凡

１

例

この索引は、「公文書名」、「学校名」、「書名」、「人名」、「その他」の４領域に関
する事項について作成した。

１

収録の範囲は、北海道教育史昭和33年～58年記述編第１巻～第５巻及び改訂版・
正誤表の凡例・目次・巻末資料等を除いた本文に限った。

１

読み方の不明のものは通例の読みに従い、なお不明の場合は音読みとした。

１

簡略語について、語句・事項の表記は、原則として本文の記載のとおりとした。

１

「公文書名」について、学習指導要領は（

１

「公文書名」、「書名」について、本文の記載されている範囲内で発出年月日あ

）により告示年を記載した。

るいは発行年月日を記載した。
１

「学校名」について、「北海道立」、「道立」等の表記は、本文の記載のとおりと
した。また、同一の校名の場合は（

１

）により市町村名を示すなどして区別した。

「その他」について、年月日が本文に記載されており、その語句を明確に区別・
明確にする必要がある場合は 年月日を記載した。

１

配列は、読み方を基にした50音順とした。ただし、「第１回」など順序を示す数
字を含む語は、数字表記を優先した。

１

「公文書名」、「学校名」、「書名」、「人名」、「その他」をゴシック体とした。

１

巻数を（

）に漢数字で、頁数を（

）の後に算用数字で記載した。

一

公 文 書 名
ア

ＩＬＯ87 号条約･････････(一)127,(一)223,(二)40,(五)13,(五)14,(五)128,(五)419
ＩＬＯ・ユネスコ教員の地位に関する勧告（昭和 41 年 ユネスコ特別政府間会議）･････････(一)223
アイヌ文化保存対策について（昭和 48 年 北海道文化振興審議会建議）･････････(四)600
明るい未来を指向する研究促進 10 か年計画の策定（昭和 50 年 全国へき地教育研究連盟）･････････
(二)302
旭川市天文台条例･････････(四)196
新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律（昭和 27 年）･････････(五)352

イ
育成奨学及び援護に関する事業の振興方策について（昭和 34 年３月２日 中教審答申）･････････
(一)45
移行措置（文部事務次官通達

昭和 52 年 10 月６日）･････････(二)136

遺跡、埋蔵文化財包蔵地に置ける標識等の設置について（昭和 44 年６月 13 日付教社第 2161
号）･････････(四)599
一青少年指導者の養成と組織的活動のあり方について（昭和 46 年 北海道社会教育委員会議答
申）･････････(四)305
１・26 合意（平成元年１月 26 日）･････････(一)148
今、なぜ校内暴力なのか（北海タイムス報道部総合デスク）･････････(二)243
いま保育所に必要なもの（中央児童福祉審議会特別部会第２次中間報告 昭和 39 年）･････････(二)8
いま保育所に必要なもの（中央児童福祉審議会特別部会中間報告 昭和 38 年 10 月）･････････(二)4
威力妨害被告事件（層雲峡事件）に係る旭川地方裁判所の判決について（道教委教職員部教職員
課）･････････(一)143

エ
英語科の目標（昭和 44 年２月告示

道教委）･････････(二)405

ＮＨＫ北海道青年学級放送講座の利用について（昭和 34 年 12 月 34 教社第 1103 号）･････････
(四)16
沿岸漁業振興法（昭和 38 年）･････････(三)520
遠足、修学旅行について（昭和 43 年 10 月

文部省通達）･････････(二)204

延長保育対策実施方針（札幌市 昭和 58 年６月）･････････(二)8

オ
覚書･････････(一)121

カ
改正省令（学校教育法施行規則の一部を改正する省令
改正法制定の趣旨（昭和 51 年１月 23 日

昭和 50 年 12 月 26 日）･････････(一)129

文部事務次官通達）･････････(二)620

開拓記念物等調査の実施について（昭和 38 年 10 月

38 教社第 1354 号通知）･････････(四)28

改訂学習指導要領（昭和 52 年）･････････(二)56
開発事業施行に伴う事前協議について（昭和 49 年 11 月 11 日付教社第 4103 号）･････････(四)599
開発事業等施行に伴う埋蔵文化財包蔵地の取扱について（昭和 41 年８月 24 日付教社第 4336
号）･････････(四)599
科学技術教育の振興方策について（昭和 32 年 11 月

中教審答申）･････････(二)393

学習指導要領･････････(五)1,(五)85,(五)270
学習指導要領（高校 昭和 35 年）･････････(改)6
学習指導要領（高等学校 一部改訂

昭和 31 年）･････････(三)389

学習指導要領（高等学校 改訂草案）･････････(五)144
学習指導要領（高等学校 昭和 22 年）･････････(三)325
学習指導要領（高等学校 昭和 26 年）･････････(三)401
学習指導要領（高等学校 昭和 30 年）･････････(三)76,(三)159,(三)191,(三)292
学習指導要領（高等学校 昭和 31 年）･････････(三)323,(三)474,(三)493,(三)516,(三)539,(三)541
学習指導要領（高等学校 昭和 33 年）･････････(三)298
学習指導要領（高等学校 昭和 35 年）･････････
(三)61,(三)159,(三)185,(三)191,(三)198,(三)292,(三)298,(三)300,(三)323,(三)325,(三)390,(三)4
01,(三)408,(三)451,(三)454,(三)474,(三)493,(三)516,(三)517,(三)530,(三)534,(三)553,(改)24
学習指導要領（高等学校 昭和 43 年）･････････(三)650
学習指導要領（高等学校 昭和 48 年）･････････(改)29,(改)48
学習指導要領（高等学校 昭和 53 年）･････････(三)560
学習指導要領（高等学校 昭和 57 年）･････････(三)338,(改)32,(改)55
学習指導要領（高等学校 昭和 35 年）･････････(三)258
学習指導要領（高等学校 昭和 45 年）･････････
(三)61,(三)86,(三)159,(三)213,(三)215,(三)258,(三)292,(三)299,(三)300,(三)409,(三)465,(三)48
0,(三)489,(三)499,(三)521,(三)523,(三)542,(三)557,(三)625,(三)652,(改)28,(改)29
学習指導要領（高等学校 昭和 53 年）･････････
(三)61,(三)112,(三)113,(三)125,(三)132,(三)187,(三)236,(三)272,(三)299,(三)301,(三)411,(三)4
46,(三)467,(三)486,(三)507,(三)527,(三)528,(三)549,(三)598,(三)630,(三)649,(改)29,(改)33,(改
)53
学習指導要領（試案）（昭和 26 年）･････････(三)291,(三)292
学習指導要領（小・中学校

昭和 33 年）･････････(三)61,(三)77,(三)83,(三)274,(三)642,(三)652

学習指導要領（小・中学校

昭和 52 年）･････････(三)61,(三)644

学習指導要領（小学校 昭和 26 年）･････････(三)642
学習指導要領（小学校 昭和 33 年）･････････
(三)142,(三)159,(三)185,(三)192,(三)195,(三)202,(三)216,(三)257,(三)280,(三)291,(三)293,(三)
317,(三)326,(三)340,(三)370,(三)379,(三)571,(三)616
学習指導要領（小学校 昭和 43 年）･････････
(三)61,(三)145,(三)159,(三)213,(三)216,(三)257,(三)295,(三)582,(三)652,(改)3,(改)25,(改)36
学習指導要領（小学校 昭和 52 年）･････････
(三)164,(三)187,(三)234,(三)244,(三)333,(三)381,(三)628
学習指導要領（小学校 昭和 55 年）･････････(三)237
学習指導要領（小学校、中学校 昭和 52 年）･････････(改)26

学習指導要領（昭和 22 年

一般編試案）･････････(五)174

学習指導要領（昭和 22 年

社会科編）･････････(五)174

学習指導要領（昭和 22 年

職業指導編）･････････(五)270

学習指導要領（昭和 22 年）･････････(二)316,(三)641
学習指導要領（昭和 26 年試案）･････････(五)215
学習指導要領（昭和 30 年代前半改訂 小中学校）･････････(五)234
学習指導要領（昭和 31 年）･････････(三)619,(改)5
学習指導要領（昭和 33 年

改訂の中間発表）･････････(五)141

学習指導要領（昭和 33 年

小・中学校第二次改訂）･････････(五)2

学習指導要領（昭和 33 年

小中学校）･････････(五)185,(五)253

学習指導要領（昭和 33 年

中学校）･････････(五)271

学習指導要領（昭和 33 年）･････････
(二)39,(二)69,(二)85,(三)79,(三)372,(三)401,(三)565,(三)567,(三)571,(三)573,(三)575,(三)576,
(三)581,(三)582,(五)216,(五)236,(五)248,(五)315,(改)2,(改)16
学習指導要領（昭和 33 年、昭和 43・44 年全面改訂）･････････(五)156
学習指導要領（昭和 34 年

小中学校）･････････(五)225

学習指導要領（昭和 35 年

改訂草案）･････････(五)143

学習指導要領（昭和 35 年

高等学校）･････････(五)185

学習指導要領（昭和 35 年）･････････(二)388,(二)393,(三)83,(三)443,(改)9
学習指導要領（昭和 37 年）･････････(五)201
学習指導要領（昭和 38 年）･････････(三)79
学習指導要領（昭和 43･44 年

小・中学校第３次改訂）･････････(五)2

学習指導要領（昭和 43 年）･････････(二)56,(二)70,(二)102,(三)566,(五)162,(五)266
学習指導要領（昭和 43 年、44 年）･････････(五)217
学習指導要領（昭和 43 年小中、昭和 45 年高）･････････(五)398
学習指導要領（昭和 43 年度）･････････(一)152
学習指導要領（昭和 44 年）･････････(五)248,(五)251
学習指導要領（昭和 45 年）･････････(二)396,(二)399,(二)401,(二)406,(三)228,(五)334,(改)6
学習指導要領（昭和 47 年）･････････(五)202
学習指導要領（昭和 52 年）･････････
(二)41,(二)73,(三)375,(三)566,(三)597,(五)4,(五)248,(五)321,(五)399
学習指導要領（昭和 53 年

高等学校 ）･････････(五)186

学習指導要領（昭和 53 年

高等学校）･････････(五)43

学習指導要領（昭和 53 年）･････････(二)397,(二)402,(五)32
学習指導要領（昭和 55 年）･････････(五)19
学習指導要領（昭和 55 年、56 年）･････････(五)217
学習指導要領（中学校 昭和 26 年）･････････(三)403
学習指導要領（中学校 昭和 33 年）･････････
(三)149,(三)159,(三)185,(三)192,(三)195,(三)216,(三)257,(三)280,(三)293,(三)319,(三)367,(三)
382,(三)403,(三)406,(三)412,(三)432,(三)571
学習指導要領（中学校 昭和 37 年）･････････(三)196
学習指導要領（中学校 昭和 43 年）･････････(三)223

学習指導要領（中学校 昭和 44 年）･････････
(三)61,(三)153,(三)159,(三)213,(三)216,(三)257,(三)291,(三)328,(三)356,(三)373,(三)403,(三)4
04,(三)406,(三)413,(三)583,(三)643,(三)652,(改)3,(改)25
学習指導要領（中学校 昭和 52 年）･････････
(三)180,(三)187,(三)235,(三)298,(三)335,(三)403,(三)404,(三)414
学習指導要領（中学校 昭和 56 年）･････････(三)237
学習指導要領（中学校 昭和 52 年）･････････(三)171,(三)406
学習指導要領（平成４年）･････････(五)321
学習指導要領（平成６年 高等学校）･････････(五)192
学習指導要領・社会科編（昭和 22 年）･････････(三)66
学習指導要領一般編（高等学校 昭和 30 年）･････････(三)258
学習指導要領一般編（試案）（昭和 22 年）･････････(三)188,(三)290,(改)22
学習指導要領一般編（試案）（昭和 26 年）･････････(三)189,(改)22
学習指導要領一般編（昭和 22 年）･････････(三)613
学習指導要領一般編（昭和 26 年）･････････(三)190,(三)613
学習指導要領一般編（昭和 31 年）･････････(三)621
学習指導要領解説家庭編（高等学校
学習指導要領改訂（高等学校

昭和 47 年）･････････(三)544

昭和 35 年）･････････(三)514

学習指導要領芸術科編･････････(三)298
学習指導要領芸術科編（昭和 31 年）･････････(三)292
学習指導要領国語科編（試案）（昭和 22 年）･････････(三)290
学習指導要領試案（昭和 22 年）･････････(三)63,(三)565
学習指導要領試案（昭和 23 年）･････････(三)428
学習指導要領社会科編（昭和 30 年）･････････(三)61
学習指導要領社会科編Ⅰ・Ⅱ（試案）（昭和 22 年）･････････(三)113
学習指導要領小・中学部、高等部（昭和 54 年）･････････(二)472
学習指導要領総則（高等学校

昭和 53 年）･････････(三)175

学習指導要領総則（昭和 43 年）･････････(二)91
学習指導要領総則（中学校

昭和 52 年）･････････(三)175

学習指導要領道徳編（昭和 33 年）･････････(二)166
学習指導要領の一部改正にともなう文部事務次官通達（昭和 47 年 10 月）･････････(二)138
学習指導要領理科編（試案）（昭和 22 年）･････････(三)188
学習指導要領理科編（昭和 27 年）･････････(三)190
各種学校規程（昭和 31 年

文部省）･････････(二)640

各種学校制度改善要項案（昭和 40 年）･････････(二)616
各種学校制度改善要項案(文部省）･････････(二)633
各種学校の取り扱いについて（昭和 23 年３月１日

発学第 81 号学校教育局長通達）･････････(二)610

学生野球の施行について（昭和 22 年５月 30 日発体第 68 号文部省体育局長通知）･････････(三)362
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年度）･････････(一)217
第３次改正（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 昭和 44
年）･････････(一)217
第３次教員給与法（昭和 52 年 12 月）･････････(一)129
第３次計画(昭和 44～48 年度）･････････(二)60

第３次社会教育５カ年計画･････････(四)342
第４次改善計画（公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 昭和 55
年）･････････(一)220
第４次 12 か年計画（公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 昭和 55～
平成３年度）･････････(一)219
第４次５か年計画（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 昭和 49～53
年度）･････････(一)217
第４次改正（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 昭和 49
年）･････････(一)217
第４次改正附帯決議（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 昭和 49
年）･････････(一)218
第４次改善計画（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

昭和 49

年）･････････(一)218
第５次改善計画（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

昭和 55 年

度）･････････(一)218,(一)218
第５次教職員定数改善計画･････････(二)187
体育・スポーツ振興計画･････････(一)56
体育・スポーツの普及振興に関する基本方策について（保健体育審議会）･････････(四)512
体育クラブの活動および冬山登山の事故防止について(昭和 45・11・25 教学第 5165 号）･････････
(三)358
大学開放事業のあり方（昭和 47 年 北海道社会教育委員会答申）･････････(四)206
大学教育の改善について（中教審答申）･････････(二)547
大学教育の改善について（昭和 38 年

中央教育審議会答申）･････････(一)224

大学設置基準(昭和 36 年）･････････(二)544
大学設置基準の改善について（昭和 40 年３月 大学基準等研究協議会）･････････(一)237
大学問題に関する調査研究報告書(昭和 46 年 国大協）･････････(二)552
大学臨時措置法（大学の運営に関する臨時措置法）･････････(五)136
大日本育英会･････････(五)427
大日本育英会法（昭和 19 年）･････････(五)426
第六次教員配置改善計画･････････(五)321
短期大学設置基準（昭和 50 年４月）･････････(二)600
短期大学通信教育設置基準（昭和 57 年）･････････(二)600
団結権及び団体交渉権条約（昭和 25 年 ＩＬＯ総会）･････････(一)223
炭鉱閉山･････････(二)60
単式学級編制基準･････････(一)19

チ
地域社会と文化について（昭和 54 年６月 中央教育審議会答申）･････････(五)156
地教行法（地方教育行政の組織及び運営に関する法律

昭和 31 年 6 月）･････････(一)112

地財法（地方財政法 昭和 38 年）･････････(一)183
地方教育行政の組織及び運営に関する法律･････････
(一)43,(一)335,(二)48,(二)382,(四)3,(四)130,(五)2,(五)391

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年）･････････(二)320
地方公務員共済組合法･････････(五)401
地方公務員等共済組合法･････････(五)401,(五)404
地方公務員法･････････(一)112,(一)122,(一)148,(一)202
地方財政法･････････(一)181,(四)32
地方自治法･････････(二)140,(四)3,(四)346
地方自治法（昭和 23 年 4 月）･････････(一)181
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年）･････････(五)391
中央教育審議会･････････(五)321
中央教育審議会答申（昭和 42 年）･････････(二)439
中学校学習指導要領（昭和 52 年）･････････(一)153,(一)320
中学校、高等学校における運動クラブの指導について（昭和 43 年 11 月８日

文体 第 223 号体育局長

通達）･････････(三)361
中学校・高等学校学習指導要領理科編（試案）（昭和 27 年）･････････(三)189
中学校・高等学校の英語教育の改善について（昭和 35 年 12 月 英語教育改善協議会）･････････
(二)403
中学校安全指導の手引（昭和 50 年 文部省）･････････(五)398
中学校学習指導要領（昭和 33 年）･････････(一)149,(一)150,(一)304,(一)346
中学校学習指導要領（昭和 44 年）･････････(一)315,(一)326,(一)330
中学校学習指導要領（昭和 47 年）･････････(一)326
中学校学習指導要領（昭和 37 年）･････････(一)305
中学校教育課程の改善について（教育課程審議会 昭和 43 年６月）･････････(三)373
中学校新教育課程編成の手引き･････････(三)237,(三)238
中学校における暴力事故の防止について（昭和 55 年 12 月 17 日 道教委通知）･････････(二)240
中学校令･････････(二)609
中間報告書（昭和 33 年７月 18 日 道教委総務課）･････････(一)115
中教審答申･････････(一)129,(二)544,(二)546,(二)551,(二)552
長期 10 か年研究推進計画（昭和 45 年 北海道複式教育研究連盟

）･････････(二)298

超勤協定書･････････(一)125
朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱いについて･････････(二)632
朝鮮人のみを収容する教育施設の取扱について･････････(二)616
町村合併促進法･････････(二)280
調和のとれた学校運営について(昭和 50 年 12 月６日

文部大臣見解）･････････(一)129

著作権法･････････(二)227

ツ
通学時における児童生徒の事故防止について（昭和 48・７・18 教学第 5137 号）･････････(三)359

テ
帝国大学令･････････(二)609
定時制及び通信教育振興法（昭和 28 年）･････････(二)366

ト
同一報酬条約（昭和 26 年）･････････(一)223
道総合開発第３期計画･････････(二)541
道立学校管理規則（昭和 39 年５月）･････････(一)201
道立学校管理規則（昭和 51 年５月 19 日）･････････(一)207
道徳教育実施計画大綱（昭和 33 年５月７日）･････････(三)577
道徳教育実施要綱(昭和 33 年３月 19 日 文部省通達）･････････(二)164
道徳教育振興に関する答申（昭和 26 年１月４日）･････････(三)568
道徳教育のための手引書要綱（昭和 26 年１月）･････････(三)565
道徳実施要項（昭和 33 年３月 18 日付け文部次官通達）･････････(三)578
道徳の時間特設（昭和 33 年４月次官通知）･････････(五)253
道徳の読み物資料について（昭和 40 年１月

文部省通知）･････････(三)582

道民の健康意識調査･････････(四)532,(四)535
当面推進すべき児童福祉対策について（中央児童福祉審議会

中間報告 昭和 48 年 11 月)･････････

(二)8
当面する文教の課題に対応するための施策について（昭和 52 年 中央教育審議会諮問）･････････
(五)156
当面の多様化する保育需要対策について（札幌市児童福祉審議会保育常任部会中間報告 昭和 58 年４
月）･････････(二)8
道立学校管理規則(昭和 44 年４月）･････････(二)371
道立学校管理規則改正（昭和 51 年５月 18 日）･････････(五)32
道立学校管理規則の一部を改正する教育委員会規則（昭和 51 年５月）･････････(四)98
道立学校管理規則の改正（昭和 51 年５月 19 日 道教委）･････････(五)42
道立学校事務長の待遇改善に関する意見書（昭和 44 年５月９日）･････････(五)131
道立高等学校教育課程の取り扱いについて（通達 北海道教育委員会）･････････(三)102
道立高等学校通信教育規則･････････(二)377
十勝毎日新聞(昭和 53 年６月 10 日)･････････(二)230
特殊学級（精神薄弱）増設計画案５か年計画（昭和 35 年 道教委）･････････(二)463
特殊教育充実計画（昭和 33 年 12 月 道教委）･････････(二)463
特殊教育諸学校学習指導要領(昭和 46 年３月公示）･････････(一)330
特殊教育諸学校学習指導要領(昭和 54 年）･････････(二)446
特殊教育諸学校高等部学習指導要領（昭和 47 年）･････････(二)456
特殊教育諸学校小学部・中学部学習指導要領（昭和 46 年）･････････(二)456
特殊教育内地留学実施要綱（昭和 41 年２月 16 日付け

