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アーネストサトウ公使日記 I アーネストサトウ・[訳]住田元男,   
アイザック・ニュートン S.E.ヴィヴィロフ,【訳】三田博雄
ァラピア科学史序説 矢島祐利
アラピア科学の話
会津将軍山川治 星亮一,
アインシユタインショック( 1・2) 金子務,
アインシユタインの生涯 C・ゼーリッヒ、訳 ・広重徹, 
青い恐怖白い街ーコレラ流行と近代ヨーロッバー見市雅俊他
亜欧堂田善 細野正信
青木周蔵自伝
朝日新聞からみた明治・大正・昭和週刊朝日(奉仕版) (昭33.5.14)
アジアの医学 訳・赤松明彦・高島淳・荻本芳信
足尾銅山図絵解説 稲葉誠太郎
あすのエネルギー
頭の体操 多湖輝
新しい科学史の見方 謝世輝
新しい技術論 岡邦雄 
アドルフ赤い手帖セシル Ｐ.コンスタン、[訳]竹村猛
実録アへン戦争 陳舜臣
雨森芳洲 上垣外憲一
アメリゴ・ヴェスプッチ 色摩力夫
荒井郁之助 原田朗
アラビアンナイト( 1～16) [訳]前島信次
アラビアンナイト(別巻) [訳]前島信次
アラブが見た十字軍 アミン・マループ、{訳]牟田口義郎
有島武郎集・有島生馬集 現代日本文学全集 27)
アリストテレス全集(全 17巻) 全揃
ある英人医師の幕末維新 ヒュー・コータッツイ訳]中須賀哲朗
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ある英人医師の幕末維新 ヒュー・コータッツイ訳]中須賀哲朗
アルキメデス方法 [訳]佐藤徹
ある通商国家の興亡 森本哲郎
アルプス登攀記（上） ウイムバー、浦松佐美太郎
アルヴェー夕、古代インド医学と薬草伊藤和洋
医学史研究 《小冊子14-30，31-36) (19，34抜け)
医家傳記資料(上下)
生きた化石 J.L.B.スミス、{訳]梶谷善久
イギリス産業革命史の旅 剣持一巳S3 
新異国叢書 1～15 。
新異国叢書 (第 2期) 1-10巻
新異国叢書(エルギン郷遣日関節録)岡田章雄
石臼の謎 みわしげを
医史叢談 富士川遊
石田三成 徳永真一郎
石の文化史 シャツクリ一、[訳]鈴木公雄
本邦(明治前)医事文化年表 藤井尚久
維新革命前夜物語 白柳秀湖
維新旧幕比較論 木下真弘
維新人物逸話事典[雑誌] 中央公論 「歴史と人物」ｓ42.4月
維新と科学　 武田楠雄
維新比較人物論/会津人柴五郎の遺書『中央公論 』「歴史と人物」増刊(S46・4月号)
医心方の伝来 杉立義一
医制百年史
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伊勢の神
イタリア 三輪福松
イタリア使節の幕末見聞記 [訳]大久保昭男 
イタリア歴史の旅（朝日選書 ） 坂本鉄男、
一億人の昭和史「昭和の原点」明治一憶人の昭和史(昭 52・３） 
一外交官の見た明治維新(上下) アーネスト・サトウ[訳]坂田精一 
一外交官の見た明治維新(上下) 岩波文庫・アーネスト・サトウ[訳]坂田精一
一科学史家の回想 矢島祐利
一青年の告白[岩波文庫] ジョージ・ムーア、訳・辻潤 
一般天文学 虎尾正久
遺伝学の歩みと現代生物学 中村禎里 
井上勝博 上田　廣
異貌の科学者 小山慶太 
蘭学の祖 今村英生
イリアス(上下) ホメロス
岩波茂雄傳 安倍能成 
岩波理化学辞典
活版印刷史 川田久長 1949
インドの古代社会[岩波文庫】 中村元
インドの数学 林隆夫
ウィーンの日本 Ｐ.パンツアー、ユリア・クレイサ、[訳]佐久間穆

55
ウィーン物語 宝木範義、 新潮社
ウイルヒョウの生涯 19世紀の巨人＝医師・政治家・人類学者
浮世絵 たばこと塩の博物館
失われた大陸 アンドレーエウア、[訳]清水(岩波新書)
内村鑑三追想集 鈴木俊郎
宇宙の黒幕 岡本功、鏑木修
宇宙の探究 湯浅光朝
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宇宙の探究 湯浅光朝
海を渡った江戸の和紙ーパークス・コレクション展ー
梅干と日本刀 樋口清之
埋もれた金印 藤間牛.大
うるしの話 松田権六
雲州そろばんの今昔 高橋一郎
英国鉄道物語 小池滋
栄養生態学(世界の食と栄養) 小石秀夫、鈴木継美
衛生統計からみた医制百年の歩み厚生省医務局
エルウインフォンベルツ
エーテルと電気の歴史(上) 霜田光一、近藤都登
エーテルと電気の歴史(下)
江川坦庵 拓植清
江川坦庵全集(別巻 l、 2、 3 )  戸羽山j翰
江川知庵全集 戸羽山j翰
エジソンの生涯」 M.ジョセフリン、[訳】矢島徹
蝦夷地の中の日本 トーマス .w.ブラキストン 
江戸期のナチェラリスト 木村陽二郎
江戸近郊道しるべ 東洋文庫
江戸建築叢話 大熊喜郎
江戸参府紀行 シーボルト、[訳]斎藤信 
江戸事情 (1-5) NHKデータ情報部編
江戸時代 生活史事典
江戸時代 北島正元
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江戸時代医学の研究 服部敏良
図説江戸時代食生活事典 日本風俗史学会編、篠田統他
江戸時代における唐船持渡書の研究関大東西学術研
江戸時代の科学 京都科学博物館
江戸時代図誌別巻 筑摩書房
江戸時代の科学政策 中村光
江戸時代の朝鮮通信使 李進照 
江戸時代の日中秘話 大庭侑
江戸時代の人々 森銑三 
新編江戸時代漫筆(上下) 石井良助 

杉本つとむ、 早大出版部 

江戸商売往来 興津要
江戸初期和算選書(l～3) 
江戸諸国産物帳 
江戸庶民の数学 佐藤健一
江戸生活図鑑 笹問良彦 
江戸・東京学研究文献案内 大串夏身、江戸・東京資料研究会
江戸・東京風俗誌(昭 38・1月号) 国文学解釈と鑑賞 
江戸の親子 太田素子 
江戸の画家たち 小林忠
江戸の刑罰 石井良助 
江戸の産業ルネッサンス 小島慶三 
江戸の本草 矢部一部 
江戸の本屋(上下) 鈴木敏夫 
江戸幕府刊行物 福井保 
江戸博物学集成
江戸博物図鑑2本草図説(水産) 高木春山、監修・荒俣宏
江戸幕府ー破産への道一 三上陸三 

江戸時代蘭語学の成立とその展開 2ー蘭学
者による蘭語の学習とその研究一
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江戸幕府ー破産への道一 三上陸三 
江戸幕府役職集成 笹間良彦
江戸幕末滞在記 長島要一
江戸晴雨孜 根本順吉
江戸漂流記総集(l～6)
絵本　江戸風俗往来 東洋文庫
江戸文化史 西山松之助
江戸文化評判記 中野三敏
江戸・明治時代の経済学者 本庄栄治郎
江戸・明治のガラス[新書:版] 由水常雄
江戸名物評判記案内 中野三敏
榎本武揚
榎本武揚 加茂議一
絵本風俗往来 菊池貴一郎
演歌の明治大正史 添田知道
塩鉄論 東洋文庫
近江商人・幕末維新見聞録 註藤誠朗
大江戸壊滅の日 荒川秀後、[解説]竹内均
大久保ー翁 松岡英夫
大隈重信 伊地知純正
大隈文書(l～.5)
大阪城 岡本良一
大阪城の謎 村川行弘
大阪大紀要 ('87)　　大坂大学
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大阪砲兵工廠衛生調査報告書(上・下)
4

大阪名医伝 中野操
良知力

オーストリアハプスプルグ帝国
1809-1918

[訳]倉田実

オーストリア外交官の明治維新 [訳]市川慎一、松本雅弘
大つごもり・ゆく雲 樋口一葉 {岩波文庫]
大村益次郎 糸糸屋寿雄
緒方洪庵伝
緒方洪庵の蘭学 石田純郎
岡田武松伝 須田龍雄
小倉金之助 阿部博行
小倉金之助著作集1～8 (※ 6巻は抜け)
小栗上野介
教草 菊池俊彦 恒和出版
オスマン帝国 鈴木薫
織田信長 南篠範夫
男だって子育て 広岡守穂
思い違いの科学史 青木国夫、板倉聖宣
思い出の70年 原田三夫
おやじの昭和 遠藤一夫
お雇い外国人 梅渓昇 
お雇い外国人の見た近代日本 R.H・プラントン
阿蘭陀通詞の研究 片桐一男
紅毛談・蘭説弁惑 江戸科学古典叢書17
オランダ東インド会社の歴史 科野孝蔵

オーストリア青きドナウの乱痴気
（ウイーン1848）
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オランダ東インド会社の歴史 科野孝蔵
和蘭風説書集成（上・下)
オランダ領事の幕末維新 フォス美弥子
音楽五十年史 堀内敬三
音楽と政治 中村道之助
音楽の鑑賞 門馬直衛
女の戦後史 朝日ジャーナル編
開化異国助つ人奮戦記 荒俣宏
海外渡航記叢書 l(北木差聞略)) 桂川甫周
海外渡航記叢書2(環海異聞) 池田皓
海外文化と長崎
開化:の横浜・神戸(特集) 横浜開港資料館普及誌会たますく 2号、
会議は騒る一帝都ウィーン物語一市冨健志、三省堂幅健志、 三省堂
海軍大学教育 実松譲
海軍人造り教育 実松譲
開国 津本陽
開国50年史(上下) 伯爵大隈重信
外国人のみた日本 (3、 4) 筑摩書房
海舟座談新訂 巌本善治
解析概論一微分積分法及初等
函敷論ー

高木貞治

西村通男
蓋然性の哲学 ボレル
改造 (T12・2月号) 雑誌]
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改造  (S9・1月号)[雑誌]
解馬新書の調査研究
怪物誌 荒俣宏
解剖事はじめ 岡本喬
開陽丸 江差町教育委員会
ガウス五桁ノ封数表及三角函数表ガウス 
科学[雑誌] (ｓ17・3月、第3号)
化学(資源と環境) 大学教育研究会
科学朝日 (，61・12月号)【雑誌]
科学概論と自然科学史 大学自然科学教育研究会
科学技術教育と人材養成の方向日本の科学と技術(， 72・No.142)、『日本の科学と技術』道家ほかNo142(1972)
科学技術史年表 48
科学・技術と現代 岩波議座現代 2
科学・技術とその時代 39
科学・技術の歴史(上下) 平田寛
科学技術白書 科学技術庁
科学教育論 菅井準一
化学工業60年 棚橋寅五郎
科学50年 オッペンハイマー
科学五十年 湯浅光朝
科学史 山崎正勝
科学史 テイラ一、[訳]森島
科学史(教料書用に)
科学史 石原純
化学史[雑誌] 中瀬古六郎
科学史 木村陽二郎
科学史序説 橋本万平
科学思想史(現代哲学全書15) 近藤洋逸、藤原径一郎
無限と有限/対談科学史・数学史数学セミナー(広重徹×村田全)[雑誌] 数学セミナー
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無限と有限/対談科学史・数学史数学セミナー(広重徹×村田全)[雑誌] 数学セミナー
科学思想史 森島恒雄
科学思想史 岡邦雄
科学思想史(唯物論全集 2) 岡邦雄
科学思想史入門 磯直道
科学思想のあゆみ シンガー、[訳]平田寛
科学思想の歴史 キッスピー、[訳]島尾永康
科学史と科学 矢島祐利
科学史と科学教育
科学史と新ヒューマニズム [訳]森島恒雄

