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木本信昭（豊北高校 1958 年卒）
虫めがね遠めがね色めがね 1. 木本信昭著. 山口新聞社, 1999.5, 445p.
虫めがね遠めがね色めがね 2. 木本信昭著. 山口新聞社, 1999.5, 477p.
父母の恋文：青春逍遙. 木本信昭編著. 木本信昭, 2009.5, 357p.
教育長室の窓から 遇斯光庵だより. 木本信昭著. 木本信昭, 2010.5, 484p.
末永 清（豊北高校 1958 年卒）
ケース研究. 233. [雑誌] 家庭事件研究会, 1992.11, 180p. 執筆：特修短期処遇の現状と
展望 p.42-50.
犯罪と非行. 第 119 号. [雑誌] 青少年厚生福祉センター: 矯正福祉会, 1999.2, 268p.
執筆：少年鑑別所 50 年の軌跡と展望 p.117-150.
教誨. 第 33 号. [雑誌] 全国教誨師連盟, 1999.2, 166p. 執筆：最近の非行少年と子供た
ちの心 p.35-53.
刑政. 通巻 1282 号. [雑誌] 矯正協会, 1999.6, 120p. 執筆：不自由の中の自由（巻頭言）
p.14-15.
少年鑑別所 50 年の歩み. 末永清等編. 矯正協会, 1999.6, 317p. 末永清編集代表 執
筆：p.6-7, 131-161.
矯正の窓. 第 10 号. [雑誌] 矯正協会, 2000.4, 50p. 執筆：管理と自由 p.16-21.
臨床心理学. 第 2 巻第 6 号. [雑誌] 金剛出版, 2002.11, p.719-846. 執筆：非行行動とア
イデンティティ: 社会の枠組みと自己認識 p.751-756.
これから始める臨床心理学. 杉山雅彦等編. 昭和堂, 2002.6 , 247,41p. 共著 執筆：司
法・矯正の現場 p.74-87.
心と社会. 37 巻 3 号. [雑誌] 日本精神衛生会, 2006.9, 109p. 執筆：少年非行の現状と対
策 p.52-59.
中原忠男（旧姓石田）
（豊北高校 1962 年卒）
賛数・数学教育セミナー 上 基礎論. 広川清隆；石田忠男共著. 明治図書出版 , 1972.2,
208p.
達成目標を明確にした算数科授業改造入門. 石田忠男編著. 明治図書出版, 1982.6,185p.
（基礎学力保障のために 4）
算数科問題解決指導の教材開発. 石田忠男；川嵜昭三編著. 明 治 図 書 出 版 , 1987.2,
198p.（現代授業論叢書 62）
数学教育における表現体系の総合的研究. 石田忠男（研究代表者）. 広島大学, 1992.3,
175p. 平成 3 年度科学研究費補助金（総合研究 A）研究成果報告書.
算数・数学教育における構成的アプローチの研究. 中原忠男著. 聖文新社,1995.6. 388p.
構成的アプローチによる算数の新しい学習づくり：生きる力を育む算数の学習を求めて.