文部省）･････････(二)506

特殊教育の充実振興についての答申（昭和 34 年 12 月７日 中教審答申）･････････(一)45
登山遭難事故防止について（昭和 50・６・４ 教保第 5047 号）･････････(三)358
登山の事故防止について（昭和 48・４・18

教保第 2076 号）･････････(三)358

図書館法･････････(二)589,(四)335,(四)336,(四)434
図書館法施行規則･････････(二)589
都道府県数学現代化講座実施要項（文部省）･････････(三)159
内務省職員共済組合･････････(五)401

中島児童会館条例･････････(四)338
日米安全保障条約･････････(三)292,(三)415
日韓基本条約（昭和 40 年６月）･････････(二)616

ナ
日本育英会法（昭和 59 年全面改正）･････････(五)427

ニ
日本学校安全会法（昭和 34 年 12 月公布）･････････(三)357
日本学校安全会法（昭和 34 年 12 月制定・公布）･････････(二)103
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律（昭和 53 年）･････････(五)398
日本学校給食会法･････････(五)379,(五)380
日本学校健康会法･････････(五)399
日本国憲法･････････(一)151,(二)573,(四)346
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との協定における教育関
係事項の実施（昭和 40 年 12 月）･････････(二)632
日本体育・学校健康センター法（昭和 60 年）･････････(五)399
乳幼児期における家庭教育の振興方策について（昭和 49 年 社会教育審議会建議）･････････(四)380
乳幼児保育特別対策（昭和 44 年）･････････(二)7
人間環境宣言（昭和 47 年）･････････(三)248

ノ
農業基本法･････････(二)345,(三)444,(三)449,(三)450,(四)30,(四)32,(四)346,(四)347
農業自営者を養成するための農業教育の拡充整備計画と適正配置計画（昭和 39 年９月

道教

委）･････････(三)450
農業の近代化に即応する高等学校農業教育の改善方策（中央産業審議会 昭和 36 年 10 月）･････････
(三)449
農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との協定･････････(五)386
脳性まひ等の児童及び生徒に係わる各教科についての特例･････････(二)480

ハ
博物館法･････････(四)173,(四)174,(四)180,(四)191,(四)192,(四)195,(四)335,(四)434
判別基準（昭和 28 年６月

文部省）･････････(二)466

フ
複式学級編制基準･････････(一)57
文化財保護条例･････････(四)573
文化財保護法･････････
(四)90,(四)455,(四)555,(四)556,(四)557,(四)558,(四)560,(四)565,(四)569,(四)590,(四)593,(四)5
94,(四)595,(四)603
分権化関連一括法･････････(五)391

ヘ
へき地学校給食特別対策要綱（昭和 40 年）･････････(五)388
へき地学校指定基準･････････(一)165
へき地教育振興法･････････(一)49,(二)249,(二)280,(二)286

ホ
保育所緊急整備５か年計画･････････(二)4
保育所における障害児の受け入れについて(昭和 53 年６月）･････････(二)9
保育所における乳児保育対策(中央児童福祉審議会保育制度特別部会）･････････(二)7
保育問題をこう考える（昭和 38 年 中央児童福祉審議会答申）･････････(二)8
保健婦助産婦看護婦法･････････(一)275
母子福祉資金の貸付等に関する法律（昭和 27 年）･････････(五)365
補助金等の臨時特例等に関する法律（昭和 29 年）･････････(五)353
北海道開拓の村条例･････････(四)583
北海道開発計画･････････(一)173,(一)274
北海道開発法（昭和 25 年５月公布）･････････(一)6
北海道学校管理規則･････････(五)119
北海道学校管理規則(昭和 32 年３月）･････････(一)44
北海道学校教育目標（昭和 26 年６月１日臨時議会決定）･････････(三)569
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盲学校小学部・中学部学習指導要領(昭和 46 年)･････････(二)441,(二)443
盲学校小学部・中学部学習指導要領一般編(昭和 32 年）･････････(二)440
モデル高齢者学級開設事業運営要綱（昭和 47 年）･････････(四)334
文部次官通達･････････(一)136
文部省告示第 163 号(昭和 53 年 8 月 30 日）･････････(二)331
文部省職員勤務評定実施規則と実施要領（昭和 32 年８月 13 日）･････････(五)90
文部省設置法附則･････････(二)388,(二)319
文部大臣見解（昭和 50 年 12 月６日 調和のとれた学校運営について）･････････(一)136

ヤ
夜間保育対策実施方針（札幌市 昭和 57 年６月）･････････(二)8
野球ノ統制施行ニ関スル件(昭和 7・３・28 文部省訓令第４号）･････････(三)362

ユ
ユネスコ（国連教育科学文化機関）憲章･････････(二)403

ヨ
要綱（管理規則改正案要綱）･････････(一)134
養護学校（精神薄弱）学習指導要領暫定案（昭和 35 年）･････････(二)470
養護学校（精神薄弱教育）小学部・中学部学習指導要領（昭和 46 年）･････････(二)471
養護学校（病弱教育）高等部学習指導要領（昭和 47 年）･････････(二)492
養護学校（病弱教育）小学部・中学部学習指導要領（昭和 46 年）･････････(二)492
養護学校学習指導要領･････････(五)50
養護学校義務制施行･････････(五)54
養護学校小学部・中学部学習指導要領（昭和 45 年）･････････(二)521
養護学校小学部・中学部学習指導要領（精神薄弱教育編昭和 38 年）･････････(二)470
養護学校小学部学習指導要領肢体不自由教育編（昭和 38 年）･････････(二)479
養護学校小学部中学部学習指導要領に関する通達･････････(五)306
養護学校整備 7 年計画（昭和 47 年）･････････(二)481

養護学校中学部学習指導要領肢体不自由教育編（昭和 39 年）･････････(二)479
養護学校の義務制化･････････(一)56
要請書･････････(一)138
幼稚園教育振興計画（昭和 44 年度）･････････(二)23
幼稚園教育要領（昭和 39 年）･････････(二)21
幼稚園振興計画要項（初等中等教育局長）･････････(一)273
幼稚園と保育所の関係について（昭和 38 年

文部省初等中等教育局長・厚生省児童局長通

知）･････････(一)273
幼稚園に入園を希望する幼児の取扱いについて（昭和 26 年２月 文部省通知）･････････(一)272
４・６合意（昭和 63 年４月６日）･････････(一)147
47 年７月３日付通達（公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置条例の施行につい
て(昭和 47 年７月３日付け教職第 4528 号)･････････(一)124
40 年度北海道公立学校教職員人事異動の方針について(昭和 40 年１月 教育長通達）･････････
(一)106
46 年答申（今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について

昭和 46 年６

月）･････････(一)226
46 答申（昭和 46 年）･････････(三)371,(三)375
46 答申（今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について 中教審答申 昭和
46 年）･････････(一)225,(一)229,(一)230

リ
理振法･････････(三)198,(三)205,(三)206
理科教育及び産業教育審議会･････････(三)217
理科教育及び産業教育審議会答申（昭和 42 年 10 月）･････････(三)217
理科教育審議会建議（昭和 35 年）･････････(三)186
理科教育振興法･････････(三)185,(三)190,(五)79,(五)333
理科教育振興法（昭和 28 年）･････････(一)381
理科教育設備の充実と理科教員の現職教員のための理科教育センター設置の必要性（理科教育審議会
昭和 34 年８月）･････････(一)381
理科現職教育５か年計画･････････(一)381
離島振興法(昭和 29 年）･････････(二)280
臨時教育審議会（昭和 62 年答申）･････････(五)321
臨時教育審議会設置法案･････････(一)230
臨時行政調査会第５次答申（昭和 58 年３月）･････････(五)399

二

学 校 名
ア

愛知教育大学･････････(改)15
愛知大･････････(三)310
相沼小（熊石町）･････････(改)48
愛別高･････････(二)428
青鳥養護学校･････････(二)469
青柳小学校（函館市）･････････(二)479,(三)350,(三)380
青柳養護学校･････････(一)61,(一)228,(二)436,(二)479,(二)482
青山学院大学文学部･････････(改)35
赤井川小中学校(森町)･････････(二)268
赤平高･････････(三)300
赤平西高･････････(三)287,(三)305
赤平西高等学校･････････(三)80,(三)105
阿寒（高等学校）･････････(二)400
阿寒中学校（阿寒町）･････････(二)273
秋里小学校（興部町）･････････(二)272
秋田中学校･････････(四)372
曙小（札幌市）･････････(二)182
曙小（札幌市立曙小学校）･････････(五)145
曙小学校（札幌市）･････････(三)348,(三)587
浅井学園大学･････････(二)79
浅井学園大学短期大学部･････････(二)604
浅井学園大短大部･････････(一)260,(一)274
旭丘高等学校（札幌市）･････････(五)277
旭川医科大･････････(一)252,(二)545,(二)554
旭川医科大学･････････(二)539
旭川北･････････(二)397,(二)405,(三)175
旭川北高･････････
(一)169,(三)300,(三)305,(三)309,(三)391,(三)418,(三)419,(三)436,(三)437,(三)439,(三)534,(五)
243
旭川北高校･････････(三)352,(三)353
旭川工業高･････････(一)326,(二)359,(二)371,(三)474
旭川高専（旭川工業高等専門学校）･････････(五)135
旭川師範･････････(三)311
旭川商業･････････(三)309
旭川商業高･････････(二)355,(二)360,(二)425,(三)419,(三)512
旭川商業高事務科･････････(三)501
旭川商業高情報処理科･････････(三)503
旭川女子商業高等学校･････････(二)376

旭川女子短期大学･････････(二)604
旭川女子短大･････････(一)260,(一)263,(一)266
旭川市立中学校･････････(五)447
旭川市立常盤小学校･････････(五)55
旭川市立永山中学校･････････(五)94
旭川市立日章小学校･････････(五)55
旭川大学･････････(一)252,(一)253,(二)569,(二)571,(二)584,(二)588
旭川大学女子短期大学部･････････(二)597,(二)604
旭川大短大部･････････(一)260,(一)273
旭川第四小･････････(改)43
旭川中学校･････････(五)446
旭川西･････････(二)394,(二)404
旭川西高･････････(三)141,(三)199,(三)218,(三)300,(三)309,(三)311,(改)10,(改)23
旭川西高校･････････(三)352
旭川西高等学校･････････(五)448
旭川農業高･････････(三)473
旭川農業高等学校･････････(二)334
旭川東高･････････(三)309,(三)418
旭川東高校･････････(三)332,(五)446,(改)43
旭川藤女子高校･････････(二)560
旭川藤女子中学校･････････(二)560
旭川分校･････････(一)274,(一)277
旭川分校（北海道学芸大学）･････････(一)232,(一)233,(一)239,(二)531,(二)536
旭川分校（北海道教育大学）･････････(一)237,(一)238,(一)240,(一)365
旭川北都商業高･････････(一)290
旭川盲学校･････････(二)440,(二)443,(二)444,(二)446,(二)451
旭川盲学校幼稚部･････････(二)442
旭川養護学校･････････(二)438,(二)478,(二)479,(二)481,(二)482,(二)483
旭川龍谷高･････････(三)300
旭川凌雲（高等学校）･････････(二)344
旭川聾学校･････････(二)457,(二)458
朝日小（朝日町）･････････(改)43
旭小（釧路市）･････････(改)46
旭小学校（札幌市）･････････(三)587
旭中（余市町）･････････(二)191
旭中学校（函館市）･････････(二)479
旭野小学校（小清水町）･････････(二)123
芦別啓南高･････････(三)294,(三)304,(三)502
芦別高･････････(三)304
芦別工業高･････････(一)290,(二)355,(三)485,(三)491
芦別工業高校･････････(二)345
芦別工業高工業化学科･････････(三)485,(三)489

芦別工業高土木科･････････(三)484
芦別高校･････････(三)306
芦別小学校（芦別市）･････････(三)221
芦別商業高･････････(三)502
芦別商業高経理科･････････(三)501
東橋幼稚園（札幌市）･････････(二)13
愛宕小学校（旭川市）･････････(三)243
厚賀高･････････(二)369
厚岸高･････････(三)516
厚岸高等学校･････････(三)79
厚岸潮見高校･････････(三)331
厚岸水産高･････････(二)348,(二)356,(三)419,(三)513,(三)526,(三)527,(三)530,(三)531
厚岸水産高漁業科･････････(三)522
厚岸水産高漁船機関科･････････(三)516
厚真高校･････････(三)331
網走高･････････(三)513,(三)514
網走高校･････････(二)674
網走向陽･････････(二)361
網走西小･････････(改)45
網走南ケ丘･････････(二)400
網走南ケ丘高･････････(三)418,(三)420
網走養護･････････(一)290
網走養護学校･････････(一)59,(一)166,(二)481,(二)482
虻田高･････････(二)374,(三)510
虻田商業高･････････(二)371,(二)374,(三)510
虻田中･････････(改)42
阿歴内第二(小学校）（標茶町）･････････(二)64

イ
遺愛女子高･････････(三)436
池田（高等学校）･････････(二)397
池田西高･････････(三)533,(三)550
石狩高･････････(三)181
石狩南（高等学校）･････････(二)344
石山高･････････(二)372
石山中学校（小樽市）･････････(二)216
一条中学校（札幌市）･････････(一)167,(三)149
一関小学校(岩手県)･････････(二)488
一已中学校（深川市）･････････(三)350
今金高･････････(三)534
今金中･････････(改)48
色内小（小樽市）･････････(改)19,(改)43

岩手大学教育学部･････････(改)13
岩内高･････････(二)429,(三)300
岩内高等学校･････････(三)350,(五)302
岩部小中学校（福島町）･････････(二)272
岩見沢高等養護学校･････････(一)61,(二)438,(二)482,(二)483,(二)486
岩見沢駒澤短期大学･････････(二)598,(二)603
岩見沢駒沢短大･････････(一)263
岩見沢女子高･････････(三)534
岩見沢女子高校･････････(五)182
岩見沢市立中央小学校･････････(五)55
岩見沢西高･････････(三)309,(三)533,(三)544
岩見沢西高家政科･････････(三)542
岩見沢農業高･････････(二)354,(三)301,(三)450,(三)451,(三)459,(三)473
岩見沢農業高等学校･････････(三)466
岩見沢農高造園科･････････(三)456
岩見沢東高･････････(二)417,(三)311,(三)391,(三)495
岩見沢婦人学級･････････(四)25
岩見沢分教場（北海道学芸大学札幌分校）･････････(一)232
岩見沢分校･････････(三)311
岩見沢分校（北海道学芸大学）･････････(一)233,(一)238,(一)240,(二)531,(二)536
岩見沢緑陵高･････････(二)341
院内小学校（千葉県）･････････(二)504
院内小学校（千葉市）･････････(二)502

ウ
有珠小（伊達町）･････････(二)499
臼尻漁業高･････････(三)514
歌志内高･････････(三)309,(三)396
歌登町立志美宇丹中学校･････････(五)94
浦河高･････････(一)358,(二)361,(三)310,(三)513,(三)514
浦河高校･････････(三)157
浦河高等学校･････････(三)104
浦河小･････････(一)358
浦河第一中（浦河町）･････････(一)358
雨竜中（雨竜町）･････････(二)191

エ
栄養短大附属高食物科･････････(三)536
枝幸(高等学校）･････････(二)397,(二)400
枝幸高･････････(三)175,(三)420
江差高･････････(三)301,(三)309,(三)311,(三)489,(三)510
枝幸高等学校･････････(二)334

江差高等学校･････････(四)587
枝幸小学校(枝幸町)･････････(二)110
江差南高･････････(二)344,(三)489,(三)510
恵山高･････････(二)360,(二)365,(三)521,(三)523,(三)530
恵山高校･････････(三)528
恵庭北･････････(二)397
恵庭北高等学校･････････(三)104
恵庭南高･････････(三)420
恵庭南高校･････････(二)395,(三)332
愛媛大学･････････(二)507
絵笛小学校（浦河町）･････････(二)270
江部乙高･････････(二)348,(二)361,(三)533,(三)544
江部乙高被服科･････････(三)542
江別高･････････(三)544,(三)549
江別高校･････････(三)331
江別小･････････(改)19
江別小学校（江別市）･････････(二)58
江別市立新篠津小･････････(五)35
江別二中（江別市）･････････(三)424
遠軽家政高･････････(三)536

オ
追分高･････････(三)544
追分小学校･････････(一)314
追分中学校･････････(一)314
大麻高･････････(二)344
大麻東小(江別市）･････････(二)446
大麻東中（江別市）･････････(二)446,(三)388
大泉高校（東京都）･････････(三)332
大川中（函館市）･････････(二)446
大阪教育大学･････････(二)507,(改)35,(改)36
大阪大学･････････(三)229
大阪府立盲学校･････････(二)445
大谷第２幼稚園･････････(二)33
大通小（札幌市）･････････(二)487,(二)517,(二)522,(五)277,(改)19,(改)37
大通小学校（札幌市）･････････(二)452,(三)222,(三)243
大野農業高･････････(二)354,(二)358,(三)309,(三)450,(三)451
大野農業高食品製造科･････････(三)456
大森小（函館市）･････････(改)19,(改)47
丘珠小学校（札幌市）･････････(二)122,(二)123
岡山大･････････(二)587
置戸高･････････(二)371

尾札部漁業高･････････(三)514
長万部小学校･････････(五)303
忍路中学校（小樽市）･････････(二)221
小樽桜陽高･････････(三)306
小樽桜陽高校･････････(四)588
小樽桜陽（北海道小樽桜陽高等学校）･････････(一)167
小樽経済専門学校･････････(二)535,(三)433
小樽高商･････････(五)446
小樽商科大･････････(一)216,(一)250,(二)531,(二)535,(三)433
小樽商科大学･････････(二)569,(三)512
小樽商科大短大部･････････(一)263
小樽商科大･････････(二)546
小樽商科大短期大学部･････････(二)531,(二)535
小樽商業高･････････(二)355,(二)356,(二)360,(三)502,(三)503,(三)512
小樽商業高事務科･････････(三)501
小樽商業高情報処理科･････････(三)503
小樽商大･････････(一)350,(三)436
小樽女子短期大学･････････(二)598,(二)604
小樽女子短大･････････(一)263
小樽水産高･････････
(一)326,(二)347,(二)356,(二)365,(三)513,(三)516,(三)521,(三)522,(三)523,(三)526,(三)527,(三)
530,(三)531
小樽水産高（古平漁業実習場）･････････(二)360
小樽水産高漁業経営学科･････････(三)521
小樽水産高栽培漁業科･････････(三)522,(三)528
小樽水産高水産増殖科･････････(三)521
小樽水産高専攻科漁業科･････････(三)524
小樽水産高専攻科無線通信科･････････(三)517
小樽短期大学･････････(二)604
小樽潮陵高･････････(二)417,(二)419,(三)287,(三)301,(三)309
小樽双葉高･････････(三)305
小樽北照高･････････(三)306
小樽盲学校･････････(二)440,(二)444,(二)451
小樽緑陵高･････････(三)502
小樽聾学校･････････(二)454,(二)457,(二)461
お茶の水女子大･････････(一)216,(二)503,(二)506
お茶水女子大学･････････(改)19
乙部小･････････(改)48
帯広大谷高･････････(三)391
帯広大谷高校･････････(二)674
帯広大谷女子短大･････････(一)260
帯広大谷短期大学･････････(二)597,(二)603

