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アーロン・J.アイド 現代化学史 Ⅰ みすず書房 <262p> <1972>

相川春喜 現代技術論 三笠書房 昭１５

相川春喜 技術論 三笠書房 223 昭１０

相川春喜 技術論入門 三笠書房 308 昭１７

相川春喜 テクノクラシイ
青木靖三 ガリレオ・ガリレイ 岩波書店 206p 1965

 科学技術庁 科学技術白書
昭３９年

秋間・橋本・大橋・佐藤・真田現代の観念論哲学 4 講座マルクス主義哲学青木書店 297 1969

秋間実 現代科学と唯物論 新日本出版社 360 1971

朝日ジャーナル 世界企業時代 上 朝日新聞社 334p 1968

朝日新聞東京本社企画部アステカ文明展 朝日新聞東京本社企画部1冊(頁付なし) 1974

朝日新聞社編 科学ものがたり 4 朝日新聞社
朝日新聞社編 科学ものがたり 5 朝日新聞社
朝日新聞社編 科学ものがたり １，２，３ 朝日新聞社
朝日新聞社 朝日年鑑　創刊５０年記念別冊/５０年史年表 朝日新聞社 373ｐ 1974.2

朝日新聞経済部編 新エネルギー事情 朝日新聞社 <349p> <1978>

朝日新聞東京本社企画部[編]縄文人展自然に生きた祖先の姿 朝日新聞社 1975

浅井恒雄 科学技術時代の読み方 PHP business libraryPHP研究所 215p 1982.1

アシモフ 科学の語源２５０ 共立出版 250+索引昭４７

アシモフ 化学の歴史 : プロメテから原子力まで <河出書房> <296p> <1967>

アシモフ,木村繁訳 科学の壁を破った人たち 共立出版 <214p> <1972>

アシュトン・中川訳 産業革命 岩波書店 <190p> <1953>

天達忠雄・坂寄俊雄 日本の労働者 ＜東京大学出版会><250p> <1953>

立川正二 鉄 学生社 <261p> <1966>

阿部謹也 自分のなかに歴史を読む 阿部謹也著作集. 第9巻筑摩書房 <563p> <2000>

アメリカ環境問題諮問委員会,国務省編西暦２０００年の地球 日本生産性本部 <194p> <1980>

有沢広巳編 現代日本産業講座 ⅡⅢⅤⅥⅦ 岩波書店 1959,60

Jost Amman版画　Hans Sachs詩　小野忠重解題  西洋職人づくし 岩崎美術社 1970

アンドレ・ジロー著福永一好訳文明と生産性 日本生産性本部 290p <1958>

飯島伸子 環境社会学 有斐閣 <254p> <1993>

飯田賢一 技術思想の先駆者 東洋経済 310 昭５２

飯田賢一 人間と技術のふれあい そしえて
飯田賢一 技術思想の先駆者たち 東洋経済新報社 310p 1977

飯田清悦郎 欲望のコンビナート 医事薬業新報社 <228p> <1971>

井塚政義 家康と自動車・もう一つの文化技術革新史 歴史とロマンエフエー出版 184p 1986

飯沼和正 模倣から創造へ 東洋経済新報社 <250p> <1968>

飯沼和正著 日本技術ー個からの出立 東洋経済新報社 <203p> <1983>

飯沼二郎・堀尾尚志 農具 ものと人間の文化史法政大学出版 206p 1976

飯牟禮渚 石油の歴史　石油工業綜説 産業図書 <252p> <1956>

飯吉精一 ある土木ある土木者像 : いま・この人を見よ 技報堂出版 379p 1983

編集委員:家永三郎〔等>鈴木安蔵〔等〕著占領と再生 昭和の戦後史. 第1巻汐文社 288p 1976

生島広治郎 独逸輸出工業論 神戸商業大学商業研究所叢書第３大阪宝文館 <昭5~>

井口洋夫 化学入門 <筑摩書房> <245p> <1972>