中原忠男編著. 東洋館出版社, 1999.6, 188p.
算数・数学科 重要用語 300 の基礎知識. 中原忠男編. 明治図書出版, 2000.12, 324p.
（重要用語 300 の基礎知識 5）
しょうがくさんすう 1 ねん. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済. 96p. 文部科学省
検定済教科書..
小学算数 2 年上. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済, 70p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 2 年下. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済. 58p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 3 年上. 中原忠男等著. 大阪書籍 , 2001.1 検定済. 68p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 3 年下. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済, 66p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 4 年上. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済, 68p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 4 年下. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済, 74p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 5 年上. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済. 86p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 5 年下. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済. 70p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 6 年上. 中原忠男等著. 大阪書籍 , 2001.1 検定済, 74p. 文部科学省検定済教科
書.
小学算数 6 年下. 中原忠男等著. 大阪書籍, 2001.1 検定済, 80p. 文部科学省検定済教科
書.
新版 数学教育の理論と実際〈中学校・高校〉. 数学教育学研究会編. 聖文社, 2001.4,
262p. 共著：執筆: 第 1 章 2 数学教育の現状と課題 p.20-26 3 数学教育の目的論
p.26-32.
潜在的な数学的能力の測定用具の開発的研究. 中原忠男（研究代表者）.[広島大学]
2002.3, 191p. 平成 11 年度～13 年度科学研究費補助金（基盤研究（B）(1)）研究成果
報告書.
認可申請中：次世代に繋ぐ生命 IPU・環太平洋大学発進へ. 大橋博執筆・監修.東京書籍,
2006.6, 333p. 執筆：教育者として志を抱け！大志・尚志・創志 p.140-145.
和して楽しむ. 中原忠男著. [中原忠男], 2007.3, 169p.
学習者の学びに基づく 21 世紀型の教科教育課程の開発的研究. 中原忠男（研究代表者）.
[広島大学] 2007.3, 290p. 平成 16 年度～18 年度科学研究費補助金（基盤研究（B）
）
研究成果報告書.
日本数学教育学会誌. 第 90 巻第 1 号 数学教育 62-1. [雑誌] 日本数学教育学会,
2008.1, 80, 10p. 執筆：会長再任に際して（巻頭言） p.1.
算数科 PISA 型学力の教材開発＆授業. 中原忠男編著. 明治図書出版, 2008.8, 159p.
数学教育学研究ハンドブック. 日本数学教育学会編 . 東洋館出版社, 2010.12, 461p.
中原忠男編集委員会委員長 執筆：第 1 章 １数学教育学論 p.2-8.

新しい学びを拓く算数科授業の理論と実践. 中原忠男編著. ミネルヴァ書房, 2011.4,
245p. 執筆：第 1 章第 1 節 算数教育の現状と今日的課題 p.2-11（MINERVA21 世紀
教科教育講座）
IPU 環 太 平 洋 大 学 CAMPUS GUIDE 2015 ： 4 年 後 に 責 任 を 持 つ 大 学 .
[IPU 環太平洋大学編]. IPU 環太平洋大学, [2014] 95p. 写真：中原忠男 裏表紙そで.
多世界パラダイムに基づく算数授業における社会的相互作用の規範的モデルの開発研究.
中原忠男（研究代表者）. [環太平洋大学] 2014.3, 79p. 平成 23 年度～25 年度科学研
究費補助金（基盤研究（B）
）研究成果報告書.
教科教育研究ハンドブック：今日から役立つ研究手引き. 日本教科教育学会編, 教育出
版, 2017.3, 211p. 共著 執筆：第 1 部第 2 章 教科教育学とその課題 p.10-15.
白石良夫（旧姓中嶋）
（豊北高校 1964 年卒）
山口県厳島会々報. 平成 24 年度第 43 号. [雑誌] 山口県厳島会, 2012.5, 122, 18p.
執筆：第 24 回・全国ラージボール卓球大会で、悲願の初優勝 p.61-63.
西嶋勝之（豊北高校 1964 年卒）
*版画入門：基礎・実作・応用. 西嶋勝之著. 文研出版, 1976.9, 364, 3p. *豊北高校図書
室既所蔵.
波多野宏之（豊北高校 1964 年卒）
ポンピドーセンター公共情報図書館：B.P.I.のサービスと戦略. 波多野宏之著. 東京都立
中央図書館, 1986.3-88.3, 117, 64, 92p. 東京都立中央図書館「研究紀要」第 17-19（昭
和 60-62 年度）抜刷の合冊.
画像ドキュメンテーションの世界. 波多野宏之著. 勁草書房, 1993.11, 189p.
図書館資料利用論Ⅰ印刷物からマルチメディアへ. 波多野宏之著. 放送大学教育振興会,
1998.6, 105p.（放送大学教材）
デジタル技術とミュージアム：情報・機器展示、セミナーによる公開プログラム 展示解
説. 波多野宏之編著. 国立西洋美術館, 2001.11, 36p.
デジタル技術とミュージアム. 国立西洋美術館編. 勉誠出版, 2012.5, 152p. 波 多 野 宏
之編著（SCEINCE OF HUMANITY BENSEI Vol.39）
ミュゼオロジ―実践篇：ミュージアムの世界へ. 岡部あおみ監修. 武蔵野美術大学出版
局, 2003.4, 195p. 共著 執筆：第 2 章ミュージアム・マネージメント 3 情報論
p.147-170.
フランスの美術館・博物館. サロワ，ジャック著；波多野宏之・永尾信之訳. 白水社,
2003.9, 169, xxvip.（文庫クセジュ）
フランス図書館の伝統と情報メディアの革新 . 日仏図書館情報学会編. 勉誠出版,
2011.4, 262p. 波多野宏之編集代表.
東京外語 日新寮アーカイブズ. 日新寮アーカイブズをつくる会編. 日新寮アーカイブ
ズをつくる会, 2013.9, 64p, DVD1 枚. 波多野宏之共編著.
美術と情報をつなぐ：
「アート・ドキュメンテーション」とともに 45 年 経歴および研
究業績. 波多野宏之著. 駿河台大学メディア情報学部, 2017.3, p.3-10, 77-93. メディ
アと情報資源：駿河台大学メディア情報学部紀要 2017.3 第 23 巻第 2 号 抜刷.