帯広大谷短大･････････(一)260,(一)263
帯広工業高･････････(一)290,(二)424
帯広工業高校･････････(二)345
帯広工業高電気科･････････(三)489
帯広三条･････････(二)394,(二)395
帯広三条高･････････(二)370,(三)141,(三)199,(三)391,(三)393,(三)418,(三)539
帯広三条高校･････････(三)218,(三)352
帯広商業学校･････････(二)370
帯広女子高･････････(三)539
帯広畜産大･････････(一)216,(一)250,(一)252,(二)531
帯広畜産大学･････････(三)199
帯広畜大（帯広畜産大学）･････････(五)134
帯広農業高･････････(二)349,(二)354,(三)450
帯広柏葉（高等学校）･････････(三)199
帯広柏葉高･････････(二)370,(二)417,(三)211,(三)305,(三)306,(三)309
帯広盲学校･････････(二)440,(二)444,(二)446,(二)449
帯広養護･････････(一)290
帯広養護学校･････････(一)228,(二)436,(二)466,(二)474
帯広緑陽高･････････(二)344
帯広聾学校･････････(二)454,(二)457,(二)460
帯広渡辺高･････････(三)533
小平村立達布小学校･････････(五)168

カ
開成小学校（札幌市）･････････(五)320
開西中学校（滝川市）･････････(二)216
学芸大学･････････(一)215,(一)235,(一)237
学芸大学（北海道学芸大学）･････････(一)232,(一)240
学芸大学札幌分校･････････(改)18
学芸大学附属札幌小学校･････････(五)159
学芸大学附属小学校･････････(改)18
学芸大札幌分校･････････(改)38
神楽中（旭川市）･････････(二)191
神楽中学校（旭川市）･････････(二)213
鹿島中学校（夕張市）･････････(三)266
柏小（帯広市）･････････(二)182
柏中（札幌市）･････････(一)347,(二)191
柏中学校（札幌市）･････････(三)356
柏野小（函館市）･････････(改)48
柏野小学校（函館市）･････････(改)47
金沢大･････････(二)506
金沢大学･････････(二)507

上磯高･････････(三)534,(三)544
上磯小学校･････････(五)265
上磯中学校･････････(五)265
上川高･････････(一)326
上川小学校(上川町)･････････(二)100
上川町立菊水小･････････(五)35
上篠路中（札幌市）･････････(改)39
上渚滑小（紋別市）･････････(改)44
上仁頃小美里分校･････････(改)45
上沼幌小中学校（標茶町）･････････(二)64
上ノ国高･････････(二)344
上野幌東小学校（札幌市）･････････(五)320
上富良野高校･････････(二)369,(三)331
上丸子小学校（神奈川県）･････････(二)504
神威小学校（歌志内市）･････････(二)126
神居中学校（旭川市）･････････(三)245
亀田中学校（函館市）･････････(五)266
樺太医学専門学校･････････(二)539
河原小中学校（白糠町）･････････(二)120
川湯小学校（弟子屈町）･････････(三)350

キ
菊水小学校（札幌市）･････････(五)265
北九条小（札幌市）･････････(二)182,(二)517,(三)294,(改)20
北九条小学校（札幌市）･････････(三)201,(三)202,(三)203,(五)277
北高校（札幌市）･････････(五)86
北白石中学校（札幌市）･････････(二)221
北園小（札幌市）･････････(改)19
北園小学校（札幌市）･････････(三)201
北中（北見市）･････････(改)45
北日本学院大･････････(一)252
北日本学院大学･････････(二)563,(二)568
北野小（鷹栖町）･････････(改)44
北檜山高･････････(三)309
北広島高等学校･････････(一)60
北見工業高･････････(一)290,(三)485
北見工業高校･････････(二)345,(三)331
北見工業大･････････(一)252,(二)534,(三)181
北見工業短期大･････････(一)252,(二)531
北見工業短期大学･････････(二)533
北見工業短大･････････(二)535
北見工大（北見工業大学）･････････(五)135

北見商業高･････････(三)510,(三)512
北見商業高（昭和 56・57 年度文部省高等学校教育課程研究指定校）･････････(三)507
北見商業高等学校･････････(三)181
北見仁頃高･････････(三)300
北見柏陽･････････(二)394,(二)395
北見柏陽高･････････(三)141,(三)181,(三)218
北見柏陽高校･････････(三)353
北見藤女子高校・中学校･････････(二)560
北見北斗高･････････(二)378,(三)300,(三)309,(三)510
北見北斗高等学校･････････(三)181
北村中央小学校（北村）･････････(三)327
喜茂別高校･････････(三)352
喜茂別小（喜茂別町）･････････(二)91
教育大学（北海道教育大学）･････････(一)237,(一)240
教育大学旭川校附属小・中学校･････････(改)43
教育大学附属札幌小学校･････････(二)464
教育大学附属養護学校･････････(二)466
教育大附属札幌中･････････(一)366
教育大附属札幌中学校･････････(二)168,(二)197
教育大附属函館中･････････(二)168
共栄小学校（広島町）･････････(二)463
共栄中学校（釧路市）･････････(五)265
共栄中学校（広島町）･････････(二)463
京大･････････(二)174
京都学芸大･････････(三)310
清川小（帯広市）･････････(二)182
清里高･････････(三)544
霧多布（高等学校）･････････(二)400
霧多布高（浜中町）･････････(五)243

ク
釧路北･････････(二)402
釧路北高･････････(二)344
釧路北高等学校･････････(一)60
釧路北陽高･････････(三)287
釧路北陽高等学校･････････(三)105
釧路工業高･････････(二)350,(二)375,(三)156,(三)491
釧路工業高校･････････(三)332
釧路工業高等専門学校･････････(二)535
釧路江南（高等学校）･････････(二)402
釧路江南高･････････(三)305,(三)534
釧路江南高校･････････(三)353

釧路湖陵･････････(二)394
釧路湖陵高･････････(二)378,(二)417,(三)141,(三)199,(三)218,(五)243
釧路女子短期大学･････････(二)598
釧路市立寿小学校･････････(五)145
釧路星園･････････(二)397
釧路星園高･････････(三)421,(三)533,(三)536,(三)538,(三)544
釧路専門学校･････････(一)274
釧路短大･････････(一)260,(一)263
釧路短大附属幼稚園教諭・保母養成所･････････(一)274
釧路西高･････････(二)343
釧路東･････････(二)402
釧路東高･････････(三)420
釧路東高等学校･････････(二)334
釧路分校（北海道学芸大学）･････････(一)222,(一)232,(一)233,(一)238,(二)531,(二)536
釧路養護学校･････････(一)228,(二)436,(二)466
倶知安高･････････(二)410,(三)300,(三)533
倶知安高校･････････(二)402,(三)352
倶知安高等学校･････････(二)333
倶知安中(倶知安町）･････････(二)471
倶知安中学校（倶知安町）･････････(二)89,(三)591
倶知安農業高･････････(一)326,(三)309
倶知安農業高林業科・農業土木科･････････(三)452
熊本大･････････(三)557
クラーク聾学校･････････(二)458
庫富小学校（門別町）･････････(二)268
栗沢中学校（栗沢町）･････････(三)226
栗山高･････････(三)533
栗山高校･････････(三)331,(三)332,(三)353
黒川小（余市町）･････････(改)20,(改)42
黒松内小学校･････････(一)314
黒松内中･････････(二)91
群馬女子短期大学･････････(改)35
群馬大･････････(三)310

ケ
景雲中(釧路市）･････････(二)191
慶応大学･････････(三)587
啓西小（帯広市）･････････(二)182
慶大･････････(三)162
啓北商業高校定時制･････････(四)492
啓北中学校（苫小牧市）･････････(五)150
啓明中（札幌市）･････････(一)348,(五)277,(二)191

啓明中学校･････････(五)22
啓明中学校（札幌市）･････････(二)168,(三)204,(三)318
鳧舞小学校（三石町）･････････(二)216
言語障害特殊学級･････････(二)503

コ
小泉小（北見市）･････････(二)513,(改)45
高栄小（北見市）･････････(改)45
光塩学園女子短期大学･････････(二)598,(二)604
光塩学園女子短大･････････(一)260,(一)261,(一)263
光塩学園短期大･････････(二)613
工業教員養成所･････････(一)251,(一)267,(一)280,(一)298
工業高等専門学校（旭川、函館、釧路、苫小牧）･････････(二)613
工業高等専門学校（函館、旭川）･････････(二)534
厚生(小学校）（標茶町）･････････(二)64
幌西小（札幌市）･････････(改)20
高等師範学校･････････(一)215
幌東中学校（札幌市）･････････(一)345,(二)221
高等部ろう学校･････････(一)55
高等盲学校･････････(一)61,(二)444,(二)446
高等盲学校重複障害学級･････････(一)61
高等聾･････････(二)453
高等聾学校･････････(二)452,(二)457,(二)461
高等聾学校専攻科･････････(一)61
幌南小（札幌市）･････････(改)39
光南小学校（帯広市）･････････(二)78
幌南小学校（札幌市）･････････(三)380,(三)381,(三)604
港南中（留萌市）･････････(二)168,(三)577
神戸大学･････････(三)311
幌北小（札幌市）･････････(二)453
広陽小学校（帯広市）･････････(二)123
光陽小学校（釧路市）･････････(三)201
広葉中学校（広島町）･････････(二)219
向陵中（札幌市）･････････(二)168,(二)191,(改)37
江陵中（滝川市）･････････(二)168,(二)191
向陵中学校(札幌市)･････････(二)221
光陵中学校（伊達市）･････････(五)266
國學院女子短期大学･････････(二)605
國學院女子短大･････････(一)263,(一)275
國學院短期大学･････････(二)605
国際基督教大学･････････(三)208,(三)229
国立工業教育養成所･････････(一)268

国立工業教員養成所･････････(二)346
国立養護教諭養成所･････････(一)239,(一)240,(一)276
国立ろう教育学校･････････(二)460
小清水小学校（小清水町）･････････(二)89
古潭小中学校（厚田村）･････････(二)268
琴似小・中学校分教室(札幌市)･････････(二)490
琴似小・中学校山の手学院分校(札幌市)･････････(二)488
琴似小・中学校山の手分校(札幌市)･････････(二)487
琴似小学校･････････(二)486
琴似小学校（琴似町）･････････(二)476
琴似小学校（札幌市）･････････(三)201
琴似中学校（琴似町）･････････(二)476
琴似中学校（札幌市）･････････(三)122
琴似養護学校･････････(二)478
寿小学校（釧路市）･････････(五)265
駒沢小学校（東京都）･････････(二)504
駒澤大学･････････(二)573
駒澤大学北海道教養部･････････(二)572
駒大岩見沢高･････････(二)675
珸瑶瑁小学校（根室市）･････････(二)150
五稜郭養護学校･････････(一)61,(一)228,(二)436

サ
財団法人旭川夜間中学（昭和 12 年 12 月）･････････(五)446
堺町小（浦河町）･････････(一)357
栄小学校（札幌市）･････････(五)320
栄南中学校(札幌市)･････････(二)221
佐久小学校（中川町）･････････(三)327
桜田小学校（東京都港区）･････････(三)61
札大谷（札幌大谷高校）･････････(五)139
札教大特殊教育研究室･････････(二)503
札商（札幌商業高校）･････････(五)139
札苗北小学校（札幌市）･････････(五)320
札幌旭丘･････････(二)404
札幌旭丘高･････････(二)339,(三)305,(三)306,(三)418,(三)436,(三)437
札幌旭丘高校･････････(三)352,(五)250
札幌旭丘高等学校･････････(五)325,(五)326
札幌厚別高･････････(二)343,(二)427
札幌医科大･････････(一)216,(一)250,(二)531,(二)538,(二)545
札幌医科大学･････････(二)537,(四)588
札幌医科大学衛生短期大学部･････････(二)539
札幌医大･････････(一)275,(二)476

札幌市立大通小学校･････････(五)21
札幌大谷高･････････(二)446,(三)309
札幌大谷高校･････････(二)671
札幌大谷短期大学･････････(二)597,(二)603,(五)55
札幌大谷短大･････････(一)260,(一)263,(一)265,(一)272
札幌丘珠･････････(二)404
札幌開成高･････････(二)339,(二)408,(二)417,(三)181,(三)294,(三)305,(三)306
札幌開成高校･････････(四)492
札幌学院大･････････(一)252,(一)258,(一)260
札幌北･････････(三)175
札幌北(高等学校）･････････(三)207
札幌北高･････････
(一)326,(一)347,(二)367,(三)285,(三)287,(三)305,(三)309,(三)393,(三)394,(三)418,(三)419,(三)
539
札幌北高校･････････(三)352
札幌北白石中学校･････････(五)262
札幌清田･････････(二)404
札幌啓成･････････(二)394,(二)404
札幌啓成（高等学校）･････････(三)141,(三)218
札幌啓成高･････････(二)339,(二)340,(二)408,(二)417,(三)306
札幌啓成高校･････････(改)9
札幌啓北商業高･････････(二)375,(三)306,(三)310,(三)512
札幌校･････････(一)276
札幌工業（高等学校）･････････(三)199
札幌工業高･････････(二)346,(二)359,(三)310,(三)474,(三)480,(三)483
札幌工業高機械科･････････(三)484
札幌工業高電子科･････････(三)484
札幌工業高等学校･････････(三)209
札幌光星高･････････(二)446,(三)309
札幌高等電波専門学校･････････(二)567
札幌香蘭女子短期大学･････････(二)599
札幌香蘭女子短大･････････(一)260,(一)263
札幌国際大学短期大学部･････････(二)605
札幌国際大短大部･････････(一)260,(一)273
札幌琴似工業高･････････(一)289,(二)346,(二)350,(二)355,(二)359,(三)476,(三)483,(三)485
札幌琴似工業高化学工学科･････････(三)482
札幌琴似工業高機械科･････････(三)484
札幌琴似工業高校･････････(二)345
札幌琴似工業高工業化学科･････････(三)482
札幌琴似工業高電気科･････････(三)484
札幌琴似中学校･････････(五)271
札幌市大通小学校･････････(五)344

札幌市柏中学校･････････(五)302
札幌市かっこう幼稚園（昭和 51 年)･････････(二)518
札幌市北九条小･････････(五)10
札幌市中央中学校･････････(五)62
札幌師範大学･････････(三)311
札幌商科大･････････(一)252,(一)258
札幌商科大学･････････(二)563,(二)569,(二)585,(二)590
札幌商業学校･････････(二)557
札幌商業高･････････(三)309
札幌女子教員養成所･････････(一)275,(一)291
札幌女子高･････････(三)539
札幌市立曙小学校･････････(五)14,(五)185,(五)238
札幌市立東橋小学校･････････(五)159
札幌市立一条中学校･････････(五)24,(五)247
札幌市立大通国民学校･････････(五)89
札幌市立大通小学校･････････(五)53,(五)206,(五)310,(五)396
札幌市立大谷地東小学校･････････(五)320
札幌市立柏中学校･････････(五)168,(五)301
札幌市立啓明中学校･････････(五)254
札幌市立琴似小・中学校･････････(五)308
札幌市立栄東小学校･････････(五)279
札幌市立栄南小学校･････････(五)279
札幌市立栄南中学校･････････(五)279
札幌市立実業女学校･････････(二)371
札幌市立商業高校･････････(二)375
札幌市立すずらん幼稚園･････････(五)278
札幌市立中央小学校･････････(五)54
札幌市立中央中学校･････････(五)252
札幌市立東北小学校（現中央小学校）･････････(五)254,(五)255
札幌市立中の島小学校･････････(五)320
札幌市立西創成国民学校･････････(五)89
札幌市立八条中学校･････････(五)271
札幌市立平岸中学校静療院分教室情緒障害児学級･････････(二)518
札幌市立豊水小学校･････････(五)168
札幌市立北辰中学校･････････(五)226
札幌市立北光小学校･････････(五)275
札幌市立幌南小（札幌市立幌南小学校）･････････(五)145
札幌市立真駒内南小学校･････････(五)320
札幌市立緑丘小学校･････････(五)184
札幌市立みどり小学校･････････(五)35
札幌市立山の手養護学校･････････(三)106
札幌市立山の手養護学校（昭和 39 年４月）･････････(五)309

札幌市立山鼻小学校･････････(五)174,(五)255,(五)263
札幌白石･････････(二)402
札幌白石高校･････････(二)399
札幌白石高等学校･････････(二)333,(三)175
札幌新川･････････(二)404
札幌星園高･････････(二)371
札幌星園高校･････････(二)368,(二)372,(四)588
札幌静修高･････････(三)309,(三)533
札幌静修高等学校･････････(三)210,(三)229
札幌静修短期大学･････････(二)599,(二)605
札幌西陵高･････････(三)285
札幌大･････････(一)252,(一)258
札幌第一高等学校･････････(二)567
札幌大学･････････(二)563,(二)567,(二)571
札幌大学女子短期大学･････････(二)605
札幌大学女子短期大学部･････････(二)599
札幌大学女子短大･････････(一)260
札幌大女子短大部･････････(一)263
札幌短期大･････････(一)258
札幌短期大学･････････(二)557,(二)585,(二)596,(二)603,(五)55
札幌短大･････････(一)260
札幌月寒高･････････(一)165,(三)285,(三)306
札幌月寒高校･････････(三)332
札幌手稲高･････････(二)341,(改)52
札幌天使女子厚生専門学校･････････(二)556
札幌稲雲高･････････(二)344
札幌稲西高･････････(二)343
札幌稲北高校･････････(二)343
札幌東陵高･････････(一)60
札幌南陵高･････････(一)60
札幌西･････････(二)404
札幌西高･････････(三)207,(三)228,(三)278,(三)305,(三)306,(三)309,(三)394
札幌西高等学校･････････(三)208,(三)227,(五)123
札幌東･････････(二)404
札幌東高･････････(三)199,(三)207,(三)305,(三)309,(三)394
札幌東高等学校･････････(三)84,(三)176,(五)186
札幌東商業高･････････(一)290
札幌文化専門学院･････････(二)556
札幌文科専門学院･････････(二)596
札幌分校･････････(一)276,(一)277
札幌分校（北海道学芸大学）･････････
(一)232,(一)233,(一)239,(一)246,(二)531,(二)536,(二)548,(二)553

札幌分校（北海道教育大学）･････････(一)238,(一)240
札幌報恩学園養護学校･････････(二)464
札幌北斗高校･････････(二)671
札幌北斗高等学校･････････(三)211
札幌北陵･････････(二)397,(二)404
札幌北陵（北海道札幌北陵高等学校）･････････(一)167
札幌北陵高･････････(二)341
札幌北陵高等学校･････････(一)56,(三)105,(三)181
札幌南･････････(二)402,(三)207
札幌南高･････････
(二)339,(二)340,(二)384,(二)408,(二)410,(二)416,(二)417,(三)309,(三)394,(三)539,(改)23
札幌南高校･････････(二)378,(五)86,(五)249
札幌南高通信教育部･････････(二)375,(二)376
札幌南高等学校･････････(三)104,(三)207,(五)325
札幌南小･････････(三)282
札幌南通信制･････････(二)370
札幌藻岩高･････････(二)341
札幌藻岩高校･････････(四)492
札幌盲学校･････････(一)50,(一)165,(一)166,(一)332,(二)440,(二)444,(二)446,(二)449,(二)450
札幌盲学校高等部･････････(二)438,(二)447
札幌盲学校小・中学部･････････(二)447
札幌盲学校幼稚部･････････(二)442
札幌養護･････････(二)471
札幌養護学校･････････(一)59,(一)277,(一)355,(二)465,(二)467,(二)473,(二)503,(二)513
札幌養護学校（昭和 33 年）･････････(五)307
札幌養護学校（昭和 33 年設立）･････････(五)306
札幌養護学校共栄分校･････････(二)436
札幌養護学校もなみ学園分教室（小・中学部）･････････(二)463
札幌養護学校もなみ学園分校･････････(二)436,(二)473
札幌養護共栄学園分校･････････(二)466
札幌聾･････････(二)453
札幌聾学校･････････(一)59,(二)452,(二)457,(二)461
札幌聾学校幼稚部･････････(二)438
様似高･････････(三)502,(三)510
様似商業高･････････(三)502,(三)510
佐呂間（高等学校）･････････(二)402
佐呂間高等学校･････････(二)334
沢町小学校（余市町）･････････(五)266
三愛女子高･････････(二)446
産業能率大学･････････(三)499
三条養護学校(新潟県)･････････(二)500