科学史年表
訳】道家達将、藤村淳、八杉貞
雄、植村美佐子、海部宣男、香原
志勢

科学史の事件簿一科学朝日編ー朝日新聞社
科学史の世界 大野誠、小川真里子
科学史の哲学 村上陽一郎
科学史の哲学 下村寅太郎
科学者と詩人 ポアンカレ、[訳】平村初之輔
科学者と変革の精神 福島要一
科学者の現代史 高橋智子、日野川静枝
科学者の言葉 丹羽小弥太
科学者の心配「新書版] 武谷三男
科学史を考える 大沼正則
科学世界史(上下) 野田哲夫
科学その歩み 藤村淳他
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科学的断片 矢島祐利
科学と技術の歴史 1・2 [訳]広重徹他
科学と空想、[創元科学叢書 33] ティンダル、[訳】平田寛
科学読売( 59・8月号) 「雑誌]
科学と産業 パナール[訳]菅原仰
科学と社会文化 石原純
科学と宗教[雑誌５冊]
科学と日本語 言語生活 
科学と人間社会 オッペンハイマー訳]矢島敬二、矢島文夫
科学とは何か 八杉龍一
科学と歴史と人間 田中実 

黒田孝郎

科学の危機と認識論 広松渉 
平田寛 

科学の限界 サリヴァン、【訳】矢川徳光 
科学の現代史 岡邦雄 
科学の言葉 ダンツイク、【訳】河野伊三郎 
科学の思想　１ 井上健 
科学の社会的機能 バナール
科学の名著(10)、6、5、1
化学のすすめ 井本稔、大沼正則、道家達将、中川直哉 

科学の生命 c.サ一トン、[訳]森島恒雄
科学の誕生 平田寛
科学の文化史 平田寛
科学の名著4ー近代生物学集ー 佐藤七郎
図解　科学の歴史 八杉龍一
科学の歴史(上・下) メイスン、[訳]矢島祐利

科学と歴史の物語一三角形の 2辺の和
はなぜ他の１辺より大きいか

科学の起源ー古代文化の一側
面ー
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科学の歴史(上・下) メイスン、[訳]矢島祐利
科学の歴史 1 . 2 
科学の歴史(近代科学の成立と展開)溝口元
科学の歴史 八杉龍一
科学文化史 1-5 
科学方法論序説 高田誠二
科学明治百年史 松原宏遠
科学論 戸坂 j潤
科学論の世界 秋間実
科学をひらいた人びと 田中実
学位大系博士氏名録  (S10版) 
「学者の森」の四十年(上) 福島要一 
学術と文化 東工大学術文化研究会 1 . 2（'91、’９２版）
学制90年史 文部省
楽聖の話 門馬直衛
楽聖物語 あらえびす
革命思想の先駆者 家永三郎 (岩波新書)
学問と夢と騎馬民族一私の履歴書一江上波夫
家計の数学 小倉金之助
かげろうの夢 木佐貫直人
鹿児島県史料(斉彬公史料) 1～4 
歌集氷河と月 栗田直身弓
歌集多摩の丘 小松春雄
数と文明99の謎 黒田孝郎

2012/2/18 6  



下野宮蔵書目録-アイウエオ順all

化石のひみつ 直良信夫
家族・私有財産及び国家の起源 エンゲルス、【訳】西雅雄 [岩波文庫]
片岡繁男詩集 片岡繁男 
花壇地綿抄・草花絵前集 東洋文庫２８８
家畜系統史 コンラット・ケルレル、[訳]加茂儀ー 68 [岩波文庫]
勝海舟 松浦玲
勝海舟 村上元三
勝海舟自伝 勝部真長 
甲子夜話(l～6) 松浦静山 
甲子夜話三篇(l～6) 松浦静山
甲子夜話続篇(l～ 8) 松浦静山 
桂川の人々
狩野享吉遺文集
狩野亨吉の生涯 青江舜二郎 
貨幣(歴史と鑑賞) 三島四郎、作道洋太郎 
神尾大遺稿集 福島忠治 神尾大遺稿集を出版する会、
神々の誕生 吉野裕子 
神寄せ 片岡繁男
カメラ・フィルム 関正徳、竹内益五郎、谷口秀雄 
蒲生氏郷ー言長の愛弟子とよばれた名将一 佐竹申伍 [文庫]
訓蒙鑑草・機巧図彙 江戸科学古典叢書3 
からくり人形の世界
からだの認識と医療 道家達将 
唐通事家系論孜 宮田安
ガリヴァ旅行記 スウィフト、[訳]中野好夫68 【岩波文庫]
ガリレオ 一世界の名著26(会81巻)ー
ガリレオの思考をたどる [訳]赤木昭夫33 
カルタゴ(古代貿易大国の滅亡) アラン・ロイド、[訳]木本彰子
川路聖謨 江上照彦
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川路聖謨 江上照彦
川の子・太郎の歌 片岡繁男
川原慶賀展ー幕末の日本を伝えるシー
ボルトの絵師ー

川本幸民 小沢清身弓

川本幸民伝 川本裕司、中谷一正
官営富岡製糸所工女史料 たかせとよじ
韓国科学技術史 全相運
物語韓国史
官職要解 和田英松
漢書・後漢書・三国志列伝選 [訳]本田清
漢書食貨・地理.・溝i血志 東洋文庫
寛政の出版界と山東京伝 たばこと塩の博物館
元素発見の歴史(1～3) 「訳]大沼正則
漢方 石原
完本茶話(上・中・下)
ガン物語　　 釜洞醇太郎
幕末軍監威臨丸 文倉平次郎
機械工学便覧  (S12増補改訂版)
機械設計及製図
機械の神話 ルイス・マンフォード、【訳】樋口清43 
幾何学的精神 パスカル、[訳]森有正 [岩波文庫]
幾何の生いたち 矢野健太郎
菊と刀(上下)一日本文化の型一 ルース・ベネディク卜・長谷川松治

訳
岩波文庫]
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続　技術家評伝 三枝博音

技術移転 小林達也
技術・科学・社会一歴史と未来一 謝世輝 [岩波文庫]
技術・科学 歴史 D.S.L・カードウェル・金子務訳

資料技術史 長野県高等学校総合技術教
育研究会

技術史 析本セツ 

技術思想の先駆者たち 飯田賢一 
技術思想の探究 三枝博音 
技術史をみる眼一自動車から京
友禅へー

奥村正二 

技術哲学 三木清 

技術と日本近代化 吉田光邦 
技術と民俗(上下) 日本民俗文化大系13・14 

技術と労働 大沼正則
技術の社会史(6) 山崎俊雄 
技術の表裡 小川芳樹
技術の誕生 平田寛

技術の歴史(l～10) [訳]平田寛、田中実、高木純一、
八杉龍一、田辺振太郎

技術の歴史 加茂儀ー 毎日新聞

技術の歴史 ブオープス、{訳】田中実
技術の歴史・図説科学の歴史
技術白書 通商産業省
技術文化史 12講 下間頼ー
技術文化の博物史 飯塚一雄
技術論入門 相川春喜
気象百年史
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気象百年史

奇蹟の医書 パラケルスス・大槻真一郎訳

北里柴三郎 高野六郎 
北里柴三郎伝 北里研究所
北里柴三郎とその一門 長木大三
北政所 津田三郎
木原均博士生誕100年記念特集
NEWSLEITER

基本的人権の指標 清水睦

木村芥舟とその資料一旧幕臣の記録一 横浜開港資料館 
木村摂津守
鳩翁道話 石川謙 [岩波文庫]
旧工部大学校史料・同付録 旧工部大学校史料編纂会 
旧事諮問録(上下) 旧帝大
九州大学風雪記 鬼頭鎮雄
級数の話 島田拓爾
旧制専門学校 天野郁夫
補増宮殿調度図解(下) 関根正直
京医師の歴史 森谷剋久
響宴 プラトン、[訳]久保勉誇 [岩波文庫】
教科書の発達 仲新
暁斎の戯画 及川茂、山口静一

共産党宣言
マルクス・エンゲルス、[訳】大内兵
衛、向坂逸郎
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教師のための自然科学概論 田中実

教師のための数学史 片野善一郎
教師の為の数学史議座 富士短期大学出版部
教授退任記念論文集阪商論集
特別編集委員会、

山崎俊雄

行政法ノート 山本徳栄

京都経済史 寺尾宏二
郷土の文化財（１～１４） 1,6,8は欠
崎陽論孜 渡辺庫輔
魚鑑牛活の古典双書 武井周作
曲目解説集 門馬直衛
ギリシアの詩と哲学(思想の歴史 1) 田中美智太郎
キリシタンの世紀ーザピエル渡日から「鎖国j
までー

高瀬弘一郎

ギリシャ精神の様相 [訳】田中秀央他 [岩波文庫]

ギリシャの科学者達 c.シンガ一、[訳]平田寛、青木枝郎
吟詠漢詩集 塩屋温
金枝篇(1～３，5 [岩波文庫] 
近世科学思想(下) 日本思想大系 
近世阿川絵図の研究 小野寺淳 
近世幾何学 窪田忠彦 
近世実学史の研究 杉本勲 
近世職人史話 遠藤元男
近世生活史年表 遠藤元男 
近世中期文学の諸問題 近世文学史研究の会編 
近世中期文学の諸問題2 近世文学史研究の会編
近世日本科学史と麻田剛立 渡辺敏夫
近世日本思想史年表 遠山茂樹、山崎正一 
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近世日本思想史年表 遠山茂樹、山崎正一 
近世日本天文学史(下)一観測技術史ー

近世日本天文史料
近世日本と日中貿易 任鴻章
近世日本の光源 久米康生
近世の蒔絵 灰野昭郎
近世の洋学と海外交渉 岩生成ー

近世俳句俳文集
[訳]栗山理一、山下一海、丸山一
彦、松尾靖秋

近世文芸志 笹川種郎

金属ー金属粉の製造一 金属(昭 52・１
金属と人聞の歴史 桶谷繁雄

金属ー金属の現代史ー
(昭 55・1/1)金属(創刊 50周年記
念特別企画)

金属の文化史 日本民俗文化資料集成10)

近代科学再考 広重徹 

近代化学史
A.フインドレイ{訳]都築洋次
郎、塩川久男

近代科学日本の10人[雑誌] 中央公論 (S47・7月号) 

近代科学の歩み H.バターフィールド、【訳}菅井準一

近代科学の歩み
H・バターフィールド、 W.L.ブ
ラッグ他

近代科学の起課 荻原明男
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近代科学の成立とその背景 渡辺・筑波 
近代科学文化史 渡辺正雄
近代教育史 杉本賢治、鈴木博雄
近代外科の父ベレ 森岡恭彦
近代産業の生成 明治史料研究連絡会編
近代産業の成立 釜石製鉄所
近代思想史IX 金子武蔵、大塚久雄
近代思想の日本的展開 宮西一穂
近代西洋文明との出会い 杉本勲
近代戦史の謎 洞富雄
近代日本海運史の研究 上村雅洋
近代日本思想家10入 [雑誌]中央公論 (S40・3月号)
近代日本思想論争 宮川透、古田光、中村雄二郎
近代日本製鉄技術発達史 三枝博音、飯田賢一
近代日本その科学と技術 紫藤貞昭、矢部一郎
近代日本の異色建築家 近江栄
近代日本の海外留学史 石附実
近代日本の技術と文化 飯田賢一
近代日本の巨人100入[雑誌] 文芸春秋 (S39・8月号)
近代日本の形成と宗教問題(改訂販)中大人文科学研究所研究叢書

