
著者名 書　名 巻　号 出版社 出版年 総　頁 備考
辻邦生 西行花伝 新潮社 1995 526
編纂実行委員会 八幡製鉄所80年史ー資料 八幡製鉄所 昭和55年 253
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 19号 鉄鋼連盟 昭和15年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 23号 鉄鋼連盟 昭和15年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 24号 鉄鋼連盟 昭和15年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 25号 鉄鋼連盟 昭和１６年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 26号 鉄鋼連盟 昭和１６年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 27号 鉄鋼連盟 昭和１６年7月
鉄鋼連盟 鉄鋼連盟調査月報 28号 鉄鋼連盟 昭和１６年7月
石渡博明 民の理 社会評論社 1990 322
前田清 技術史教育論 玉川大学出版部 1995 381
社会経済史学会 社会経済史学 ６２巻6号 社会経済史学会 1997 144
鈴木淳 明治の機械工業 ミネルヴァ書房 1996 360
小澤行雄 旧制高等学校記念館 旧制高等学校記念館友の会 平成5年 255
坂口昭 現代企業戦争 日本経済新聞社 昭和43年 245
小中義美 撫順頁岩蝋に関する研究 撫順石礦研究所 昭和10年 214
島村哲夫 鉄鋼経済論 東京大学出版会教材部 昭和30年 224
江西地質鑛業調査所 支那タングステン鑛誌 生活社 昭和15年 203
日本製鐵株式会社 資料目録 日本製鐵株式会社技術部研究 昭和21年 168
鑛石配給統制株式会社 満俺鑛増産奨励金交付要 昭和19年 8
高島節男 帝国満俺株式会社 昭和19年 17
八幡製鐵株式会社 生産設備能力表 昭和28年 131
日本鋼管株式会社 生産設備能力表 昭和24年 59
高島節男 満俺鑛配給統制規則解説 昭和19年 25
日本製鐵株式会社精算
事務所

北樺太 83

福沢諭吉協会 福沢手帳 56 慶應通信株式会社 昭和63年
福沢諭吉協会 福沢手帳 64 慶應通信株式会社 平成2年
福沢諭吉協会 福沢手帳 65 慶應通信株式会社 平成2年
福沢諭吉協会 福沢手帳 67 慶應通信株式会社 平成2年
福沢諭吉協会 福沢手帳 68 慶應通信株式会社 平成3年
福沢諭吉協会 福沢手帳 69 慶應通信株式会社 平成3年
福沢諭吉協会 福沢手帳 70 慶應通信株式会社 平成3年
福沢諭吉協会 福沢手帳 71 慶應通信株式会社 平成3年
福沢諭吉協会 福沢手帳 72 慶應通信株式会社 平成4年



福沢諭吉協会 福沢手帳 73 慶應通信株式会社 平成4年
福沢諭吉協会 福沢手帳 77 慶應通信株式会社 平成5年
福沢諭吉協会 福沢手帳 78 慶應通信株式会社 平成5年
福沢諭吉協会 福沢手帳 79 慶應通信株式会社 平成5年
福沢諭吉協会 福沢手帳 80 慶應通信株式会社 平成6年
福沢諭吉協会 福沢手帳 81 慶應通信株式会社 平成6年
福沢諭吉協会 福沢手帳 83 慶應通信株式会社 平成6年
福沢諭吉協会 福沢手帳 84 慶應通信株式会社 平成7年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 平成2年 117
平野義太郎 馬賊大井憲太郎傳 昭和13年 476
経団連連合会 経団連の二十年 社団法人経団連連合会 昭和14年 364
近藤富枝 鹿鳴館貴婦人考 講談社 昭和55年 240
甲野勇 武蔵野を掘る 雄山閣 昭和33年 194
商工省礦山局編纂 製鐵業参考資料 昭和9年 401
製鐵所総務部 漢冶萍公司関係本邦借款

契約彙纂
不明 300

Bradley Stoughton Iron and steel Mcgrow-Hill Book Company,Inc 1913 537
八幡製鐵所所史編纂実
行委員会

八幡製鉄所80年史 新日本製鐵株式会社 昭和55年 253

湯川秀樹，坂田昌一，武
谷三男

現代学問論 勁草書房 1970 237

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

1 伝統と現代社 1978

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

3 伝統と現代社 1980

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

4 伝統と現代社 1981

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

5 伝統と現代社 1982

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

6 伝統と現代社 1983

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

7 伝統と現代社 1988

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

8 伝統と現代社 1989



ラーク

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

11 伝統と現代社 1994

季刊田中正造研究 3 伝統と現代社 1976
田村紀雄 季刊田中正造研究 5 伝統と現代社 1977
田村紀雄 季刊田中正造研究 8 伝統と現代社 1979
田村紀雄 田中正造とその時代 1 青山館 1981
田村紀雄 田中正造とその時代 青山館 1982
渡良瀬川鉱毒ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
刊行会

足尾銅山鉱毒事件虚構と
事実

渡良瀬川鉱毒ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ刊行会 昭和51年 102

山口一郎 近代中国対日観の研究 ｱｼﾞｱ経済研究所 1970 235
田村栄太郎 日本の技術者 興亜書房 昭和18年 478
八幡製鉄所 YAWATA　reports 5 八幡製鉄所 1963
八幡製鉄所 YAWATA　reports 6 八幡製鉄所 1964
八幡製鉄所 YAWATA　reports 7 八幡製鉄所 1964
八幡製鉄所 YAWATA　reports 8 八幡製鉄所 1964
八幡製鉄所 YAWATA　reports 9 八幡製鉄所 1964
八幡製鉄所 YAWATA　reports 八幡製鉄所 1966
日本鋼構造協会機関誌
(季刊)

JSSC 2 日本鋼構造協会 昭和41年 134

Hubert　Hermanns The planning,erection and
operation of modern open
hearth steel works

London:Ernest Benn limited 1924 307

ﾄﾞｲﾂ製鉄技術史
資源協会 日本の燃料と動力との基本

的考察
資源協会 昭和24年 198

労働大臣官房労働統計
調査部

鉄製錬業 労働大臣官房労働統計調査部 昭和32年 39

土木学会 土木学会誌 51 昭和25年
法政大学経営学会 経営志林 2.1 1965 52
Fred　M.Osborn The story of fthe mushets Thomas Nelson and sons ltd 195
Council of economic
advisers

Economic of the President Unitrd states government
printing office

1975 563

ボイルストン Iron and steel(鉄鋼冶金学

Karl Marx
初歩)
Das Kapital オットー　マイスナーズ　ヴェル 1922 739



満州冶金學會 満州冶金學會會報 14 満州冶金學會 昭和12年

日本貿易振興会 マレーシア・シンガポールの 日本貿易振興会 昭和43年 255
（JETRO） 普通鋼鋼材市場調査
武井武
労働大臣官房労働統計

電気冶金学
製銑工・製鋼工・圧延工

共立社
労働大臣官房労働統計調査部

昭和14年
昭和27年

110
60

調査部
日本鉄鋼史編纂会 日本鉄鋼史第四巻第一冊 日本鉄鋼史編纂会 昭和26年
日本鉄鋼史編纂会 日本鉄鋼史第三巻第一冊 日本鉄鋼史編纂会 昭和25年
国際金属労連(IMF) 世界の鉄鋼大企業の現勢 国際金属労連(IMF) 1959 407
日本鉄鋼史編纂会 日本鉄鋼史第二巻第一冊 日本鉄鋼史編纂会 昭和24年
日本鉄鋼史編纂会
東洋大学文学部紀要第

日本鉄鋼史第五巻第一冊
白山哲学 29

日本鉄鋼史編纂会
東洋大学文学部 1995 112

48集
横浜市立大学図書館目 三枝博音文庫目録 2 横浜市立大学図書館 1969 44
録論叢
横浜市立大学学生論集 「三枝博音先生の人と業 10 横浜市立大学 昭和39年

横浜市立大学図書館目
績」講演の集い
三枝博音文庫目録 1 横浜市立大学図書館 1968 70

録論叢
横浜市立大学図書館目 地理関係図幅目録原稿 1 横浜市立大学図書館 1968 23
録論叢
横浜市立大学図書館目 梵暦蒐書目録 4 横浜市立大学図書館 1969 37
録論叢
満州冶金學會 満州冶金學會會報 39 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 40 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 41 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 42 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 43 満州冶金學會 昭和19年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 6 満州冶金學會 昭和10年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 7 満州冶金學會 昭和10年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 8 満州冶金學會 昭和11年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 9 満州冶金學會 昭和11年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 10 満州冶金學會 昭和11年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 11 満州冶金學會 昭和11年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 12 満州冶金學會 昭和12年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 13 満州冶金學會 昭和12年



