AU -数学教育協議会 第39回全国研究大
.∠ゝ
ii51

TI 一速報 ありま No.9
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#191(File:191/264)

UI-Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
A
巨i51

TI -速報 ありま No.10
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#192(File:192/264)
UI-Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
∠ゝii51
TI 一速報 ありま No.ll
LA 一?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育への権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#193(File:193/264)
UI-Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.12
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#194(File:194/264)
UI-Id
AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
一∠ゝ
ii5I

TI -速報 ありま No.13
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991
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#195(File:195/264)
UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI -速報 ありま No.14
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視野

から 子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#196(File:196/264)
UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.15
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#197(File:197/264)
UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.16
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#198(File:198/264)
UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.17
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#199(File:199/264)
UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI -速報 ありま No.18
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#200(File:200/264)
UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI -速報 ありま No.19
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#201(File:201/264)
UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.20
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#202(File:202/264)
UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.21
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視
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野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#203(File:203/264)

UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI -速報 ありま No.22
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#204(File:204/264)

UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大
∠ゝ
iji51

TI -速報 ありま No.23
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#205(File:205/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
,A
コ言

TI 一速報 ありま No.24
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育への権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

一
一

一

一

60舵

;
AU
会

m

L

(File:206/264)

Id

数学教育協議会 第 39回全国研究大

報逮

?

ありま No.25

BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#207(File:207/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.26
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#208(File:208/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大
A
:==

TI 一速報 ありま No.28
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#209(File:209/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.29
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#210(File:210/264)

UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会
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TI 一速報 ありま No,30
LA -?
BK 一数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#211(File:211/264)

UI -Id

AU 一数学教育協議会 第 39回全国研究大
.∠ ゝ

コ三

TI -速報 ありま No.31
LA -?
BK -数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#212(File:212/264)

UI -Id

AU 一数学教育協議会 第39回全国研究大
.∠ゝ
コ言

TI 一速報 ありま No.32

LA -?
BK 一数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#213(File:213/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第39回全国研究大
∠ゝ
コご

TI 一速報 ありま No.33
LA -?
BK -数学教育協議会 第 39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第 39回全国研究大

会,兵庫 1991;

DP -1991

#214(File:214/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第39回全国研究大

会

TI 一速報 ありま No.34
LA -?
BK 一数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた 一広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so一数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#215(File:215/264)

UI -Id

AU -数学教育協議会 第39回全国研究大
∠ ゝ

ii51

TI -速報 ありま No.35
LA -?
BK -数学教育協議会 第39回全国研究大

会 数学でみる世界のすがた -広い視

野か ら子どもの教育-の権利を考えよう-

so-数学教育協議会 第39回全国研究大

会,兵庫 1991;
DP -1991

#216(File:216/264)

UI -Id

AU -沖教組第35次 ･高教組第21次 教

育研究集会

TI -沖教組第35次 ･高教組第 21次 教

育研究集会の誓い

LA -?
BK 一沖教組第35次 ･高教組第21次 教

育研究集会の誓い

SO-沖教組第35次 ･高教組第 21次 教

育研究集会,沖縄 1988;

DP -1988

#217(File:217/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一意法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so-沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#218(File:218/264)

UI -Id
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AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#219(File:219/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#220(File:220/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一 ･ ｢臨教審｣路線と対決し私たちのす

すめる教育改革を !･県教育行政の反動的姿

勢を 許さず､民主教育を推進しよう!

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#221(File:221/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#222(File:222/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#223(Fileニ223/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

T1 -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一 ･ ｢臨教審｣路線と対決し私たちの進

める教育改革を !･県教育行政の反動的姿勢

を許 さず､民主教育を推進 しよう!

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#224(File:224/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#225(File:225/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#226(File:226/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so-沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#227(File:227/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部
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TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1988;
DP -1988

#228(File:228/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一･ ｢臨教審｣路線 と対決 し私たちのすす

める教育改革を !･県教育行政の反動的姿勢

を許 さず､民主教育を推進 しよう!

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#229(File:229/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#230(File:230/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#231(File:231/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI 一沖教組 教研速報

LA -?
BK -憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so 一沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#232(File:232/264)

UI -Id

AU -沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報
LA -?
BK 一･｢臨教審｣路線と対決 し私たちのすす

める教育改革を !･県教育行政の反動的姿勢

を許 さず､民主教育を推進 しよう!

so -沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#233(File:233/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研 速報部

TI -沖教組 教研速報

LA -?
BK 一憲法と教育基本法に基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so一沖教組教研速報部,沖縄 1988;

DP -1988

#234(File:234/264)