井坂錦江 東亜物産史    大東選書 ; 第3 大東出版社 336p 1943

石田一良編 日本文化史概論 吉川弘文堂 700,31p 1968

石田瑞麿 苦悩の親鸞 有斐閣選書 有斐閣 277p 1981.9

石井威望 科学技術は人間をどう変えるか 新潮社 222p 1984

石井友幸？
石河幹明 福沢諭吉 岩波書店 500 昭10（34刷）

石谷清幹 工学概論 コロナ社 246 昭47，49再

石田和夫 コンビナートと労働の研究 汐文社 251p 1970

石田和夫・大橋昭一編現代技術と企業労働 ミネルヴァ書房 271p 1978

石津純恵 生徒指導の基本技法 石津教育相談研究所340p 1981

板倉聖宣 科学と仮説 野火書房 <417p> <1971>

市川広勝 アメリカ鉄鋼業の発展 科学主義工業社 293p 1941

一色尚次著 ポスト・エネルギー 社会思想社 <251p> <1980>

出弟二郎 世界の電気事業 日本経済新聞社 <310p> <1958>

山崎文庫の一部暫定目録・第２次山崎文庫の一部暫定目録・第２次山崎文庫の一部暫定目録・第２次山崎文庫の一部暫定目録・第２次



伊東・小林・加藤 工業経済論 有斐閣 342p 1968

伊東俊太郎 現代科学思想事典 講談社現代新書 615p <1971>

伊藤至郎 鴎外論稿 <学芸社> <399p> <1949>

伊藤寿朗森田恒之 博物館概論 学苑社 <503p> <1978>

伊東光晴監エコノミスト戦後産業史への証言/産業政策 毎日新聞社 <277p> <1977>

伊藤善一塩野谷椿/中部開発センター編中部の風土と社会: その多様な素顔 東洋経済 274p 1983

稲沼さんを偲ぶ会 稲沼瑞穂さん 稲沼さんを偲ぶ会150p 1986

稲山嘉寛,島村哲夫編 鉄鋼の基礎知識と取引の実務 鉄鋼と金属社 <328p> <1958>

井野辺茂雄〔原編〕 西村勝三の生涯 西村翁伝記編纂会<443p
>

<1968>

井上光洋 教育工学の基礎 国土社 226p 1971

猪間驥一編 日本経済図表 日本評論社 <428p> <1930>

井原聰 １９～２０世紀前半期における物理学の実験機器・装置の発展過程の総合的分析茨城大学 1990-91

今井俊一・笹川儀三郎編工業経営の基本問題 ミネルヴァ書房 262p 1971

木村譲二 NASA物語 : 米宇宙開発を辿る巨大科学の足跡 ワールドフォトプレス255p 1983

伊元富爾 軍需工業の展望 高山書院 <400p> <昭14>

井本稔大沼正則道家達将中川直哉化学のすすめ 筑摩書房 <477p> <1971>

岩波書店編 東洋哲学史 第3 武内義雄　支那　下岩波書店 1932

岩尾裕純編 日本のエネルギー問題 時事通信社 <292p> <1974>

岩崎允胤 文化の現在 21世紀への
跳躍

三省堂 225p 1988

岩田進午 土を科学する NHK市民講座 1989

岩手県教育委員会事務局文化課編岩手県「歴史の道」調査報告書沢内街道 岩手県文化財調査報告書. 第78集岩手県教育委員会29p 1982

岩手県教育委員会事務局文化課編岩手県「歴史の道」調査報告書・宮古街道岩手県文化財調査報告書. 第65集岩手県教育委員会45p 1981

岩手県教育委員会事務局文化課編岩手県「歴史の道」調査報告書・八戸街道岩手県文化財調査報告書. 第67集岩手県教育委員会26p 1981

岩手県教育委員会事務局文化課編岩手県「歴史の道」調査報告書・ 岩手県教育委員会
岩手県教育委員会事務局文化課編岩手県「歴史の道」調査報告書・小本街道岩手県文化財調査報告書. 第66集岩手県教育委員会26p 1981