岩波書店 図書 12 岩波書店 1992

満州冶金學會 満州冶金學會會報 15 満州冶金學會 昭和13年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 16 満州冶金學會 昭和13年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 17 満州冶金學會 昭和13年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 18 満州冶金學會 昭和13年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 19 満州冶金學會 昭和14年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 20 満州冶金學會 昭和14年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 21 満州冶金學會 昭和14年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 22 満州冶金學會 昭和14年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 27 満州冶金學會 昭和16年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 29 満州冶金學會 昭和16年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 30 満州冶金學會 昭和16年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 31 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 32 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 33 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 34 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 35 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 36 満州冶金學會 昭和17年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 37 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 38 満州冶金學會 昭和18年
満州冶金學會
財団法人科学動員協会

満州冶金學會會報 2 満州冶金學會
熔礦炉（高炉)第二回技術

昭和9年
昭和19年

前田清志
懇談會速記録
日本の機械工業を創った オーム社 平成6年 146
人々

大野真弓 続望操記 サン・エイト 平成8年 89
大野真弓 続続望操記 サン・エイト 平成9年 97
飯田賢一 科学技術思想史論 私刊本 1995 276
岩波書店 図書 岩波書店 1997
岩波書店 図書 11 岩波書店 1968
岩波書店 図書 4 岩波書店 1964
岩波書店 図書 12 岩波書店 1968
岩波書店 図書 2 岩波書店 1970
岩波書店 図書 10 岩波書店 1992
岩波書店 図書 1 岩波書店 1992
岩波書店 図書 8 岩波書店 1992



岩波書店 図書 8 岩波書店 1963

岩波書店 図書 3 岩波書店 1992
岩波書店 図書 8 岩波書店 1989
岩波書店 図書 5 岩波書店 1994
岩波書店 図書 11 岩波書店 1991
岩波書店 図書 9 岩波書店 1991
岩波書店 図書 6 岩波書店 1991
岩波書店 図書 1 岩波書店 1993
岩波書店 図書 2 岩波書店 1991
岩波書店 図書 9 岩波書店 1964
岩波書店 図書 7 岩波書店 1994
岩波書店 図書 6 岩波書店 1994
岩波書店 図書 11 岩波書店 1994
岩波書店 図書 9 岩波書店 1994
岩波書店 図書 2 岩波書店 1995
岩波書店 図書 1 岩波書店 1995
岩波書店 図書 12 岩波書店 1988
岩波書店 図書 7 岩波書店 1986
岩波書店 図書 臨時増刊 岩波書店 1988
岩波書店 図書 11 岩波書店 1993
岩波書店 図書 9 岩波書店 1993
岩波書店 図書 7 岩波書店 1993
岩波書店 図書 5 岩波書店 1991
岩波書店 図書 11 岩波書店 1988
岩波書店 図書 8 岩波書店 1993
岩波書店 図書 4 岩波書店 1993
岩波書店 図書 6 岩波書店 1993
岩波書店 図書 10 岩波書店 1993
岩波書店 図書 4 岩波書店 1991
岩波書店 図書 3 岩波書店 1993
岩波書店 図書 8 岩波書店 1991
岩波書店 図書 7 岩波書店 1989
岩波書店 図書 3 岩波書店 1981
岩波書店 図書 8 岩波書店 1988
岩波書店 図書 9 岩波書店 1975
岩波書店 図書 3 岩波書店 1994



東洋大学哲学会 白山哲学 2 東洋大学哲学会 昭和39年

岩波書店 図書 1 岩波書店 1970
岩波書店 図書 9 岩波書店 1970
多摩信用金庫 多摩の歩み 49 多摩信用金庫 昭和62年
多摩信用金庫 多摩の歩み 69 多摩信用金庫 平成4年
多摩信用金庫 多摩の歩み 68 多摩信用金庫 平成4年
多摩信用金庫 多摩の歩み 67 多摩信用金庫 平成4年
多摩信用金庫 多摩の歩み 66 多摩信用金庫 平成4年
多摩信用金庫 多摩の歩み 65 多摩信用金庫 平成3年
多摩信用金庫 多摩の歩み 63 多摩信用金庫 平成3年
多摩信用金庫 多摩の歩み 58 多摩信用金庫 平成2年
多摩信用金庫 多摩の歩み 41 多摩信用金庫 昭和60年
多摩信用金庫 多摩の歩み 42 多摩信用金庫 昭和61年
多摩信用金庫 多摩の歩み 43 多摩信用金庫 昭和61年
多摩信用金庫 多摩の歩み 44 多摩信用金庫 昭和61年
多摩信用金庫 多摩の歩み 45 多摩信用金庫 昭和61年
多摩信用金庫 多摩の歩み 46 多摩信用金庫 昭和62年
多摩信用金庫 多摩の歩み 70 多摩信用金庫 平成5年
多摩信用金庫 多摩の歩み 52 多摩信用金庫 昭和63年
多摩信用金庫 多摩の歩み 53 多摩信用金庫 昭和63年
多摩信用金庫 多摩の歩み 54 多摩信用金庫 平成2年
多摩信用金庫 多摩の歩み 56 多摩信用金庫 平成1年
多摩信用金庫 多摩の歩み 57 多摩信用金庫 平成1年
多摩信用金庫 多摩の歩み 58 多摩信用金庫 平成2年
多摩信用金庫 多摩の歩み 59 多摩信用金庫 平成2年
多摩信用金庫 多摩の歩み 31 多摩信用金庫 昭和58年
多摩信用金庫 多摩の歩み 35 多摩信用金庫 昭和59年
多摩信用金庫 多摩の歩み 39 多摩信用金庫 昭和60年
多摩信用金庫 多摩の歩み 47 多摩信用金庫 昭和62年
多摩信用金庫 多摩の歩み 70 多摩信用金庫 平成5年
多摩信用金庫 多摩の歩み 69 多摩信用金庫 平成４年
東洋大学哲学会 白山哲学 6 東洋大学哲学会 昭和43年
東洋大学哲学会 白山哲学 7 東洋大学哲学会 昭和45年
東洋大学哲学会 白山哲学 8 東洋大学哲学会 昭和46年
東洋大学哲学会 白山哲学 14 東洋大学哲学会 昭和55年
東洋大学哲学会 白山哲学 1 東洋大学哲学会 昭和37年



八幡製鐵株式会社

辻秀男 手術と体 中公新書 1996 198

東洋大学哲学会 白山哲学 3 東洋大学哲学会 昭和40年
東洋大学哲学会 白山哲学 4 東洋大学哲学会 昭和41年
東洋大学哲学会 白山哲学 5 東洋大学哲学会 昭和42年
東洋大学哲学会 白山哲学 11 東洋大学哲学会 昭和52年
東洋大学哲学会 白山哲学 12 東洋大学哲学会 昭和53年
理想社 理想 495 理想社 1974
新日本出版社 季刊科学と思想 5 新日本出版社 1972
今津健治 島津製作所の成立につい 島津製作所 昭和57年 40
日本製鐵總務局 日鐵各作業所作業要覧 日本製鐵總務局 昭和17年

ストリップ・ミルの話 八幡製鐵株式会社 昭和26年

日本製鐵株式会社
輪西製鉄所視察報告書
銑鉄\鉱石法による燐酸滓 日本製鐵株式会社

昭和24年 91
昭和21年

の製造
日本製鐵株式会社
日本製鐵株式会社総務

ｿ連の教育
ﾄﾞｲﾂに於ける労働保護法

日本製鐵株式会社
日本製鐵株式会社

昭和21年
昭和21年

部企画調査課
日本製鐵株式会社総務

の少年保護
独逸に於ける鐵鋼価格と鐵 日本製鐵株式会社 昭和21年

部企画調査課
日本製鐵株式会社総務

鋼運賃制
鐵鋼生産の熱経済に就い 日本製鐵株式会社 昭和21年

部企画調査課
日本製鐵株式会社総務

て
主要鉄鋼国に於ける鉄鋼 日本製鐵株式会社

部企画調査課 価格の推移とその比較
満州冶金學會 満州冶金學會會報 3 満州冶金學會 昭和9年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 4 満州冶金學會 昭和9年
満州冶金學會 満州冶金學會會報 5 満州冶金學會 昭和9年
飯田賢一 八王子技術史文化史ﾉｰﾄ 7 東京工科大学紀要 1997 47
飯田賢一 科学技術思想史への道 7 東京工科大学紀要 1997 19
八王子事典の会
朝倉治彦，安藤菊二，樋