UI -Id

AU 一渡名喜村立渡名喜中学校 数学科 大

城朗

TI -第 35次数研中央集会 島尻地区④

LA -?
BK -テーマ :わからない子をなくし創造性

を伸ばす算数 ･数学教育はどうあるべきか

自主 的学習のできる生徒の育成をめざして

so -渡名喜村立渡名喜中学校 数学科 大

城朗,沖縄 1988;
DP -1988

#235(File:235/264)

UI -Id

AU 一第4分科 国頭支部､数学研究会①

TI 一第35次教研中央集会 ①

LA -?
BK 一学習意欲を高め､創造性をのばす数学

教育をどうすすめるか｡ 図形指導を通して

so -第4分科 国頭支部､数学研究会①,沖

縄 1988;

DP -1988

#236(File:236/264)

UI -Id
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AU 一第 4分科 中頭支部数学研究会

TI 一第 35次教育研究中央集会 ②
LA -?
BK -教具をとり入れての授業の工夫

so一第4分科 中頭支部数学研究会,沖縄

1988;

DP -1988

#237(File:237/264)

UI -Id

AU 一第4分科 松城中学校 長嶺肇 ･玉那

覇 ミネ子 ･外聞民子

so-中頭支部算数研究会,沖縄 1988;

DP -1988

#241(File:241/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合那覇支部

TI 一第 35次沖教組那覇支部 教育研究集

会

LA -?
BK -テーマ 管理主義教育を克服 し､職場

に自由を､教室に真実を

so-沖縄県教職員組合那覇支部,沖縄

TI -第 35次教育研究中央集会報告書 数 1988;

学教育

LA -?
BK -生徒が主体的に取 り組む授業をめざし

て ～関数の指導法の研究～

S0-第 4分科 松城中学校 長嶺肇 ･玉那

覇 ミネ子 ･外間民子,沖縄 1988;

DP -1988

#238 (File:238/264)

UI -Id

AU -名護市立大宮小学校教諭 座間味法子

TI -算数科 学習指導案 〔名護市立大宮小

学校 4年 3組 (男子 20名､女子 19名)

〕

LA -?
BK 一研究主題 一人びとりの考え方を大切

にする指導法の工夫

so-名護市立大宮小学校教諭 座間味法子,

沖縄 1988;

DP -1988

#239 (File:239/264)

UI -Id

AU -那覇地区算数研究会

TI -分数のた し算 (3年生)

LA -?
BK 一 自ら学ぶ力を育てる指導法の工夫

so-那覇地区算数研究会,沖縄 1988;

DP -1988

#240 (File:240/264)

UI -Id

AU -中頭支部算数研究会

TI 一第 35次教育研究中央集会

LA -?
BK -楽 しく !考える授業をめざして 一

日々の実践活動の中から-

DP -1988

#242(File:242/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合

TI 一教育研究中央集会 統一テーマ討議資

料

LA -?
BK -教育の反動化に抗 して

so-沖縄県教職員組合,沖縄 1988;

DP -1988

#243(File:243/264)

UI -Id

AU 一教育研究中央集会実行委員会

TI 一沖教組第 35次 ･高教組第 21次 教

育研究中央集会

LA -?
BK -教育研究中央集会

so一教育研究中央集会実行委員会,沖縄

1988;

DP -1988

#244(File:244/264)

UI -Id

AU -沖縄県教職員組合/沖縄県高等学校 ･

障害児学校教職員組合

TI -沖教組第 37次 ･高教組第 23次 教

育研究中央集会

LA -?
BK -沖教組第 37次 ･高教組第 23次 教

育研究中央集会

so一沖縄県教職員組合/沖縄県高等学校 ･

障害児学校教職員組合,沖縄 1990;

DP -1990

#245(File:245/264)
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UI -Id

AU -沖縄県教職員組合那覇支部 安謝小学

校 仲よし 藤田充子

TI -沖教組第 37次 教育研究中央集会報

告書 算数分科会

LA -?
BK - ｢せんせい さんす うて おもしろい

ね｡｣

so -沖縄県教職員組合那覇支部 安謝小学

校 仲よし 藤田充子,沖縄 1990;

DP -1990

#246 (File:246/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合那覇支部 那覇市立

城東小学校 佐久本洋子

TI 一沖教組第 37次 教育研究中央集会報

告書 算数分科会

LA -?
BK 一楽 しくわかる授業をめざして -わり

算の指導-

so -沖縄県教職員組合那覇支部 那覇市立

城東小学校 佐久本洋子,沖縄 1990;

DP -1990

#247(File二247/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合国頭支部 名護市立

大宮中学校 大城覚

TI -沖教組第 37次 国頭支部 教育研究

中央集会報告書 数学教育

LA -?
BK -一人一人を大切にした教育をめざして

-小さなっまずきの克服-

so -沖縄県教職員組合国頭支部 名護市立

大宮中学校 大城覚,沖縄 1990;