近代日本の思想家 家永三郎
近代日本の社会科学と早稲田大学
近代日本の数学 小倉金之助
近代日本の夜明け 飯田賢一 ('93)
近代日本の光と影 ('94)
近代日本の文学史 伊藤正
理想ー近代日本を創った思想家ー理想（s33.5月号）
偶然の解析 ラプラス・平野次郎訳 創元科学叢書３６
空想より科学へ一社会主義の発展ーエンゲルス・大内兵衛訳 [岩波文庫]
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空想より科学へ一社会主義の発展ーエンゲルス・大内兵衛訳 [岩波文庫]
楠木正成 植村清二
空想より科学へ 浅野晃訳 [岩波文庫]
鯨と捕鯨の文化史 森田勝昭
鯨の自然誌 神谷敏朗
薬 宮本高明 
熊野の太地鯨に挑む町 熊野太地靖捕鯨史編 
熊本市史 熊本市編 
熊本歴史散歩 荒木精之 
雲 アリストパネース[訳]高津春繁 、[岩波文庫]
クラウゼヴィッツー『戦争論』の誕生ピーター・パレット、[訳]白須英子
呉秀三先生没後50年記念会誌 
呉秀三著作集( 1・2) 呉秀三 
クロオチエ 羽仁五郎 
黒田麹廬(キクロ}の業績と 「漂 平田守衛 

黒船絵巻と瓦版(特集)、 普及誌たたますく 4号 横浜開港資料館

黒鉛記 川路柳虹
黒船前後志士と経済 服部之総 
黒船前後の世界 加藤祐三 
蘭方医桑田立斎の生涯 桑田忠親 
鍬と農鍛治 佐藤次郎 
軍艦開陽丸 柏倉 清 
軍師参謀 小和田哲男 
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国仲騒動 結城清史 
クヴァディス(世界文学全集) 
慶応義塾七十五年史 慶応義塾大学 
慶応、2年幕末イギリス留学生 宮永孝 
慶元イギリス書翰 
経済学及び課税の原理(上) リカアドオ、[訳]小泉信三 [岩波文庫]
経済思想史 大河内一男 
計算図表 小倉金之助 
血液循環の原理 ハーヴェイ、【訳】暉峻義 [岩波文庫]
月刊百科 (， 67・10月号) 
ケプラーの夢 度辺正雄、榎本恵美子 
原始技術史入門 岩城正夫 
原始時代の火 岩城正夫 
原子の発見 田中実 
原子力 アルベール・ブーザー、[訳}村岡敬造 
原子力と原子時代 ワイゼッカー、[訳]富山・栗田(岩波新書)
原子力白書 原子力委員会
原子論の誕生・追放・復活 田中実 [岩波文庫]
現代科学史 菅井準ー
現代教養百科事典 5(思想) 暁教育図書版
現代経済史年表 堀江英一 三一書房
現代史(上下) 林茂
現代自然科学入門 山崎俊雄
現代思想(1～11、別巻) 
現代史の課題 亀井勝一郎
現代数学レクチャーズA7ー電子計算機ー 赤木・加賀美
現代哲学入門 山崎正一、田島節夫
現代における人間と文学ー，93国際シンポジ
ウム

現代日本産業講座(l ～8) 有沢広巳
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現代日本産業講座(l ～8) 有沢広巳

現代日本の思想と文芸 矢内原忠雄、寺田寅彦、津田左
右吉、高村光太郎

現代日本の哲学[雑誌] 理想

現代日本文明史 　４ 伊藤正徳 
現代の物理学 P.Tマチウス‘[訳]中村誠太郎
現代の理論的諮問題 武谷三男
現代法学全集第 25巻(戦時国際公法・土地
収用法・衛牛行政法)

現代法律学全集・金融法 木内宜彦

建築巨人 伊藤忠太
建築の七燈 ラスキン、[訳]高橋　枩川 [岩波文庫]
元朝秘史 小沢重男
源内先生舟出祝 山本昌代
ケンベル江戸参府紀行(上・下)
ケンベルのみたトクガワ・ジャパンヨーゼフ・クライナー
元禄御畳奉行の日記 神坂次郎
洪庵・適塾の研究 梅渓昇
航海日記 村垣淡路守範正
攻玉社百年史
工芸志科 東洋文庫
工作機械の歴史 ロルト、磯田浩訳
厚生新編 菊池俊彦 恒和出版
高等数学概要 掛谷宗一
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高度情報社会の展望と課題 日本学術会議
稿本自然真営道 安藤昌益 東洋文庫402
紅毛雑話・蘭苑摘芳 江戸科学古典叢書31

紅毛雑話・蘭説弁惑 森島中良・大槻玄沢
古河市研究 85.3月号
祖父　小金井良精の記 星　新一
国際会議｛資料二冊｝
国際会議Proceeding 1～４，１欠 国際科学史会議
国際日本を拓いた人々 北政巳
新訂増補国史大系（前・中・後、普及版)
国史文献解説( 2冊)
国鉄 大島藤太郎
穀物条例論 マルサス、[訳]楠井隆三、東嘉生 [岩波文庫]
小坂家文書
古事記祝詞 倉野憲司、武田祐吉
図解　古銃事典
古酒新酒 坂口謹一郎
古代アレクサンドリア図書館 モスタフア・エルアバディ
古代インドの科学と技術の歴史( 1・2)  [訳]佐藤任
古代技術 ハイベルク、[訳]平田寛 
古代技術 デイールス、[訳]平田寛
古代鉱業史 立川昭二 
古代中国人の[数観念 酒井洋 
古代朝鮮と倭族 鳥越憲三郎 
古代哲学史 古在由重 {岩波文庫]
古代日本の軍事航海史(上中下) 松枝正根 
古代日本の航海術 茂在寅男 
古代日本の知恵と技術 森浩一 
古代日本の発火技術ーその自然科学的研究ー高嶋幸男、岩城正夫 
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古代日本の発火技術ーその自然科学的研究ー高嶋幸男、岩城正夫 
古代の日本海文化 藤田富士夫
古代の役所
古代の暦日 大谷光男
古代のローマ水道一フロンティヌスの
『水道番』とその世界一

今井宏

五代友厚 織田作之助

国家は万能か 家永三郎
古天文学の道 斉藤国治
粉の文化史 三輪茂雄
小林理学研究所50年史
小麦から小麦粉へ アメリカ小麦食品普及研究所
暦 広瀬秀雄
われ新大陸を発見せりー孤独の英雄コロンブス探検記ーR.Hロジャー、[訳]佐藤亮一 
近藤寿一郎 近藤孝四郎発行.. 
コンドルセとその時代 田辺寿利.. 
今日の哲学(科学論) 花田圭介.. 
サイエンス.. ('75・9月号、'76.3月号）
サイエンスを再演するーパー卜２ フォーラムSTS 
西鶴 暉岡康降.. 
西鶴語彙新考 勉誠社、前田金五郎.. 
西郷隆盛 海音寺潮五郎.. 
最後の維新史(特集)[雑誌]. 歴史読本(昭50・11月号).
栽培植物の起源(上中下) ドゥ・カンドル、[訳]加茂儀一 [岩波文庫}
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三枝博音著作集(全1~12) 三枝博音
三枝博音著作目録　河原の石　その人と思
想

三枝博音
続佐賀藩の研究(1・2) 藤野保
大王今昔相模職人の同縁 前場幸治
索引の話 稲村徹元
佐久間象山 宮本仲
佐久間象山の人と思想 金子鷹之助
さくもつ紳士録 青木恵一郎
鎖国時代日本人の海外知識
鎖国日本にきた[康照図]の地理学史的研究船越昭夫
[佐知子]応用和声第 l巻
[佐知子]車輪の下 ヘッセ
[佐知子]斜陽 太宰治
[佐知子}人間失格 太宰治
[佐知子】狭き門
[佐知子]親指のうずき クリスティ-
[i左知子1鏡は横にひび割れて クリスティ-
[佐知子]クリスマスキャロル
【佐知子]基本音楽史
【佐知子]メソボタミヤの殺人 クリスティ-
【佐知子]せむしの子馬
[佐知子]子どもだけの町
[佐知子]和声一理論と実習ー (1)(2)
[佐知子]鍵盤上の和声
[佐知子]和声学第l巻 
【佐知子】音楽史
[佐知子】よくわかる英文法 
[佐知子】視唱と聴音の新しいメソード 
[佐知子]音楽心理学ー音楽と人間形成ー
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[佐知子]音楽心理学ー音楽と人間形成ー
[佐知子】金閣寺 三島由紀夫 
[佐知子】世界の名作集
[佐知子]新音楽史
[佐知子】オズの魔法つかい
[佐知子]チムニーズ館の秘密
[佐知子}鳩の中の猫
{佐知子】こころ
[佐知子]愛の探偵たち
[佐知子]チップス先生さようなら
{佐知子]クリスティー短編全集 クリスティー
[休知子]死の猟犬
[佐知子】河童他 5冊 芥川龍之介
[佐知子]門
[佐知子】カーテン クリスティ}
[佐知子]美しさと哀しみと 川端康成
[佐知子]アラビアンナイト
[佐知子]絵のない絵本
[佐知子]変身 カフカ
[佐知子]鉛筆のはなし
[佐知子]車輪のはなし
[佐知子]シューベルト
[佐知子]スヌーピ一月刊誌
[佐知子]洗たくのはなし
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[佐知子]鉄のはなし
[佐知子}時計のはなし
[佐知子}保存食のはなし
{佐知子]メガネのはなし
[佐知子]ライト兄弟
[雑誌】中央公論、科学ペン他
雑種植物の研究 メンデル、[訳]小泉丹
札幌農学校 蝦名賢造
薩摩博物史 上野益三
佐藤信淵に関する基礎的研究 羽仁五郎
佐藤信淵武学集(上) 日本武学研究所
佐渡金銀山文書の読み方・調べ方田中圭一
サマルカンド年代記 アミン・マアループ、[訳]牟田口義郎
ザ・ヤトイーお雇い外国人の総合的研究ー
サラダ記念日 俵　万智
山陰歴史散歩 徳永真一郎.. 
山海経 [訳]高馬三良
産業革命 マントウ.. 
産業革命のアルケオロジーーイギリス一製鉄企業の歴史ーB.トリンダ一、[訳】山本 
産業技術の西欧化 三枝博音、野崎茂、佐々木峻.. 
産業考古学入門 黒岩俊郎、玉置正美.. 
産業の神々 林正巳.. 
山椒魚戦争 カレル・チャベック、[訳]小林恭二 
三正総覧 66
算爼ー現代訳と解説ー
酸素ガスからナイロンまで 発明発見物語全集７
三大陸周遊記 イプン・パットゥー夕、[訳]前嶋信次 
算法の歴史 タトン、[訳]小堀憲 
シーザーの晩餐 塚田孝雄.. 
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シーザーの晩餐 塚田孝雄.. 
シーボルト最後の日本旅行 シーボルト、[訳]斎藤信 
シーボルト先生.(1～3) 呉秀三
シーボルトと日本の植物 木村陽二郎.. 
シーボルト「日本」 (l ～6) [訳]中井晶夫 
シーボルト「日本」の研究と解説.. 
世界に日本あり（シーボルトの功績）桧山思水
連座(シーボルト事件と馬場為八郎)吉田昭治
ジーメンスと明治日本 竹中亨
シェアの虚実(特集)[雑誌】日経ビジネス(，.. 86・2月号)
塩の世界史..  p.p・マルソープ、[訳]市場泰男
志賀潔 高橋功
時間の歴史 ジャック・アリ夕、[訳]蔵持不三也
黄金の都シカン発掘展[パンフ]
史記(上下) 司馬還、[訳]野口定男
私残記 森荘巳
私塾 R.ルビンジャー
私塾の研究 童門冬二
[辞書]大日本人名辞書

