
家宝　教本のリスト　2005.11.09 
管理番号　　　　　　教本名　　　　　　　　　　　　　　　　　 印刷日 発行日 編者 発行者 文部省検定済 定価 冊数 備考 

1 尋常小学　新定書帖　第三学年　教師用 明治43.04.24 明治43.04.27 文部省 文部省 明治43..5.04 20銭 

2 尋常小学　読本唱歌　　　　　　　　　　　　　 明治43.07.14 明治43.07.11 文部省 ㈱国定教科書共同販売 9銭 

3 尋常小学習字帖　第三　　　　　　　　　　　　　　　 明治27.08.12 明治27.08.15 香川熊蔵 金港堂書籍㈱ 4銭2厘 

4 尋常小学習字帖　第四　　　　　　　　　　　　　　　 明治27.08.12 明治27.08.15 香川熊蔵 金港堂書籍㈱ 4銭2厘 

5 尋常小学書き方手本　第一学年用　　甲種 明治43.05.01 明治43.05.20 日高秩父 文部省 明治43.05.04 3銭 2 
6 尋常小学書き方手本　第二学年用下甲種 明治43.04.19 明治43.05.01 日高秩父 文部省 明治43.08.10 3銭 

7 尋常小学書き方手本　第二学年用上甲種 明治43.08.05 明治43.09.04 日高秩父 文部省 明治43.08.15 3銭 

8 尋常小学書き方手本　第三学年用上　　　　　　　　　　　明治36.11.20 明治36.11.23 日高秩父 五十嵐田右衛門 明治36.12.23 3銭 

9 尋常小学算術書　第一学年　教師用　　　　　　　　　　　大正07.02.02 大正07.02.05 文部省 文部省 7銭 

10 尋常小学算術書　第一学年　児童用　上 昭和10.07.05 昭和10.07.08 文部省 文部省 8銭 

11 尋常小学算術書　第一学年　児童用　下 昭和11.05.21 昭和11.05.23 文部省 文部省 11銭 

12 尋常小学算術書　第三学年　教師用　　　　　　　　　　　大正15.01.15 大正15.01.20 文部省 文部省 12銭 

13 尋常小学算術書　第二学年　教師用　　　　　　　　　　　明治43.01.07 明治43.01.10 文部省 文部省 7銭 

14 尋常小学算術書　第六学年　児童用　上 昭和15.02.27 昭和15.03.15 日本書籍㈱ 日本書籍㈱ 12銭 

15 尋常小学習字教科書　巻一　　　　　　　　　 明治34.07.04 明治34.07.08 村田浩蔵 金港堂書籍㈱ 明治34.08.10 5銭5厘 

16 尋常小学習字教科書　巻三　　　　　　　　　 明治34.07.04 明治34.07.08 村田浩蔵 金港堂書籍㈱ 明治34.08.10 5銭5厘 

17 尋常小学習字教科書　巻四　　　　　　　　　 明治34.07.04 明治34.07.08 村田浩蔵 金港堂書籍㈱ 明治34.08.10 5銭5厘 

18 尋常小学習字教科書　巻五　　　　　　　　 明治34.07.04 明治34.07.08 村田浩蔵 金港堂書籍㈱ 明治34.08.10 5銭5厘 

19 尋常小学習字帖　第五　　　　　　　　　　　　 明治27.08.12 明治27.08.15 香川熊蔵 金港堂書籍㈱ 4銭8厘 

20 尋常小学習字帖　第二　　　　　　　　　　　　 明治27.08.12 明治27.08.15 香川熊蔵 金港堂書籍㈱ 4銭8厘 

21 尋常小学習字帖　第六　　　　　　 明治34.07.04 明治34.07.08 村田浩蔵 金港堂書籍㈱ 明治34.08.10 5銭5厘 

22 尋常小学習字帖　第六　　　　　　　　　　　　　　 明治27.08.12 明治27.08.15 香川熊蔵 金港堂書籍㈱ 明治27.09.08 4銭8厘 

23 尋常小学修身書　複式編成学校第二学年 昭和08.02.06 昭和08.02.10 文部省 文部省 昭和08.0207 5銭5厘 

24 尋常小学単級　作文科教案　　　　　　　　　 明治31.01.01 教案通信社 

25 尋常小学読本　巻一　文部省　　　　　　　　 明治43.02.18 明治43.03.05 文部省 文部省 明治43.02.23 7銭 

26 尋常小学読本　巻二　文部省　　　　　　　　　 明治43.02.18 明治43.03.05 文部省 文部省 明治43.02.23 7銭 

27 尋常小学読本　巻五　文部省　　　　　　　　　 明治43.02.18 明治43.03.05 文部省 文部省 明治43.02.23 7銭 

28 小学国語読本　巻一　尋常科用　　　　　 昭和07.12.22 昭和07.12.25 文部省 文部省 昭和07.12.28 7銭 

29 小学国語読本　巻二　尋常科用　　　　　　 昭和14.05.09 昭和14.05.13 文部省 文部省 昭和14.05.16 15銭 

30 小学国語読本　巻九　尋常科用　　　　　　　 昭和12.02.15 昭和12.02.17 文部省 文部省 昭和12.02.19 15銭 

31 各科教授の重要問題　教授法真髄　　　　　　　　　　　　明治421.03.20 明治42.03.25 真田幸憲 森山章之亟 18銭 

32 教育学全書　教授法教科書　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治36.03.20 明治36.03.25 大瀬甚太郎 金港堂書籍㈱ 75銭 