樋口州男（豊北高校 1964 年卒）
図説 平家物語. 佐藤和彦・樋口州男等著. 河出書房新社, 2004.9, 135p.（ふくろうの本）
日本中世の伝承世界. 樋口州男著. 校倉書房, 2005.10, 350p.（歴史科学叢書）
武者の世の生と死. 樋口州男著. 新人物往来社, 2008.5, 252p.
後鳥羽院のすべて. 鈴木彰・樋口州男編. 新人物往来社, 2009.3, 262p.
再検証 史料が語る新事実 書き換えられる日本史. 村岡薫・樋口州男等編著. 小径社,
2011.5, 254p.（小径選書 1）
大人のための教科書 新説 日本史. 樋口州男編著. 日本文芸社, 2011.7, 254p.
図説 平清盛. 樋口州男等著. 河出書房新社, 2011.11, 135p.（ふくろうの本）
新編 史料でたどる 日本史事典. 木村茂光・樋口州男編. 東京堂出版, 2012.8, 332p.
史料が語るエピソード 日本史 100 話. 樋口州男編著. 小径社, 2013.4, 295p.
将門伝説の歴史. 樋口州男著. 吉川弘文館, 2015.8, 226p.（歴史文化ライブラリー 407）
古澤隆人（豊北高校 1968 年卒）
2001 夜物語. 星野之宣著. 双葉社, 1985.8, 264p. 装幀：古澤隆人.（SPACE FANTASIA
Vol.1 ）
原色日本行楽図鑑. 山上たつひこ著. 双葉社,
1988.5, 156p. 装幀：古澤隆人.（ア
クションコミックス）
プロ野球どんまいランド. コジロー著. 双葉社, 1988.6, 126p. 装幀：[古澤隆人]
ゴルバチョフの国の「自由人」. 木村小百合著. 双葉社, 1991.4, 254p. 装幀：古澤隆人.
滝田ゆう 落語劇場 一巻. 滝田ゆう著. 双葉社, 1991.8, 250p. 装幀：古澤隆人.
滝田ゆう 落語劇場 二巻. 滝田ゆう著. 双葉社, 1991.8, 242p. 装幀：古澤隆人.
ゴールデン・ミラージュ. イスカンダル, マルワン著；榎豊監訳. 双葉社, 1992.12, 294p.
装幀：古澤隆人.
カイ川を超えて：私が見た南アフリカ激動の時。井本ゆかり著.双葉社,1994.4, 319p.
装幀：古澤隆人.
BAR レモン・ハート 31. 古谷三敏著. 双葉社, 2016.6, 198p. 装幀：古澤隆人.（アクシ
ョンコミックス）
鎌倉物語 33. 西岸良平著. 双葉社, 2016.6, 191p. 装幀：古澤隆人.（アクションコミッ
クス）

計

8名

75 冊

（豊北高校図書室既所蔵の 1 冊*を含む）