31
地震学事始一関谷清景の生涯ー橋本万平
地震考古学 寒川旭
自然エネルギー(特集)[雑誌] 日本の科学と技術(79・No.195)
自然科学(1 ) 大思想エンサイクロベティア.. 岡邦雄他
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自然料学概論 木村陽二郎
自然科学概論 武谷三男
自然科学と人間(特集).雑誌] 太陽の科学（’６４．９）
自然科学の名著 湯浅光朝
自然と人間 岩田慶治、高宮篤、栗田直躬、樫山欽四郎

自然の謎に挑む 菅井準一
自然弁証法{新書版] エンゲルス、
自然弁証法[岩波文庫] エンゲルス、[訳]菅原仰、寺沢恒信
思想の科学.. (S36・6月号)[雑誌]
時代と文化 安倍能成
実学史研究(1、3、4、5) 
実学史研究.. 2
実験医学序説{岩波文庫 クロード・ベルナール、[訳]三浦岱栄 
失敗の科学史 筑波・大沼
史的に見たる科学的宇宙観の変遷スワンテ・アーレニウス、【訳]寺田寅彦岩波文庫]
明治維新人名辞典 日本歴史学会
コンサイス人名辞典(日本編)
コンサイス人名辞典(外国編)
ギリシャ・ラテン引用辞典
英語難語・難句辞典
【辞典]科学・技術人名事典 都築洋次郎
[辞典]科学史・技術史事典 伊東俊太郎、坂本賢三、山田鹿児、村上陽一郎

[辞典]漢和大字典 小柳可気太
[辞典」世界史辞典 東京大学学生文化指導会発行
[辞典]初等数学辞典
[辞典]名歌辞典 明治書院
ランダムハウス英和大辞典(上下)小学館
死の商人 岡倉古志郎
芝居おもちゃ絵の華麗な世界 一近世庶民と歌舞伎文化ーたばこと塩の博物館
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芝居おもちゃ絵の華麗な世界 一近世庶民と歌舞伎文化ーたばこと塩の博物館
司馬江漢 中井宗太郎
柴田収蔵日記(上・下)
渋澤栄一自伝(青淵百話)
渋湾栄一全集(第2巻) 平凡社
資本論 １ マルクス　長谷部文雄訳
島津斉彬 芳即正 
島津重豪 芳即正 
島津斉彬 東秀雄 
島津斉彬の全容 鮫島志芽太 
社会学と哲学[岩波文庫] デユルケム、[訳]山田吉彦 
社会における科学(上下) [訳]松井巻之助
ジャクリヌと日本人[岩波文庫] ヤーコブ、[訳]相良守峯
三井両替店(三井銀行300年)
《社史》炎とともに(1~3) 八幡製鉄、富土製鉄、新日本製鉄
日通社史 日本通運
陸と海と空と日通創業115年・創立50年の捗み
日産自動車社史 日産自動車株式会社
日本鋼管社史40年史
日立製作所社史 日立製作所
写真集入笠山の花 池田勝志
写真でみる日本生活図引.. (1~8・別巻)
写真用品ショー.. ('82)
ジャン・クリストフ(1~3) ロマン・ロラン、{訳]豊島興志雄  [岩波文庫]
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朱印船時代の日本人 小倉貞男.. 
クライン.. 19世紀の数学 クライン..
宗教と科学の闘争史(上) ドレイパー、[訳]平田寛 
宗教の医学史(資料篇) 京都府医師会.. 
宗教の医学史.. 京都府医師会.. 
15人の生物学者[岩波文庫] 篠遼喜人. 
秋山紀行・夜職草
十字軍の歴史 s.ランシマン、[訳]和田廣、河出書房
種の論理の賓践的構造他 【雑誌]哲学季刊第２号(昭21) 
シユピースのブロシア遠征記
蒋介石名言集 　　秦孝儀
象形文字入門 加藤一朗
松香私思、医学古典集 日本医学会
象山佐久間先生 真田幸世
象山全集(上下) 佐久間象山
小説の作り方 加藤武雄
商人と流通 吉田伸之、高村直助
上毛の和算 丸山清康
蕉門俳諧論考 山下登喜子
昭和史 遠山茂樹、今井清一、藤原彰
昭和時代 中島健蔵
書翰文講話及文範 芳賀矢一、杉谷代水
職人歌合 岩崎佳枝
食の文化史 大塚滋
諸国工人風土記 佐野美津子
諸子百家 貝塚茂樹
初等数学講座 小林善一、森田紀一、細井涼
初等数学史 カジョリ
初等数学史(カジョリ) カジョリ
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初等数学史(カジョリ) カジョリ
初等数学辞典 吉田洋一
初等整数論議義 高木貞治
徐福ロマン一弥生時代のフロンティアー羽田武栄
書物の歴史[岩波文庫] イリン、[訳]玉城肇
シルクロ-ド 岩村忍
シルクロードと錦 奥村正二
シルクロード文明の旅 加藤九祚
白い巨塔 山崎豊子
白い航海(上下) 吉村昭
素人学者の古書探究 三枝博音
城と工夫の足跡
新興科学の旗のもとに (S4・12月号
新数学対話 黒田孝郎
I神聖喜劇」の読み方 大高知児
新世紀大辞典 学研
新制義務教育の10年
人生劇場 尾崎士郎
人生読本(上) トルストイ、[訳]八住利雄 1957
新選組とは何か/親鴛の一通の手紙中央公論「歴史と人物」ｓ50・6月号)
新選洋学年表
人体解剖のルネッサンス 藤田尚男
秦の始皇帝とその時代展
神壁算法の初版本 萩野公剛
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Year-Bookシンポジウム92-' 93) の記録
心理学初歩 [監修}矢田部達郎
人類と文化の誕生 [訳]角田文衛
人類の進歩につくした人々 山本有三
真脳風土記《東洋文庫507)) 周達観
水車史考 李家正文
水車の四季 室田武
水道方式入門 遠山啓
水路部八十年の歴史 水路部創設80周年記念事業後援会 
数学教育史 小倉金之助
数学教育論 小倉金之助
数学史 小堀憲
数学史 武隈良一
数学史研究(1・2) 小倉金之助
日本数学史研究便覧 萩野公剛
新数学対話 黒田孝郎
数学と自然科学の哲学 ヘルマン・ワイル、{訳}菅原正夫、下村寅太郎、森繁雄

数学入門(上下) 遠山啓
数学の回想 小倉金之助
数学の文明開化 佐藤健一
数学の歴史.. 1~5 
数学100の発見/その発展の軌跡数学セミナー.. ('72・12月臨時増刊号)
数学文化史 モリス・クライン、訳・中山茂
数学文化史一群馬を中心としてー大竹茂雄
数学をつくった人びと(1・2)
復刻版末摘花合本 日本珍本研究会
杉浦非水展
杉田玄白・平賀源内ー司馬江漢 芳賀徹
杉田玄白全集.l 杉靖三郎
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杉田玄白全集.l 杉靖三郎
杉本勲略年譜・著作目録
すばらしい科学の世界 武部俊一
スパルタとアテネ 太田秀通
清庵と大槻家の人々 千葉瑞夫
西欧文明の原像 木村尚三郎
生活教育 (1969年11月号)  
生活の古典 牧田茂 
性教育の現場ー男と女が上手につきあうためにー読売新聞社会部編 
生糸絹織物と神戸 
青洲百話 渋沢栄一男爵
聖ジユワンの水 片岡繁男 
精神科学の諸問題 小松摂郎 
精神指導の規則[岩波文庫} デカルト、[訳]野田又夫 
生態学の窓から 吉良竜夫 
生物科学 加藤秀生、溝口元 
生物学 木村陽二郎
生物学 甲斐義幸 中大通信教育部.. 
生物学史研究ノート (No.6）58.5
生物学の歴史(1・.. 2) G.R.テイラー、[訳]矢部一郎、江上生子、大和靖子

生物学を軸とした自然科学概論 飯島衛
生命と物質[創元科学叢書28] へンダースン、[訳}梶原三郎
生命の起源 野田春彦
生命の起j原 オパーリン
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牛命の起源 バナール、[訳]山口・鎮目
西洋医学の歴史 矢部一郎
西洋音楽史 湯浅永年、堀内敬三、監入亀輔
西洋科学史(上ー下) シュテーリッヒ、[訳]菅井 
西洋科学史(１～５) シュテーリッヒ、
西洋近世哲学史 安倍能成.. 
西洋経済史概論 増田四郎.. 
理想ー西洋思想との接点一 理想.. (S40・1月号).. 
西洋事物起源(1~3) ヨハン・ベックマン、[訳]特許庁内技術史研究会
西洋数学史 藤原松三郎.. 
西洋哲学史(下) シヴェーグラ一、{訳】谷川徹三、松村一人
西洋の倫理 勝部真長.. 
数と数学・ろうそくの語る科学・燈火の歴史・音の世界ー自然と人間の闘い世界教養全集
悪魔の弁護人(世界教養全集19) J.G.7レーザ…、[訳]永橋卓介
過去を撮る C.L.ウーリー、訳・平田寛
先史時代への情熱(世界教養全集19)H.シユリーマン、[訳]立川洋三 
発掘物語(世界教養全集19) D。マスターズ、[訳1平田寛、大成莞爾
世界最悪の旅 A.チェリー・ガラード、[訳】戸井十月
世界史辞典
世界システムと政治文化 高柳先男、古城利明
世界史と日本の問題 高柳先男、古城利明
世界人類史物語(下) コフマン
世界人類史物語(上下) 岩波文庫】
世界大思想全集.. (32) ボイル・ニュートン
世界の頭脳 渡辺正雄
世界の大思想 河出書房
世界の七不思議. 庄司浅水.
世界のベストセラー16巻
世界の目(企業の現代史) canon
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世界の目(企業の現代史) canon
世界文化史(全. 5巻) 新評論社
世界文化史 加茂!義一
世界文化史概観(上下 ウェルズ、[訳]長谷部文雄
世界歴史.（１～31) (<1，2，7，8，14，2２友け、》
関寛斎 川崎巴三郎
蘭医関寛斎 戸石四郎
関口先生の還暦を祝して.. 関口先生還暦祝賀準備委員会
関孝和
世俗の思想家たちー入門経済思想史ーハイル・ブローナー、[訳]八木甫 
石鹸の歴史 小林良正
セルボーン博物誌(上下) {岩波文庫]ギルパート・ホワイト、[訳}寿岳文章 
零の発見 吉田洋一.. 
先駆者と北海道 黒田孝郎、遠藤一夫
戦国大名と職人 笹本正治
戦後日本科学者運動史(上・下) 大沼正則、藤井陽一郎、加藤邦興.. 
戦後の文化財調査総決算 『芸術新潮』
専修大学九十年小史 専修大学
戦場パプアニューギニア 奥村正二
全図
占星術 中山茂
戦争と日本人【雑誌] 文芸春秋.. (S40・5月号).. 
戦争のない世界(上下) J.D.バナール、[訳}鎮目恭失
戦争はなくならない 謝世輝
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戦争美術展号ーアサヒグラピア増刊
戦中用語集 三国一朗
遭逢の人 下村寅太郎
創造的進化 ベルグソン、{訳]真方敬道
創造者たち 筑波常冶
造物余譚、医学古典集 日本医学会
俗楽施律考[岩波文庫】 上原六四郎
速度の歴史 ピエール・ルソ一、[訳]金沢秀夫、遠藤真ニ
ソクラテス [訳}久野昭
ソクラテスの思い出[岩波文庫] クセノフォーン、[訳]佐々木理
ソクラテスの弁明クリトン プラトン、[訳]久保免、阿部次郎
[岩波文庫]
その他、新書版
ソビエト科学思想史【岩波文庫】 プロコフィエブ、[訳]亀井健三
ソ連東欧社会の展開 早稲田大学社会科学研究所編
ダーウイニズムと現代の諸科学ー進化論100年記念宮地伝三郎
ダーウィンを読む 八杉龍一
第l回CT学会記念号 『独創』('64・12/6)
大運河発展史(長江から黄河へ)
大学教授室
耐火レンガの歴史 竹内清和
大航海時代一旅と発見の二世紀ーボイス・ベンローズ、[訳}荒尾克己
大航海時代叢書 第2期 (16～24)
大航海時代叢書 １～１１、岩波書店
大航海時代叢書 第2期(1～15)
大航海時代叢書エクストラシリーズ.. １～５
大航海時代叢書 別巻
大自然科学史 ダンネマン(1～11、別巻)
大正文化 南博
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大正文化 南博
太政官目録 (1～8) 
大地と人類の進化(上) [岩波文庫]フェーゲル、[訳}飯塚浩二
大同類聚方 (1～5)
ダイナミック経営をめざす鉄鋼業のグローバル戦略
大日本古事録新井白石(上下) 東京大学史料編纂所
大日本古文書(幕末外国関係文書).. １～７
大帆船 北森俊行
大帆船時代 杉浦昭典
太平楽府 東洋文庫538日野龍夫・高橋圭一
太平記紀行[文庫] 永井路子
太陽/対談平田寛[雑誌] 太陽(創刊一周年記念号)(昭39・6/12)
太陽/江戸の洋学[雑誌] 太陽(昭50・5/12)
太陽/アフリカ[雑誌] 太陽(昭42・4/12)
太陽コレクション、士農工商 1～4) 
平将門の乱.. 福田豊彦
17・18世紀大旅行記叢書.. (1-10) 岩波書店
高杉晋作 奈良本辰也
高田早苗伝 早稲田大学
高野長英(上下) 西口克己..
高橋景保の研究
高橋景保の研究 上原久
ヴェルサイユの秋・(高橋誠遺稿・追悼文集)
高峰譲吉伝 山下愛子.. 
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高安犬物語 戸川幸夫
多紀氏の事蹟 森潤三郎
武田孫一郎先生追悼史集・ーはるかなるものの声ー.. 
たたら(日本古来の製鉄技術) 黒岩俊郎..
たたらから近代製鉄へ 岡田廣吉
追憶の田中賓先生 科学教育研究会協議会化学サークル.. 
田中館愛橘先生 中村清二 
田中浩氏追想および遺稿
田中不二麿傳 西尾豊作
谷間の百合(上下) 宮崎嶺雄.. 
画家ダヴィッド 鈴木杜幾子 
玉川こども百科（(59はつめい、63はっけん） 
玉川児童百科大辞典.. (4科学技術. 21総索引、世界人名辞典)
玉川百科大辞典 3(物理2)
多摩107人の昧散歩 読売新聞八王子支局編
単位の辞典 押田勇雄.. 
単位の進化ー原始単位から原子単位へー高田誠二.. 
図解単位の歴史辞典 小泉袈裟勝.. 
短歌写真集古陶 鈴木敬一.. 
図説探検地図の歴史ー大航海時代から極地探検までーR'A'スケルトン、[訳】増田義郎、 信岡奈生
丹後ちりめん物語.. 八木康敞 62
知覚と発見 [訳]野家啓一、渡辺博
知覚と発見(下)科学的探究の論理
地球の歴史 井尻・湊(岩波新書)
地球はふるえる 根本順吉
竹亭回顧録一維新前後一 東久世伯爵
知識と思考革命 北川敏男、加藤寛.. 
[地図]太陽コレクション((1.江戸・東海道2京
都・大阪・山陽道.. 3西海道・南海道(九州・沖
縄・四国)4中山道・奥州道(名古屋・仙台)
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縄・四国)4中山道・奥州道(名古屋・仙台)