八王子事典
事物起源辞典

かたくら書店
東京堂出版

1992
1989

940
415

口秀雄，丸山信
前川清治 たちばな地名探訪 労働教育ｾﾝﾀｰ 1997 237
飯田賢一 回想の三枝博音 こぶし書房 1996 206
エドウィン．O．ﾗｲｼｬﾜｰ ザ・ジャパニーズ 文芸春秋 1979 437
野崎昭弘 人工知能はどこまで進むか 岩波書店 1988 150



現代科学研究会 現代科学論叢 11 現代科学研究会 1977

竹内理三，田中章，宇野 日本近現代史小辞典 角川小辞典 昭和63年 465
俊一，佐々木隆爾
大槻栄子 想い出　大槻貞一 平成9年 166
加藤誠軌 研究室のDo It Youself 内田老鶴圃 1995 323
福沢諭吉協会 福沢手帳 54 慶應通信株式会社 昭和62年
福沢諭吉協会 福沢手帳 55 慶應通信株式会社 昭和62年
福沢諭吉協会 福沢手帳 57 慶應通信株式会社 昭和63年
福沢諭吉協会 福沢手帳 58 慶應通信株式会社 昭和63年
福沢諭吉協会 福沢手帳 59 慶應通信株式会社 昭和63年
福沢諭吉協会 福沢手帳 60 慶應通信株式会社 平成1年
福沢諭吉協会 福沢手帳 61 慶應通信株式会社 平成1年
福沢諭吉協会 福沢手帳 62 慶應通信株式会社 平成1年
福沢諭吉協会 福沢手帳 63 慶應通信株式会社 平成1年
福沢諭吉協会 福沢手帳 66 慶應通信株式会社 平成2年
福沢諭吉協会 福沢手帳 74 慶應通信株式会社 平成4年
福沢諭吉協会 福沢手帳 75 慶應通信株式会社 平成4年
福沢諭吉協会 福沢手帳 76 慶應通信株式会社 平成5年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 昭和62年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 昭和63年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 平成1年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 平成3年
福沢諭吉協会 会員名簿 福沢諭吉協会 平成4年
財団法人日本鉄鋼協会 21世紀の鉄鋼業 財団法人日本鉄鋼協会 平成2年 168
田中正造大学ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ 救現 田中正造大学出版部 1990 104
東洋大学哲学会 白山哲学 19 東洋大学哲学会 昭和60年
東洋大学哲学会 白山哲学 21 東洋大学哲学会 昭和62年
東洋大学哲学会 白山哲学 7 東洋大学哲学会 昭和45年
東洋大学哲学会 白山哲学 9 東洋大学哲学会 昭和48年
東洋大学哲学会 白山哲学 10 東洋大学哲学会 昭和51年
東洋大学哲学会 白山哲学 17 東洋大学哲学会 昭和58年
現代科学研究会 現代科学論叢 16 現代科学研究会 1982
現代科学研究会 現代科学論叢 15 現代科学研究会 1981
現代科学研究会 現代科学論叢 10 現代科学研究会 1976
現代科学研究会 現代科学論叢 12 現代科学研究会 1978



金属博物館 金属博物館紀要 24 金属博物館 1995
金属博物館 金属博物館紀要 25 金属博物館 1996

法政大学 ｼｰﾎﾞﾙﾄ研究 創刊号 法政大学フォン・ｼｰﾎﾞﾙﾄ研究会 昭和57年

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件 10
会誌
伝統と現代社 1992

研究
田中正造大学ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ 救現 田中正造大学出版部 1989 128
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 24 日本文化財科学会 1991
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 22 日本文化財科学会 1990
日本文化財科学会誌
特定研究「古文化財」総

考古学と自然科学 2
特定研究｢古文化財｣研究

日本文化財科学会
日本文化財科学会

1969
昭和58年

括班
特定研究「古文化財」総

会話題提供要旨
特定研究｢古文化財｣研究 日本文化財科学会 昭和57年

括班
特定研究「古文化財」総

会話題提供要旨
古文化財に関する自然科 日本文化財科学会 昭和56年

括班
特定研究「古文化財」総

学研究文献目録(建築史)
シンポジウム縄文農耕の実 日本文化財科学会 昭和57年

括班 証性
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 3 日本文化財科学会 昭和58年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 19 日本文化財科学会 1990
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 20 日本文化財科学会 1990
東京工業大学 人文論叢 6 東京工業大学 1980
金属博物館 金属博物館紀要 15 金属博物館 1990
金属鉱山研究会 金属鉱山研究 65 金属鉱山研究会 1992
金属鉱山研究会 金属鉱山研究 63 金属鉱山研究会 1991
金属鉱山研究会
日本科学史学会

金属鉱山研究 66
日本科学史学会員名簿

金属鉱山研究会
日本科学史学会

1992
1989

日本鉄鋼連盟調査部 1967年における世界鉄鋼 日本鉄鋼連盟調査部 1968
業の発達

日本鉄鋼連盟調査部 米国産業1968年の見通し 日本鉄鋼連盟調査部 1968
日本鉄鋼連盟調査局 1961年の欧州鉄鋼業 日本鉄鋼連盟調査局 1963
日本化学會 創立七十五年記念誌 日本化学會 昭和29年 277
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 23 日本文化財科学会 1991
福沢諭吉協会 福沢手帳 91 慶應通信株式会社 平成8年
福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 23 福沢諭吉協会 平成8年 214



日本文化財科学会 日本文化財科学会大会研 日本文化財科学会 昭和63年
究発表要旨

石田正治 シンポジウム「中部の電力 中部産業遺産研究会 1996 110
の歩み」

福沢諭吉協会 福沢手帳 87 慶應通信株式会社 平成7年
福沢諭吉協会 福沢手帳 85 慶應通信株式会社 平成7年
福沢諭吉協会 福沢手帳 82 慶應通信株式会社 平成6年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 31 日本文化財科学会 1996
日本産業技術史学会会
ケネス・ストロング

技術と文明 9巻1号
田中正造伝

日本産業技術史学会
株式会社晶文社

1994
1987

科学技術論ｾﾞﾐﾅｰﾙ田中 田中実先生を偲んで 科学技術論ｾﾞﾐﾅｰﾙ田中実先生 1979
実先生追悼文集編集委 追悼文集編集委員会
技術教育研究会 技術教育研究 40 技術教育研究会 1992
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 24 日本文化財科学会 1992
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 25 日本文化財科学会 1993
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 21 日本文化財科学会 1991
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 23 日本文化財科学会 1992
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 25 日本文化財科学会 1992
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 13 日本文化財科学会 昭和62年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 14 日本文化財科学会 昭和62年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 15 日本文化財科学会 昭和63年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 2 日本文化財科学会 昭和58年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 4 日本文化財科学会 昭和59年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 5 日本文化財科学会 昭和59年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 6 日本文化財科学会 昭和59年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 7 日本文化財科学会 昭和60年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 8 日本文化財科学会 昭和60年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 9 日本文化財科学会 昭和60年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 10 日本文化財科学会 昭和61年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 11 日本文化財科学会 昭和61年
日本文化財科学会
化学史学会

日本文化財科学会会報 12
化学史研究 17巻2号

日本文化財科学会
化学史学会

昭和61年
1990

日本文化財科学会 日本文化財科学会大会研
究発表要旨

日本文化財科学会 昭和61年

日本文化財科学会 日本文化財科学会大会研
究発表要旨

日本文化財科学会 昭和59年



日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 3 日本鉱業史研究会 昭和54年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 2 日本鉱業史研究会 昭和54年

日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 1 日本文化財科学会 昭和58年
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 17 日本文化財科学会 1989
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 14 日本文化財科学会 1981
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 17 日本文化財科学会 1984
日本文化財科学会誌 考古学と自然科学 7 日本文化財科学会 1974
日本文化財科学会誌
日本文化財科学会誌

考古学と自然科学 21
考古学と自然科学 20

日本文化財科学会
日本文化財科学会

1989
1988

特定研究「古文化財」総
括班

古文化財に関する自然科
学研究者名簿

日本文化財科学会 昭和57年

特定研究「古文化財」総
括班

シンポジウムＣ-14の信頼
性

日本文化財科学会 昭和57年

日本文化財科学会 日本文化財科学会６回大
会研究発表要旨

日本文化財科学会 1989

特定研究「古文化財」総 特定研究｢古文化財｣研究 日本文化財科学会 昭和55年
括班 会話題提供要旨
福沢諭吉協会 福沢手帳 90 慶應通信株式会社 平成8年
福沢諭吉協会 回想80年清岡瑛一君聴き 福沢諭吉協会 平成1年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 28 日本鉱業史研究会 昭和62年
日本鉱業史研究会
日本鉱業史研究会