シ
潮見小（函館市）･････････(二)487
塩谷中（小樽市）･････････(三)388
鹿追高･････････(三)437
静岡大学･････････(三)311
静内（高等学校）･････････(二)400
静内高･････････(二)358,(三)306
静内高校･････････(四)588
静内小･････････(一)361
肢体不自由児養護学校･････････(一)55
品川区立大崎中学校分教場･････････(二)469
師範学校･････････(一)215,(一)231,(一)235
渋谷区松涛中学校･････････(三)576
標茶高･････････(二)354,(二)358
標茶高農業機械科･････････(三)456
標津(高等学校）･････････(二)400
士別高･････････(三)156,(三)533
士別高機械科･････････(三)484
標津中学校（標津町）･････････(三)75
士別西小学校(士別市)･････････(二)114
士別東高･････････(三)396
士幌高農業特別専攻科･････････(三)459
島根大学教育学部･････････(改)14
島牧中（島牧村）･････････(三)414
島松小（恵庭市）･････････(改)41
清水高･････････(二)428,(三)309
下音更小学校･････････(一)314
下頓別中（浜頓別町）･････････(二)196
石神井南中学校（東京都）･････････(三)220
斜里高･････････(三)300
十文字学園女子短期大学･････････(改)15
春光小（旭川市）･････････(二)478
小学校臨時教員養成所･････････(一)216
商業研究部（昭和 32 年度

函館商業高）･････････(三)510

上智大学･････････(三)402,(三)417
昭和小（釧路市）･････････(改)46
ジョージタウン大学･････････(一)364
白樺高等養護学校･････････(二)438,(二)466
白樺養護学校･････････(二)468,(二)483
白糠高校･････････(四)588
私立札幌大谷短期大学附属幼稚園･････････(二)33

私立浄恩幼稚園･････････(二)33
私立清明幼稚園･････････(二)26
私立ともえ幼稚園･････････(二)33
私立ばんけい幼稚園･････････(二)33
白石中（札幌市）･････････(一)347
白石中学校（札幌市）･････････(二)168,(三)152,(三)587
新川小（函館市）･････････(二)487
新川小学校（釧路市）･････････(二)56
新琴似中学校（札幌市）･････････(三)329
壬子小学校（朝日町）･････････(二)270,(二)305
新篠津小学校（新篠津村）･････････(二)123
信州大学教育学部･････････(改)36
新得高･････････(三)421
新得高校･････････(三)352
新十津川小学校･････････(二)56
新十津川中（新十津川村）･････････(三)415
新十津川中学校･････････(二)56

ス
末広小学校（旭川市）･････････(三)381
砂川北･････････(二)405
砂川北高･････････(三)309,(三)436
砂川小（砂川市）･････････(三)577
砂川市立豊沼小学校･････････(五)302
砂川南高･････････(一)326,(二)371
澄川小学校（苫小牧市）･････････(五)149,(二)105,(二)126
澄川南小学校（札幌市）･････････(五)265
スミス女学校･････････(二)561
住友赤平（高等鉱業学校）･････････(二)376
住友奔別（高等鉱業学校）･････････(二)376

セ
青雲小（旭川市）･････････(改)43
星園高（札幌市）･････････(一)349,(五)243
静修高（札幌市）･････････(五)277
静修短期大学･････････(改)14
静修短大･････････(一)260
正和小学校（旭川市）･････････(三)199,(三)201
瀬棚高･････････(二)361,(三)510,(三)513,(三)514
瀬棚商業高･････････(三)510
専修大学･････････(三)332
専修大学美唄農工短期大学･････････(二)599,(二)604

専修大学北海道短期大学･････････(二)604

ソ
創成小（札幌市）･････････(二)182,(二)440,(二)450,(改)37
創成小学校･････････(五)22
創成小学校（札幌市）･････････(三)223
タ
第一師範附属校（札幌市）･････････(五)340
第一小（岩見沢市）･････････(改)41
第一小（滝川市）･････････(改)41
第一中（網走市）･････････(改)45
第一中学校（江別市）･････････(二)216
第一中学校(帯広市）･････････(二)173
大樹中（大樹町）･････････(三)415
第三小学校（江別市）･････････(二)216
大成高･････････(二)428,(三)513,(三)514
第二小（夕張）･････････(改)19
第二中（帯広市）･････････(二)446
太平中（札幌市）･････････(三)388
太平中学校(札幌市)･････････(二)211,(二)219
太平洋炭鉱高等鉱業学校･････････(二)376
第四小（旭川市）･････････(二)446
平高等専門学校･････････(三)200
大和小学校（室蘭市）･････････(二)130,(二)131
鷹栖高･････････(三)301
鷹栖養護学校･････････(一)228,(二)436,(二)474
鷹栖養護学校きたみ学園分校･････････(二)466
鷹栖養護学校ひまわり学園分校･････････(二)466
高槻六中･････････(二)197
滝川（高等学校）･････････(二)394
滝川高･････････(三)141,(三)218,(三)391
滝川工業高･････････(三)311,(三)487
滝川工業高等学校･････････(二)334
滝川第一小学校（滝川市）･････････(二)126
滝川西高･････････(三)309
滝川西高校･････････(五)123
拓殖大学北海道短期大学･････････(二)604
竹浦小学校（白老町）･････････(二)266
達布中学校（小平町）･････････(三)72
伊達高･････････(三)309,(三)533,(三)544
伊達高等養護学校･････････(一)61,(二)438,(二)466
伊達小学校･････････(五)266

伊達中（伊達市）･････････(二)191
伊達中学校（伊達市）･････････(三)606,(三)607
伊達緑丘（高等学校）･････････(二)344
伊達緑丘高･････････(二)392
樽商大･････････(三)438
短大付設保育専門学校･････････(一)272
端野小学校･････････(二)122

チ
近文小学校(東鷹栖町)･････････(二)87
千歳高･････････(三)300
千歳高校･････････(二)226,(三)352
千歳高等学校･････････(三)79
千歳北陽･････････(二)397
千歳北陽高･････････(二)341
千歳北陽高校･････････(二)407
千葉大･････････(三)557
千葉大学･････････(三)318
千葉大学教育学部･････････(三)310
中央小（岩見沢）･････････(改)41
中央小（北見市）･････････(改)44,(改)45
中央小（札幌市）･････････(二)517
中央小学校（札幌市）･････････(三)222
中央小学校（函館市）･････････(五)266
中央創成小学校（札幌市）･････････(二)384
中央中（札幌市）･････････(二)191,(二)471
中央中（函館市）･････････(改)47
中央中学校（札幌市）･････････(二)341
中央幼稚園･････････(五)206
朝鮮人のみを収容する教育施設（朝鮮人学校）･････････(二)632
朝鮮大学校･････････(二)633
千代ヶ岱小学校（函館市）･････････(改)47
千代田小（旭川）･････････(改)20
白人小（幕別町）･････････(二)190

ツ
月寒小学校･････････(二)163
月寒中（札幌市）･････････(改)15,(改)38
筑波大･････････(三)162
筑波大学･････････(二)539
筑波大学大学院･････････(三)439
都留文科大学･････････(改)14

テ
手稲中央幼稚園（札幌市）･････････(三)222
手稲中学校(札幌市）･････････(二)168
手稲東小（札幌市）･････････(二)182
手稲養護学校･････････(二)438,(二)483,(二)485,(二)486
手稲養護学校幼稚部･････････(一)61
天使厚生短期大学･････････(二)557,(二)596,(二)603
天使女子厚生専門学校･････････(二)596
天使女子短期大学･････････(二)603,(五)55
天使女子短大･････････(一)263,(一)276
天使大学･････････(一)263,(二)603

ト
戸井高･････････(二)356,(二)360,(三)513,(三)514,(三)517,(三)526,(三)527,(三)530
戸井高食品製造科･････････(三)514
戸井高無線通信科･････････(三)514
東栄中（札幌市）･････････(二)190,(二)471
東栄中学校（札幌市）･････････(五)255
東海大･････････(一)252
東海大学･････････(二)587
東海大学工芸短期大学･････････(二)580
東海大学工芸短期大学部･････････(二)605
東海大学札幌教養部･････････(二)571,(二)574,(二)586
東海大学第四高校･････････(二)574
道学芸大･････････(二)513
道学芸大学（北海道学芸大学）･････････(一)247
東学大･････････(三)162
道学大･････････(一)249,(一)255,(一)277,(一)279,(一)292,(一)293,(一)294,(一)295
道学大（北海道学芸大学）･････････
(一)222,(一)231,(一)235,(一)236,(一)237,(一)242,(一)243,(一)246,(一)247,(一)267,(一)269
道学大旭川分校･････････(一)252,(一)276,(一)281,(一)291
道学大学芸学部附属学校（北海道学芸大学学芸学部）･････････(一)240
道学大札幌分校･････････(一)251
道学大養護教諭養成所･････････(一)291
東京医科歯科大･････････(二)506
道教育大･････････(一)292
東京学芸大･････････(二)506
東京学芸大学･････････(三)352
東京学芸大学世田谷校･････････(三)310
東京教育大･････････(三)431
東京教育大学･････････(一)216,(一)353,(二)454,(三)231,(三)325,(三)332,(三)352,(三)587,(改)18

東京教育大学教育学部特殊教育学科･････････(二)460
東京教育大学特設教員養成部･････････(二)460
東京教育大学附属聾学校･････････(二)462
東京教育大附属小学校･････････(三)221,(三)222
東京工業大学･････････(三)479
東京高等師範学校･････････(二)105
東京女子大学･････････(改)36
東京大･････････(二)672
東教大･････････(三)162
道教大（北海道教育大学）･････････(一)243
道教大旭川校･････････(一)276
道教大旭川分校･････････(一)253,(一)276
東京大学･････････(二)476,(三)159,(三)162,(改)47
東京大学医学部･････････(二)549
東京大学教育学部･････････(三)587
東京大学考古学研究室･････････(四)596
道教大学付属札幌小学校･････････(三)245
道教大札幌分校･････････(一)228
道教大函館分校･････････(一)274
道教大附属札幌中･････････(三)388
東京都立文京盲学校･････････(二)447
東京理科大･････････(三)162
東京理科大学･････････(三)246
東光中（岩見沢市）･････････(三)388,(改)20,(改)41
東光中学校（岩見沢市）･････････(一)346
東大･････････(三)203
道都大･････････(一)253,(一)278
道都大学･････････(二)563,(二)581
道都大短大部･････････(一)260
道都短期大学･････････(二)604
東部小学校（広島町）･････････(二)66,(二)216
当別高･････････(三)534,(三)544
当別中学校･････････(三)152
東北小学校･････････(四)386
東北小学校（札幌市）･････････(二)52,(二)55,(三)379
東北大学･････････(四)64
道立札幌第一高校（現札幌南高校）･････････(三)362
道立西高等学校（札幌市）･････････(五)434
道立養護教諭養成所･････････(一)275
東聾･････････(二)460
塘路小中学校（標茶町）･････････(二)74,(二)76
通町小学校（宮城県仙台市）･････････(二)502

常磐小（浦和市）･････････(二)470
常磐小学校（札幌市）･････････(五)320
徳島大･････････(三)557
特殊教育学科･････････(一)216
特設教員養成部･････････(一)216
常呂小学校･････････(改)45
常呂中学校･････････(改)45
鳥取中学校(釧路市）･････････(二)167
砥の川小学校（仁木町）･････････(二)272
飛生小学校（白老町）･････････(二)266
苫小牧高･････････(三)309
苫小牧工業高･････････(二)351,(二)359,(三)156,(三)199
苫小牧工業高建築科建築設備コース･････････(三)482
苫小牧工業高設備工業科･････････(三)482,(三)489
苫小牧工業高電気科･････････(三)481
苫小牧工業専門学校･････････(二)535
苫小牧高専（苫小牧工業高等専門学校）･････････(五)135
苫小牧駒澤大学･････････(一)260,(一)263
苫小牧駒澤短期大学･････････(二)598,(二)603
苫小牧駒澤短大･････････(一)260,(一)263
苫小牧市立西小学校･････････(五)147
苫小牧西高･････････(二)348,(二)361,(三)199,(三)533,(三)536,(三)538
苫小牧西高保育科･････････(三)536
苫小牧東高･････････(二)378,(三)419,(三)420
苫小牧南･････････(二)400
苫小牧南高･････････(三)175
苫小牧南高等学校･････････(二)334
苫前高･････････(三)502
苫前商業高･････････(三)502
富岡中学校（日高村）･････････(二)205
富ケ岡学園･････････(二)463
富川高･････････(二)369
富山大学･････････(改)17
豊丘小（余市町）･････････(二)91
豊住小中学校（女満別町）･････････(二)55,(二)168
都立小岩高校･････････(三)331
都立立川第二中･････････(二)197
都立日比谷高校･････････(三)325

ナ
奈井江高･････････(三)502
奈井江高事務科･････････(三)501

奈井江商業高･････････(二)355,(二)360,(三)502,(三)512
奈井江商業高情報処理科･････････(三)503
中御卒別(小学校）（標茶町）･････････(二)64
中川高･････････(三)502
中川商業高･････････(三)502
中札内高等養護学校･････････(二)466
中標津高･････････(三)309
中島中(札幌市)･････････(二)440,(二)450,(三)388,(五)277
中島中学校（札幌市）･････････(五)267
中問寒小中学校（幌延町）･････････(二)269
仲洞爺小学校（壮瞥町）･････････(二)120
中斗美小学校（小清水町）･････････(二)123
中野･････････(三)306
中野区立中央中（東京）･････････(改)13
中の島中学校（札幌市）･････････(五)265
中延小(東京都品川区）･････････(二)470
長橋小学校（小樽市）･････････(三)381
中村学園大学･････････(改)13
永山中（旭川市）･････････(三)425
長和小（伊達市）･････････(三)577
名駒中（蘭越町）･････････(三)424
名古屋大学･････････(二)189,(三)81
七飯町立東大沼小･････････(五)35
七飯養護学校･････････(一)228,(二)436
七飯養護学校おしま学園分校･････････(二)436,(二)466
名寄家政高･････････(三)533,(三)536
名寄家政高等学校･････････(二)536
名寄高･････････(三)489
名寄工業高･････････(二)420,(二)421,(三)489
名寄高校･････････(四)588
名寄高等学校･････････(三)80
名寄女子短期大･････････(二)531
名寄女子短大･････････(二)536
名寄市立女子短大･････････(一)260
名寄短大附属高･････････(三)541
名寄西小学校･････････(三)578
名寄農業高･････････(二)349,(二)354,(三)450
名寄農業高校･････････(三)332
名寄農業高定時制課程･････････(三)453
名寄東中学校･････････(五)302
奈良学芸大学･････････(三)310
奈良女子大学･････････(一)216

南郷小学校（札幌市）･････････(三)587

ニ
新潟大･････････(三)293
新潟大学･････････(三)310,(三)332,(四)64
新冠小学校･････････(二)55
新冠中学校･････････(二)55
新墾藤女子中学校･････････(二)560
仁木高･････････(三)502
仁木商業高･････････(三)502
西上音更小学校･････････(二)77
西小（帯広市）･････････(二)446
西小（北見市）･････････(改)19,(改)45
西小学校(稚内市)･････････(二)154
西小学校（名寄市）･････････(二)484
西創成国民学校･････････(五)88
西創成小（札幌市）･････････(五)145
西当別中（当別町）･････････(二)191
西野中（札幌市）･････････(三)388
西原小・中学校（剣淵町）･････････(三)589
ニセコ高等学校（ニセコ町）･････････(二)216
日章小（旭川市）･････････(二)518
日章中学校（札幌市）･････････(二)190
日進小学校（名寄市）･････････(二)270
日本大学･････････(二)549
日本大学旭川女子短期大学･････････(二)597
日本放送協会学園高校･････････(二)378
日本聾話学校･････････(二)458
丹羽中（北檜山町）･････････(三)412

ヌ
布部中（富良野市）･････････(三)431
沼田高･････････(三)309

ネ
根室高･････････(三)309
根室高校･････････(五)445
根室商業高校･････････(五)445
根室明照（根室明照高校）･････････(五)139

ノ
野塚中（広尾町）･････････(二)190

野幌高･････････(一)56,(三)306
野幌高校･････････(三)352
登別高校･････････(三)331
登別南･････････(二)402
登別南高等学校･････････(二)333

ハ
白鴎高校（東京都）･････････(改)37
白山小学校（士別市）･････････(二)270
函館遺愛女子高校･････････(四)588
函館医療専門学校･････････(一)273
函館大谷女子短期大学･････････(二)597,(二)603
函館大谷女子短大･････････(一)260
函館大谷女子短大幼稚園教諭養成所･････････(一)273
函館大谷短大･････････(一)260,(一)273
函館大妻高･････････(三)533
函館北高･････････(三)306
函館校･････････(一)276
函館工業高･････････(二)359,(五)243
函館工業高インテリア科･････････(三)482
函館工業高金属工業科･････････(三)482
函館工業高工業化学科･････････(三)484
函館工業高工芸科･････････(三)482
函館工業高冶金科･････････(三)482
函館市新川中学校･････････(五)25
函館師範･････････(三)311
函館師範学校代用附属亀田小学校･････････(二)468
函館商科短期大学･････････(二)557,(二)566,(二)596,(二)603
函館商業高･････････(一)326,(二)359,(三)445,(三)510
函館商業高貿易科･････････(三)501
函館昭和高･････････(三)533
函館市立青柳学園･････････(二)479
函館市立柏野小学校･････････(五)309
函館市立的場中学校･････････(五)280
函館水産高･････････(二)347,(二)356,(三)513,(三)516,(三)526,(三)527,(三)530
函館水産高機関科･････････(三)526
函館水産高専攻科･････････(三)517
函館水産高等学校･････････(二)334
函館整肢学院（函館市）･････････(二)479
函館大･････････(一)252
函館大学･････････(二)563,(二)566,(二)575,(二)583,(二)590
函館大学協学会･････････(二)588

函館短期大学･････････(二)603
函館中部高･････････(二)417,(三)156,(三)198,(三)418
函館中部高校･････････(三)332
函館西･････････(三)175
函館西高･････････(三)309
函館東･････････(二)394
函館東高･････････(三)141,(三)218,(三)300
函館東高校･････････(三)352
函館東高等学校･････････(三)105,(三)106
函館分校･････････(一)276,(一)277
函館分校（北海道学芸大学）･････････(一)232,(一)233,(一)241,(二)531,(二)536,(二)553
函館分校（北海道教育大学）･････････(一)237,(一)238,(一)240
函館盲学校･････････(二)438,(二)444,(二)446
函館盲学校幼稚部･････････(二)442
函館養護学校･････････(二)436,(二)479,(二)481,(二)482
函館幼稚園（函館市）･････････(二)13
函館聾学校･････････(二)455,(二)457
八軒中学校（札幌市）･････････(三)96
八幡小（函館市）･････････(二)446
八幡小学校（函館市）･････････(二)447
花咲港小学校（根室市）･････････(二)149
花園小（小樽市）･････････(改)43
羽幌高機械科･････････(三)484,(三)488
羽幌小学校･････････(一)314
羽幌中学校･････････(一)314
浜川中（東京都品川区）･････････(二)470
早川小（上ノ国町）･････････(改)48

ヒ
美瑛高校･････････(三)324,(三)325
美瑛町生活学校･････････(四)25
東川小学校（函館市）･････････(三)201
東川養護学校･････････(一)61,(二)466
東札幌小学校･････････(四)57
東札幌小学校（札幌市）･････････(二)272
東小（苫小牧市）･････････(改)42
東小学校（苫小牧市）･････････(五)147
東白石小学校(札幌市)･････････(二)120
東白石中学校（札幌市）･････････(三)388
東鷹栖中（旭川市）･････････(三)424
東中（釧路市）･････････(二)191,(二)471,(三)577
東中学校（釧路市）･････････(二)167