岩手日報社出版部編 岩手の歴史　なぜ？どうして？ 岩手日報社 200p 1991

岩波書店編集部編 これからどうなる：日本・世界・２１世紀 岩波書店 555,9p 1983.5

ダニエル・ヴァス　伊東俊太郎訳産業社会の未来
 M.ウェーバー 黒田巌・青山秀夫訳一般社会経済史要論 上巻 岩波書店 <340ｐ><1954>

マックス・ヴェーバー黒正巌,青山秀夫訳一般社会経済史要論 下 岩波書店 258p 1955

山岡望 化学史窓 内田老鶴圃新社 <342p> <1971>

山口貫一・柳内彰 安全工学 森北出版 192p 1957

宇井純 公害原論 亜紀書房 1971

ウィットフォーゲル森谷克巳,平野義太郎訳編東洋的社会の理論 原書房 <322p> <1976>

<ウエスチングハウス教育財団編>科学と文明社会 <新日本図書 <> <1949>

上田耕一郎 第三の危機（現代の構造） 大月書店 354p 1984

上田誠吉・坂本修編 国家機密法のすべて 青木書店 <189p> <1985>

ヴェブレン,小原敬士訳技術者と価格体制 <未来社> <174p> <1962>

宇佐美正一郎 緑と光と人間 そしえて文庫 ; 33 そしえて 220p 1977.1

宇佐美正一郎 自然科学への招待 開成出版 149 1981

内田俊一 エンジニヤの道 工業調査会 <253p> <1980>

内田星美 産業技術史入門 日本経済新聞社 <310p> <1974>

浦野芳雄 ブルーノ・タウトの回想 長崎書店 293p 昭15

瓜生忠夫 駅弁の旅 日本能率協会 206p 1974

K.エリス伊佐喬三訳 エジソン　発明の天才 東京図書 <94p> <1978>

栄久庵憲司,GK研究所 台所道具の歴史 <柴田書店> <234p> <1976>

エコノミスト 日本の兵器産業 毎日新聞社 <250p> <1968>

エコノミスト編集部 博物館を生んだ町西日本編 恒和出版 1981

エコノミスト編集部 博物館を生んだ町東日本編 恒和出版 1981

エレン・G.ホワイト清野喜夫訳人類のあけぼの 下 福音社
近江栄,宇野英隆編 建築への誘い 朝倉書店 <235p.><1982>

大南勝彦 ドキュメント・ペテルブルクからの黒船 六興出版 366p 1973

H.オーコンナー,佐藤定幸訳石油帝国 岩波書店 <395p> <1957>

OECD７０年代科学政策専門部会編大喜多佐武郎訳科学・成長・社会 日本経済新聞社
大阪府商工経済研究所日本の繊維機械工業 大阪府商工経済研究所<357p> <1952>