日本鉱業史研究会報
日本鉱業史研究会報

17
18

日本鉱業史研究会
日本鉱業史研究会

昭和59年
昭和59年

日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 １９，２０ 日本鉱業史研究会 昭和60年
合併号

日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 15 日本鉱業史研究会 昭和58年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 16 日本鉱業史研究会 昭和58年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 14 日本鉱業史研究会 昭和58年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 12 日本鉱業史研究会 昭和57年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 11 日本鉱業史研究会 昭和57年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 9 日本鉱業史研究会 昭和56年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 8 日本鉱業史研究会 昭和56年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 7 日本鉱業史研究会 昭和56年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 6 日本鉱業史研究会 昭和55年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 5 日本鉱業史研究会 昭和55年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 4 日本鉱業史研究会 昭和55年



坂本二郎 低開発国開発理論の系譜 ｱｼﾞｱ経済研究所 1969 212
岩田慶治 東南ｱｼﾞｱのこころ ｱｼﾞｱ経済研究所 1969 231

日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 １９，２０ 日本鉱業史研究会 昭和54年
合併号

日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 21 日本鉱業史研究会 昭和60年
日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 22 日本鉱業史研究会 昭和60年
日本鉱業史研究会
日本鉱業史研究会

日本鉱業史研究会報
日本鉱業史研究会報

23
26

日本鉱業史研究会
日本鉱業史研究会

昭和60年
昭和61年

日本鉱業史研究会 日本鉱業史研究会報 24,25合 日本鉱業史研究会 昭和61年
併号

金属鉱山研究会
金属鉱山研究会

金属鉱山研究 68
金属鉱山研究 64

金属鉱山研究会
金属鉱山研究会

1993
1991

日本鉱業史研究会 昭和55年度日本鉱業史研 日本鉱業史研究会 昭和55年
究会研究発表会予稿集

金属博物館 金属博物館紀要 19 金属博物館 1993
金属博物館 金属博物館紀要 20 金属博物館 1993
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 6 金属鉱山研究会 1991
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 7 金属鉱山研究会 1991
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 8 金属鉱山研究会 1992
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 3 金属鉱山研究会 1990
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会ﾆｭｰｽﾞﾚﾀｰ 2 金属鉱山研究会 1990
金属鉱山研究会 日本鉱業史研究会報 51 金属鉱山研究会 1987
金属鉱山研究会 日本鉱業史研究会報 52 金属鉱山研究会 1988
金属鉱山研究会 日本鉱業史研究会報 55 金属鉱山研究会 1988
金属鉱山研究会 日本鉱業史研究会報 57 金属鉱山研究会 1989
金属鉱山研究会 日本鉱業史研究会報 59 金属鉱山研究会 1989
豊崎稔 日本機械工業の基礎構造 日本評論社 昭和16年 475
矢島祐利，野村兼太郎 明治文化史（５） 洋々社 昭和29年 841
早川孝太郎 大蔵永常 山岡書店 昭和18年 414
町田一郎 ｹｲﾝｽﾞ先生の妙案 日本経済新聞社 昭和46年 222
相馬繁美 盗作いさよいの日記 原島健次 昭和51年 285
具島兼三郎 文明への脱皮 九州大学出版 1983 254
正木千冬
盛いくど

日本戦争経済の崩壊
漢民族から大和民族へ

日本評論社
留園出版

昭和26年
昭和46年

326
309

ウイリアム．Ｒ．ゴーハム ウイリアム．Ｒ．ゴーハム傳 ウイリアム．Ｒ．ゴーハム氏記念 昭和26年 360
氏記念事業委員会 事業委員会



日本鉄鋼連盟調査局 西独鉄鋼業現在の問題点
と方向

日本鉄鋼連盟調査局 1968 36

蝋山政道 三輪寿壮の生涯 昭和42年 663
東洋大学哲学会 白山哲学 16 東洋大学哲学会 昭和56年
長谷川熊彦 砂鉄 技術書院 昭和38年 435
日刊工業新聞社
大平工業株式会社
網野善彦,大林太良，高

金属材料
建設を顧みて
稲と鉄

日刊工業新聞社
大平工業株式会社
小学館

昭和36年
昭和40年
昭和58年

302
497

取正男,谷川健一，坪井
洋文，宮田登，森浩一
佐藤省吾
日本鉄鋼連盟

科学ﾍﾟﾝ
鉄鋼工場別生産実績

科学ﾍﾟﾝ社
日本鉄鋼連盟

昭和16年
昭和49年

160
37

日本鉄鋼連盟 鉄鋼工場別生産実績(特殊 日本鉄鋼連盟 昭和49年 46
鋼鋼材)

日本鉄鋼連盟
大橋周治

鉄鋼工場別原料受払実績
鉄鋼業

日本鉄鋼連盟
東洋経済新報社

昭和49年
昭和41年

23
334

日本鉄鋼連盟 鉄鋼事業所別・部門別従業 日本鉄鋼連盟 昭和49年 8

Peter　F.　Drucker
者数
Tecnology　and　society 研究社出版株式会社 1971 135

鍵山正則 炭素鋼形鋼(日本鉄鋼全書
4)

鉄鋼と金属社 昭和40年 243

鉄鋼統計委員会 統計から見た日本鉄鋼業 鉄鋼統計委員会 昭和45年 59

吉野俊彦
100年の歩み
経済の見方考え方 昭和42年

日本鉄鋼連盟 大規模に進む米国鉄鋼業 1967 32
の再建

日本鉄鋼連盟調査部 1965年におけるﾌﾗﾝｽ鉄鋼 日本鉄鋼連盟調査部 1967 122
日本鉄鋼連盟調査部
日本鉄鋼連盟調査局

ベンソン報告(第一次)
日本鉄鋼業の印象

日本鉄鋼連盟調査部
日本鉄鋼連盟調査局

1967
昭和38年

73
34

日鉄社史編集委員会事
務局

清津製鉄所建設計画概要
（１）

高山書院 昭和18年 167

日本鉄鋼連盟調査局 西欧に見る1970年の主要
製鉄資源

日本鉄鋼連盟調査局 1963 39

I．E,Madsen 1961年における鉄鋼業の
発展

日本鉄鋼連盟調査局 昭和37年 140



日本鉄鋼連盟調査部

社団法人蔵前工業會 会員名簿 社団法人蔵前工業會 平成3年 1446
駒形作次追悼集刊行会 駒形作次追悼集 駒形作次追悼集刊行会 昭和46年 208

日本鉄鋼連盟調査局 ｱﾒﾘｶ鉄鋼業におけるﾏﾈｰ 日本鉄鋼連盟調査局 1962 114

日本鉄鋼連盟調査部
ｼﾞﾒﾝﾄの組織および方法
英国鉄鋼国有化法ー全文 日本鉄鋼連盟調査部 1967 149
ｱﾒﾘｶ経済および鉄鋼業の
現状と見通し

日本鉄鋼連盟調査部 1967 23

製鉄所沿革史(分掌および 大正14年 210
委任)
製鉄所沿革史(出張所) 大正14年 81

八幡特殊鋼部
八幡製鐵第二工作課

各工場主要設備及作業概
八幡製鐵資料（工作編） 2

八幡製鐵所
八幡製鐵所

大正15年
昭和26年－2

136
149

八幡製鐵工作設計課・第 八幡製鐵資料（工作編） 1 八幡製鐵所 昭和27年－30 288
一．二整備課
八幡製鐵鋳鍛課,ﾛｰﾙ課 八幡製鐵資料（工作編） 3 八幡製鐵所 昭和27年－30 191
八幡製鐵機工課
八幡製鐵第一工作課

八幡製鐵資料（工作編）
八幡製鐵資料（工作編）

2
1

八幡製鐵所
八幡製鐵所

昭和27年－3
昭和25年－2

0 208
240

八幡製鐵第三工作課，
ﾛｰﾙ課

八幡製鐵資料（工作編） 3 八幡製鐵所 昭和26年－2 155

八幡製鐵工作設計課，
第一工作課

八幡製鐵資料（工作編） 1 八幡製鐵所 昭和26年－2 259

八幡製鐵第三工作課， 八幡製鐵資料（工作編） 3 八幡製鐵所 昭和24年－2 116
ﾛｰﾙ課
八幡製鐵第二工作課 八幡製鐵資料（工作編） 2 八幡製鐵所 昭和25年－2 147
八幡製鐵第水道課 八幡製鐵資料（工作編） 3 八幡製鐵所 昭和24年－2 400
八幡製鐵所 八幡製鐵資料（圧延編) 4 八幡製鐵所 昭和24年－2 404
八幡製鐵第二化成課
日本鉄鋼連盟調査局