地中海.. (1 ～5） F.プローデル、【訳]浜名優美
知的所有権 富田徹男
地方史研究必携
中央公論.. (ｓ8・3月号)..「雑誌] 79
中央大学創立百周年記念 中央大学
中央大学論集(l １～１３、(4.5.7欠)
中華名物考 (青木正児)
中興期俳諧の研究ー暮雨巷暁台一山下一海
中国印刷術(1・2) [訳]薮内清
中国古代の植物学の研究 水上静夫.. 
中国手工業誌 p.p・ホムメル、[訳]国分直一
中国・日本薬用植物生薬 木村重光
中国農業史研究 天野元之助
中国の科学
中国の科学と日本 薮内清
中国の科学文明 薮内清、岩波書店
中国の数学 薮内清、岩波書店
中国文化受容の研究 大庭侑
中国名言名句の辞典
忠臣蔵 松島栄一
中世イタリアの大学生活 グイド・ザッカニーニ、{訳]児玉善仁
中世から近代への科学史 渡辺正雄、青木靖三
中世灌漑史の研究 賽月圭吾
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中世における宗教と学術の伝播 田中千里.. 
中世日記紀行集 長崎健
中世の医学一治療と養生の文化史ーH・シッパーゲス、[訳]大橋博司、濱中淑彦
中世の技術と社会変動 リン・ホワイト・.. JR，[訳]内田星美 
中世の窓から 阿部謹也.. 
「洋書]中世の歴史 平田陽子論文..
中世への旅(騎士と城、都市と庶民、農民戦争と傭兵)ハインリヒ・プレティヒャ、[訳]平尾治三 
中世ヨーロッパ生活誌(1・2) ボルスト
中世を旅する人々 阿部謹也
鋳造・技術の源流と歴史 石野亨
中大人文科学研究所研究叢書 (1-8 ) 中大人文科学研究所
中大人文研紀要 (19，20，21) 中大人文科学研究所
1985年中央大学百年記念行事記掠中央大学
中大論集  No. 14～16(95・3月) 56
超材料(特集)[雑誌] 日本の科学と技術(79・No.199) 
長州の維新史 中原雅夫
朝鮮からみた古代日本 全浩天
特別展観/朝鮮通信史　近世200年の日韓文化交流東京国立博物館
朝鮮の科学と技術 任正しゃく
鎮西八郎為朝 林房雄
墜落 高知　聰
月着陸 DIEMONDLANDUNG へルベルト・J・ピヒラ一、[訳}菊池武弘 
'85つくば博[バンプ]
九十九折 多田元一 
翼のある風景（86・No.17） 菊池執筆
翼のある風景(87・No.19） 菊池執筆 
坪井信道 中貞夫 
梅雨将軍信長 新田次郎 
庭訓往来 東洋文庫

2012/2/18 21  

庭訓往来 東洋文庫
帝国外交条約輯 玄文社 
定理・法則をのこした人々 平田寛 
デカルト・パスカル 筑摩書房 
適塾と長与専斎 伴忠康
テクノクラートの勃興 W，H，Gアーミティッジ、{訳]赤木昭夫
鉄 立川昭二
哲学叢書　方法叙説 デカルト[訳]落合太郎 [岩波文庫]
哲学と科学 澤潟久敬 NHKブックス
哲学の原理 デカルト[訳」佐藤信衛 [岩波文庫]
鉄からプラスチックまで 発明発見物語全集８
鉄鋼技術史 飯田賢一
鉄道史文献目録ー私鉄社史・人物史編ー鉄道史学会
鉄の語る日本の歴史.. (1・2) 飯田賢一 45
鉄の考古学 窪田蔵郎
鉄のメルヘンー金属学をきずいた人々一
鉄の社会史 斉藤潔
鉄砲記(洞) 中澤護人 53
鉄砲伝来とその影響
鉄を生みだした帝国 大村幸弘
寺田寅彦ーその世界と人間像ー 太田文平
寺田寅彦の作品と生涯 太田文平
寺田寅彦の生涯
典医の歴史 山田重正
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電気化学便覧
天球円譜 ブラムスチード
天才と遺伝（上下） ゴールトン、甘粕石介訳 岩波文庫
電子工業史 [訳]山崎、大河内
天皇の世紀.. (l ～17) [文庫本] 大佛次郎
天皇不親政の伝統 洞富雄 91
天の科学史 中山茂
伝評　上野彦馬 八幡政男
天保の義民 松好貞夫
図説天文学における望遠鏡の歴史
ドイツ技術史の散歩道 種田明
ドイツ史 林健太郎
ドイツ歴史の旅 坂本鉄男、 朝日選書
東海道名所記１ 東洋文庫
東京起点261キロ 稲j尺潤子
東京ゴム取引所二十年史
東京帝国大学術大観(医学部・農学部)
東京電燈株式会社50年史 東京電燈株式会社
東西名詩集 西条八十
透視画 黒田正巳
同時代を読む.. (1981-'85) 尾崎秀樹、高畠通敏他
東大史紀要.. ('91) 東大
銅鐸の謎 坂上秀太郎
東韃地方紀行　他 東洋文庫
東都歳時記.. (1-3)  斉藤月岑
銅の考古学 中口裕
銅の文化史 藤野明
東方見聞読 訳・青木一夫 25
最新当用漢字便覧
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最新当用漢字便覧
東洋思想の科学性[雑誌] 中央公論（昭13）
東洋人の科学と技術 田村専之助
動力革命と技術進歩一戦前期製造業の分析ー南亮進.. 
時を超えた建設の道 c.アレクサンダー、[訳]平田翰那
徳川昭武 須見裕
読史余論 新井白石
特命全権大使米欧回覧実記.. 1～5 
時計 山口隆二
時計読本 米国ウオルサム時計会社編
時計の話 上野益男
床屋医者パレ
都市(ローマ人はどのように都市をつくったか)
都市地図の旅 正井泰夫
ドナウ河紀行 加藤雅彦
土木犀さんの史学散歩 楠善雄
豊臣秀長一ある補佐役の生涯ー(上下)堺屋太一
渡来薬の文化史 宗田一
頓医抄、医学古典集 日本医学会 
ドン・ロドリゴ日本見聞録・ピスカイノ金銀島探検報告
中井川浩の横顔
長岡半太郎伝 板倉聖堂、木村東作、入木江里.. 
中川淳庵先生 和田信二郎.. 
長崎 原田伴彦

2012/2/18 22  



下野宮蔵書目録-アイウエオ順all

長崎オランダ商館の日記 1～3 村上直次郎.. 
長崎海軍伝習所 藤井哲博.. 
長崎海宣伝習所 星亮一.. 
長崎海軍伝習所の日々 東洋文庫
長崎古今集覧名勝図絵
長崎製鉄所 楠本寿一.. 24
長崎のオランダ医たち 中西啓
長崎のオランダ商館 山脇梯二郎
長崎フランス物語 富田仁 33
長崎洋学史(3冊)
長崎歴史の旅 外山幹夫.. 
中島知久平 度辺一英
中牟田倉之助
ナチュラリストの系譜 木村陽二郎