東中学校（室蘭市）･････････(三)350
東中学校（余市町）･････････(五)266
東日本学園大･････････(一)252
東日本学園大学･････････(二)563,(二)570,(二)589
東三川小学校（由仁町）･････････(五)340
東山中（小樽市）･････････(三)388
東山中学校（小樽市）･････････(五)280
東米里中学校（札幌市）･････････(二)221
羊丘中（札幌市）･････････(三)388
美唄工業高･････････(一)342,(二)353,(二)359,(三)488
美唄工業高機械科･････････(三)484
美唄工業高建設機械科･････････(三)478
美唄小･････････(改)41
美唄聖華高･････････(三)560
美唄聖華高衛生看護科･････････(三)562
美唄聖華高看護科･････････(三)556
美唄聖華高看護専攻科･････････(三)559
美唄南高･････････(一)326,(三)510,(三)533
美唄南高食品製造科･････････(三)456
美唄南高沼東分校衛生看護科･････････(三)554,(三)555
美唄養護･････････(一)290
美唄養護学校･････････(一)228,(二)436,(二)466,(二)474
美深高電気科･････････(三)484
美幌（高等学校）･････････(二)402
美幌高･････････(二)358
美幌高等学校･････････(三)104
美幌中（美幌町）･････････(二)191
ひまわり学院（八雲町）･････････(五)309
檜山北･････････(二)400
檜山北高･････････(三)175,(三)544
檜山北高等学校･････････(二)334
兵庫教育大学･････････(改)36
苗邨･････････(二)558
日吉が丘小学校（函館市）･････････(改)47
平岸小学校（札幌市）･････････(三)356
平岸中（札幌市）･････････(二)182
平岸中学校（札幌市）･････････(三)204
平取養護･････････(一)290
平取養護学校･････････(一)228,(二)436,(二)466,(二)474
平取養護学校白鳥学園分校･････････(二)436
平取養護白鳥学園分校･････････(二)466
広尾小学校(広尾町）･････････(二)190

弘前大･････････(三)557
広島村立東部小学校･････････(五)168
広島大･････････(三)162
広島大学･････････(三)310
広島大学教育学部･････････(改)36

フ
深川高･････････(三)309
深川西高校･････････(三)332
深川東高･････････(三)502
深川東商業高･････････(三)502
福移小中学校（札幌市）･････････(五)320
福島高･････････(三)502
福島商業高･････････(三)502
福島商業高校･････････(三)352
藤学園大･････････(二)672
藤高等女学校･････････(二)560
藤女子高等学校・中学校･････････(二)560
藤女子専門学校･････････(二)556,(二)560,(二)596
藤女子大･････････(一)251,(一)260
藤女子大学･････････(二)560,(二)562,(二)575,(二)582,(二)591,(二)597,(五)56
藤女子短期大･････････(一)250
藤女子短期大学･････････(二)557,(二)560,(二)596,(二)603,(五)55
藤女子短大･････････(一)260,(一)263,(一)264
藤短大･････････(一)261
藤保育専修学校･････････(一)272
伏見高･････････(三)309
伏見中学校（札幌市）･････････(五)264,(五)265
附属旭川小学校（北海道学芸大学附属旭川小学校）･････････(一)241
附属旭川中学校（北海道学芸大学附属旭川中学校）･････････(一)241
附属旭川幼稚園（北海道教育大学附属旭川幼稚園）･････････(一)241
附属釧路小学校（北海道教育大学附属釧路小学校）･････････(一)241
附属釧路中学校（北海道教育大学附属釧路中学校）･････････(一)241
附属札幌小学校･････････(三)381
附属札幌小学校（北海道学芸大学附属札幌小学校）･････････(一)241
附属札幌小学校特殊学級･････････(一)241
附属札幌中学校･････････(二)190
附属札幌中学校（北海道学芸大学附属札幌中学校）･････････(一)241
附属札幌中学校特殊学級･････････(一)241
附属小学校特殊学級･････････(一)277
附属中学校特殊学級･････････(一)277
附属函館小学部特殊学級･････････(一)241

附属函館小学校（北海道学芸大学附属函館小学校）･････････(一)241
附属函館中学校（北海道学芸大学附属函館中学校）･････････(一)241
附属函館中学校特殊学級･････････(一)241
附属函館養護学校高等部（北海道教育大学附属養護学校高等部）･････････(一)241
附属函館養護学校小学部（北海道教育大学附属函館養護学校小学部）･････････(一)241
附属函館養護学校中学部（北海道教育大学附属函館養護学校中学部）･････････(一)241
附属函館幼稚園･････････(一)274
附属函館幼稚園（北海道教育大学附属函館幼稚園）･････････(一)241
附属養護学校･････････(一)277
附属養護学校高等部･････････(一)277
附属養護学校高等部（函館分校、北海道教育大学函館分校附属養護学校高等部 ）･････････(一)241
附属幼稚園･････････(一)274
附属幼稚園（北海道教育大学附属函館幼稚園）･････････(一)241
武揚小（室蘭）･････････(改)20
富良野高･････････(三)156,(三)309,(三)419
富良野工業高･････････(一)289,(三)476,(三)485
富良野工業高校･････････(二)345
富良野高校･････････(二)419,(三)324
富良野高等学校･････････(三)206
富良野西中（富良野市）･････････(三)424
富良野農業高･････････(二)358
富良野農業高農業特別専攻科･････････(三)459
文化女子大学室蘭短期大学･････････(二)599,(二)605
文化女子大学室蘭短大･････････(一)260

ヘ
別海高･････････(五)243
別海高等学校･････････(三)104
別海高農業特別専攻科･････････(三)459

ホ
放送教育開発センター･････････(二)542
放送大学･････････(二)542,(二)600
放送大学学園･････････(二)542
豊明高等養護･････････(一)290
豊明養護学校高等部（札幌市）･････････(一)60
北栄中学校（札幌市）･････････(二)168
北学大札幌（北海道学芸（教育）大学札幌校）･････････(五)134
北学大函館（北海道学芸（教育）大学函館校）･････････(五)134
北辰中（札幌市）･････････(三)388
北辰中学校(江部乙町）･････････(三)266
北星学園女子短期大･････････(一)250

北星学園女子短期大学･････････(二)561,(二)596,(二)603,(五)55
北星学園女子短大･････････(一)260,(一)261,(一)263,(一)264
北星学園女子短大附設幼稚園教員養成所･････････(一)272
北星学園大･････････(一)252,(一)260,(一)278
北星学園大学･････････(二)561,(二)562,(二)571,(二)575,(二)583,(二)585,(二)586,(二)597,(五)56
北星学園大学女子短期大学･････････(二)557
北星学園大学短期大学部･････････(五)70
北星学園大短大部･････････(一)263
北星高校･････････(四)492
北星女学校保育専攻科･････････(一)272
北星女子（北星女子高校）･････････(五)139
北星男子校･････････(二)417
北大･････････
(二)174,(二)475,(二)516,(二)531,(二)537,(二)538,(二)539,(二)545,(二)547,(二)549,(二)550,(二)
552,(二)554,(二)672,(三)162,(三)181,(三)420,(三)479,(三)575
北大（北海道大学）･････････(一)247,(一)250,(一)251,(一)268,(一)280,(一)298,(五)134
北大医学部･････････(二)538,(二)539
北大医療技術短期大学部･････････(二)539
北大教育学部･････････(二)465,(二)516
北大教育学部特殊教育講座･････････(二)469
北大工学部･････････(二)533,(三)199
北大幼児園･････････(二)517
北大幼稚園･････････(二)516
北大理学部･････････(三)199
北斗（札幌北斗高校）･････････(五)139
北都中学校（旭川市）･････････(三)72,(三)350
北明小学校（芽室町）･････････(二)71
北門中学校（旭川市）･････････(三)245
北陽中学校（札幌市）･････････(三)225
星置養護学校･････････(一)60,(一)228,(二)436,(二)474
星置養護学校しりべし学園分校･････････(二)436,(二)466
星置養護学校太陽の園分校･････････(二)436,(二)466
北海（北海高校）･････････(五)139
北海英語学校･････････(二)557
北海学院･････････(二)556,(二)558
北海学園北見女子短期大学･････････(二)605
北海学園北見大･････････(一)253,(一)259
北海学園北見大学･････････(二)563,(二)579,(二)580,(二)605
北海学園北見短期大学･････････(二)605
北海学園大･････････(一)216,(一)250,(一)252,(一)260,(二)672

北海学園大学･････････
(二)556,(二)557,(二)558,(二)562,(二)563,(二)571,(二)575,(二)584,(二)588,(二)589,(二)592,(二)
669,(四)189,(五)56,(五)139
北海学園大学大学院･････････(二)579
北海高･････････(三)309
北海短期大学･････････(二)557,(二)558,(二)584,(二)596,(二)603,(五)55
北海短大･････････(一)260
北海中学校･････････(二)557
北海道阿寒高等学校･････････(三)353
北海道網走養護学校･････････(二)436
北海道石狩高･････････(二)446
北海道医療大学･････････(一)253
北海道インターナショナルスクール･････････(二)632,(二)634,(五)249
北海道栄養短期大･････････(二)613
北海道栄養短期大学･････････(二)597,(二)604
北海道栄養短大･････････(一)260
北海道恵庭南高等学校･････････(三)353
北海道学芸（教育）大学･････････(四)487
北海道学芸大･････････(二)531,(二)545,(二)547,(二)548
北海道学芸大岩見沢分校･････････(三)438
北海道学芸大学･････････
(一)11,(一)213,(一)214,(一)216,(二)536,(三)161,(三)199,(三)292,(三)301,(三)310,(四)268,(四)5
64,(五)307
北海道学芸大学（北海道教育大学）･････････(一)214
北海道学芸大学二類課程･････････(二)535
北海道学芸大学旭川分校･････････(二)79,(三)311
北海道学芸大学岩見沢分校･････････(五)235
北海道学芸大学釧路分校･････････(三)311
北海道学芸大学札幌分校･････････(二)516,(三)311,(五)164,(五)248
北海道学芸大学函館分校･････････(三)311,(五)172
北海道学芸大学附属札幌小学校･････････(三)202
北海道北広島高等学校･････････(三)129
北海道教育大･････････(二)672
北海道教育大学･････････(一)14,(一)214,(一)231,(二)270,(二)294,(二)506,(二)507
北海道教育大学旭川分校附属小学校･････････(二)101
北海道教育大学教育学部･････････(二)549
北海道教育大学釧路分校附属小学校･････････(二)101
北海道教育大学札幌分校･････････(二)79
北海道教育大学札幌分校附属小学校･････････(二)101
北海道教育大学函館分校･････････(二)79,(四)64
北海道教育大学函館分校附属小学校･････････(二)101
北海道教育大学附属旭川小･････････(二)446

北海道教育大学附属旭川中･････････(二)446
北海道教育大学附属札幌小学校･････････(三)379,(三)380,(二)145
北海道教育大学附属小中学校･････････(二)287
北海道教育大学附属養護学校･････････(二)436
北海道教員養成所･････････(一)267,(一)279
北海道釧路保育専門学校･････････(一)274
北海道釧路北陽高等学校･････････(三)130
北海道工業高校･････････(三)306
北海道工業高等学校･････････(二)567
北海道工業大･････････(一)252,(一)253,(一)259
北海道工業大学･････････(二)563,(二)567,(二)571,(二)588
北海道高等盲学校･････････(二)438,(二)440,(二)447,(二)448
北海道高等聾学校･････････(二)438,(二)455
北海道札幌工業高等学校･････････(三)576
北海道札幌女子教員養成所･････････(一)280,(一)291
北海道札幌月寒高等学校･････････(三)128
北海道札幌北陵高等学校･････････(三)130
北海道札幌藻岩高等学校･････････(改)48
北海道札幌盲学校･････････(五)314
北海道札幌養護学校･････････(二)435,(二)464
北海道佐呂間高等学校･････････(三)130
北海道産業短期大学･････････(二)598,(二)604
北海道産業短大･････････(一)260
北海道自動車短期大学･････････(二)557,(二)567,(二)596,(二)603
北海道女子教員養成所･････････(二)79
北海道女子短期大･････････(一)281,(一)291,(二)613
北海道女子短期大学･････････(二)79,(二)597,(二)604
北海道女子短大･････････(一)260,(一)261,(一)263,(一)264,(一)266,(一)276
北海道白樺養護学校･････････(二)465
北海道白糠養護学校･････････(二)485
北海道整肢学院･････････(二)476,(二)477,(二)478,(二)480
北海道大学･････････
(一)11,(一)216,(一)249,(二)346,(二)569,(三)145,(三)162,(三)199,(三)206,(三)240,(三)245,(三)2
46,(三)531,(三)587,(四)21,(四)64,(四)264,(四)266,(四)323,(四)487,(四)564,(四)588,(改)19
北海道大学教育学部特殊教育講座･････････(二)464
北海道大学教養部･････････(三)249
北海道大学北方文化研究室･････････(四)581
北海道大学薬学部･････････(二)570
北海道立衛生学院･････････(二)539
北海道拓殖短期大学･････････(二)598
北海道拓殖短大･････････(一)260
北海道千歳北陽高等学校･････････(三)126

北海道朝鮮初・中級学校･････････(二)632
北海道朝鮮初中級学校･････････(二)634
北海道手稲養護学校･････････(二)478
北海道東海大･････････(一)253
北海道東海大学･････････(二)580,(二)581,(二)605
北海道ドレメ女学院（北海道ドレスメーカー女学院）･････････(五)146
北海道函館盲学校･････････(二)440
北海道羽幌高等学校･････････(三)353
北海道美唄聖華高等学校･････････(三)555
北海道複式教育研究連盟･････････(二)255
北海道文教短大･････････(一)260,(一)273
北海道北光幼稚園･････････(五)71
北海道真駒内養護学校高等部山の手分教室･････････(二)493
北海道武蔵女子短期大学･････････(二)598,(二)605
北海道武蔵女子短大･････････(一)260
北海道妹背牛高等学校･････････(三)128
北海道薬科大･････････(一)252
北海道薬科大学･････････(二)563,(二)569,(二)570,(二)587,(二)588
北海道ゆうあい養護学校高等部･････････(二)436
北海道有朋高校･････････(二)376
北海道立旭川整肢学院･････････(二)478
北海道立もなみ学園･････････(二)463
北光小学校（札幌市）･････････(三)318
堀之内小学校･････････(二)521
堀之内小学校（東京都杉並区）･････････(二)516
堀之内小学校情緒障害児学級（東京都杉並区）･････････(二)520
幌別中（登別町）･････････(三)425
本学学芸学部（北海道学芸大学）･････････(一)235
本田小（大阪市）･････････(二)449
本別高･････････(五)243
本別高校･････････(三)331,(三)353

マ
前田中（共和町）･････････(二)91
前田中学校（札幌市）･････････(三)180
幕別小学校(幕別町)･････････(二)116
幕別町立相川小･････････(五)35
真駒内養護学校･････････(一)277,(二)479,(二)481,(二)482,(二)485,(二)486,(二)503,(二)513
真駒内養護学校高等部･････････(二)438,(二)483
真駒内養護学校ことばの教室･････････(二)505,(二)507
増毛中学校（増毛町）･････････(三)71
真狩高･････････(二)374

真狩高等学校（真狩村）･････････(二)216
真狩小･････････(改)42
真狩小学校･････････(二)91
真狩村立真狩小･････････(五)35
松葉保育所（帯広市）･････････(二)446
的場中学校（函館市）･････････(五)309
真間小学校（千葉県市川市）･････････(二)502
丸瀬布小学校（遠軽町）･････････(五)341
円山小（札幌市）･････････(五)277,(改)37,(改)39
円山小学校（札幌市）･････････(三)381,(三)204
萬字中学校（栗沢町）･････････(三)266

ミ
三笠大谷高衛生看護科･････････(三)558
三笠大谷高校･････････(三)555
三笠高･････････(三)533,(三)549
三笠中（奈良県）･････････(改)38
三笠中央中（三笠市）･････････(二)191
美香保小学校（札幌市）･････････(二)484
美香保中（札幌市）･････････(二)470,(改)20
美香保中学校（札幌市）･････････(二)168,(二)484,(五)266
美田小学校（美瑛町）･････････(二)270
水上小学校(小清水町）･････････(二)123
三井芦別（高等鉱業学校）･････････(二)376
緑丘小学校(帯広市）･････････(二)173
緑丘小学校（札幌市）･････････(三)222
緑丘小学校（白老町）･････････(二)152
みどり学園（函館市）･････････(五)309
港小学校（函館市）･････････(二)468
港中学校（函館市）･････････(三)99
南茅部漁業高･････････(三)514
南茅部漁業高漁業機関科･････････(三)514
南茅部漁業高漁村家庭科･････････(三)514
南茅部高･････････(二)360,(三)513,(三)514,(三)522,(三)530,(三)533
南茅部高（栽培漁業実習場）･････････(二)360
南茅部高漁業経営科･････････(三)522
南茅部高校･････････(三)523
南茅部高校栽培漁業科･････････(三)528
南茅部高栽培漁業科･････････(三)522
南茅部高水産増殖科･････････(三)522
宮津中学校（奥尻町）･････････(三)108
明星中学校（旭川市）･････････(二)130

ム
武庫川女子大･････････(二)587
室蘭啓明高･････････(二)372,(二)373
室蘭工業（室蘭工業大学）･････････(五)134
室蘭工業高･････････(三)309,(三)491
室蘭工業大･････････(一)216,(一)250,(二)531
室蘭工業大学･････････(二)533,(三)199
室蘭工業大短期大学部･････････(二)531,(二)533,(二)535
室蘭工大･････････(一)353
室蘭栄･････････(二)394
室蘭栄高･････････(三)141,(三)198,(三)218,(三)309
室蘭清水丘･････････(二)405,(三)309
室蘭清水丘高･････････(二)428,(三)419,(三)436,(三)437,(三)439
室蘭清水丘高校･････････(三)352
室蘭清水丘高等学校･････････(三)211
室蘭商業･････････(三)309
室蘭商業高経理科･････････(三)501
室蘭商業高等学校･････････(二)334
室蘭東高等学校･････････(三)105
室蘭東中学校･････････(五)303
室蘭聾学校･････････(二)450,(二)457,(二)458

メ
明治学院高（東京都）･････････(改)8
明星小(帯広市）･････････(二)182
名大･････････(二)174
女満別定時制農業高校･････････(四)29
芽室高･････････(三)419,(三)533

モ
藻岩北小学校（札幌市）･････････(五)320
藻岩高･････････(二)446
妹背牛高･････････(三)502,(三)533
妹背牛高校･････････(三)324
妹背牛小学校･････････(五)166
妹背牛商業高･････････(三)502
盛岡大学･････････(三)310
森高･････････(三)513,(三)514
森高校･････････(三)352
紋別北･････････(二)400
紋別高･････････(二)361,(三)300,(三)513,(三)514

紋別南高･････････(三)481
紋別南高等学校･････････(二)334
紋別養護学校きたみ学園分校･････････(二)436
紋別養護学校ひまわり学園分校･････････(二)436

ヤ
焼尻高校･････････(三)352
八雲町立八雲小学校･････････(五)309
八雲養護学校･････････(二)494,(二)495,(二)500
八雲養護学校高等部･････････(一)60,(二)438
矢越小（知内町）･････････(改)47
谷地頭小（函館市）･････････(二)487
八千代中学校（帯広市）･････････(三)245
八名川小学校（東京市）･････････(二)502
山の手学院（札幌市）･････････(五)309
山の手小・中学校（札幌市）･････････(二)500
山の手養護学校･････････(二)491,(二)493,(二)495,(二)496,(二)497
山の手養護学校（札幌市）･････････(二)490,(二)500
山の手養護学校病弱高等部･････････(二)493
山鼻小（札幌市）･････････(二)487
山鼻小学校（札幌市）･････････(三)380,(三)587,(五)264,(五)265
止別小学校（小清水町）･････････(二)55
止別小中学校（小清水町）･････････(二)168
弥生小（函館市）･････････(改)48
弥生中（苫小牧市）･････････(二)168,(二)191

ユ
ゆうあい高等養護学校･････････(二)466
夕張北高･････････(三)211,(三)300,(三)309,(三)310
夕張工業高機械科･････････(三)484
夕張工業高採鉱科･････････(三)482
夕張工業高地質工学科･････････(三)482
夕張工業高地質工学専攻科･････････(三)489
夕張工業高定時制機械科･････････(三)488
夕張工業高電気科･････････(三)488
夕張高等女学校･････････(四)202
夕張第二小･････････(改)41
夕張東高･････････(三)305
夕張東高校･････････(四)588
湧別高･････････(三)300
有朋高･････････(二)361,(二)366,(二)370,(二)377,(二)378
有朋高校･････････(二)369

有朋高定時制被服科･････････(三)545
有朋高等学校･････････(一)60
由仁高･････････(三)300,(三)305,(三)510
由仁商業高･････････(三)510
湯川中学校（函館市）･････････(二)213

ヨ
余市高･････････(二)354
養護教諭養成所･････････(一)252,(一)276,(一)281,(一)291
幼稚園教諭・保母養成所･････････(一)272
幼稚園教諭保母養成所･････････(一)273
横浜国立大･････････(三)162