八幡製鐵資料（化工編） 2
鉄鋼業における生産性

八幡製鐵所
日本鉄鋼連盟調査部

昭和24年－2
昭和38年

360
171

日本鉄鋼連盟調査部外 海外主要鉄鋼会社の競争 日本鉄鋼連盟調査部外国調査 昭和39年 361
国調査課
日本鉄鋼連盟調査局

力と経営戦略
西ﾄﾞｲﾂ鉄鋼業の現状

課
日本鉄鋼連盟調査局 1963 44

日本鋼構造協会機関誌 JSCC 1巻2号 日本鋼構造協会 昭和41年
（季刊）
祝（はふり）宮静 日本の生活文化財 第一法規出版株式会社 昭和40年 52
水原徳言 ブルーノ・タウトの工芸 武蔵野美術大学 昭和60年 71
高橋昇 金属 41巻2号 株式会社アグネ 昭和22年



金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 9 金属鉱山研究会 1975
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 10 金属鉱山研究会 1976

川崎製鉄株式会社 川崎製鉄二十五年史 川崎製鉄株式会社 昭和51年 875
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 20 金属鉱山研究会 1979
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 21 金属鉱山研究会 1979
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 22 金属鉱山研究会 1979
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 23 金属鉱山研究会 1980
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 24 金属鉱山研究会 1980
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 25 金属鉱山研究会 1980
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 26 金属鉱山研究会 1980
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 27 金属鉱山研究会 1981
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 28 金属鉱山研究会 1981
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 29 金属鉱山研究会 1981
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 35 金属鉱山研究会 1983
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 40 金属鉱山研究会 1984
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 41 金属鉱山研究会 1984
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 43 金属鉱山研究会 1985
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 44 金属鉱山研究会 1985
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 45 金属鉱山研究会 1985
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 46 金属鉱山研究会 1985
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 47 金属鉱山研究会 1986
慶應義塾大学法学研究 教養論叢 慶應義塾大学法学研究会 1985
石坂正男 季刊輸送展望 日通総合研究所 1996
佐々木享 技術教育研究 48 技術教育研究会 1996
日本鉄鋼協会 ふぇらむ 2巻2号 日本鉄鋼協会 1997
建設省 東海道新幹線 2巻10号 建設省 昭和39年
広瀬眞一 鉄道８0年の歩み 日本国有鉄道 昭和27年
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 16 金属鉱山研究会 1978
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 1 金属鉱山研究会 1973
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 2 金属鉱山研究会 1974
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 3 金属鉱山研究会 1974
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 4 金属鉱山研究会 1974
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 5 金属鉱山研究会 1974
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 6 金属鉱山研究会 1975
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 7 金属鉱山研究会 1975
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 8 金属鉱山研究会 1975



金属鉱山研究会
金属鉱山研究会

伴野哲朗 金属 67巻1号 株式会社アグネ 1997
財団法人日本鉄鋼協会 ふぇらむ 1巻12号 日本鉄鋼協会 1996
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 81巻5号 日本鉄鋼協会 1995

金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 11 金属鉱山研究会 1976
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 12 金属鉱山研究会 1976
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 13 金属鉱山研究会 1976
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 14 金属鉱山研究会 1977
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 15 金属鉱山研究会 1977
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 17 金属鉱山研究会 1978
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 18 金属鉱山研究会 1978
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 32 金属鉱山研究会 1982
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 34 金属鉱山研究会 1983
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 36 金属鉱山研究会 1983
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 37 金属鉱山研究会 1983
金属鉱山研究会 金属鉱山研究会会報 39 金属鉱山研究会 1984

金属鉱山研究会会報
金属鉱山研究会会報

47 金属鉱山研究会 1986
48 金属鉱山研究会 1986

伴野哲朗 金属 44巻9号 株式会社アグネ 1974
梅園叢書 第二集

上
吉川育太郎 金属材料 15巻10号 日刊工業新聞社 昭和50年
置村忠雄
日本電信電話公社

続・軽金属史
新しい電気通信技術

金属産業研究會
日本電信電話公社

昭和52年 122
昭和58年 204

日本通運 通運史料解説 日本通運 31
新日本製鐵株式会社調 調査統計月報 77 新日本製鐵株式会社調査部 昭和51年
査部
伊東英 ILT　NEWS 早稲田大学語学教育研究所 1985 204
株式会社ジェムコ ARTS 株式会社ジェムコ 1977
株式会社ジェムコ SOCIAL　SCIENCE 株式会社ジェムコ 1977
株式会社ジェムコ EDUCATION 株式会社ジェムコ 1977
現代科学研究会
牧野元
財団法人日本鉄鋼協会

現代科学論叢 19
創業100年の長崎造船所
北欧4ｶ国の鉄鋼業の概況

現代科学研究会
三菱造船株式会社
財団法人日本鉄鋼協会

1985
昭和32年

1971
726
73

HUTTENWERK STAHL　VON　RHEIN HUTTENWERK 1957 131
RHEINHAUZSEN RHEINHAUZSEN
AKTEINGESELLSHAFT AKTEINGESELLSHAFT



株式会社日立製作所 日立 2 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 8 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 6 日立評論社 1979

岩波書店
三菱鉱業ｾﾒﾝﾄ株式会社

図書 11
三菱鉱業社史

岩波書店
三菱鉱業ｾﾒﾝﾄ株式会社

1996
昭和51年 1062

総務部社史編纂室
三菱重工業株式会社総 新三菱重工業社史 株式会社アド　センター 昭和42年 745
務部長　斎藤重吉
三菱重工業株式会社総 三菱重工業株式会社史 株式会社アド　センター 昭和42年 515
務部長　斎藤重吉
三菱重工業株式会社総 三菱造船株式会社史 日本工房 昭和42年 688
務部長　斎藤重吉
株式会社日立製作所 日立 6 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 9 日立評論社 1996
株式会社日立製作所 日立 10 日立評論社 1996
株式会社日立製作所 日立 11 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 8 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 7 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 5 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 3 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 4 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 1 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 2 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 4 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 5 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 1 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 11 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 12 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 9 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 8 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 9 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 3 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 2 日立評論社 1979
株式会社日立製作所 日立 7 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 4 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 1 日立評論社 1980



田中実 科学史集刊 7 東京工業大学科学史技術史談
話会

1972

工藤大助 横山久太郎翁傳 釜石市　菊池伝助 1978 136

株式会社日立製作所 日立 12 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 4 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 3 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 6 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 10 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 5 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 9 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 12 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 8 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 11 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 7 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 1 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 2 日立評論社 1981
株式会社日立製作所 日立 9 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 11 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 10 日立評論社 1980
株式会社日立製作所 日立 7 日立評論社 1978
株式会社日立製作所 日立 3 日立評論社 1980
株式会社日立製作所
株式会社日立製作所

日立
日立

10
12

日立評論社
日立評論社

1978
1979

株式会社日立製作所
田中実

日立
科学史集刊

5
1

日立評論社
東京工業大学科学史技術史談

1980
1964

田中実 科学史集刊 2
話会
東京工業大学科学史技術史談 1965

田中実 科学史集刊 3
話会
東京工業大学科学史技術史談 1965

田中実 科学史集刊 4
話会
東京工業大学科学史技術史談 1966

田中実 科学史集刊 5
話会
東京工業大学科学史技術史談 1967

田中実 科学史集刊 6
話会
東京工業大学科学史技術史談 1971
話会



鎌倉市教育委員会 鎌倉教育史 鎌倉市教育委員会 昭和49年 618
日本産業技術史学会編 日本産業技術史学会第4回

年回講演概要集
日本産業技術史学会 昭和63年

横浜の空襲を記録する 横浜の空襲と戦災 横浜の空襲を記録する会 昭和52年 526
W.D.Burton The Origins of the Modern

Japanese Iron and steel
Industry

Part　Ⅰ London　University 1972 211

W.D.Burton The Origins of the Modern
Japanese Iron and steel
Industry

Part　Ⅱ London　University 1972 383

W.D.Burton The Origins of the Modern Part　Ⅲ London　University 1972 672
Japanese Iron and steel

大橋正人
Industry
近代沿革図集 東京都湊区立図書館 昭和50年

George Sansom
George Sansom

A History of Japan to 1334
A History of Japan to

Stanford University press
Stanford University press

1958 500
1963 258

1615-1867
田中実 科学史集刊 8 東京工業大学科学史技術史談

話会
1973

Nippon Steel Corporation History of Steel In Jaoan Nippon Steel Corporation 1973 39
宮浦梓 製鉄研究 310 新日本製鐵株式会社技術本 昭和57年

部，技術企画管理部
岩波書店 図書 10 岩波書店 1991
川崎製鉄 鐵 145 川崎製鉄 1989
伴野哲朗 金属 57巻12号 株式会社アグネ 1987
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼(第56年)索引 日本鉄鋼協会 昭和45年
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼(第55年)索引 日本鉄鋼協会 昭和44年
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼(第54年)索引 日本鉄鋼協会 昭和43年
財団法人日本鉄鋼協会
財団法人日本鉄鋼協会