ナフィールド物理　５..
原鳥鮮、永田恒夫、大橋秀雄、吉
本市、藤井j言、高橋安太郎、笠
耐、高橋毅、慶井禎、高橋虎彦

ナポレオンの戦場 柘植久慶
南極越冬記 西堀栄三郎
奈良時代医学の研究 服部敏良
南蛮医アルメイダ 東野利夫
南蛮学統の研究 海老沢有道
南部家文書 鷲尾順敬
ニイチェの歴史哲学 ヴォルフガン夕、-シュレーゲル、【訳】河井昇
現代物理学の父ニールス・ボーア西尾成子.. 
においの歴史ー嗅覚と社会的想像力ーA.コルパン、{訳]山田登世子、鹿島茂
西周全集 (1～3) 西　周
仁科芳雄 玉木・江沢
西村茂樹(泊翁).. 古川哲也
２１世紀からの報告 ソ連科学アカデミー
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２１世紀からの報告 ソ連科学アカデミー
21世紀の階段 科学技術庁..
2 1世紀の学術 日本学術会議
21世紀への階段(第.. 2部) （監修）科学技術庁..
21世紀へのマグナカルタ 鈴木義光
二十年後の世界.. l、.. 2 ナイジエル・コーダ一、[訳]赤木昭夫
20世紀自然科学史7 
日独文化人物交流史 宮永孝.. 
日仏文化交流写真集[写真集] 西堀昭.. 
日蘭交渉の研究 金井圓
日蘭交流の歴史を歩く.. KLMオランダ航空ウインドミル編.. 
日蘭修好380周年記念(きんからかわの世界)黄金の革が結ぶ日本とオランダーたばこと塩の博物館.. 
日蘭文化交渉史の研究 板沢武雄
日蘭文化交渉史の研究
日露かく戦えり(特集)[雑誌] 『歴史と人物』昭５２．４月号
日露国境交渉史 木村汎.. 
日露戦争(1～5) 児島譲
日露陸戦新史 沼田多稼蔵
日中近代化の比較 馬家駿
日中戦争ー日本・中国・アメリカー中大人文科学研究所研究叢書10
ニッポン四百年一外国人の見開ー岡田章雄
日本医学史 富士川游
日本医学史綱要（１，２） 東洋文庫
日本医家伝 吉村昭.. 
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日本医事大年表.. 中野操
日本印刷大観
資料日本英学史.. 1(上)ー英学ことはじめー川澄哲夫.. 
日本開花小史 田口卯吉.. [岩波文庫}
日本海と出雲世界(海と列島文化.. 2)
日本海と北国文化(海と列島文化.. 1) 
日本科学技術史 朝日新聞.. 
日本科学技術史.. 藤田豊
日本科学技術史大系(教育1、2・数理科学)
日本化学工業史 中村忠一.. 
日本科学古典全書(1、.. 9、10巻)
日本科学史(新講大日本史第90巻)中瀬古六郎、外五氏
日本関係海外史料（オランダ商館長日記) 82
『ル・モンド・イリュストレ」日本関係さし絵集横浜開港資料館
日本関係米英議会資料 洞富雄
続日本紀(1・2) 青木和夫、稲岡耕二、笹山晴生、白藤雄幸
日本技術の社会史(1～8) 永原慶二、山口啓二
白木教育史(1・2) 東洋文庫
日本教育百年史談 相沢　
日本近現代史小辞典 竹内理三、田中彰、宇野俊一、佐々木隆爾
日本近世英学史 重又篤太郎
日本近代科学の歩み 村上陽一郎
日本近代史(上下) 【訳]林基 66
日本近代史(上・下) 井上清、鈴木正四
日本近代思想史研究 家永三郎
日本近代人物思想史 [雑誌]中央公論 (S30・11月号)
日本近代文芸 大久保利謙
日本経清学史の旅 大矢真一
日本経済史文献 (1-4、7) 75((5，6抜け 
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日本経済史文献 (1-4、7) 75((5，6抜け 
日本研究第8集 国際日本文化研究センタ一紀要(H5・3)
日本研究 ９ 国際日本文化研究センタ一紀要、角川書店
日本工業技術史 荻原晋太郎
日本鉱業史史料集(明治編・近世編).. 
日本鉱業史要 西尾次郎
日本工業文化史 田村栄太郎
日本国憲法の情景.. 清水睦
日本国史姓の研究[雑誌] 解放(大正10年).. 
新日本古典文学大系一東路記、己巳紀行、西遊記ー 
日本古典文学大系索引.. 
日本語のために 丸谷才一.. 
日本語文法　私家版 井上ひさし.. 
日本歳時記 貝原好古、貝原益軒.. 
日本産業史大系(1～8) .. 地方史研究協議会編
日本産鋼業史 武田晴人
日本産物誌　生活の古典双書 坂井弘、斎藤時泰
物語日本史(第13巻)
新日本史.. (1-4) 
日本史《岩波小辞典》 家永三郎 岩波書店
日本史研究入門 遠山茂樹
日本史小辞典 竹内理三
精選日本史史料集 笠原一男、井上光貞
日本思想大系.. (34) 荒木見悟、井上忠
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日本思想大系.. (43) 水田紀久、有坂隆道
日本史年表 門脇禎二
目本史の争点 和歌森太郎
日本史の展開と外来文化 蔵並省自・妹尾
日本史のなかの動物事典 金子治昌、小西正泰、佐々木清光、千葉徳爾43
日本事物誌 ２ 東洋文庫
日本史分類年表
日本資本主義講座 (1 ～10、別巻) 岩波書店
日本資本主義と科学技術 広重徹
日本酒ルネッサンス 小泉武夫
日本城郭考 古川重春
日本書紀(上下) 坂本太郎、家永三郎、井上光貞、大野晋
日本人とユダヤ人 イザヤ・ベンダサン
日本人と鉄 飯田賢一
日本人の科学観 中山茂
日本人の起源と沖縄 小野隆祥
日本人物在世年表 上園政雄
日本数学教育史 小倉金之助
日本数学史要 藤原松三郎
日本数学の新知識 下平和夫、萩野公剛
日本政治の実力者たち
日本製薬技術の研究 (宗田)
日本測量術史の研究 三上義夫
日本鉄鋼技術史論 飯田賢一
日本哲学思想全書(①～20)
日本哲学全書(⑧のみ)一天文・物理学家の自然観一 
日本における近代国家の成立 ノーマン、[訳]大謹思ニ
日本におけるヒポクラテス賛美 緒方富雄.. 
日本に来た最初のイギリス人 P・G・ロジャース、[訳]幸田礼雅
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日本に来た最初のイギリス人 P・G・ロジャース、[訳]幸田礼雅
日本の偉人 菊池寛
日本農業技術史 筑波常治
日本農業技術史ー近世から近代ヘー岡光夫
日本農業史 古島敏雄
日本農書全集.. (21～35) 
日本農書全集.. (1~20) 
日本の海軍(上) 池田清
日本の外来語 矢崎源九郎
日本の科学界(全)
日本の科学技術100年史(上下) 湯浅光朝
日本の化学工業 林雄二郎 (岩波新書)
日本の科学思想 辻哲夫
日本の科学と科学者 大野三郎
日本の化学と柴田雄二 田中実 大日本図書
日本の科学の歩んだ20年(特集) 科学朝日(，.. 61・11月号.. 20周年記念号)
日本の科学の夜明け 道家達将
日本の学校 勝田守一、中内敏夫

日本の技術 ー産業技術を描く 吉田光邦 66
金属ー日本の技術力一{雑誌] 金属臨時増刊号(ｓ45・10/10)
日本の近代化 中山伊知郎
日本の近代建築(上) 藤森照信
日本の近代史学 家永三郎
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日本の近代文学と早稲田大学
日本の軍隊(上・下) 前田哲男
日本の酒 坂口謹一郎
日本の産業遺産 山崎俊雄、前田清志
日本の産業遺産300選 内田星美、金子六郎、黒岩俊郎
日本の産業指導者 田村栄太郎
日本の時刻制度 橋本万平
日本の地震学 藤井陽一郎.. 
日本の珠算史 溝江　清
日本の職人 吉田光邦
新版日本の城
日本の新学期 読売新聞社編
日本の水車と文化 前田清志
日本の数学 小倉金之助
日本の数学100年史(上・下)
日本の誕生 直良信夫
図説日本の手品 平岩白風
日本の天文学 中山茂 55
日本の農書 筑波常治
日本のばねの歴史 日本ばね工業会
日本の物理学史(上下) 日本物理学会
日本の鉛 石井謙治
日本の方言地図 徳川宗賢
日本のマルクス主義科学論 大沼正則
日本の民間研究所を拝見する 科学朝日1962年11月号
図説日本の洋学 惣郷正明
日本の理科教育史.. (1~3) 
日本の留学生 大村喜吉
日本の歴史(上中下) 井上清
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日本の歴史(上中下) 井上清
日本博物学史 上野益三
日本橋 野口孝一
日本美の探究 吉田光邦
日本評論.. (S14・12月号)
日本風俗備考.. (1 . 2) 東洋文庫
月刊日本文学.. (S7・3月号)
日本俘虜実記（上下） 徳力真太郎
日本文化史 家永三部
日本文化の発達 笠森博繁
日本・ベルギー関係史 磯見辰典、黒沢丈費、楼井良樹
日本名言名句の辞典
日本名所図会全集(1～１２ 筑摩書房
日本薬園史の研究 上田三平、三浦三郎
日本洋学史の研究 １～９ 有坂降道
日本読売新聞縮刷版(昭35~37) 読売新聞社
日本理科教育史 板倉聖宣

日本旅行日記 アーネスト・サトウ、{訳]長岡祥二

日本歴史解禁 瀧川政次郎 [岩波文庫]
日本歴史 15 岩波書店
資料日本歴史図錦 笹間良彦
日本をきずいた科学 吉田光邦
日本を知る小辞典.. 1～6 教養文庫
ニュートン.. アンドレード[訳]久保亮五、久保千鶴子 

2012/2/18 26  



下野宮蔵書目録-アイウエオ順all

Newton [雑誌】 Newton(84・10月号).. 
Newton[雑誌]カナダ特集 84.7
楡の散歩道 黒田孝郎
人問機械論[岩波文庫】 ド・ラ・メトリ、[訳]杉捷夫
人間と科学技術 飯田賢一
人間と技術のふれ合い 飯田賢一
人間と数学・数学と人間 黒田孝郎
人聞の来た道(人類学入門)
人聞の歴史(1、.. 3 ) 安田徳太郎
人聞はどれだけの事をしてきたか石原純
人間はどれだけのことをしてきたか(1，2，3) 恒藤恭
人間への進化(人聞の歴史を考える②)大島泰郎、八杉龍一
ヌーヴォー・ロマン周遊一小説神話の崩壊一鈴木重生
抜け荷 山脇梯二郎
模範最新世界年表
脳死をめぐる諸問題 日本学術会議
農務顛末(全6巻、総目次)
ノーパート・ウィナー自伝 池原止戈夫
野口遵 吉岡喜一
野口遵は生きている
野口英世 小泉丹
野口英世 筑波常治
のこぎり一代(上下).. 吉川金次
梅圏全集(上下). 梅園
ヴァイキング 荒正人 (中公新書)
図説ヴァイキングの歴史 訳・蔵持不三也
敗者の維新史 星亮一
敗者の戦後 入江隆則
ハイネ詩集 訳・生田春月

2012/2/18 27  

ハイネ詩集 訳・生田春月
銅の時代 中沢護人
白秋詩抄 北原白秋
博物学史散歩 上野益三
博物学者列伝 上野益三
博物学史論集 上野益三
博物学の時代 上野益三
幕末維新オランダ異聞 宮永孝
幕末維新全殉難者名鑑.. (1・2)
幕末オランダ留学生の研究 宮永孝.. 
幕末教育史の研究(13) 倉沢剛.. 
幕末遣外使節物語 尾佐竹猛.. 
幕末算法伝 小野寺公二.. 
幕末西洋文化と沼津兵学校 米山梅吉.. 
幕末って何だろう(図解日本の歴史).. [監修]奈良本辰也 PHP研究所編、
幕末出島未公開文書 フオス美弥子.. 
幕末動乱の10年(特集)[雑誌】 歴史と旅(昭54・12月号).. 
幕末ニッポンあれやこれや 紀田順一郎.. 
幕末の海外留学生の記録 林竹二
幕末日本の風景と人びと（写真集）フエリックス・ベアト 横浜開港資料館
幕末の思想家 中沢護人
幕末の駐日外交官・領事官 川崎晴明
幕末の武家 柴田宵曲
幕末武土の失業と再就職 中村豊秀
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幕末文化の研究 林屋辰三郎
幕末明治初期数学者群像(上下) 小松醇郎
幕末明治の画家たち 辻惟雄
幕末・明治の生活風景
幕末明治の.. 101人 中嶋繁雄
幕末明治のホテルと旅券旅券 大鹿武
続幕末和蘭留学関係史料集成 日蘭学会編、大久保利謙
幕末和蘭留学関係史料集成 日蘭学会編、大久保利謙
博覧会の政治学 吉見俊哉.. 
橋 小山田了三.. 
箸の文化史 一色八郎.. 
ハジム.. トルストイ
馬車の歴史 [訳】野中邦子
芭蕉の世界 山下一海..
E蕉の論 山下一海
パスカル 由木康.. 
パスカル全集（１～３） 人文書院
パスカル冥想録 パンセ、訳・由木康
冥想録(パスカル) パスカル
長谷川如是閑著作目録索引 長谷川如是閑
長谷川如是閑 長谷川如是閑著作目録編集委員会
支倉常長異間 中丸明
パタンランゲージ c.アレクサンダー、[訳]平田翰那 
服部之総著作集①維新史の方法②マニュファクチュア史論③歴史論④絶対主義論⑤明治の