大阪府生活環境部公害室編公害白書 昭５７ 大阪府 681p 1982

大阪変圧器社史編纂委員会５０年の歩み 大阪変圧器 307ｐ 1969

大塚久雄・内田芳明・安藤英治・住谷一彦マックス・ヴェーバー研究 岩波書店 355p 1965

大塚久雄 近代資本主義の系譜 <学生書房>



大西健夫 現代のドイツ 文化と伝統 現代のドイツ. 10三修社 308p 1982

大沼他訳 化学と人間の歴史 朝倉書店 <270p> <1981>

大沼正則 日本のマルクス主義科学論 大月書店 262p 1974

大野英二 ドイツ資本主義論 未来社 449p 1965

大橋周二 鉄の文明 岩波書店 80p 1983

大前研一 平成維新 講談社 <385p> <1989>

大村幸弘 鉄 NHK
大矢真一 日本の産業技術・鯨捕りから反射炉まで 三省堂 224p 1971

大矢真一 日本経済学史の旅 恒和出版 258p 1980

大矢真一 日本科学史散歩 中央公論社 254p 1974

岡邦雄 新しい技術論 春秋社 ２１９頁 1955

岡邦雄 科学の歴史 ナウカ社 <127p> <1949>

岡村純編 航空技術の全貌 <興洋社> <504p> <1953>

岡本正三 鉄鋼工学概説Ⅱ鋼の製造 共立出版
岡山誠司 情報科学序説 開成出版 119p 1978

岡栄 北カラフト 興文社 289p 1942.1

沖正弘 ヨガの楽園 光文社 ２０１ｐ 1962

奥村正二 小判・生糸・和鉄 岩波新書
奥村正二 製鉄製鋼技術史 伊藤書店 209p 1944

小山内宏 世界の軍事情勢: 大戦の危機と平和戦略 社会思想社 <334p> <1978>

小関智弘 羽田浦地図 文芸春秋 <238p> <1982>

小関智弘 春は鉄までが匂った 晩声社 <268p> <1979>

織田誠夫 人間　安田善次郎 経済展望社 <318p> <2版1954>

尾鍋輝彦 二十世紀 中央公論社
小野昌孝 複合材料のおはなし 日本規格協会 <200p> <1983>

オパーリン 生命の起源 慶應書房 1941

上山春平,川上武,筑波常治編科学の思想Ⅱ <筑摩書房 404p <1964>

カーカップ イギリスの民話
開国百年記念文化事業会編小原敬士編日米文化交渉史　通商産業編 第２巻 洋々社 537p 1954

科学朝日 科学朝日　特集科学万博 1985.2

化学機械談会 化学工業辞典 <> <>

科学技術と経済の会編日本の自主技術　その挑戦の軌跡 日刊工業新聞社 278p 1979

科学技術会議編 一九七〇年代における科学技術政策 大蔵省印刷局 <75p> <1971>

科学技術庁科学技術会議編資源有限時代の科学技術政策 大蔵省印刷局 １０４ｐ 1977

科学技術庁編 科学技術白書 大蔵省印刷局
科学技術庁編 電子通信の現状と展望 昭48年版 大蔵省印刷局 <254p> <1973>

 科学技術庁 科学技術白書 昭４５年

学士会 会員氏名録　昭和１８年用 学士会
学術体制研究会編 学術研究の背景 日本学術振興会 347p 1953

風早八十二 日本の労働災害 伊藤書店 214p 1948

楫西光速編 日本経済史大系６　近代 下 東京大学出版会 378p 1965

鹿島精一,宮長平作,島田藤共著日本の土木建築を語る 山水社 226p 昭17

柏尾昌哉 商業学総論: 消費者視角からの分析 実教出版 295p 1975

加太こうじ 衣食住百年 日本経済新聞社 221p 1968

加藤・山崎・滋道編著自然科学概論 青木書店 223p 1980

加藤邦興・庄司光・西山卯三・半谷高久・山本剛夫現代環境工学概論 オーム社 232p 1978

加藤周一 科学と文学 <平凡社> 1979.1

神奈川県立川崎図書館産業史関係図書目録 神奈川県立川崎図書館
神奈川県立川崎図書館京浜工業地帯＜主要産業の変遷＞ 神奈川県立川崎図書館<222p> <1984>

金沢覚太郎編著 放送文化小史・年表 岩崎放送出版社 <247p> <1966>

鎌田慧 日本の兵器工場 <潮出版社> <298p> <1979>

神藤豊 あうん狂想曲
上山春平,川上武,筑波常治編科学の思想Ⅱ <筑摩書房 404p <1964>

亀井俊介平野孝編 総合アメリカ年表 講座アメリカの文化. 別巻 245p <1971>

加茂儀一編 技術の歴史 毎日新聞社 <426p> <1956>

加茂儀一 レオナルド・ダ・ヴィンチ 小学館 <570p> <1984>

ガモフ 不思議な国のトムキンス
J.K.ガルブレイス 軍産複合体制-いかにして軍を抑えるか
枯木陶 科学・技術と日本人　模倣から創造への提言 講談社新書 ２０８頁昭４２



河井寛次郎 河井寛次郎 : 陶芸の世界 世界文化社 1980.1

河井寛次郎 手で考え足で思う 文化出版局 226p 1981.5

川上幸男 小石川植物園 東京公園文庫郷学舎 １１２ｐ 1981

川崎図書館 京浜工業地帯　主要産業の変遷　（２） 神奈川県立川崎図書館
川崎図書館 京浜工業地帯文献録 神奈川県立川崎図書館
河嶋千尋等著 特殊窯業品 日刊工業新聞社 <313p> <1960>

川路聖謨　川田貞夫校注島根のすさみ・佐渡奉行在勤日記 東洋文庫 平凡社 371p 1973

河野通博,小谷節男 資源・エネルギーの研究 関西大学経済・政治研究所<115p> <1983>

川原衛門 追跡　安藤昌益 図書出版社 222p 1979

上林貞治郎・井上清 工業の経済理論 ミネルヴァ書房 343p 1957

ガンジー著・K.クリパラーニー編 ・古賀勝郎訳 抵抗するな・屈服するな 朝日新聞社 302p 1970

上林貞治郎 生産技術論 <  三笠書房 > <198p) <1951>

上林貞治郎 現代企業における資本・経営・技術 森山書店 312p 1958
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