鉄と鋼(第53年)索引
鉄と鋼(第51年)索引

日本鉄鋼協会
日本鉄鋼協会

昭和42年
昭和40年

三沢市教育委員会 野口貝塚出土品図録 三沢市教育委員会 1982 61
群馬県歴史博物館 群馬県歴史博物館常設展

示解説
群馬県歴史博物館 昭和54年 89

宮下土義 麻績村勢要覧 麻績村役場 昭和49年 20
上田市立博物館 図録『信濃のやきものとそ

の源流』
上田市立博物館 昭和49年 48



No.２
八幡製鐵株式会社 YAWATA　reports 10 八幡製鐵株式会社 1965
2列

日本産業技術史学会編 日本産業技術史学会第3回
年回講演概要集

日本産業技術史学会 昭和62年

古賀憲介
日本産業技術史学会編

産業事情・鉄鋼業(未定稿)
日本産業技術史学会第1年

東京大学経済学部
日本産業技術史学会

昭和57年 350
昭和60年

日本産業技術史学会編
回講演概要集
日本産業技術史学会第2回 日本産業技術史学会 昭和61年
年回講演概要集

H.Baumann Muret-Sanders(英-独，独- Langenscheidtsche 1910 1183
英辞典) Verlagsbuchhandlung

日本金属学会 日本金属學會誌 25 日本金属学会 1961
日本金属学会 日本金属學會誌 24 日本金属学会 1960
日本金属学会 日本金属學會誌 23 日本金属学会 1959
日本金属学会 日本金属學會誌 22 日本金属学会 1958
日本金属学会 日本金属學會誌 21 日本金属学会 1957
日本金属学会 日本金属學會誌 20 日本金属学会 1957
日本金属学会 日本金属學會誌 19 日本金属学会
日本金属学会 日本金属學會誌 18 日本金属学会
日本金属学会 日本金属學會誌 17 日本金属学会
日本金属学会 日本金属學會誌 16 日本金属学会
日本金属学会 日本金属學會誌 15 日本金属学会
工業技術博物館
工業技術博物館

工業技術博物館ニュース 6
工業技術博物館ニュース 8

日本工業大学
日本工業大学

1991
1992

社団法人日本工学会
Britush Iron And

日本工学会年報
The Steel Age

社団法人日本工学会
Britush Iron And Federation

昭和61年
1949

156
10

Federation
Britush Iron And Iron And Steel Atc, Britush Iron And Federation 1953 8
Federation
American Iron And Steel The Picture Story Of Steel American Iron And Steel 1967
Institute Institute
八幡製鐵株式会社
八幡製鐵株式会社

YAWATA　reports…，６７
鉄のできるまで

八幡製鐵株式会社
八幡製鐵株式会社

1967
1958

56
12

八幡製鐵株式会社 YAWATA　reports…，６６ 八幡製鐵株式会社 1966 52
八幡製鐵株式会社 YAWATA　reports VOL ａ 八幡製鐵株式会社 1962 24



東洋大学文学部紀要 白山哲学 第28号 東洋大学哲学会 1994
柏書房 Libellus 柏書房 1991
重田定正，山川丈平 Robert　Koｃｈ 第三書房 1974 61

武田英子 青い目をしたお人形は 太平出版社 1981 244
斎藤広志 新しいﾌﾞﾗｼﾞﾙ サイマル出版会 1974 226
中田義算 製鐵 ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ産業全書 昭和13年 286
佐藤太平 楽翁松平定信 宮越太陽堂書房 昭和17年 274
黒羽清隆 日本史百三十一話 雄山閣出版株式会社 昭和38年 402
小川一 わが家が建つまで 毎日出版社 昭和39年 158
カント(豊川昇訳) 啓蒙とはなんぞや(其他） 創元社 昭和23年 204
北野道彦 人間の歴史をたずねて 中央公論社 昭和24年 196
ディドロ(木田喜代治訳） ラモ-の甥 八雲書店 昭和23年 377
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 財界人の技術観 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 昭和44年 450
吉谷豊 日本的技術の模索 株式会社アグネ 1980 156
会田俊夫 歯車の技術史 開発社 昭和45年 250
中村清二 田中館愛橘先生 中央公論社 昭和19年 281
田村松平 自然科学的世界像 みすず書房 諸28年 203
Ｊ．ロ－ランド(中村誠太
澤田巳の助

ラザフォ－ド
砂のあしあと

鱒書房
澤田巳の助

昭和31年
昭和62年

205
294

各務鑛三
Ｃ・ゼーリッヒ（湯川秀樹

ガラスの成長
ｱｲﾝｼｭﾀｲﾝの生涯

中央公論美術出版
東京図書

昭和58年
1974

205
250

序，広重徹訳
丸山昭二郎・丸山泰通・ 情報社会の図書館 丸善株式会社 昭和57年 302
堂前幸子・成田憲彦
我孫子誠也
石橋長英

歴史をたどる物理学
エルウイン　フォン　ベルツ

東京教学社
日本新薬株式会社

1981
昭和46年

222
278

市川善三郎 ベルツと草津温泉 草津ベルツ協会 1980 281
Jost Amman and Hans The book of Trades(stande Dover Publications,INC. 1973 127
Sachs buch)
下間瀬一 技術文化史12講 森北出版株式会社 1983 254
本田宗一郎ほか
ディキンソン(原光雄訳)

技術人精神
ジェームズ・ワット

ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ社
創元社

昭和52年 256
昭和16年 278

福澤桃爪 財界人物我観 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 昭和5年 284
法学研究会 法学研究 第58巻第 慶應大学法学部内法学研究会 昭和60年

10号



服部之總 明治維新 福村書店 1951 110
芳賀登 日本文化史の焦点 雄山閣出版株式会社 昭和38年 362
清宮一郎 松本健次郎懐奮談 清宮一郎 昭和27年 270

Roald　Dahl The　Enormous　Crocodile 篠崎書林 昭和54年 49

D.H.lawrence
（間抜けなｸﾛｺﾀﾞｲﾙ）
The　Widowing　ofMrs 株式会社英宝社 昭和54年 109
Holroyd

尾佐竹猛，渡邊幾治郎 近世文化史上に於ける大 文明協會 昭和5年 178
隈重信侯

幸田露伴 澀澤栄一傳 岩波書店 昭和14年 317
日獨文化協會 日本滞在記 日本滞在記 昭和15年 268
高森敏夫 考える子供たち 角川書店 昭和24年 249
コンドルセ 人間精神進歩の歴史 創元社 昭和24年 361
小倉金之助 数学の社会性 勁草書房 1974 309
萩原雄祐 わが師・わが友 みすず書房 昭和42年 282
坂本賢三 機械の現象学 岩波書店 昭和50年 331
タカハラ　タケヨシ
桂園雑草

土着の学問の発想
西尾けい次郎

東洋経済新報社 昭和48年
1959

281
53

Benjamin　Farrington
加茂義一，田中実，山崎

Francis　Bacon
圖解　科學技術史事典

Lawrence and awishart Ltd.
弘文堂

1951 198
昭和27年 229

俊雄
紀伊国屋書店 行動 第３年第 紀伊国屋書店 昭和10年

五号
福沢諭吉 愛児への手紙 岩波書店 昭和28年 233
和歌森太郎　ほか
本田静六

紀元節
本田静六体験八十五年

歴史教育者協議会
講談社

1958
昭和27年

258
304

アンリ・アルヴォン 佛教 白水社 1954 136
佐々木信綱，久松潜一， 論語 いてふ本刊行會 昭和28年 233
竹田復
小森田一記 渡邊義介傳，三鬼隆傳 東洋書館 昭和29年 314
家永三郎 日本思想史の諸問題 斎藤書店 ？ 239
野呂榮太郎 日本資本主義発達史 岩波書店 昭和２４年 454
吉村冬彦 橡の實 小山書店 昭和23年 341
高村象平 西洋経済史 有斐閣 昭和46年 305
服部之總 維新史の方法 理論社 1955 342
伊東整 日本文壇史　開花期の 講談社 昭和28年 288



遠藤元男，小口八郎 日本の伝統技術と職人 槇書店 昭和50年 284
米国上院反トラスト小委
員会　坂根哲夫監修

管理価格 ぺりかん社 昭和42年 473

日本文化会議 日本に教育はあるか 研究社 昭和47年 299

石井良助 江戸時代漫筆　江戸の町 井上書房 昭和34年 286
奉行その他

土屋喬雄 日本經濟史概要 岩波書店 昭和15年 300
早坂一郎 化石の世界 誠文堂新光社 昭和15年 306
飯田傳一 大原幽学先生 洋々社 昭和29年 100
東洋大学甫水会 井上円了博士の人と業績 東洋大学甫水会 昭和32年 56
有馬宏
野村兼太郎