ラ
酪農学園大･････････(一)251,(一)257,(一)260
酪農学園大学･････････
(二)559,(二)560,(二)562,(二)563,(二)571,(二)575,(二)582,(二)583,(二)589,(二)592,(二)597,(五)
56
酪農学園大学部･････････(二)556
酪農学園短期大学･････････(二)557,(二)559,(二)596,(二)603
酪農学園短大･････････(一)260
酪農義塾･････････(二)560
酪農短期大学･････････(五)55
蘭越（高等学校）･････････(二)400

リ
量徳小（小樽市）･････････(改)43
陵北中(札幌市）･････････(二)191
臨時教員養成所（稚内、網走、室蘭、十勝、静内）･････････(一)267

ル
ルイス・アンド・クラーク大学･････････(二)585,(二)586
留寿都小学校（留寿都村）･････････(三)351
留萌高･････････(三)287,(三)306,(三)309
留萌工業高･････････(三)491

ロ
聾学校小学部教員臨時養成所･････････(二)460
麓郷小学校(富良野市)･････････(二)116
六合中（旭川市）･････････(二)478

ワ

若草小学校（苫小牧市立若草小学校）･････････(五)150
若竹小学校（中標津町）･････････(二)272
若葉幼稚園（函館市）･････････(二)446
和歌山県立盲学校･････････(二)445
早稲田大学･････････(三)332,(四)572
稚内高･････････(三)309,(三)558,(三)560
稚内高衛生看護科･････････(三)554,(三)555,(三)559,(三)562
稚内市南中学校･････････(四)25
稚内商業高･････････(三)502
稚内商工高･････････(三)502
稚内盲学校･････････(二)440
稚内養護･････････(一)290

三

書 名
ア

アイヌ文化集（文化財シリーズ）･････････(四)571
アイヌ文化編（北海道文化財シリーズ第六集）･････････(四)607
アイヌ民俗資料報告書･････････(四)607
アイヌ民俗文化財緊急調査報告書･････････(四)609
アイヌ民俗文化財調査報告（アイヌ民俗調査）･････････(四)609
青空･････････(四)479
赤い繭･････････(改)8
アカシヤ･････････(四)480
明るい社会･････････(二)142
明るい未来を築くへき地教育シリーズ(昭和 51～55 年

全国へき地教育研究連盟）･････････(二)302

旭川叢書･････････(四)474
旭川大学経済学部 25 年史･････････(二)584
旭川の郷土資料（昭和 37 年

旭川教育研究会）･････････(三)205

旭川の子ども（昭和 35 年発刊 旭川地方作文教育研究会）･････････(改)43
旭川の理科郷土資料（旭教研）･････････(三)247
葦牙･････････(四)480
あすなろ物語･････････(改)8
あすの町ＰＴＡ（運営と活動）･････････(四)305
遊びとスポーツ（昭和 43 年度）･････････(四)388
新しい十勝の姿 （昭和 26 年 全十勝社会科教育研究会）･････････(二)112
新しい盲教育オージィオロジイ（昭和 32 年

荻原浅五郎）･････････(二)454

網走管内教育実践報告集（昭和 49 年度）･････････(三)217
アユの生活･････････(改)8
安全教育の充実（昭和 37 年６月 文部時報）･････････(五)395

イ
生きた授業にする教材研究・国語科授業の新展開 17･････････(五)165
いしかり･････････(四)479
石狩･････････(四)480
石狩管内小学校教育課程（昭和 45、46 年）･････････(二)189
石狩教育史･････････(二)163,(二)190
石狩の教育（昭和 54 年度版

石狩教育研究所)･････････(三)239

石狩の教育 24（昭和 54 年２月）･････････(三)337
石狩の教育第 12 集（昭和 41 年度 石狩教育研究所）･････････(三)152
石狩の教育第 15 集（昭和 44 年度）･････････(三)145
石狩の教育第 24 集（昭和 53 年 中学校編音楽部会編)･････････(三)267
伊勢物語･････････(改)51
いとなみ（北海道高等学校家庭クラブ連盟機関誌）･････････(三)539

いよいよ業務をはじめました（昭和 35 年４月 北海道教育月報）･････････(五)394
岩内地方の歴史（岩内教育研究所）･････････(二)112
岩内の町（岩内教育研究所）･････････(二)112
岩内の歴史（岩内教育研究所）･････････(二)112
岩見沢教育史･････････(二)70
インドで考えたこと･････････(改)8

ウ
内田クレペリン精神作業検査法基礎編（昭和 44 年）･････････(五)300
海鳴･････････(四)479
雲母･････････(四)480

エ
永訣の朝･････････(改)8
エスプリとユーモア･････････(改)8
えぞにう･････････(四)480

オ
おおいなる明日へ（昭和 58 年 北海道青年団体協議会）･････････(四)211
小木武雄･････････(五)449
置戸町社会教育 50 年のあゆみ･････････(四)32,(四)94
置戸町社会教育 50 年のあゆみ（2000 年 置戸町・置戸町教育委員会編）･････････(四)404,(四)344
置戸町社会教育 50 年のあゆみ（2000 年３月 置戸町・置戸町教育委員会）･････････(四)21
渡島の基底教育課程（渡島教育研究所）･････････(三)238
小樽潮陵高校 70 年史･････････(二)419
小樽詩話会･････････(四)478
おとなへの成長（昭和 42 年度）･････････(四)388
帯広教育史（帯広教育史編集委員会編)･････････(二)173
帯広市教育研究会（昭和 42 年結成）･････････(五)324
おふくろ･････････(改)8
オホーツクの学舎で･････････(二)581

カ
海外の教育･････････(五)292
会誌

創立 20 周年記念誌(北海道公立教頭会）･････････(五)22

概説社会教育行政･････････(四)5
改訂

通知票の手引（昭和 51 年３月

改訂増補夕張史（上巻）（昭和 56 年

札幌市教育委員会）･････････(二)197
夕張市史編さん委員会）･････････(五)394

ガイド学習(昭和 48 年 北海道複式教育連盟委員長
会報１号（昭和 39 年 北海道高等学校研究大会）

猪野毛登）･････････(二)270
･････････(三)286

化学実験書･････････(三)210
化学実験書（昭和 36 年 北海道高等学校理科研究協議会）･････････(三)209

化学実験書（昭和 42 年３月

北理研高校部会）･････････(三)209

化学の基礎（昭和 51 年、昭和 55 年）･････････(三)227
かがやき（上川管内教育研究会機関誌）･････････(五)325
輝く青春第１号（昭和 42 年

定通教育研究協議会）･････････(二)367

核･････････(四)478
各種学校教育の進め方－北海道各種学校被服教育の指針－(昭和 45 年）･････････(二)636
学制 90 年史（文部省）･････････(一)149
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北海道の理科別冊Ｎｏ．24－Ⅱ･････････(三)248
北海道の私学（昭和 46 年

道学事課編集発行）･････････(二)612
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北教組裁判審理闘争史（昭和 62 年 北教組弁護団）･････････(一)144
北教組史･････････(五)92
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方法検討委員会）･････････(三)344
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わが国の私立学校･････････(二)564
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わかるさんすう･････････(二)142
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秋葉収･････････(五)287
秋山茂雄･････････(四)564
秋山操･････････(四)108
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足利晃洋･････････(三)306
足利健･････････(五)304,(五)305
鯵坂二夫･････････(三)587
芦田恵之助･････････(改)14
足羽美男･････････(五)413
足羽慶保･････････(五)78
東茂吉･････････(五)11,(五)143
麻生誠･････････(五)453
足立悦男･････････(改)14
安達健二･････････(四)572
安達翠洋･････････(三)303
安達正敏･････････(改)39
安達拓二･････････(二)303
安達整･････････(四)103,(四)108,(四)111,(四)115
安達喜幸･････････(四)577
跡部教諭･････････(二)505

跡部敏之･････････(二)503
油屋真一･････････(三)306
阿部明･････････(一)347
安部寛次･････････(四)560
阿部清志･････････(改)46
安部公房･････････(改)8
阿部悟郎･････････(四)29,(四)37,(四)72,(四)266
阿部重雄･････････(四)115
阿部重美･････････(四)23,(四)32
阿部世津子･････････(五)193
阿部戸一･････････(三)309
阿部敏夫･････････(五)271
阿部智機･････････(五)319
阿部昇･････････(改)14
阿部宏明･････････(五)258
安部寛･････････(三)240
天野明･････････(一)358
綾野校長･････････(二)374
荒谷正雄･････････(四)488
有沢隆二･････････(五)202
有島武郎･････････(四)483
安齋慶子･････････(五)34
安西輝恭･････････(五)202
安藤勝夫･････････(五)258
安東軍次郎･････････(四)612
安藤修平･････････(改)14,(改)17,(改)40
安藤忠吉･････････(五)304,(五)305
安藤鉄夫･････････(四)111,(四)222,(五)17,(五)33,(五)177,(五)183,(五)305,(五)316
安藤敏雄･････････(五)201
安延委員長（安延三樹太）･････････(一)114

イ
飯坂八太郎･････････(改)42
飯田蛇笏･････････(改)9
飯田復鹿･････････(五)10
伊賀省三･････････(四)29
五十嵐恒 ･････････(二)243
五十嵐三郎･････････(改)19
五十嵐秋峰･････････(四)485
五十嵐恒夫･････････(五)319
五十嵐誠･････････(四)283,(四)284
五十嵐三典･････････(改)40

居串佳一･････････(四)202
池田首相･････････(二)547
池田内閣･････････(二)3,(二)612
池田勇人･････････(五)4
池田春一･････････(五)287
池畑春峰･････････(三)303
伊坂員維･････････(五)25
伊沢修二･････････(二)502
石井好作･････････(五)389
石井茂･････････(五)271
石井庄司･････････(改)18
石井宗一･････････(三)318
石垣福雄･････････(五)255
石川正三･････････(三)309
石川外男･････････(五)319
石川啄木･････････(改)9
石川哲郎･････････(五)190,(五)191
石川俊夫･････････(三)245
石川美奈子･････････(四)222
石川幸雄･････････(三)287
石田佐久馬･････････(改)15
石田捨雄･････････(五)340
石田雪江･････････(二)118
石田労相･････････(二)593
石田渡志･････････(五)202
石橋啓十郎（犀水）･････････(三)293
石原行雄（清雅）･････････(三)305
石森延男･････････(改)18,(五)63
石山美治･････････(二)300
泉雅洞･････････(三)309
泉信一･････････(五)199
泉谷松太郎･････････(三)207
磯江八重子･････････(四)37,(四)79
磯貝登･････････(四)94
磯貝芳司･････････(五)187,(五)190,(五)191,(五)196,(五)305
磯部煕郎･････････(三)181
板木瞬一･････････(五)202
板橋弘･････････(二)464
市川純彦･････････(三)207,(五)205,(五)212
一木万寿三･････････(四)485
一鷹春谿･････････(三)309
市村定･････････(三)309

井出三郎･････････(三)162
井戸井剛･････････(五)193
伊藤邦夫･････････(三)157
伊藤慶二･････････(五)316
伊藤茂･････････(二)222,(五)200
伊藤秀五郎･････････(四)560
伊藤昌一･････････(四)606,(四)607
伊藤慎吾･････････(四)250
伊藤整･････････(四)476
伊藤隆･････････(五)189
伊藤凍魚･････････(四)481
伊藤凍湖･････････(四)480
伊藤俊夫･････････(四)31
伊藤俊隆･････････(四)283
伊藤寿朗･････････(四)175
伊藤則博･････････(二)516,(二)517
伊藤扶佐雄･････････(五)256
伊藤隆一･････････(四)115
糸川英夫･････････(三)203,(五)209
生富光雄･････････(五)256
稲垣是成･････････(一)151,(二)452,(四)6,(五)55,(五)111,(五)371
稲垣守･････････(四)21,(四)37,(四)560,(四)561
稲辺義剛･････････(五)200
稲本清房･････････(四)70
犬飼哲夫･････････(四)564,(四)607,(四)613
狗喜代松･････････(三)309
井上覺･････････(五)179
井上覚･････････(五)267,(五)301
井上治郎･････････(五)255
井上穹

･････････(改)40

井上敏夫･････････(改)36,(改)43
井上泰男･････････(五)195
井上靖･････････(改)8
猪又校長･････････(二)374
井伏鱒二･････････(改)8
今井鴻象･････････(二)303,(二)304,(五)340
今井三郎･････････(三)332
今井孝･････････(五)257,(五)262
今井宏･････････(五)195
今井雅晴･････････(五)258
今井道雄･････････(四)198,(四)560
今川職業係長･････････(二)175

今田敬一･････････(四)198,(四)485
今西淳一郎･････････(五)301
今堀宏三･････････(三)229
今村局長（今村武俊）･････････(一)132
今村源吉･････････(四)95
今村構想･････････(一)129
今村繁蔵･････････(四)250
今村初等・中等教育局長（今村武俊）･････････(一)128
今村武俊･････････(四)4,(四)11
入江好之･････････(四)478
岩井竜也･････････(三)70
岩崎章･････････(四)79
岩田利雄･････････(五)62
岩野誠一･････････(二)121
岩橋英遠･････････(四)200,(四)203
岩橋章五･････････(四)37
岩原市男･････････(四)29,(四)79,(四)111
岩淵次郎･････････(二)516
岩船脩三･････････(四)485
岩間英太郎･････････(五)352
岩本元一･････････(二)376

ウ
ウィリアム・パレット･････････(二)297
上杉重二郎･････････(五)194
上田･････････(三)304,(三)306
上田光陽･････････(五)163,(三)309
上田三平･････････(四)558
上田由宗･････････(三)305
上野幸･････････(五)8
上野山清貢･････････(四)199
上原轍三郎･････････(二)557,(二)562
上原徹三郎･････････(五)56
上原轍三郎･････････(五)412
植渕義雄･････････(四)14
植松富士松･････････(三)309
植村敏視･････････(改)39
植村稔･････････(五)262
ウォーリー・ウースリアック･････････(四)553
宇賀村睦･････････(二)517,(二)521
宇喜多義昌･････････(三)162
受川格･････････(五)171,(改)53

宇佐美寛･････････(改)14
宇佐美福生･････････(二)580
碓井正治･････････(五)257,(五)258,(五)261
薄井睦男･････････(五)262
内田克己･････････(五)300
内田克巳･････････(五)301
内田茂･････････(二)196
内田淳一･････････(五)198
内舘祐二･････････(五)304
内村鑑三･････････(四)583
内山喜久雄･････････(五)269
内山健一･････････(三)309
内山正･････････(四)572
内海巌･････････(五)176
有働晴夫･････････(三)203,(五)208
宇土正彦･････････(三)352
宇野格到･････････(三)306
宇野諍山･････････(四)485
宇野静山･････････(三)293
宇野親美･････････(二)195,(改)19
宇野春夫･････････(五)193
梅棹忠夫･････････(改)8
梅沢利二･････････(五)134
梅庭泰朝･････････(五)202

エ
Ｈ・クライン･････････(三)145
江上波夫･････････(四)572,(四)594
江口孝･････････(五)325
Ｓ・Ｒ・シルバマン･････････(二)461
枝沢康男･････････(三)305
越後一郎･････････(三)309
榎本茂･････････(五)70
榎本武揚･････････(四)585
江端八郎･････････(二)300
蛯谷米司･････････(三)201
蛯名厳（翠象）･････････(三)301
蝦名正三･････････(四)64
蛯名翠象･････････(五)162,(三)309
蝦名義重･････････(改)48
エリキ・ピヒカラ･････････(四)552
エレキ・ピヒカラ･････････(四)95

円空･････････(四)204
遠藤明久･････････(四)577
遠藤相洲･････････(三)309
遠藤忠･････････(四)550,(四)551
遠藤信子･････････(四)550,(四)551

オ
及川亀之進･････････(五)10
大井源一郎･････････(五)288,(五)305
大井健二･････････(二)273
大石忠夫･････････(五)271
大石実･････････(四)560
大江寛･････････(二)516,(二)522
大岡昇平･････････(改)8
大上真宏･････････(四)222
大木翠竹･････････(三)309
大久保尚孝･････････(二)499
大熊喜代松･････････(二)502
大黒孝義･････････(四)202
大崎仁･････････(四)5
大沢一道･････････(五)319
大澤紀和･････････(一)346
大柴喜演･････････(四)77
大嶋功･････････(二)458
大島長造･････････(三)229
大城正義･････････(四)250
大隅和雄･････････(五)189
太田鶴堂･････････(五)162
大滝与三郎･････････(五)152
太田弘治･････････(三)388
太田隆賢･････････(五)72
大谷運八･････････(五)10
太田晴雄･････････(四)76
太田太（鶴堂）･････････(三)301,(三)311
大田実･････････(四)199
大塚明郎･････････(三)227
大塚誠造･････････(三)220,(三)246
大槻吉直･････････(五)10
大友賢二･････････(五)246
大西忠治･････････(改)14
大西道子･････････(五)305
大根田三郎･････････(五)123

大野精七･････････(二)571
大野直司･････････(一)120,(一)135,(五)32
大野連太郎･････････(五)176
大場昭寿･････････(五)271
大橋富貴子･････････(改)19
大場利夫･････････(四)564,(四)588,(四)597
大原章･････････(三)305
大宗久･････････(四)117
大村はま･････････(改)46
大矢武師･････････(三)295
大山由之･････････(四)203
大和田哲･････････(二)221
大和田満･････････(五)257,(五)262
小笠原茂･････････(五)255,(五)257,(五)258,(五)262
小笠原長望･････････(五)271
岡路市郎･････････(五)304,(五)305
岡部清子･････････(五)196
岡松成太郎･････････(四)560
岡村指導主事･････････(一)343
岡村正吉･････････
(一)45,(一)120,(三)218,(五)278,(二)374,(二)455,(一)54,(一)55,(四)55,(四)57,(四)63,(四)64,(四
)70,(四)72
岡本栄一･････････(五)71
岡本次郎･････････(五)198
岡泰一･････････(四)222
小川口宏･････････(二)457
小川原脩･････････(四)485
小川佐助･････････(四)611,(四)612,(四)613
小川末吉･････････(改)36
小川亨･････････(四)123
小川盛夫･････････(五)264,(五)316
沖中義男･････････(三)304,(五)163
荻野忠則･････････(五)200,(五)299,(五)304,(五)305
荻野慶博･････････(五)446
御厩貫雄･････････(四)12
荻原浅五郎･････････(二)454
荻原直人･････････(三)300
奥泉幸吉･････････(二)476
奥定寛･････････(五)53
奥田三郎･････････(二)465,(二)469
奥保･････････(改)41
奥野実･････････(五)168

奥村晶子･････････(五)305
奥村一男･････････(四)217
奥村晶子･････････(二)516
奥村哲也･････････(五)185
奥良幸･････････(改)40
小此木道孝･････････(四)560
尾崎賢二･････････(五)182
尾崎虎四郎･････････(五)176
小山内嵩･････････(五)195
尾沢貞一･････････(四)79
小沢良一（聖園）･････････(三)301
小田（富良野工業高）･････････(三)485
小田観螢･････････(四)479
小田紘一郎･････････(五)279
小田島清勝･････････(五)258
小田迪夫･････････(改)35
織田泰之･････････(五)185,(五)187
落合信幸･････････(五)267,(五)304,(五)305
落合幽岳･････････(三)303,(三)309
乙丸一博･････････(三)306
鬼丸吉弘･････････(三)287
小野雨葉･････････(三)304
小野内勝義･････････(五)139
尾上柴舟･････････(三)290
小野兼次･････････(五)325
小野寺良彦･････････(四)98
小野広雄･････････(五)305
小野廣雄･････････(三)387
小野三嗣･････････(三)352
小野良介･････････(五)163
小原昇･････････(三)294,(三)304,(三)306,(三)310,(三)311
小原仁･････････(五)189
尾見鐐次郎･････････(四)14,(四)25,(五)111,(一)151,(一)44

カ
カール・オルフ･････････(三)271
貝沢正･････････(四)611,(四)612
垣内松三･････････(改)14
開沼英則･････････(三)287
海部文相･････････(二)593
甲斐睦郎･････････(改)43
蛎崎波響･････････(四)567