DP -1990

#248 (File:248/264)

UI -Id

AU 一第4分科 中頭支部読谷算数科研究会

TI -沖教組第 37次 教育研究中央大会

LA -?
BK -操作活動を通 しての計算指導

so -第4分科 中頭支部読谷算数科研究会,

沖縄 1990;

DP -1990

#249 (File:249/264)

UI -Id

AU -国頭支部 羽地小学校 2年 2組 (男 1

6人,女 12人)計 28人 指導者 :宮城久

美子

TI 一沖教組第 37次 教育研究中央集会

第4分科 算数 ･数学教育

LA -?
AB -(沖縄)

BK 一算数学習指導案 100までの数

so一国頭支部 羽地小学校 2年 2組 (男 1

6人,女 12人)計 28人 指導者 :宮城

久美子 1990;

DP -1990

#250(File:250/264)

UI -Id

AU -沖教組教研速報部

TI -沖教組 教研速報 第 5号

LA -?
BK -憲法と教育基本法二基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so一沖教組教研速報部,沖縄 1990;

DP -1990

#251(File:251/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報 第 10号

LA -?
BK 一憲法と教育基本法二基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so-沖教組教研速報部,沖縄 1990;

DP -1990

#252(File:252/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報 第 11号

LA -?
BK 一憲法と教育基本法二基づいて､平和教

育を守り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so-沖教組教研速報部,沖縄 1990;

DP -1990

#253(File:253/264)

UI -Id

AU 一沖教組教研速報部

TI 一沖教組 教研速報 第 12号



LA -?
BK 一憲法と教育基本法二基づいて､平和教

育を守 り､真実をつらぬく民主教育を確立し

よう ｡

so -沖教組教研速報部,沖縄 1990;

DP -1990

#254 (File:254/264)

UI -Id

AU 一高教組

TI 一高教組 教研速報 第 23次教育研究

中央集会 第 3号

LA -?
BK 一･歓迎のあいさつ ｢みのりある集会に｣

北部工業高校分会長 伊是名実 ･ ｢伝統の重

み をかみ しめつつ｣名護高校分会長 田中有

so 一高教組,沖縄 1990;

DP -1990

#255(File:255/264)

UI -Id

AU -琉球大学教育学部附属小学校

TI 一学習指導案

LA -?
BK 一第 6回琉球大学教育学部附属小学校研

究発表会 自ら学びとる力を育てる授業の創

造 一 自ら学びとる力を育てる指導法 (四年

吹)-

so -琉球大学教育学部附属小学校,沖縄

1989;

DP -1989

#256 (File:256/264)

UI -Id

AU 一琉球大学教育学部附属′J､学校

TI 一研究紀要 第 6集

LA -?
BK -自ら学びとる力を育てる授業の創造

一自ら学びとる力を育てる指導法 (4年次)

so 一琉球大学教育学部附属小学校,沖縄

1989;

DP -1989

#257(File:257/264)

UI -Id

AU -1年 1組 指導者 :上村 清

TI -第 1学年 算数科学習指導案

LA -?
BK 一単元 ひきざん (2)

S0-1年 1組 指導者 :上村酒,沖縄 1989;

DP -1989

#258(File:258/264)

UI -Id

AU -4年 1組 授業者 :大石 英助

TI 一第4学年 算数科学習指導案

LA -?
BK 一単元 小数のかけ算

S0-4年 1組 授業者 :大石英助,沖縄

1989;

DP -1989

#259(File:259/264)

UI -Id

AU -5年 1組 指導者 :伊江 淑美

TI -第5学年 算数科学習指導案

LA -?
BK -単元 面積

S0-5年 1組 指導者 :伊江淑美,沖縄

1989
DP -1989

#260(File:260/264)

UI -Id

AU 一那覇市立教育研究所 (那覇市教育史編

さん室)

TI 一聞き取り調査記録書

LA -?
BK -聞き取り調査書 一那覇市の戦前の学

校一 ･尋常小学校 ･尋常高等′｣､学校 ･国民学

校

so-那覇市立教育研究所 (那覇市教育史編

さん室),沖縄 1999;

DP -1999

#261(File:261/264)

UI -Id

AU -那覇市立教育研究所 (教育史編さん室)

TI 一戦後の教育 - oからの出発 (-)-

LA -?
BK -戦後の教育 oからの出発 (-) 学

校の再建

so 一那覇市立教育研究所 (教育史編さん室)

沖縄 1998;

DP -1998

#262(File:262/264)

UI -Id

AU -那覇市立教育研究所 (教育史編さん室)
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TI 一戦後の教育 - oからの出発 (二)-