花の文化史 吉田光邦
バロック科学の驚異 荒俣宏
バロックの騎士プリンツ・オイゲン 平凡社
犯科帳 森永種夫
萬金産業袋
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萬金産業袋
図説万国博覧会史 吉田光邦
蛮社の獄 芳賀登.. 
藩政改革と明治維新 関順也 43
反ナポレオン考 両角良彦
半峰昔ばなし 高田早苗
PSSC物理学(上・下) 山内恭彦、平田森三、寓山小太郎
光太夫とラクスマン 木崎良平
曳山人形からくり現状と研究 山崎（構成）
飛行の原理 谷一郎
ビゴー日本素描集 清水勲
ピタゴラスの定理 大矢真一
必然偶然自由 津田左右吉 30
秀吉と戦った朝鮮武将 貫井正之
一筋の糸 多田元一
ひとすじの道 多田元一
ヒトになりたいコンビューター '85つくば科学万博出展記念
人の生と死一メチニコフの人生論ー八杉龍一
ヴィトルーヴィス建築書
火縄銃
微分方程式論 吉江琢兒
微分方程式要論 蟹谷乗養
百年前の日本[写真集] モースコレクション写真編
百品考(全) 吉江琢見 84
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百万人の数学(ホグベン) ホグベン
ヒユースケン日本日記 青木枝朗
ビユッフォン ジャック・ロジェ
病気の社会史 立川昭二
表現と介入 イーアン・ハッキング訳渡辺博
表彰式ならびに記念懇談会
日和見の事典 倉嶋厚
平賀源内 桜田常久
平賀源内 水谷不倒
平賀源内 村上元三
平賀源内一江戸の夢ー 稲垣武 69
平賀源内全集(上下) 入田整三
平賀源内ーその行動と思想 塚谷晃弘益弁那夫、 評論社
広川晴軒伝
広重東海道53次 読売新聞
広重名所江戸百景 読売新聞
火を恋ふ 谷崎精二
貧農史観を見直す 佐藤常雄、大石慎三郎
フイリップ全集(第.. 2巻) フイリップ
フィルハーモニー..  (ｓ39・5月号)
フィレンツェ 高階秀爾.. 
フィレンツェ史(上下)[岩波文庫] マキアベルリ、[訳]大岩誠 
風雲海南記 山本周五郎.. 
フーコーー全体像と批判一.. J'G'メルキオール、[訳]財津理 
風車しっくりながら学ぶやさしい工学④一[訳]青木国夫 
原俗史図録(江馬努著作集) 江馬努.. 
風俗問題 現代社会問題研究第11巻.. 
風土と技術と文化 飯田賢一..
復元の日本史説話絵巻(庶民の世界)
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復元の日本史説話絵巻(庶民の世界)
福沢諭吉 石河幹明
福沢諭吉 小泉信三
福地桜痴 川辺真蔵
富士川　游　著作集(1-10) 富士川　ゆう 55
武土道と日本人[雑誌] 『歴史と文学』
富土論叢 萩野公剛教授記念号
物質の構造[創元糾学叢書8] 菊池正士
物質の探究 湯浅光朝
物質の取扱い方 品川時明
{ム典 スッタニバーダ
仏法と医学 川田洋一
物理学史研究 (1-12) 物理学史研究刊行会編
物理学通論
物理学と世界観 マクス・プランク、[訳】新井慶 
物理学と方法 坂田昌一
物理学のあゆみ 大森実
物理学の再発見 高野義郎
物理学の歴史(上・中・下) F.カジョリ
船 須藤利一
船・地図・日和山 南波松太郎
プラトン全集(1~15、別巻)((全揃》 32
ブランクリン自伝 [訳]松本慎一、西川正身
フランクリンの手紙 [訳]蕗沢忠枝
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フランシスコ・ザビエル 津山千恵
聖フランシスコ・ザビエル全書簡.. l[訳}河野純徳
聖フランシスコ・ザビエルの日傘 平湯晃 27
フランシス・ベイコン.. [訳]松川|七郎、中村恒矩
仏蘭西学のあけぼの 富田仁
フランス革命小史 河野健二
ふらんす語事始 高橋邦太郎、富田仁、西堀昭
フランス士宮の下関海戦記 [訳]樋口裕一
フランスの政治 木下廣居
フランス百科全書絵引 ジャック・プルース卜
フランス百科全書の研究 桑原武夫
R'H・ブラントン一日本の灯台と横浜のまちづくりの父一横浜開港資料館..
プリニウス『博物誌 (3巻) プリニウス
古い医術について[岩波文庫] ヒポクラテス、[訳]小川政恭 
フレミングの生涯 アンドレ・モロワ[訳]新庄嘉章、平岡篤頼
フロイス日本史(1 ~12) フロイス、[訳]松田毅一、川崎桃太 
プロタゴラス プラトン、[訳・菊池慧一郎.. [岩波文庫}
「フロラヤボニカ」解説 シーボルト.. 
文化科学と自然科学 佐竹哲雄、尊川昇.. [岩波文庫]
文学.. (S33・5月号)[雑誌] 
文学概論 本間久雄.. 
文学に現われたる我が国民思想の研究津田左右吉.. 津田左右吉
文化史上より見たる日本の数学 三上義夫
文化史の中の科学 碓井益雄
文化大革命の研究 安藤彦太郎
文久2年のヨーロッパ報告(2冊) 宮永孝
「文芸春秋」|にみる昭和史(1・2)
文明開化 木村毅
文明開化と民衆 奥武則
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文明開化と民衆 奥武則
文明源流叢書(2冊)
文明における数学 黒田孝郎
文明の模擬ニヒリズム 山内恭彦・樫山欽四郎
平安時代医学の研究 服部敏良
新米欧回覧記 古川薫
米欧回覧実記 田中彰
米ソの科学技術研究体制(特集) 週刊エコノミスト(昭37・11月号)

平和を学ぶ 丹生久吉、佐藤年明、思玉克哉
ベーコン随筆集[岩波文庫] ベーコン、[訳]神吉三郎
ベートーベンの生涯 属啓成
別子開坑二百五十年史話
ベネルクス現代史
ヘボン書簡集 [訳]高谷道男
ヘボンの生涯と日本語（2冊） 望月洋子
ペリー来航関係資料図録 横浜開港資料館
ペリー来航前後.. 山口宋之
ヘロン.１，２，３. 《ファイル形式》
続弁証法の諸問題 武谷三男
弁証法の諸問題 武谷三男
遍歴(ヨーロッパの旅歌日記) 小松春雄
帆足万里 帆足図南次
帆足万里、脇　愚山 帆足図南次
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帆足万里全集(全4巻) 帆足万里
帆足万里全集(上下) 帆足万里
砲術(安斎)
紡績 横井雄一
抱朴子(外篇.. 1. 2、内篇) 横井雄一
放浪者の書.. 日・ベーンケ、.. R'ヨハンスマイア一、[訳]永野藤夫
HOMER'S ODYSSEY 
北越雪譜 富栄二
北斎画(富土銀行付錦)
北斎漫画.. 1~3 永田牛慈
木多光太郎博 石川悌次郎
本朝食鑑(1～~5) 東洋文庫
本朝度量権衡巧 I 狩谷
ポンペ　日本近代医学の父 宮永孝
マイクロプロセッサの基礎 [訳]加賀美鉄雄 
毎日グラフ/ニッポン40年前 【雑誌]毎日グラフ別冊(３5・8/15) 

前島密自叙伝 
前野良沢 朝倉文夫、大分県教育委員会 
磨女狩り 森島恒雄
廃女と科学者 平田寛
マゼラン ツヴァイク、【訳】高橋、藤井
松平定信 藤田寛
松永良弼 
マッハ力学 
松森胤保 中村清二 
マドラス物語 重松伸司.. 
魔法ーその歴史と正体ー K'セリグマン、[訳】平田寛 
幻の大発見一科学者たちはなぜ間違ったかー1.M.クロッツ
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幻の大発見一科学者たちはなぜ間違ったかー1.M.クロッツ