33 言文一致　日本唱歌　巻一　　　　　　　　　　　　　　　　　明治37.05.18 明治37.05.21 光風館 上原才一郎 8銭 

34 言文一致　日本唱歌　巻二　　　　　　　　　　　　　　　　　明治37.05.18 明治37.05.21 光風館 上原才一郎 8銭 

35 言文一致　日本唱歌　巻四　　　　　　　　　　　　　　　　明治37.05.18 明治37.05.21 光風館 上原才一郎 8銭 

36 言文一致唱歌　　　　　　　　　　　　　　　　　 明治36.07.29 明治36.08.04 帝国教育会 安井　清 18銭 

37 高等小学書き方手本　第二学年用上　　　　　　　　　　　明治36.11.10. 明治36.11.11 日高秩父 亀井忠一 明治38.12.25 3銭 

38 高等小学書き方手本　第三学年用上　　　　　　　　　　　明治36.12.07 明治36.12.08 日高秩父 亀井忠一 明治38.12.06 3銭



39 高等小学書き方手本　第三学年用上甲種 大正02.03.09 大正02.03.17 日高秩父 日本書籍㈱ 

40 高等小学書き方手本　第三学年用下　　　　　　　　　　　　明治37.03.30 明治37.04.04 日高秩父 亀井忠一 明治39.06.15 3銭 

41 高等小学書き方手本　第三学年用下甲種 大正02.07.03 大正02.07.10 村田浩蔵 日本書籍㈱ 大正02.07.04 3銭 

42 高等小学書き方手本　第四学年用上　　　　　　　　　　　明治36.12.26 明治36.12.28 日高秩父 亀井忠一 明治39.01.15 3銭 

43 高等小学書き方手本　第四学年用下　　　　　　　　　　　明治37.4.14 明治37.4.18 日高秩父 亀井忠一 明治39.07.24 3銭 

44 高等小学国史　上巻　　　　　　　　　　　　 昭和02.06.01 昭和02.06.04 文部省 日本書籍㈱ 昭和02.06.09 15銭 

45 高等小学国史　下巻　　　　　　　　　　　　 昭和14.11.20 昭和14.11.22 文部省 日本書籍㈱ 17銭 

46 国定読本　毎時教授細案及教授法尋常科　巻一 明治37.03.12 明治37.03.16 遊佐誠甫 金昌堂 25銭 

47 国定読本　毎時教授細案及教授法尋常科　巻五 明治37.04.09 明治37.04.13 遊佐誠甫 金昌堂 25銭 

48 国定読本　毎時教授細案及教授法尋常科　巻二 明治37.07.21 明治37.07.24 遊佐誠甫 金昌堂 30銭 

49 国定読本　毎時教授細案及教授法尋常科　巻二 明治37.06.20 明治37.06.24 遊佐誠甫 金昌堂 30銭 

50 国定準捷　複式修身教授日案　乙編　単級用 明治40.06.12 明治40.06.28 普通教育研究会 福岡元次郎 30銭 

51 国定準捷　複式修身教授日案　甲編　単級用 明治39.05.17 明治39.05.20 普通教育研究会 福岡元次郎 30銭 

52 国定小学読本正読法　　　　　　　　　　　　　 明治44.09.07 明治44.09.10 伊沢修二 楽石社 35銭 

53 国定読本　毎時教授細案及教授法巻三 明治37.04.22 明治37.04.26 遊佐誠甫 金昌堂 40銭 

54 国定読本応用　話方綴方教授書　上巻 明治37.04.05 明治37.04.09 小沢　寛 金昌堂 35銭 

55 国民修身書　尋常小学　教師用　巻三 明治24.11.20 明治24.11.21 安積五郎 辻　敬之 

56 コトバオケイコ　　二　　　　　　　　　　　 昭和16.08.13 昭和16.08.16 文部省 日本書籍㈱ 昭和16.08.18 11銭 