トンネルを掘る話
近世日本の經世家

岩波書店
泉水堂

昭和16年
昭和23年

274
366

E.H.Norman　陸井三郎訳 日本における兵士と農民 白日書院 昭和２３年 198
大塚久雄
服部之總

近代化の歴史的起點
服部之懸總著作集（絶対主

學生書房
理論社

昭和23年
1955

257
355

義論）
服部之總 服部之懸總著作集（歴史 理論社 1955 344
服部之總 服部之懸總著作集（マニュ

ファクチュア史論）
理論社 1955 315

神谷不二　ほか
織田誠夫

70年代のアジアと日本
人間安田善次郎

読売新聞社
經濟展望社

昭和45年
昭和28年

385
318

遠山茂樹，石母田正，高 世界の歴史（日本） 毎日新聞社 昭和29年 375
橋眞一
服部之總 服部之懸總著作集（明治の 理論社 1955 312

思想）
高瀬重雄 日本人の自然観 河原書房 昭和17年 256
土屋喬雄 日本における経営者精神 経営書房 昭和37年 138

の発達
ノンちゃん雲に乗る 石井桃子 光文社 昭和26年 255
牧野富太郎 牧野富太郎自叙伝 長嶋書房 昭和31年 275
岡田章雄 三浦按針 創元社 昭和23年 313
上村占魚 海旅抄 紅書房 昭和61年 161
吉野秀雄 山国の海鳴 紅書房 昭和61年 103
保田興重郎
篠原三代平

落柿舎のしるべ
産業構造論

落柿舎
筑摩書房

平成4年
1956

77
291

田村秀治 サウジ　アラビア 読売新聞社 昭和51年 364



衛訳
和田耕作 安藤昌益の思想 甲陽書房 平成元年 398
板倉聖宣 模倣の時代(上) 仮説社 1988 442
板倉聖宣 模倣の時代(下) 仮説社 1988 620

小島精一 英国産業組織論 日本評論社 昭和3年 330
日本経済調査協議会 ｢現代先進社会の諸問題｣

調査団報告
日本経済調査協議会 1973 270

林辰彦 ジャスミンの花咲く大河の ジャセップ出版 1973 297
ほとり

上野一郎 マネジメント思想の発展系 日本能率協会 昭和51年 226
譜ーテイラーから現代まで

松村貞次郎 日本建築技術史 地人書館 昭和34年 280
寺田一彦
現代経済研究会(各論編)

海洋開発序説
日本経済の諸問題

講談社
現代経済研究会

昭和50年
昭和51年

175
287

日本生産性本部
南部圭之助

生きるということ
欧米映画史

深沢敏郎
加藤唯重

昭和50年
1970

203
374

タハ・フサイン　田村秀治
訳

わがエジプト サイマル出版会 1976 213

財団法人日獨協會 独逸留学を志す人々のた 丸善株式会社 昭和32年 92

スウェーデン海外文化振
めに
Sweden スウェーデン海外文化振興協 104

興協会 会
小山茂樹 知られざる中東 竹内書店 昭和47年 333
財団法人日本経済調査 新しい産業社会における人 財団法人日本経済調査協議会 1972 404
協議会 間形成
大空不二男，大空栄子 中国の物産 龍渓書舎 1977 261
岡田好香 私のハワイ旅行 岡田好香 平成4年 180
岡田好香 私のソ連・東欧旅行記 岡田好香 平成３年 282
岩下俊作 熔鑛爐と共に四十年 大井徳三 昭和18年 287
志摩海夫 鐵の人 工人社　高野好生 昭和18年 338
若杉熊太郎 高炉工田中熊吉傳 財団法人國民工業学院 昭和18年 129
岩手観光連盟
青柳全

岩手の旅
新素材をどう読むか

岩手県商工労働部観光課
日刊工業新聞社

昭和53年
昭和58年

231
235

吉田光邦 京の手仕事 駸々堂 昭和46年 219
横山健堂 人物研究と史論 金港堂書籍株式會社 大正2年 639
Ｊ．Ｂ．コーエン，大内兵 戰時戰後の日本経済 岩波書店 1952 387



ピーター・ハワード，相馬
雪香訳

フランクブックマンの秘訣 毎日新聞社 昭和37年 201

小島直木 続　日本さらりーまん外史 日本経済新聞 昭和42年 285
鳥兎沼宏之 やまがた伝説考 法政大学出版局 1993 253

鉄鋼新聞社 鉄鋼実務用語辞典 鉄鋼新聞社 昭和44年 516
社団法人経済企画協会 世界の公害と日本の環境

問題
社団法人経済企画協会 昭和46年 140

菊池正士 物質の構造 創元社 昭和21年 178
日本評論社 經濟評論 １０月号 日本評論社 昭和40年
DER　WEG　DES Fritz　Toussaint VERLAG　STAHLEISEN　MBH 1969 192
EIZENS DUSSELDOLF
三枝博音 技術の思想性 早川書房 昭和23年 253
三枝博音 技術史研究 十一組出版 昭和19年 325
三枝博音 日本の知性と技術 第一書房 昭和15年 343
三枝博音 技術の思想 第一書房 昭和17年 284
吉田松籟 句集　相生 本阿弥書店 1996 189
適塾記念会
適塾記念会

適塾（No.１３）
適塾（No.１８）

適塾記念会
適塾記念会

昭和56年
昭和60年

236
243

宮川晟 遺句集　遠花火 学文社 昭和52年 170
岩井章 新しい中国・新しい人間 労働文庫 ？ 144
ソ連邦科学アカデミー歴
史研究所

ロシア十月革命史 恒文社 昭和42年 653

三枝喜美子 歌集　硯の水 横山幹治 昭和52年 211
平井聖
三枝博音記念論集編集

屋根の歴史
歴史における日本の文化

東洋経済新報社
三枝博音記念論集刊行会

昭和48年
昭和40年

208
930

委員会
大河原三郎 大橋晏如先生追想録 大河原三郎 1964 28
山崎隆三 両大戦間期の日本資本主 大月書店 1978 241

義(上)
福本和夫 私の辞書論 河出書房 1977 309
歴史手帳 歴史手帳 2巻10号 名著出版 1974
小倉厚 山ゆく心 小倉厚 昭和48年 153
加茂義一
藤川吉美

レオナルド・ダヴィンチ伝
論理学

小学館
早稲田大学出版部

1984
1986

570
198

草風館 季刊　人間雑誌 1 草風館 1979
小山茂樹 中東の窓ーレバノン アジア経済研究所 1972 146



日本民芸協会 工芸文化　柳宋悦選集第
三巻

春秋社 1972 345

桜井邦雄 帰ってきた天台寺 毎日新聞盛岡支局 昭和54年 232
佐藤政五郎 南部の言葉 伊藤ニチエ 昭和57年 373

デイビット・ハルバースタ 覇者の驕り（上） 日本放送出版協会 昭和62年 546
ム，高橋伯夫訳
下川義雄 日本鉄鋼技術史 アグネ技術センター 1989 499
津上忠 のべつ幕なし 新日本出版社 1996 205
井塚政義 技術文明史の年輪 六法出版社 昭和60年 264
花房吉太郎・山本源太編 日本博士全傳 東京博文館蔵 明治25年 364
輯
朝日新聞社 復刻　科學古典全書 朝日新聞社 昭和53年 142
高橋昇編集
津山忠

技術と人間 臨時増刊
炎城秘録（津山忠戯曲選）

株式会社技術と人間
影書房

1980
1990 335

森崎和江ほか，NHK取材 庶民が生きた昭和（１） 日本放送出版協会 1990 277
班
デイビット・ハルバースタ
ム，高橋伯夫訳

覇者の驕り（下） 日本放送出版協会 昭和62年 522

「富士川先生」刊行会
日本民芸協会

富士川游先生
物と美　柳宋悦選集第八巻

「富士川先生」刊行会
春秋社

昭和29年
1972

244
372

日本民芸協会 工芸の道　柳宋悦選集第 春秋社 1972 349
一巻

日本民芸協会 手仕事の日本　柳宋悦選 二巻 春秋社 1972 358
集第一巻

日本民芸協会 民と美　柳宋悦選集第七巻 春秋社 1972 380
澤田巳之助 図書館と本の周辺（１） ライブラリアン・クラブ 1974 84
澤田巳之助 図書館と本の周辺（２） ライブラリアン・クラブ 1975 90
澤田巳之助 図書館と本の周辺（３） ライブラリアン・クラブ 1976 114
澤田巳之助 図書館と本の周辺（４） ライブラリアン・クラブ 1977 164
澤田巳之助 図書館と本の周辺（５） ライブラリアン・クラブ 1978 126
澤田巳之助 図書館と本の周辺（６） ライブラリアン・クラブ 1980 92
澤田巳之助 図書館と本の周辺（７） ライブラリアン・クラブ 1980 176
澤田巳之助
澤田巳之助