LA -?
BK -戦後の教育 oからの出発 (二) 教

育活動のはじまり

so -那覇市立教育研究所 (教育史編さん室)

沖縄 1999;

DP -1999

#263(File:263/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合

TI -沖縄教育

LA -?
BK -沖教組第45次 (1998年度)教育研究中

央集会記録

so -沖縄県教職員組合,沖縄 1998;

DP -1998

#264(File:264/264)

UI -Id

AU 一沖縄県教職員組合 ･沖縄県高等学校障

害児学校教職員組合

TI 一沖教組第45次 ･高教組第 31次教育

研究集会

LA -?
BK -統一テーマ ｢教課審｣答申から21

世紀の教育を見る

so 一沖縄県教職員組合 ･沖縄県高等学校障

害児学校教職員組合,沖縄 1998;

DP -1998

17.資料 170 ｢本土｣教育実践関係資料

比較するために､｢本土｣の学校について学

校史関係の資料を収集 した｡

#1(File:1/12)
Ul-1d

AU 一笑輪中部小学校 百年誌刊行委員会

Tl一笑輪中部小学校百年誌
LA -?

AB -コルトまたは注釈…昭和 54年 12月

20日 上伊那図書館蔵書

BK 一箕輪中部小学校百年誌

SO 一笑輪中部小学校 百年誌刊行委員会,

長野 1978;
DP -1978

#2(File:2/12)
し‖ -1d

AU 一三十年史編集委員会

Tl一高遠中学校三十年史
LA -?
AB -コメントまたは注釈...昭和 57年 3月 2

3日 上伊那図書館蔵書

BK 一高遠中学校三十年史

so -高遠 中学校三十年史刊行会,長野

1981;

DP -1981

#3(Fi一e:3/12)
Ul-Id

AU 一数学研究委員会 (第二部)代表者 :佐

藤良一郎

Tl -中学校第 2学年用 日常の数学 解説

と指導
LA -?

BK 一中学校第 2学年用 日常の数学 解説

と指導

so -大日本図書株式会社,東京 1950;
DP -1950

#4(File:4/12)
LH -1d

AU -数学研究委員会 (第二部)代表者 :佐

藤良一郎

Tl -中学の数学 中学校用 解説 と指導

(3学年)
LA -?

BK 一中学の数学 中学校用 解説 と指導

(3学年)

so -大日本図書株式会社,東京 1952;
DP -1952

#5(File:5/12)
Ul-1d

AU 一赤穂小学校百年史編集委員会

Tl一赤穂小学校百年史
LA -?

AB _コメントまたは注釈…昭和 47年 11月

24日 上伊那図書館蔵書

BK -赤穂小学校百年史

so -赤穂小学校百年史刊行会,長野 1972;
DP -1972

#6(File:6/12)
Ul-ld

AU 一伊那小学校百年史編集委員会

Tl-伊那小学校百年史
LA -?

AB -コメントまたは注釈…昭和 46年 12月

1日 上伊那図書館蔵書

BK -伊那小学校百年史
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SO -伊那小学校百年史刊行委員会,長野

1971;
DP -1971

#7(Fi一e:7/12)
Ul-1d

AU -伊那東小学校

Tl -伊那東小学校百年誌
LA -?

AB -コメントまたは注釈...平成 10年 10月

20日 上伊那図書館蔵書

BK 一伊那東小学校百年誌

so -伊那東小学校開校百周年記念事業実

行委員会,長野 1998;
DP -1998

#8(File:8/12)
Ul -ld

AU -工藤泰永

Tl -上伊那中部教員会沿革誌
LA -?

AB -コメントまたは注釈…平成 9年 3月 15

日 上伊那図書館蔵書

BK -上伊那中部教員会沿革誌

SO 一上伊那中部教員会,長野 1995;
DP -1995

#9(File:9/12)
UI-ld

AU 一宮田中学校

Tl -沿革誌年表
LA -?

BK -沿革誌年表

SO 一宮田中学校,宮田村 1980;
DP -1980

#10(File',10/12)
Ul-1d

AU 一宮田中学校

Tl-平成 10年度 学校要覧
LA -?

BK -平成 10年度 学校要覧

SO 一宮田中学校,宮田村 1998;
DP -1998

#11(File:ll/12)
Ul-1d

AU 一宮田小学校百年史編集委員会

Tl 一宮田小学校百年史
LA -?

BK -宮田小学校百年史

so 一宮田小学校百年史刊行委員会,宮田村

1972;

DP -1972

#12(Fi一e:12/12)
Ul -1d

AU 一宮田中学校三十五年誌編集委員会

Tl 一宮田中学校三十五年誌
LA -?
BK 一宮田中学校三十五年誌

SO 一宮田中学校三十五年誌刊行会,宮田村

1981;
DP -1981
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