57 最新　実験小学遊戯書　全　　　　　　　　 明治45.07.20 明治45.07.25 治田一作 佐藤幸三 1円70銭 

58 最新　植物学教科書　　　　　　　　　　　　　　 大正11.10.25 大正11.10.28 三宅驥一 明治書院 56銭 

59 実験　小学管理術　全　　　　　　　　　　　 明治27.05.31 明治27.06.03 山高幾之丞 金港堂書籍㈱ 35銭 

60 実験　日本修身書　下編　尋常小学　教師用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 24銭 

61 実験　日本修身書　上編　尋常小学　教師用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 24銭 

62 実験　日本修身書　巻一　尋常小学　生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

63 実験　日本修身書　巻二　尋常小学　生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

64 実験　日本修身書　巻三　尋常小学　生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

65 実験　日本修身書　巻五　尋常小学　生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

66 実験　日本修身書　巻六　尋常小学　生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

67 実験　日本修身書　中篇　尋常小学教師用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 36銭 

68 実験　日本修身書入門　　尋常小学　教師用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 24銭 

69 実験　日本修身書入門　巻二　尋常小学生徒用 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治28.03.04 6銭6厘 

70 習字臨帖　尋常科一年下　第二　　　　　　　　　　 明治21.07.05 明治21.07.20 山本清一郎 片山庸作 5銭 

71 習字臨帖　尋常科二年中　第四　　　　　　　　　　 明治21.07.05 明治21.07.20 山本清一郎 片山庸作 5銭 

72 習字臨帖　尋常科三年上　第六　　　　　　　　　　 明治21.07.05 明治21.07.13 山本清一郎 片山庸作 5銭 

73 習字臨帖　尋常科四年下　第十　　　　　　　　　　　明治21.07.05 明治11.07.13 山本清一郎 片山庸作 6銭 

74 習字臨帖　尋常科四年上　第八　　　　　　　 明治2107.05 明治2107.13 山本清一郎 片山庸作 

75 修身教本　尋常小学校　教師用　巻三 明治34.05.18 明治34.05.21 小山左文二 ㈱普及舎 明治34.11.05 8銭5厘 

76 修身教本　尋常小学校用　巻三　　　　　　　　　　 明治34.05.18 明治34.05.21 小山左文二 ㈱普及舎 明治34.08.16 14銭 

77 修訂　林学教科書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治39.02.08 明治39.02.11 本田静六 鈴木有三 75銭 