眉毛眼上集 小泉丹
マルクスーエンゲルスの芸術論 [訳]上田進
全訳マルコ・ボーロ東方見聞録 [訳]青木一夫
ヴェネツィアの冒険家ーマルコ・ポ一口伝一へンリー.H'ハート、[訳]幸田札雅
マルコ・ボーロ 岩村忍
丸の内今と昔 三菱地所株式会社
万延元年のアメリカ報告 宮永孝
見知らぬ海へ 隆康一郎
水と緑と土 富山和子.. 
水と港の恩人H・s.パ-マー展示日録(横浜水道100年記念)
水の征服..   J.Pグベール、[訳]吉田弘夫、道子 30
水野忠邦 北島正元.. 
見世物からテレビへ 加藤秀俊.. 
道の文化史 シュライバ一、[訳]関楠生
道を聞いた人びとー中学牛全集20一道家・大沼・板倉.. 
箕作院甫の研究 蘭学資料研究会.. 
箕作秋坪とその周辺 治郎丸憲三.. 
水戸光国 村上元三.. 
南方熊楠ー花千日の紅なく 阿井景子
南方熊楠アルバム 中瀬善陽、長谷川輿蔵.. 
みな殺し戦争としての現代戦 武谷三男.. 
耳袋(1・2) 根岸鎮衛.. <<東洋文庫207・208))
宮本武之輔と科学技術行政 大淀昇一.. 
ミル自傳 [訳]西本正美
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民俗資料の技術史 小山田了三.. 
夢渓筆談(l －３） [訳]梅原部 《東洋文庫344，362､403
無限と連続 遠山啓.. 
無限の世界(数学史の一断面) 守屋美賀雄..
無限の話 黒田孝郎.. 
武蔵保谷村郷土史料 高橋文太郎.. 
無宿人 佐渡金山秘史 磯辺欣三
無線工学の進歩
むらの鍛冶屋 香月節子、香月洋一郎
明治維新(近代日本の軌跡.. 1) 田中彰
明治維新教育史 井上久雄
明治維新史研究 羽仁五郎
明治維新人物事典 奈良本辰也
明治維新とあるお雇い外国人 大橋昭夫、平野日出雄
明治維新とイギリス商人 杉山伸也
明治維新と女性 中原雅夫
明治維新と日本人 芳賀徹
転向(明治維新と幕臣) 島根きよし
明治維新の意味[雑誌】 中央公論.. (S37・1月号)
明治維新の国際環境 中央公論.. I歴史と人物j増刊..S46・6月号) 
明治維新の社会構造 堀江英一
明治維新の人物像
明治線新の舞台裏 石井孝
明治維新論 石井孝
明治以前日本土木史 土木学会
明治開化史論 栗原信一
明治科学史
明治工業史(計10巻)(土木繍・電気編・鉱業編・火兵編、鉄鋼編・建築編・化学工業編・造船繍・鉄道繍・機械編、地学編・提要、索引)
明治事変記録集成 石田文四郎
明治商売往来 仲田定之助
続明治商売往来 仲田定之助
明治初期御雇医師夫妻の生活 トスカ・へゼキール、[訳]北村智明、小関恒雄
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続明治商売往来 仲田定之助
明治初期御雇医師夫妻の生活 トスカ・へゼキール、[訳]北村智明、小関恒雄
明治初期教育思想の研究 稲富栄次郎
明治初年の世相
明治人物逸話辞典(上下) 森銑三
明治政府と英国東洋銀行 立脇和夫
明治前日本科学史総説
明治前日本人類学・先史学史
明治前日本物理化学史
明治大正史 柳田国男 《東洋文庫105))
明治大正史(言論篇) 朝日新聞
明治・大正の文化[雑誌] 太陽(昭和２）
明治大正文学全集 (11，12，16，17，19～21，23~25，37，38，45~47，53，54) 
明治大正文学全集 (1 ~6、 8~10、13~15、 26~36、 50、 51、 55~58) 
明治天皇[雑誌】 文芸春秋 (S40・1月号)
明治東京逸聞史 ２ 東洋文庫
明治ニッポンてんやわんや 紀田順一郎
明治日本を支えた英国人 [訳]宇佐美龍夫
明治の軍隊 松大芳男
明治の建築ー建築百年のあゆみー桐敷真次郎
明治の理想 紀田l順一郎
史料明治百年 朝日
明治百年 NHK
明治百年一日本文化のあゆみー毎日新聞社会部
明治風俗史(上) 藤沢衝彦
明治文化研究 新旧時代
明治文化資料叢書(1～13)
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明治文化令集(22～27、補巻3)
明治文化全集.. 1～16 
明治文化全集17～21
明治文化策8巻.. 明治文化研究会 昭和10年
明治文化と明石博高翁
明治文化の研究 (株)大證閣
明治文化の新研究 尾佐竹猛
明治文化発祥記念誌
明治もの蒐集 料治熊太
明治を生きた日本人(特集) 新週刊臨時増刊号(昭37・3月号)
めがね絵新考 岡泰正
メキシコ榎本植民 上野久
日でみる江戸職人百姿 図書刊行会編.. 
毛利空桑小伝伝
エドワード.. .S・モース(上・下) ウイマン、訳・蜷川親正.. 
モースと日本 守屋毅 国立民族博物館
モースの発掘 椎名仙卓.. 
モ日スの見た日本[写真集]
鹿島出版会図書目録.. (1969)
岩波新書解説目録
図書目録.. (1987年) 日本放送出版協会
[目録}中大参考資料目録(S50・4月末在) 中大図書館
本居宣長 高橋正夫
ものがたり科学史 小倉金之助、毎日少年ライブラリー.. 
ものがたり機械工学史 三輪修三
ものしり事典.. (3冊) 日置昌一
模範式辞挨拶.. 
モンブランの日本見聞記 訳・森本英夫
薬学の創成者たち 伊沢凡人.. 
八幡製鉄所 小林正彬.. 
山鹿良介詩集歳月 現代日本詩人叢書15 
山本忠興
ヤルタからポツダムヘ 訳・佐藤昌盛
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ヤルタからポツダムヘ 訳・佐藤昌盛
やわらか色の烈風 加賀美幸子.. 
唯物論研究..
ゆーあーおーるぶらじゃーず（社会学者のロンドン生活記）小林茂
遊撃隊始末 中村彰彦
雄松堂書居在康目録No.183・'93-'94) 
有職故実(上下) 石村貞吉
有斐閣選書解説日揖 有斐閣
郵便事創業談(前島密)
湯川秀樹博士「人と学問|追悼特集自然(増刊号)
噂かさのパラドックス 広田守穂、 議談社新書
洋学 (1-3) 洋学史学会研究年報
洋学(上)一日本思想大系 沼田次郎、松村明、佐藤昌介岩波書活、
洋学関係研究文献要覧 箭内健次
洋学事始 東洋文庫
洋学史研究序説 佐藤昌介
洋学史論考 佐藤昌介
陽気な黙示録ーオーストリア文化研究ー中大人文科学研究所研究叢書11 

[洋書]ニュートン
[洋書]Hamdaid IBNAL一HAITHAM 
[洋書]チャウシェスク
[洋書]ROMANIA 
[洋書]Schiffbau Jobst Teichmann ドイツ博物館
[洋書]Das Wasserrad Wilhelm Wolfel
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[洋書]Werkzeug-maschinen Karl Allwang ドイツ博物館
Science and Society USSR academy of science 13
[洋書] In stitute of the history of natura1 Science and TechnologyUSSR academy of science
[洋書】Elektrizitaet Juergen Teichmann ドイツ博物館
{洋書]Heating Ventikating Air Conditioning vol33 大阪暖房ガイド.. 
{洋書]フランス国会（仏語）
【洋書]Wunderwelt der Technik..  ドイツ博物館
[洋書] BIBILIOGRAPHY OF THE HISTOR Y OF MEDICINE  
{洋書]JAPAN-REVIEW '93 NICHIBUNKEN 
[洋書]Measuring instruments-tools of knowledge and control ロンドン科学簿物館
The teaching of history of technoloy in USA '78 
Marine Engineering
Proceedings 1935＾１９６０
ROMANIAN REVIEW 2 1980
[洋書]中国イラスト集 
[i羊書]中国本草学
[洋書]Scientic Trade Cards-in the Science Museum Collection
{洋書]Machine Manufacture 2 76
[i羊書]A short Account of the History Mathematics 
[洋書]Schatze im Deutschen Museum ドイツ博物館
[洋書]Mechanical Engineers Handbook 59
[洋書]ドイツ博物館 ドイツ博物館
[洋書]AnE1ementary Treatise.of the Integral
[洋書]Wissenschaft und Gesellschaft Akademie de wissenschaften der UDSSR 
[洋書] Wissenschafts-Geschi:hte Berichte
[洋書]Maquinas Hidraulicas Villareal
[洋書]医学 Otto L. Bettmann
[洋書] Die Erbben des Prometheus Felix von Koenig
[洋書] Kraftmaschinen I Carl Eckoldt ドイツ博物館
[洋書]Theory Of Structures Arthur Morley
[洋書] Das Puddeln
[洋書]MURET-SANDERS Dictionary WOERTERBUCH
A SHORT SURVEY OF UNNERSAL HISTORY 
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A SHORT SURVEY OF UNNERSAL HISTORY 
ヨーロッバ人の描いた世界 多木浩二

ヨーロッパ文明史 ギゾー訳・安土正夫
横須賀海軍工廠 60
横浜開港資料館所蔵新聞・雑誌目録(平2.12月末現在)横浜開港資料館
横浜開港資料館総合案内 59
横浜開港名所図会(特集) 横浜開港資料館普及誌たたますく3号、
横浜もののはじめ考 横浜開港資料館
吉田松蔭 山岡荘八
酔って候 司馬遼太郎
世に棲む日日 司馬遼太郎
よみがえる尾張医学館薬品会
甦る中世ヨーロッパ 阿部謹也
甦る幕末（写真集） ライデン大学コレクションより：朝日新聞社社

甦る幕末[写真集](オランダに保存されていた800枚の写真から) 朝日新聞社
四千万歩の男 1ー5 井上ひさし
ラ・ベルーズ世界周航記ー日本近海編ー小林忠雄
ラヴォアジェ傳 エドアール・グリモー訳･江上不二夫
蘭学事始 杉田玄白 
蘭学者傳記資料 蘭学資料叢書 4 
蘭学、その江戸と北陸 片桐一男 
蘭学と日本文化 
蘭研報告書 
蘭語学の成立とその展開 (1 ~5) 杉本つとむ
蘭和英和辞典発達史
リーマン幾何学 矢野健
力学要論 佐藤瑞穂
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李朝農業技術史 [訳】飯沼二郎
リットン報告書(和文)
龍渓閑話 矢野文雄
量子力学の曙光の中で 勝木渥
緑草心理 前田夕暮
旅行用心集 八隅蘆庵
リンネとその使徒たち一探検博物学の夜明けー西村三郎
流人と非人 森永種夫 90
ルネッサンスの思想家たち 野田又夫
ルネッサンスと宗教改革 トレルチ訳･内田芳明 [岩波文庫]
霊魂の解剖学 ガレノス訳二宮陸雄
黎明期日本の生物史
技術者・発明家レオナルド・ダ・ヴインチ
レオナルド・ダ・ヴインチの手記(上下)訳・杉浦明平 【岩波文庫】
レオナルド・ダ・ヴインチの方法 ポール・ヴァレリ一、【訳】山田九朗.. 【岩波文庫】 
歴史(上.. 中・下) 松平千秋
歴史学 神田信夫、木村礎、杉原荘介.. 
歴史学研究.. ('57・11月‘.. 12月).. N 0.213・241 
歴史事典月報.. 
歴史における科学 バナール
歴史における日本の文化 三枝博音記念論集編集委員会編 
歴史の研究(1~3) A'トインピー、[訳]桑原武夫
歴史の中の単位 小泉袈裟勝
歴史の読み方 朝日新聞社
歴史理論の構成 歴史教育研究会
歴史を動かした発明 平田寛
列仙伝　神仙f云 [訳]沢田瑞穂
レベルセブン [訳]小野寺健
錬金術 吉田光邦
錬金術師 F.S.テイラー，訳平田寛
錦金術の誕生 平田寛
レントゲン先生の生涯 瀬木嘉一嘉一
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レントゲン先生の生涯 瀬木嘉一嘉一
老松堂日本行録 宋希環
労働法 磯田進
ローマ史論.. (1、.. 3) マキヴェルり、【訳】大岩誠[岩波文庫]
ロ}マ人盛衰原因論 モンテスキュ一、[訳]大岩誠
ローマ帝国衰亡史.. (1、3) ギボン、{訳」村山勇三
ローマ帝国の衰亡史(全 10冊) 岩波書店
ロ}マの道の物語 藤原武
ロシア革命の英雄時代 クリッツマン、[訳}田畑三四郎
ロシア艦隊幕末来訪記 長島要一
ロシヤー過去と現在一(上)..  B・ベアズ、[訳]内山敏 
ロシヤ文学史 訳・米川正夫
路上の人びと 川名・篠原・野村・日本エデイター・スクール社
魯迅研究の今昔 槍山久雄.. 
通説ロドリゲス M'クーパー..
ロンドン科学日記-5.ビープスの日記とロンド王認学会の記録からー訳・板倉聖宣
隈川遺稿　人格者の生活 渡辺操子.. 
隈川歌集 渡辺操子.. 
隈川の流れ 渡辺操子.. 
わが愛誦歌 若山牧水
和鏡の文化史 青木豊
若きウェルテルの悩み ゲーテ　訳・佐藤通次 {岩波文庫]
和算家の旅日記 佐藤健一
和算の誕生 平山諦
和算の歴史(上) 下平和夫
和紙の文化史 久米康生
忘れられた思想家(上下) [訳]大議愿二 
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忘れられた植物学者 増田芳雄.. 
忘れられた日本 ブルーノ・タウト、 [岩波文庫}
早稲田清話.. 
早大創立80年記念出版ー明治文明史における大隈重信早稲田大学
早稲田大学アルバム 早稲田大学
早稲田大学80年誌 早稲田大学
早稲田中学校創立70周年記念録早稲田中学校
早稲田中学校都立60周年記念錨 早稲田中学校
私のかぐや姫.. (3) 外山四郎
私の植物散歩 木村陽二郎
撤(わだち)の文化史一人力車から自動車への道一斉藤俊彦
綿と木綿の歴史.. 武部善人
渡辺華山 志賀徹
渡辺華山 芳賀徹
渡辺華山・高野長英.. 佐久間象横井小楠・橋本方内日本思想体系
倭名類しゅう　索引 正宗敦夫
図説 藁の文化 宮崎清
和蘭の涙とボロニアの徳利 朝比奈貞一
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明治工業史(計10巻)(土木繍・電気編・鉱業編・火兵編、鉄鋼編・建築編・化学工業編・造船繍・鉄道繍・機械編、地学編・提要、索引)
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