角田敏郎･････････(五)172
角谷毅･････････(五)262
景川弘道･････････(四)203
葛西市太郎･････････(五)255
笠岡正次･････････(四)283,(四)285
笠原紀久恵･････････(五)305
梶井与士一･････････(五)258
梶浦善次･････････(五)63,(五)174,(五)176,(五)245,(五)249,(五)305,(五)325,(三)286
梶浦善次（北海道札幌旭丘高等学校長）･････････(一)314
梶田叡一･････････(改)36
柏村一郎･････････(五)176
柏村静子･････････(改)19
春日浩洞･････････(三)309
加清保･････････(五)218
片岡球子･････････(四)200
片岡良子･････････(五)195
潟沼誠二･････････(五)305
片平忠秀･････････(改)39
片山重治･････････(四)29
片山藤夫･････････(二)221
片寄八千代･････････(五)63
勝俣鎮夫･････････(五)189
桂知･････････(五)271,(五)300
加藤愃三･････････(五)221
加藤幸次･････････(五)319
加藤幸子･････････(四)476
加藤三郎･････････(四)560
加藤重雄･････････(五)203
加藤周一･････････(改)8
加藤楸邨･････････(改)9
加藤松一郎･････････(四)478
加藤達成･････････(三)295
加藤賢･････････(五)195
加藤光夫･････････(二)120
葛野守市･････････(四)612
角寛子･････････(四)559
門屋俊盛･････････(改)45
香取正一･････････(五)17
カナー･････････(二)515
金井孝･････････(五)305
金井達蔵･････････(五)269
金井敏雄･････････(五)271

金倉･････････(三)305
金間正克･････････(五)191,(五)196
金丸梧舟･････････(五)161,(五)162,(三)311
金丸蘇洞･････････(三)309,(三)311
金丸吉雄（梧舟）･････････(三)301
金丸吉喜（蘇洞）･････････(三)301
金森繁･････････(四)56
金子一郎･････････(改)38,(五)166
金子鴎亭･････････(三)293
兼古哲朗･････････(五)420
金田誠･････････(三)200
兼近重雄･････････(五)219
加納･････････(三)303
加納賢悦･････････(五)267
加能賢悦･････････(五)268
加納守拙･････････(三)293,(三)305,(三)309
鎌田勉･････････(五)256
鎌塚扶･････････(一)348
上口国夫･････････(四)94
上条信山･････････(三)293,(三)294
上谷俊晃･････････(五)200
亀山省吾･････････(五)185
茅誠司･････････(五)208,(三)203
萱野茂･････････(四)614
河内祥輔･････････(五)189
川上寿美･････････(五)305
川岸副宏･････････(五)161
川口晃･････････(三)268
河口商次･････････(五)201,(三)145,(三)152,(三)161,(三)162
川口千代･････････(三)332
川越守･････････(四)551
川島次郎･････････(三)309
川島正彬･････････(五)188
川田一文･････････(三)309
川谷尚亭･････････(三)309
川田正徳･････････(四)37
河西久美子･････････(四)203
河端賢一･････････(五)278
河東碧梧桐･････････(改)9
川向直家･････････(五)316
河邨院長･････････(二)480,(二)479
川村カ子ト･････････(四)615

川村秀雄･････････(四)22,(四)72
河邨文一郎･････････(二)476,(二)477,(二)483,(二)485,(二)486,(四)478
河盛好藏･････････(改)8
神田日勝･････････(四)200

キ
木内綾･････････(四)203
黄川田昌弘･････････(四)265
菊田直治･････････(四)103
菊地敏彦･････････(五)195
菊地英夫･････････(五)194
気境（公男）･････････(五)42
気境公男･････････
(五)31,(五)33,(五)118,(五)103,(五)117,(一)130,(四)94,(四)95,(四)99,(四)102,(四)103
気境教育長（気境公男）･････････(一)135,(一)142,(一)144,(一)147,(一)137
岸田博･････････(五)70
喜志文雄･････････(五)319
木曽栄作･････････(三)433,(五)245
木曽義正･････････(五)193
木田(木田宏)･････････(一)113
喜多明人･････････(三)586
北浦定正･････････(四)558
北岡健二･････････(五)395
北構保夫･････････(四)560
木田金次郎･････････(四)199
喜田貞吉･････････(四)558
喜多章明･････････(四)611
北野真一･････････(四)72,(四)76
木田宏･････････(一)112,(一)151
北村季夫･････････(改)37
北村利夫･････････(五)306,(二)464,(二)476,(二)486
城戸学長･････････(二)549,(一)234,(一)237
城戸崎彰･････････(四)94
城戸幡太郎･････････(二)548,(五)182,(五)276,(五)145
木下順二･････････(改)8
木原直彦･････････(四)476
吉備津博･････････(改)39
木村邦彦･････････(五)256,(五)257,(五)261,(五)262
木村謙二･････････(二)469,(二)516,(五)55,(五)296,(五)304,(五)305
木村捷司･････････(四)202
木村汎･････････(五)196
木村誠･････････(三)349

木村隆一･････････(四)37
ギヤグナー･････････(四)358
金田一京助･････････(四)615

ク
草薙秀法･････････(五)201
久慈他人･････････(五)381,(五)387
九島勝太郎･････････(二)540,(四)468
工藤欣弥･････････(四)72,(四)77,(四)91,(四)100
工藤忠一･････････(五)305
工藤鉄雄･････････(五)319
工藤豊吉･････････(四)204
工藤信雄･････････(三)332
久富壽･････････(五)190,(五)191,(五)195
国松登･････････(四)359,(四)485
久保田儀兵衛･････････(五)151
久保田辰雄･････････(四)283
久保田宏明･････････(五)305
久保田芳太郎･････････(三)67,(五)179
倉沢栄吉･････････(改)36,(五)173
倉田公裕･････････(四)91,(四)199
倉田節夫･････････(四)91,(四)96,(四)100
藏田悌蔵･････････(三)309
紅林･････････(三)310
紅林晃･････････(二)295,(二)513,(二)516,(四)7,(四)218,(五)33,(五)55
黒沢園長･････････(二)592
黒沢酉蔵･････････(二)563
黒澤酉蔵･････････(五)56,(五)412,(五)413
黒田孝郎･････････(五)204
黒田知篤･････････(二)516
久朗津智修･････････(五)305
黒柳俊雄･････････(四)115
桑原翠邦（魚目）･････････(三)309

ケ
慶谷利春･････････(五)201

コ
小泉正松･････････(五)221
小泉徳太郎･････････(五)75,(五)81,(五)83,(五)84
小泉弘･････････(改)38,(五)166
高坂正顕･････････(五)327

河野広道･････････(四)175,(四)560,(四)597
河野洋平･････････(四)572
小熊秀雄･････････(四)477
越崎宗一･････････(四)560
越野考･････････(五)188
越野武･････････(四)577
小島昌平･････････(改)46
輿水実･････････(改)14
ゴスケウイッチ･････････(四)579
コダーイ･････････(三)271
児玉喜八郎･････････(三)285
児玉教諭･････････(二)505
児玉作左衛門･････････(四)607,(四)614
児玉忠雄･････････(二)503
後藤幸子･････････(五)34
後藤三郎･････････(二)493,(二)498,(二)500,(五)309
後藤俊･････････(四)29,(四)62
後藤寿一･････････(四)604
後藤八良･････････(四)98
後藤正治･････････(改)21
小中伸二･････････(五)271
小西朝次郎･････････(四)579
小西豊作･････････(二)226
小林和彦･････････(五)166,(改)39
小林覚･････････(改)44
小林曉･････････(四)45
小林茂･････････(五)301
小林順一･････････(五)287
小林象三･････････(五)245
小林善一･････････(三)162
小林猛雄･････････(四)32
小林武司･････････(五)201
小林俊彦･････････(二)461
小林秀雄･････････(改)50,(改)51
小林政雄･････････(四)202
小林優幸･････････(四)587
小林学･････････(三)220,(三)221
小林幸義･････････(五)304
小松敬次郎･････････(改)15
小松善之助･････････(改)14
五味文彦･････････(五)189
小宮喜久･････････(三)332

小室吉助･････････(二)173
小森庄吉･････････(五)236
小山（北見工業高）･････････(三)485
小山逸雄･････････(改)13
小山金二･････････(五)302
小山忠弘･････････(四)8,(四)86
衣山喜美子･････････(五)304
今善作･････････(四)560
近藤唯一･････････(四)282
近藤尚･････････(五)229
今野行雄･････････(五)316

サ
西郷竹彦･････････(改)13,(改)14,(改)41,(五)167
斉藤和夫･････････(五)192
斉藤喜博･････････(二)373
斎藤喜博･････････(改)14
斉藤喜門･････････(改)43
斉藤七郎治･････････(五)161
斎藤七郎治･････････(改)16
斎藤俊哉･････････(五)186
斎籐春治･････････(四)575
斎藤蕃･････････(二)453
斎籐斉･････････(四)524
斎藤広泰･････････(四)111
斉藤藤夫･････････(一)342
斎藤三男･････････(一)370,(四)64,(四)79
斎藤実･････････(四)100
斎藤茂吉･････････(改)9
齋藤義光･････････(改)49
齋籐義光･････････(改)48
斉藤力･････････(五)219
斉藤亮一･････････(三)300
佐伯圭秀･････････(三)303
三枝三郎･････････(四)52
酒井明･････････(五)179
堺猛･････････(五)201
坂井輝幸･････････(五)319
堺屋太一･････････(二)336
酒井慶治･････････(三)309
坂瓜誠･････････(五)287
坂口安吾･････････(改)8

坂尻臣弘･････････(五)257
坂野潤治･････････(五)189
坂部勝三･････････(二)453,(二)461
坂本越郎･････････(五)280
坂本清･････････(五)301
坂本昇一･････････(五)70
坂本直行･････････(四)485
坂本宣史･････････(一)366
坂本富貴雄･････････(五)173,(改)43
相良唯一･････････(五)70
佐久間貞江･････････(五)10
桜井清彦･････････(四)588
桜井淳･････････(二)581
桜井善介･････････(二)221
桜井忠･････････(五)177,(改)16,(改)17,(改)19
桜井敏雄･････････(三)108
桜田正見･････････(一)348
笹川雄吉･････････(五)255,(五)256,(五)261,(五)262
佐々木･････････(三)305
佐々木勇･････････(五)168,(五)287
佐々木馨･････････(五)189
佐々木寒湖･････････(三)309
佐々木茂･････････(五)304
佐々木徹雄･････････(二)453
佐々木輝雄･････････(五)251
佐々木利男･････････(五)69,(改)16,(改)21
佐々木豊郎･････････(五)239,(五)271,(一)347,(二)476,(三)360
佐々木甫･････････(三)306
佐々木晴美･････････(三)203,(五)208
佐々木広明･････････(五)304
佐々木隆介･････････(四)7,(四)45,(四)62,(四)85,(四)115,(四)122,(四)266,(四)283
笹島吉平･････････(二)487
笹原建三･････････(五)11
笹森秀雄･････････(四)115
佐藤明人･････････(改)39
佐藤栄子･････････(五)34
佐藤永弐･････････(五)166
佐藤永弌･････････(改)18,(改)38
佐藤栄蔵･････････(五)6,(五)8
佐藤大朴･････････(四)485
佐藤勝夫･････････(五)193,(五)195
佐藤喜一･････････(四)476

佐藤清六･････････(二)453,(二)454
佐藤兼次郎･････････(五)301
佐藤貞年･････････(改)42
佐藤次郎･････････(二)373
佐藤誠哉（大朴）･････････(三)303
佐藤達郎･････････(五)271
佐藤哲夫･････････(一)125,(五)152,(五)304
佐藤直一･････････(四)100,(五)271
佐藤仲美･････････(五)319
佐藤英夫･････････(改)40
佐藤英雄･････････(五)200
佐藤福治･････････(三)309
佐藤誠･････････(五)172
佐藤正夫･････････(五)59
佐藤正敏･････････(五)177
佐藤門治･････････(五)447
佐藤洋一･････････(改)15
佐藤芳蔵･････････(一)348
佐藤麟太郎･････････(三)67,(四)222,(五)62,(五)322
真田達雄･････････(五)186
実吉正司･････････(五)193
佐野智･････････(改)45
佐野末吉･････････(五)341
鮫島交魚子･････････(四)481
佐山英駿･････････(五)78
佐山欣一･････････(四)560
更科源蔵･････････(四)478
澤井一郎･････････(五)316
沢井進･････････(四)612
沢四郎･････････(四)597
沢田慶輔･････････(五)327
沢田準一･････････(五)174,(五)177
澤田誠一･････････(四)476
沢田正春･････････(四)32
澤田道夫･････････(改)38
左右田有･････････(五)218

シ
Ｊ・Ｓ・ブルーナー･････････(三)275
塩田慥州･････････(三)309
塩野谷敏夫･････････(五)177
塩見俊一･････････(五)194

鹿内尚･････････(五)257
志賀直哉･････････(改)8
重兼芳子･････････(四)476,(四)477
茂野国一･････････(五)301
宍田輝行･････････(五)63
設楽和夫･････････(三)306
篠遠喜人･････････(三)229
篠原･････････(三)305
篠村晨･････････(二)498
柴田俊一･････････(三)240
柴田義松･････････(五)317
渋井一夫･････････(四)203
渋谷昭･････････(三)309
島岡丘･････････(三)431
島崎藤村･････････(改)8
志摩貞雄･････････(五)301
島恒人･････････(四)481
島利雄･････････(三)221
島本融･････････(四)560
清水幾多郎･････････(三)417
清水孝延･････････(五)304
清水徳男･････････(五)319
下沢清･････････(五)310,(改)20,(五)161
下村寅太郎･････････(五)176
下山秋翠･････････(三)309
ジュル・パスキン･････････(四)200
庄司寿一･････････(二)461
聖徳太子･････････(三)417
菖蒲常治･････････(五)205,(三)201
ジョージ・Ｅ・マイヤーズ･････････(五)271
白石信義･････････(一)125
白江平勢･････････(改)21
白崎秀年･････････(一)366
白崎隆誠･････････(三)300
白幡恒夫･････････(改)40
白石信義･････････(五)264
新谷恒蔵･････････(五)168,(五)287
新谷純輔･････････(三)278
新藤紫･････････(四)481
新野仁助･････････(五)215
親鸞聖人･････････(二)603

ス
末岡一伯･････････(二)516
菅原啓･････････(二)581
菅原茂･････････(五)302
菅原末吉･････････(五)316
菅原操･････････(三)388
菅原孝悦･････････(五)75
菅原廣一･････････(二)454,(二)460
菅原馬吉･････････(五)305,(五)54
菅原稜治･････････(五)258,(五)261
杉野目晴貞･････････(四)35,(四)60,(四)198,(四)232,(四)289,(四)560
杉村光勇･････････(改)48
杉村満･････････(四)612
杉本春子･････････(四)485
鈴木教諭･････････(二)459
鈴木清･････････(三)587
鈴木吾郎･････････(三)285
鈴木繁･････････(改)21
鈴木淳一･････････(改)43,(改)44
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旭川地方作文教育研究会･････････(改)43
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医学部･････････(二)531,(二)539
医学部設置基準･････････(二)538
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石狩管内教育研究会（昭和 42 年３月結成）･････････(五)324
石狩管内教育研究協議会･････････(三)171
石狩管内新設高等学校連絡協議会（昭和 58 年５月 12 日）･････････(二)344
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具体的目標･････････(三)165,(三)166
具体的目標（小学校理科）･････････(三)234
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研究協議会（昭和 35 年度）･････････(一)309
研究協力青年学級･････････(四)286
研究指定青年学級･････････(四)284
健康増進･････････(三)316,(三)330
健康な生活･････････(三)334
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国際婦人年･････････(四)354,(四)361,(四)363,(四)366
国際文化協会･････････(四)461
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国文学科･････････(二)572,(一)251
こぐま座･････････(四)493
こぐまスポーツ少年団･････････(四)524,(四)525
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国民体力つくり事業協議会･････････(四)511
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財団法人北海道体育協会･････････(四)519
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小学校児童指導要録の改訂（昭和 46 年）･････････(二)147
小学校児童指導要録の改訂（昭和 55 年）･････････(二)147
小学校体育実技講習会（南地区 昭和 54 年）･････････(三)334
小学校低学年における合科的指導に関する調査（昭和 50 年度 全教連）･････････(二)143
唱歌ラジオコンクール･････････(四)488

昇給延伸･････････(一)189
昇給延伸措置･････････(一)186
昇給期間短縮･････････(一)200
昇給期間の 12 月延伸（昭和 50 年 11 月 25 日）･････････(一)194
上級コーチ･････････(四)547
昇給短縮･････････(一)189,(一)191,(一)192,(一)193,(一)194,(一)195,(一)196
昇給短縮（昭和 37 年）･････････(一)188
昇給短縮（昭和 43 年）･････････(一)190
「商業一般」･････････(三)376,(三)446,(三)493
「商業英会話」･････････(三)410
「商業英語」･････････(三)410
商業科･････････(二)596
商業科２部･････････(二)585
商業学科･････････(二)558
「商業経済Ⅰ」･････････(三)507
商業経済科･････････(二)596
商業実践室･････････(一)36
「商業簿記」･････････(三)376,(三)499
商経学部･････････(二)572
商経学科･････････(二)572
商工青年学園･････････(四)304
定山渓事件･････････(一)151
定山渓事件（昭和 34 年）･････････(五)12
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全国情報処理教育研究協議会･････････(三)511
全国書道教育振興会（昭和 23 年）･････････(三)301
全国書道教育振興協議会（昭和 23 年４月）･････････(三)290
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全国中学校（２・３年生）一斉学力テスト（昭和 36 年 10 月 26 日 文部省）･････････(二)171
全国中学校一斉学力調査･････････(五)92
全国中学校一斉学力調査（昭和 33 年）･････････(五)28
全国中学校一斉学力調査（昭和 36 年 10 月 26 日 文部省）･････････(二)172
全国中学校一斉学力テスト（昭和 36 年 10 月 26 日
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全国へき地教育研究連盟･････････(二)261,(二)276
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全道学校書道小品展（昭和 31 年 札幌市）･････････(三)291
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全道学校書道展覧会（昭和 24 年）･････････(三)303

全道合唱コンクール･････････(四)488
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全道校長会･････････(五)52
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全道国公立大学長会議･････････(二)530
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全道生涯教育ゼミナール･････････(四)310
全道小学校教育研究大会（昭和 24 年度）･････････(三)142
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全道ＰＴＡ研究大会･････････(四)311
全道美術協会･････････(四)482
全道複式学級指導計画研究協議会（昭和 33 年）･････････(二)287
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委）
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年）･････････(一)219
第２次改正（公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 昭和 55
年）･････････(一)220
第２次改善（昭和 50 年）･････････(一)193
第２次給与改善（昭和 50 年１月）･････････(一)205
第２次教員給与改善･････････(一)126
第２次石油危機（昭和 54 年）･････････(一)162
第２次ベビーブーム･････････(一)217,(一)218,(一)220,(二)60,(二)381,(二)611,(二)621
第２代あぽい丸･････････(二)356
第２代北鳳丸･････････(二)356
第２の産業革命･････････(三)474
第２分野･････････(三)193
第２分野（中学校理科）･････････(三)214,(三)215,(三)219,(三)220,(三)235,(三)238,(三)241
第２類（北海道学芸大学）･････････(一)231,(一)232
第３回交通安全研究協議会(昭和 42 年）･････････(二)126
第３回全国音楽教育研究大会･････････(三)255
第３回全国音楽教育研究大会（昭和 31 年８月）･････････(五)215
第３回全道視聴覚教育研究大会･････････(五)275
第３回全道小学校長会総会（昭和 35 年９月）･････････(五)12
第３回全道地域子供のつどい･････････(四)273
第３回北海道学校体育研究大会（昭和 38 年９月６日～７日