78 修訂　小学読本　尋常科　巻二　　　　　　　　　　　　　　　明治29.09.25 明治29.12.08 金港堂書籍㈱ 金港堂書籍㈱ 8銭 

79 小学　読方教育書　巻二　尋常科用　　　　　　　　　　　　昭和08.09.15 昭和08.09.25 馬渕冷佑 永田与三郎 2円



80 小学修身経　尋常科　教師用　　　巻一 明治26.12.14 明治26.12.17 天野為之 小野英之助 明治27.02.08 15銭 

81 小学修身経　尋常科　教師用　　　巻二 明治26.12.14 明治26.12.17 天野為之 小野英之助 明治27.02.08 15銭 

82 小学修身経　尋常科　教師用　　　巻二 明治26.12.14 明治26.12.17 天野為之 小野英之助 明治27.02.08 15銭 

83 小学修身経　尋常科　教師用　　　巻三 明治26.12.14 明治26.12.17 天野為之 小野英之助 明治27.02.08 15銭 

84 小学修身経　尋常科　教師用　　　巻四 明治26.12.14 明治26.12.17 天野為之 小野英之助 明治27.02.08 15銭 

85 小学修身書　初等科之部　巻二　　　　　　　　　 明治16.05.11 明治16.05.11 文部省 文部省 6銭7厘 

86 小学修身書　初等科之部　巻三　　　　　　　　　 明治16.05.11 明治16.05.11 文部省 文部省 6銭7厘 

87 小学修身書　初等科之部　巻四　　　　　　　　　　　明治16.05.11 明治16.05.11 文部省 文部省 6銭1厘 

88 小学修身書　初等科之部　巻五　　　　　　　　　 明治16.05.11 明治16.05.11 文部省 文部省 6銭1厘 

89 小学修身書　初等科之部　首巻　　　　　　　　　　　明治16.05.11 明治16.05.11 文部省 文部省 6銭7厘 

90 小学書方手本　第一学年　　甲種　尋常科 昭和08.0821 昭和080824 文部省 文部省 昭和08.08.29 

91 小学書方手本　第二学年下　甲種　尋常科　　 昭和09.07.28 昭和09.07.31 文部省 文部省 昭和09.08.01 5銭5厘 

92 小学書方手本　第六学年下　甲種　尋常科　　 昭和13.08.25 昭和13.08.27 文部省 文部省 昭和13.03.08 15銭 

93 小学農業書　巻一　乙種　　　　　　　　　　　　 大正02.05.14 大正02.05.17 文部省 大日本図書㈱ 7銭 

94 女子新習字帖　第二修正版　巻三　　　　　　　　　　　　　　　昭和0309.24 昭和03.09.27 高塚錠二 ㈱東京開成館 35銭 2 
95 尋常単級　修身教本　乙編　教員用　　　　　　　 明治34.08.27 明治34.08.30 小山左文二 ㈱集英堂 明治35.03.05 27銭 

96 尋常単級　修身教本　乙編　児童用　巻一　　　　　　　明治34.08.16 明治34.08.19 小山左文二 ㈱集英堂 明治34.09.11 13銭 2 
97 尋常単級　修身教本　乙編　児童用　巻二　　　　　　　明治34.08.16 明治34.08.19 小山左文二 ㈱集英堂 明治34.09.11 13銭 

98 尋常単級　修身教本　甲編　教員用　　　　　　　 明治34.08.27 明治34.08.30 小山左文二 ㈱集英堂 明治35.03.05 25銭 

99 尋常単級　修身教本　甲編　児童用　巻一　　　　　　　明治34.08.16 明治34.08.19 小山左文二 ㈱集英堂 明治34.09.11 13銭 

100 尋常単級　修身教本　甲編　児童用　巻二　　　　　　　明治34.08.16 明治34.08.19 小山左文二 ㈱集英堂 明治34.09.11 13銭 

101 尋常単級　修身教本　甲編　児童用　巻三　　　　　　　明治34.08.16 明治34.08.19 小山左文二 ㈱集英堂 明治34.09.11 13銭 3 
102 新訂　尋常小学唱歌　第五学年　　　　 昭和07.12.10 昭和07.11.30 文部省 文部省 13銭 

103 新編　唱歌教授法　　　　　　　　　　　　　 明治42.09.20 明治42.09.25 新清次郎 白井　直 45銭 

104 訂正　小学読本　尋常科　巻四　　　　　　　　 明治28.01.15 明治28.01.18 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 10銭 

105 訂正　小学読本　尋常科　巻七　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 不明 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 12銭 

106 訂正　小学読本教授書　第二　尋常科 明治31..05.14 明治31.05.18 金港堂書籍㈱ 金港堂書籍㈱ 25銭 

107 訂正　小学読本教授書　第三　尋常科 明治31.05.14 明治31.05.18 金港堂書籍㈱ 金港堂書籍㈱ 25銭 

108 物理気象教科書　　　　　　　　　　　　　　 明治36.04.16 明治36.04.19 横井時敬 ㈱中外図書局 60銭 

109 毎時配当　尋常小学国語教授細案　第四 明治43.07.25 明治43.07.28 普通教育研究会 松尾孫吉 60銭 

110 毎時配当　尋常小学国語教授細案　第五 明治43.02.05 明治43.02.08 普通教育研究会 松尾孫吉 60銭 2 
111 毎時配当　尋常小学算術教材及教案　巻一 明治43.04.01 明治43.04.05 普通教育研究会 松尾孫吉 60銭 

112 毎時配当　尋常小学算術教材及教案　巻二 明治43.04.01 明治43.04.05 普通教育研究会 松尾孫吉 65銭 

113 毎時配当　国定算術教授細案　尋常科　第一学年 明治38.02.15 明治38.02.20 教育学術研究会 大場久吉 55銭 

114 毎時配当　国定算術教授細案　尋常科　第二学年 明治38.02.15 明治38.02.20 教育学術研究会 大場久吉 55銭 

115 毎時配当　国定算術教授細案　尋常科　第三学年 明治38.02.15 明治38.02.20 教育学術研究会 大場久吉 55銭 

116 模範　大全科習書　尋常四学年前期　　　　　　　　　　　　昭和13.03.01 昭和12.04.01 学習社 学習社 40銭 

117 文部省著作　尋常小学算術書　第二学年　教師用 明治37.12.19 明治37.12.21 文部省 文部省 明治38.03.03 6銭 

118 文部省準捷小学国語綴方　国語研究会編　全 明治33.12.12 明治33.12.15 国語研究会 杉山辰之助 38銭 

119 尋常小学　国語読本教授書　巻三　　　　　　　　　　　　　大正07.10.25 大正07.10.28 大日本図書㈱ 大日本図書㈱ 80銭 

120 尋常小学　国語読本教授書　巻四　　　　　　　 大正08.05.06 大正08.05.19 大日本図書㈱ 大日本図書㈱ 80銭



121 訂正　小学読本　尋常科　巻一　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

122 訂正　小学読本　尋常科　巻二　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

123 訂正　小学読本　尋常科　巻三　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

124 訂正　小学読本　尋常科　巻五　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

125 訂正　小学読本　尋常科　巻六　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

126 訂正　小学読本　尋常科　巻八　　　　　　　　 明治29.09.25 明治29.11.01 渡辺政吉 金港堂書籍㈱ 明治30.12.24 6銭5厘 

127 国民修身書　尋常小学　教師用　巻一 明治24.11.15 明治24.11.16 安積五郎 辻　敬之 

128 国民修身書　尋常小学　教師用　巻二 明治24.11.17 明治24.11.18 安積五郎 辻　敬之 

129 国民修身書　尋常小学　教師用　巻五 明治24.11.17 明治24.11.18 安積五郎 辻　敬之 

130 実業学校　読書科教本　巻三　　　　　　　　 明治39.03.02 明治39.03.06 実分館 大場久吉 26銭 

131 実業学校　読書科教本　巻四　　　　　　　 明治39.02.24 明治39.02.27 実分館 大場久吉 26銭 

132 実業学校　読書科教本　巻五　　　　　　　 明治39.03.02 明治39.03.06 実分館 大場久吉 26銭 

133 尋常国語教科書　巻一　　　　　　　　　　　　　　 明治34.06.10 明治34.06.13 樋口勘次郎 金港堂書籍㈱ 10銭 

134 尋常国語教科書　巻二　　　　　　　　　　　　　　 明治34.06.10 明治34.06.13 樋口勘次郎 金港堂書籍㈱ 10銭 

135 尋常国語教科書　巻三　　　　　　　　　　　　　　 明治34.06.10 明治34.06.13 樋口勘次郎 金港堂書籍㈱ 10銭 

136 尋常国語教科書　巻？　　　　　　　　　　　　　　 明治34.06.10 明治34.06.13 樋口勘次郎 金港堂書籍㈱ 10銭 

137 単級小学校　算術題業　巻五　　　　　　　　　　 明治28.06.26. 明治28.06.29 石川重幸 金港堂書籍㈱ 18銭 

138 中等修身　巻三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 昭和07.03.10 昭和07.03.15 小出満二 高宮政人 28銭 

139 中学修身　巻四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 明治39.11.16 明治39.11.19 坪内雄蔵 亀井忠一 明治40.01.28 28銭 

140 改訂　実業修身　巻四　　　　　　　　　　　　　　　　 大正03.11.07 大正13.11.10 友枝高彦 富山房 49銭 

141 尋常小学　新定書帖　第四学年児童用　　　　　 明治43.03.14 明治43.03.05 文部省 文部省 6銭 

142 尋常小学算数　第二学年教師用　下　　　　　　　　昭和11.09.17 昭和11.09.19 文部省 文部省 10銭 

143 最新　肥料学教科書　　　　　　　　　　　　　　　　　　大正04.01.02 大正04.01.05 吉村清尚 辻本卯蔵 54銭