旭川市）･････････(三)340

第３回北海道高等学校教育研究集会（昭和 34 年 10 月 24 日～26 日）･････････(三)576
第３回北海道道徳教育研究大会（昭和 43 年７月 北海道道徳教育研究会）･････････(三)587
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第３群（流通）･････････(三)382
第３次改正（公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準に関する法律 昭和 49
年）･････････(一)219
第３次改善（公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律）･････････(一)220
第３次改善（昭和 53 年）･････････(一)194
第３次給与改善･････････(一)45,(一)206
第３次給与改善（昭和 51 年３月 人事院）･････････(一)207
第３次教員給与改善･････････(一)126,(一)129
第３次全国総合開発計画（昭和 44 年度）･････････(四)58
第３の教育改革･････････(一)152,(一)224
第３のピーク･････････(二)239
第４回全国学校給食研究協議会大会（昭和 28 年）･････････(五)380
第４回全国筋ジストロフィー症児教育研究大会（昭和 45 年）･････････(二)500
第４回全国小学校道徳研究会（昭和 43 年７月 北海道道徳教育研究会）･････････(三)586
第４回全道幼稚園教育研究集会（昭和 41 年）･････････(五)8
第４回全道幼稚園教育研究会（昭和 47 年）･････････(五)8
第４回地域子ども会のつどい･････････(四)274

第４回日展･････････(四)485
第４回北海道公立学校教頭会研究大会（昭和 45 年）･････････(五)23,(五)24
第４回北教連教研大会（苫小牧市）･････････(五)108
第４回むらづくり・まちづくり第 11 回新生活運動北海道大会（昭和 37 年 11 月）･････････(四)26
第４回吉川英治賞(昭和 45 年）･････････(二)273
第４群（消費 家庭）･････････(三)382
第４の教育･････････(二)370
第５回全国連合小学校校長会総会北海道大会（昭和 28 年９月

札幌市）･････････(五)11

第５回全小国研（昭和 52 年 ９月）･････････(改)37
第５回全道英語教育研究大会（昭和 30 年９月）･････････(五)245
第５回全道地域子ども会のつどい･････････(四)217
第５回全道ＰＴＡ研究大会･････････(四)302
第５回高書研展（昭和 55 年１月）･････････(三)306
第５回地域子ども会のつどい（昭和 40 年）･････････(四)241
第５回冬季オリンピック･････････(四)519
第５回北海道婦人大会･････････(四)359
第６回英語教育研究大会(昭和 31 年８月）･････････(五)245
第６回教育の近代化展･････････(五)278
第６回全国海外子女教育研究大会（昭和 54 年）･････････(五)295
第６回全国海外子女教育研究大会札幌大会（昭和 54 年）･････････(五)294
第６回全国社会教育委員研究協議会･････････(四)302
第６回全国特殊学級研究協議会(昭和 31 年４月）･････････(二)470
第６回全病連大会（昭和 40 年）･････････(二)500
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第７回全国総文祭（昭和 58 年８月

山口県）･････････(三)305

第７回全国中学校理科教育協議会北海道大会（昭和 35 年８月

札幌市民会館）･････････(三)203

第７回全国中学校理科教育協議会北海道大会（昭和 35 年８月）･････････(五)208
第７回全道小学校長会十勝大会（昭和 39 年 10 月）･････････(五)17
第７回全日本視聴覚教育研究大会･････････(五)277
第７回北海道理科教育協議会（昭和 43 年）･････････(五)210
第８回全国中学校音楽教育研究大会･････････(三)255
第８回全道図画工作教育研究大会（昭和 33 年）･････････(五)225
第８回全日本書写書道教育研究大会北海道大会（昭和 42 年８月１日～３日）･････････(三)294
第８回北海道婦人大会･････････(四)359
第９回私学教育研究集会（昭和 35 年）･････････(二)673
第９回全国私学教育研究集会（昭和 35 年度

北海学園）･････････(五)78

第９回全中国研大会（昭和 55 年９月）･････････(改)40
第９回全中国研並びに連盟第 35 回研究大会（昭和 55 年９月)･････････(改)37
第９回全道小学校長会総会（昭和 41 年５月 20 日）･････････(五)13
第９回北海道私学教育研究集会（昭和 35 年）･････････(二)669

第９回網国研大会（昭和 56 年 11 月）･････････(改)45
第 10 回冬季オリンピック大会･････････(四)520
第 10 回北海道書き方・習字・書道教育研究大会（昭和 32 年 10 月 11・12 日

旭川 書教連 道教

委）･････････(三)293
第 11 回教授組織研究全国大会（昭和 54 年）･････････(五)320
第 11 回全国公民館大会（昭和 37 年９月）･････････(四)26
第 11 回全道公立幼稚園教育研究集会（昭和 48 年）･････････(五)8
第 11 回全道中研究大会（昭和 43 年

網走市）･････････(五)27

第 11 回全病連大会（昭和 45 年）･････････(二)500
第 11 回冬季オリンピック札幌大会･････････(四)72,(四)521
第 11 回冬季オリンピック札幌大会（昭和 47 年２月）･････････(五)219
第 11 回冬季オリンピック大会･････････(四)520
第 12 回全国公立学校教頭会（昭和 45 年）･････････(五)24
第 12 回全国公立学校教頭会研究大会（昭和 45 年）･････････(五)23
第 12 回全国中学校ハンドボール大会（昭和 58 年）･････････(五)240
第 12 回全道国公立幼稚園教育研究集会（昭和 49 年）･････････(五)8
第 12 回全道視聴覚教育研究大会･････････(四)49
第 12 回全道青年大会（第 10 回全国青年大会予選会）･････････(四)270
第 13 回学校視聴覚教育全国大会･････････(五)277
第 13 回国民体育大会冬季スキー大会･････････(四)519
第 13 回全国筋ジストロフィー教育研究大会(昭和 54 年）･････････(二)500
第 13 回日本社会科教育学会全国大会（昭和 38 年）･････････(五)176
第 13 回北海道国公立幼稚園教育冬季研修会（昭和 54 年１月）･････････(五)6
第 14 回教授組織研究全国大会（昭和 57 年）･････････(五)320
第 14 回国民体育大会冬季スケート大会･････････(四)520
第 14 回全国社会教育委員研究協議会･････････(四)307
第 14 回全道中学校長会総会･････････(五)29
第 14 回全道ＰＴＡ研究大会･････････(二)128
第 14 回北海道幼稚園教育研究集会（昭和 51 年）･････････(五)8
第 15 回全国中学校理科教育研究大会（昭和 43 年）･････････(五)210
第 15 回全国中学校理科教育研究大会（昭和 43 年８月 道理協）･････････(三)204
第 15 回全道国公立幼稚園研究大会（昭和 52 年）･････････(五)8
第 15 回全日中新潟長岡大会（昭和 40 年）･････････(五)27
第 16 回全国学校教育相談研究大会･････････(五)270
第 16 回全国大学国語教育学会並びに第８回全国国語教育研究協議会北海道大会（昭和 33 年７月 28 日
～31 日）･････････(改)18
第 16 回全道青年大会（昭和 48 年８月）･････････(四)235
第 16 回全日本聾教育研究大会(昭和 57 年）･････････(二)453
第 16 回日書展･････････(四)485
第 16 回北海道教育研究会･････････(三)380
第 17 回書道教育研究（札幌）大会（昭和 39 年 10 月）･････････(三)304
第 17 回全国国語教育研究協議会函館大会･････････(改)47

第 17 回全国中学校スキー大会（昭和 55 年）･････････(五)240
第 17 回全国ＰＴＡ研究大会･････････(四)305
第 17 回全国ＰＴＡ研究大会（兼第 16 回北海道ＰＴＡ研究大会）･････････(四)66
第 17 回全書研札幌大会･････････(三)295
第 17 回全書研大会北海道大会（昭和 51 年８月）･････････(三)310
第 17 回北海道理科教育研究協議会大会（昭和 53 年）･････････(五)210
第 17 回道高文祭（昭和 58 年 10 月）･････････(三)305
第 18 回オリンピック大会（昭和 39 年）･････････(三)323
第 18 回全道書写書道教育研究芦別大会（昭和 40 年８月 30 日）･････････(三)294
第 18 回全道中研究大会（昭和 50 年

函館市）･････････(五)27

第 18 回北海道教育研究所連盟研究発表大会（昭和 38 年 稚内市）･････････(二)270
第 18 回北海道私学教育研究集会･････････(五)80
第 19 回私学教育研究会(昭和 50 年 10 月）･････････(二)672
第 19 回全日本校長会北海道大会（昭和 43 年 網走市）･････････(五)27
第 19 回北海道社会科教育研究大会（昭和 39 年）･････････(三)72
第 20 回北海道国公立幼稚園研究会札幌大会（昭和 57 年）･････････(五)6
第 21 回学校視聴覚教育全国大会･････････(五)277
第 21 回国民体育大会冬季スキー大会･････････(四)520
第 21 回全国へき地教育研究大会（昭和 47 年）･････････(二)270,(二)300
第 21 回全国へき地教育研究大会（昭和 47 年 北海道・上川大会）･････････(二)309
第 21 回造形教育連盟（昭和 44 年）･････････(三)282
第 22 回協力指導研究全国大会･････････(五)320
第 22 回全国特別活動研究協議大会･････････(五)265
第 22 回全日本中学校技術・家庭科研究大会（昭和 58 年）･････････(五)237
第 22 回全連小北海道大会･････････(五)16
第 22 回北海道社会科教育研究大会（昭和 42 年）･････････(三)73
第 23 回研究総会胆振大会（昭和 60 年）･････････(五)6
第 23 回国民体育大会冬季スケート大会･････････(四)520
第 23 回全国国公立幼稚園教育研究協議会北海道大会（昭和 51 年７月 札幌市）･････････(五)8
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第 24 回書写書道全道札幌大会（昭和 46 年）･････････(三)298
第 24 回母の集い（昭和 52 年度）･････････(二)261
第 24 回北海道教育研究大会（昭和 55 年）･････････(三)381
第 25 回全国中学校理科教育研究会北海道大会（昭和 53 年）･････････(五)210
第 25 回全国中学校理科教育研究大会（昭和 53 年度

道中理）･････････(三)245
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北海道高等学校国語科授業研究会･････････(改)51
北海道高等学校国語科授業研究会（昭和 48 年５月）･････････(改)52
北海道高等学校主事会･････････(五)49
北海道高等学校商業教育研究集会（昭和 25 年 高等学校長協会商業部会）･････････(三)499
北海道高等学校書道教育研究会･････････(三)306

北海道高等学校書道教育研究会（昭和 55 年１月）･････････(三)292
北海道高等学校進路指導協議会･････････(五)272
北海道高等学校数学コンテスト･････････(五)203
北海道高等学校政治経済研究会（昭和 51 年発足）･････････(五)187
北海道高等学校生物カリキュラム研究会（昭和 51 年度)･････････(三)227
北海道高等学校世界史研究会（昭和 45 年）･････････(三)84,(三)109
北海道高等学校世界史研究会（昭和 45 年発足）･････････(五)190
北海道高等学校体育連盟（昭和 23 年）･････････(三)363
北海道高等学校長協会･････････(一)360,(二)321,(三)359,(三)575,(五)1
北海道高等学校長協会（昭和 24 年５月発足）･････････(五)35
北海道高等学校長協会家庭部会（道校長会家庭部会）･････････(三)392
北海道高等学校長協会水産部会･････････(二)365
北海道高等学校地理教育研究会･････････(五)198
北海道高等学校地理教育研究会（昭和 47 年）･････････(三)109
北海道高等学校定時制体育連盟･････････(二)368,(二)372
北海道高等学校定時制通信制体育連盟･････････(五)242
北海道高等学校定通教育研究協会･････････(五)48,(五)49
北海道高等学校図書館研究会･････････(五)289
北海道高等学校日本史研究会（昭和 49 年）･････････(三)109
北海道高等学校ＰＴＡ連合会･････････(三)359,(四)328
北海道高等学校文化祭（昭和 53 年）･････････(三)305
北海道高等学校文化連盟･････････(三)211,(三)285,(四)583
北海道高等学校文化連盟（昭和 31 年 11 月）･････････(三)292,(三)305
北海道高等学校文化連盟（昭和 42 年）･････････(三)274
北海道高等学校文化連盟書道部門･････････(三)305
北海道高等学校文化連盟理科発表大会（昭和 42 年 11 月）･････････(三)211
北海道高等学校野球連盟･････････(三)362
北海道高等学校理科Ⅰ実験実習書（昭和 57 年１月）･････････(三)248
北海道高等学校理科教育研究会･････････(五)212
北海道高等学校理科教育研究会（昭和 23 年結成）･････････(五)211
北海道高等学校理科研究会･････････(五)211
北海道高等学校理科研究会（昭和 23 年）･････････(三)206
北海道高等学校理科研究会（昭和 54 年）･････････(三)247,(五)212
北海道高等学校理科研究協議会･････････(三)209
北海道高等学校理数科学習指導研究会（昭和 43 年）･････････(三)228
北海道高等学校理数科設置校連絡協議会･････････(三)228
北海道高等学校「倫理」「現代社会」研究会･････････(五)186
北海道高等学校「倫理・社会」研究会･････････(三)133
北海道高等学校「倫理・社会」研究会（昭和 41 年６月）･････････(五)186
北海道高等学校「倫理・社会」「現代社会」研究会･････････(三)133
北海道公民館連絡協議会･････････(四)23
北海道公立学校教員採用選考検査･････････(一)281

北海道公立学校教職員互助会･････････(一)58
北海道公立学校教職員互助会（昭和 51 年３月）･････････(五)421
北海道公立学校教頭会･････････(五)4,(五)23
北海道公立学校事務職員協会･････････(五)120,(五)123
北海道公立学校事務長会･････････(五)119
北海道公立学校職員組合･････････(五)120
北海道公立学校職員組合（昭和 41 年２月 26 日 結成）･････････(五)128
北海道公立小中学校婦人校長・教頭会（昭和 49 年２月 26 日）･････････(五)34
北海道公立幼稚園教育研修会（昭和 42 年１月）･････････(五)8
北海道国語教育学会･････････(改)38
北海道国語教育研究大会･････････(五)160
北海道国語教育連盟･････････(改)16
北海道国際婦人協会･････････(四)310
北海道国際文化協会･････････(四)458,(四)460
北海道国際理解教育研究協議会（昭和 62 年８月）･････････(五)293
北海道国公立幼稚園教育研究会

･････････(五)9

北海道国公立幼稚園研究会･････････(二)11,(五)7
北海道国公立幼稚園長会･････････(五)1,(五)7
北海道鼓笛バンド連盟･････････(五)219
北海道鼓笛バンド連盟（昭和 35 年 10 月設立）･････････(五)218
北海道子ども会育成連合会･････････(四)217
北海道子ども会育成連絡協議会･････････(四)218
北海道こども会連合会･････････(四)206
北海道子どもの船･････････(一)63,(四)107
北海道子供を小児まひから守る会(昭和 36 年３月)･････････(二)478
北海道作詞・作曲家協会･････････(四)486
北海道作文教育協議会冬の合宿会･････････(五)166
北海道作文教育研究大会（昭和 36 年）･････････(改)47
北海道作文の会（昭和 27 年５月）･････････(五)166
北海道・札幌市教授組織研究会･････････(五)318
北海道・札幌市協力指導研究会･････････(五)318
北海道・札幌市 協力指導研究会･････････(五)319
北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査･････････(一)281
北海道札幌盲学校重複障害学級･････････(二)517
北海道産業学園･････････(二)582
北海道産業教育審議会･････････(一)378,(二)344
北海道三曲連盟･････････(四)486
北海道漸減対策協議会（昭和 42 年８月）･････････(五)79
北海道算数数学教育会･････････(三)138,(三)142,(三)179
北海道算数数学教育会（北数教 昭和 33 年７月）･････････(三)160
北海道算数数学教育会（昭和 33 年７月）･････････(五)199
北海道算数数学教育会高等学校部会（昭和 33 年）･････････(三)162

北海道算数数学教育連盟･････････(三)160,(五)199
北海道私学教育研究協会･････････(二)636
北海道私学教育研究協会（昭和 37 年）･････････(二)653
北海道私学教育研究協会（昭和 37 年６月９日 発足）･････････(五)75
北海道私学教育研究協会（昭和 37 年６月９日）･････････(二)669
北海道私学教育研究集会（昭和 32 年 10 月

藤女子高等学校）･････････(五)78

北海道私学協会･････････(二)669,(五)75,(五)77
北海道私学協会（昭和 35 年）･････････(二)652
北海道私学協会発足 30 周年記念式典（北海道会館）･････････(五)81
北海道私学共済会館･････････(五)56
北海道私学厚生協会(昭和 37 年）･････････(二)653,(二)664
北海道私学祭（昭和 40 年

札幌大通り公園）･････････(五)79

北海道視覚障害教育研究会･････････(二)449,(二)451,(五)313
北海道視覚障害教育研究会（昭和 48 年５月）･････････(五)314
北海道視覚障害研究会･････････(二)439,(二)443
北海道私学審議会･････････(二)634
北海道私学振興基金協会･････････(二)664
北海道私学振興基金協会(昭和 35 年）･････････(二)652,(二)659
北海道私学連合会･････････(五)77
北海道私学連合会（昭和 25 年 発足）･････････(五)71
北海道私学連合会(昭和 25 年１月）･････････(二)668
北海道私学連合会幼稚園部会･････････(五)72
北海道式古墳･････････(四)604
北海道史研究協議会･････････(四)176
北海道詩人協会･････････(四)477
北海道詩人協会詩人賞･････････(四)477
北海道詩人協会 10 周年詩人祭･････････(四)477
北海道施設児の学校教育を語る会･････････(二)464
北海道肢体不自由教育研究協議会･････････(二)485
北海道肢体不自由研究協議会･････････(二)439
北海道肢体不自由児教育研究協議会･････････(二)439
北海道肢体不自由児教育研究協議会（昭和 39 年２月）･････････(二)485
北海道肢体不自由者（児）リハビリテーション研究会･････････(二)485
北海道肢体不自由養護学校 PTA 連合会･････････(二)486
北海道自治会館･････････(二)368,(二)373
北海道視聴覚教育技術指導者研修講座･････････(四)438
北海道視聴覚教育研究会･････････(五)276,(五)284
北海道視聴覚教育研究会（昭和 27 年設立）･････････(五)275
北海道視聴覚教育連盟･････････(二)67,(四)428
北海道視聴覚教育連盟(昭和 30 年）･････････(一)348
北海道視聴覚教育連盟（昭和 31 年 11 月）･････････(五)276
北海道視聴覚教材センター･････････(四)448

北海道視聴覚研究会･････････(五)280
北海道視聴覚研究会(昭和 27 年）･････････(一)348
北海道視聴覚作品コンクール･････････(五)284
北海道視聴覚ライブラリー研究協議会･････････(四)439,(四)448
北海道市町村教育委員大会（昭和 53 年５月 18 日）･････････(五)68
北海道市町村教育長協議会（昭和 33 年６月 24 日 発足）･････････(五)67
北海道市町村高等学校定時制協議会･････････(五)49
北海道支庁連合小学校長会･････････(五)11
北海道支庁連合小学校長会根室大会（昭和 32 年９月 17 日）･････････(五)14
北海道実践理科研究会（昭和 30 年 旭川市）･････････(三)202
北海道実務検定試験（道検定

道産審主催

道教委後援）･････････(三)511

北海道指定図書読書感想コンクール･････････(五)288
北海道自動車学校･････････(二)567
北海道児童文学の会･････････(四)476
北海道自閉症研究会･････････(二)516
北海道市民大学講座･････････(四)323
北海道市民大学高等学校開放講座･････････(四)323
北海道市民大学高等学校開放講座（昭和 57 年）･････････(三)491
北海道事務長会･････････(五)120
北海道社会科教育研究会（昭和 31 年創立）･････････(五)177
北海道社会科教育研究会（昭和 43 年）･････････(三)81
北海道社会科教育研究大会（昭和 46 年）･････････(三)100
北海道社会科教育研究大会（昭和 57 年）･････････(三)123
北海道社会科教育連盟･････････(三)89,(三)90,(三)96
北海道社会科教育連盟（昭和 26 年）･････････(五)177
北海道社会科教育連盟（昭和 38 年）･････････(五)183
北海道社会科連盟（昭和 32 年４月）･････････(三)67
北海道社会教育委員･････････(四)1,(四)7,(四)8,(四)23
北海道社会教育委員会･････････(四)212
北海道社会教育委員会議･････････(四)309
北海道社会教育委員会議（昭和 34 年 12 月）･････････(四)16
北海道社会教育委員協議会（道社連協）･････････(四)297
北海道社会教育関係団体連合会･････････(四)206,(四)207,(四)310,(四)318
北海道社会教育関係団体連絡協議会･････････(四)302
北海道社会教育協会･････････(四)8,(四)311
北海道社会教育施設設置審議会･････････(四)198
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