図書館と本の周辺（８）
図書館と本の周辺（９）

ライブラリアン・クラブ
ライブラリアン・クラブ

1981
1982

168
177

澤田巳之助 図書館と本の周辺（１０） ライブラリアン・クラブ 1984 218
小林寛義，市川健夫 ふるさと地理誌 信濃毎日新聞社 昭和51年 316



現代科学研究会 現代科学論叢 第１７集 現代科学研究会 1983
日本鉄鋼連盟資料室 入門社のための鉄鋼業基

本文献ガイド
日本鉄鋼連盟資料室 1977 58

日本鉄鋼連盟資料室 鉄鋼関係蔵書目録 日本鉄鋼連盟資料室 1975 16

渡部武 津山町奉行 広陽本社 昭和56年 199
山田竹系 四国の古城 毎日新聞社四国各支局 昭和49年 137
佐藤忠郎 よろずきき書き　郷土の地

名雑録
地域文化研究所 ？ 236

藤島亥治郎
横田俊三

発掘された平泉　夢のあと
物語南部の歴史

岩手日報社
伊藤ニチエ

昭和56年
昭和57年

178
374

専門図書協議会３０年史 研究活動年表　専図協三 専門図書協議会 昭和5７年 258
編纂小委員会
専門図書協議会３０年史

十年の歩み
研究活動年表　専図協三 専門図書協議会 昭和5７年 363

編纂小委員会
大久保利謙

十年の歩み
西周全集 日本評論社 昭和20年 617

川崎房五郎ほか 品川区史五近代編(一)明
治前期の品川

通史編下
巻

東京都品川区 昭和49年

川崎房五郎ほか 品川区史五近代編(二)明
治後期の品川

通史編下
巻

東京都品川区 昭和49年

川崎房五郎ほか 品川区史五近代編(三)大
正期の品川

通史編下
巻

東京都品川区 昭和49年

川崎房五郎ほか 品川区史五近代編(四)都
市化時代のの品川

通史編下
巻

東京都品川区 昭和49年

長嶋修 日本製鉄株式会社の経営
構造(Ⅱ)

立命館大学経営学会 1983 69

長嶋修 日本製鉄株式会社の経営
構造(Ⅳ)

立命館大学経営学会 1984 93

長嶋修

同志社大学人文科学研

日本製鉄株式会社の経営
構造(Ⅴ)
社会科学 VOL.Ⅴ

立命館大学経営学会

同志社大学人文科学研究所

1984

1975

43

究所 No.１
B.S.Keeling and The Development of the Longmans 1964 210
A.E.G.Wright Modern British Steel

Industry
東京工業大学 人文論叢 No.２ 東京工業大学 1976



樋口清之

那珂湊市教育委員会 反射炉シンポジウム記録集 那珂湊市教育委員会 平成6年 54
たたら研究会 たたら研究 第16号 たたら研究会 1972
社団法人日本工学会 日本の技術100年・製鉄

金属
社団法人日本工学会 1988 206

JOHN C.H.FEI,GUSTAV A STUDY OF PLANNING THE INSTITUTE OF 1960 27
RANIS METHODOLOGY WITH DEVELOPMENT ECONOMICS

SPECIAL REFERENCE TO
PAKISTAN'S SECOND
FIVE-YEAR PLAN

思想の科学社
神奈川県史編纂委員会

思想の科学 No.１１６
神奈川県史研究 20

思想の科学社
神奈川県史編纂委員会

1971
1973

神奈川県史編纂委員会
神奈川県史編纂委員会

神奈川県史研究 31
神奈川県史研究 34

神奈川県史編纂委員会
神奈川県史編纂委員会

1976
1977

UNECO Technological UNECO 1971 156
development　in　Japan

米外交問題研究所，岸 2018年 米外交問題研究所 昭和44年 335
田純之助訳
三枝博音 産業革命 福村書店 1951 124
四至本八郎 テクノクラシー 新光社 昭和８年 216

日本古代産業 四海書房 昭和18年 438
武谷三男 辯證法の諸問題 理學社 昭和22年 172
JAMES J.HAGGERTY
西尾けい次郎

Spacecraft
賢閤追憶録
製鐵所一覽

Aerospace Year Book
昭和31年

159
77

日本経済新聞社文化部
信斎謙寶

日本人の手
鐵熕鋳艦圖（自叙読解） 江戸科学

展望社 昭和38年
恒和出版 昭和52年

268
72

古典叢書
７

林達夫，吉田光邦，飯田
賢一

三枝博音著作集 別巻１巻 中央公論社 102

石井昌國，佐々木稔 古代刀と鉄の科学 雄山閣出版 1995 232
高橋しん一 日本の科学者 福村書店 1951 119
鉄鋼統計委員会，海外 海外鉄鋼統計のてびき 鉄鋼統計委員会，海外統計委 1973 387
統計委員会 員会
中沢護人ほか
鋼材倶楽部

創造の世界 季刊15号
鉄鋼倶楽部の沿革と機能

小学館
社団法人鋼材倶楽部

昭和49年
昭和47年 412



今まど子 UDCの手引き 財団法人日本ドクメンテーション 1978 131
協会

八幡製鐵所 八幡製鐵資料（工場別労務
者人員調)

八幡製鐵所 昭和22年－2 98

八幡製鐵所 八幡製鐵資料（コークス編) 八幡製鐵所 昭和22年－2 231

日本生産性本部　日本
鉄鋼連盟

ヨーロッパ鉄鋼業１ 日本生産性本部　日本鉄鋼連
盟

昭和36年 198

日本生産性本部　日本
鉄鋼連盟

ヨーロッパ鉄鋼業２ 日本生産性本部　日本鉄鋼連
盟

昭和36年 389

日本生産性本部　日本 ヨーロッパ鉄鋼業３ 日本生産性本部　日本鉄鋼連 昭和36年 311
鉄鋼連盟 盟
Henry　J.Kauffman Early　American　Ironware CHARLES　E．TUTＴLE 166

COMPANY
常世田令子 職人諸国噺 北洋社 1974年 244
Ｄ．クレーン 見えざる大学 敬文堂 昭和54年 260
松島緑 在りし日の証に 丘書房 昭和57年 120
朴庸坤 チュチェ思想の世界観 未来社 1981 403
道家達将
板倉聖宣，重弘忠晴

科学と技術の歩み
日本の戦争の歴史

岩波書店
仮説社

1995
1989

63
117

板倉聖宣 ロンドン科学日記 板倉研究室 1995 134
西村俊一 日本エコロジーの系譜 農文協 1992 272
ウイリアム・ジェイズ，舛
田啓三郎

プラグマティズム 創元社 昭和27年 269

小方全弘
江藤淳

ブータン感傷旅行
落ち葉の掃き寄せ

茗渓堂刊
株式会社文芸春秋

昭和47年 263
昭和56年 341

藤田勉 日本の電機工業を築いた 国政社 昭和37年 344
人｢小平浪平翁生涯｣

岩波書店 図書「レオナルドダヴィンチ
特集号」

6 岩波書店 1975

津田康光
吉川芳秋

民芸　用と美 No.１８
蘭医学郷土文化史考

津田康光
吉川芳秋

1982
昭和35年 263

大塚久雄 近代の産業「毎日ライブラ 毎日新聞社 昭和27年 180

U・ヒュゲエニン「飯田賢
リー」
鉄熕鋳艦圖　自叙読解 恒和出版 昭和52年 72

一解説」
泉欣七郎・千田健 日本の事始め物語 日本情報センター 昭和43年 368



拓殖大学日本文化研究 日本文化 第4号 拓殖大学日本文化研究室 昭和63年
拓殖大学日本文化研究 日本文化 第6号 拓殖大学日本文化研究室 平成元年
拓殖大学日本文化研究 日本文化 第7号 拓殖大学日本文化研究室 平成元年
W.D.Burton The Origins of the

Japanese Iron and Steel
Part Ⅰ London University 1972 212

八幡製鐵所 八幡製鐵資料（熱管理編) 八幡製鐵所 昭和22年－2 51
八幡製鐵所 八幡製鐵資料（保健衛生 八幡製鐵所 昭和22年－2 42
八幡製鐵所 八幡製鐵資料（製銑編) 八幡製鐵所 昭和22年－2 369
八幡製鐵所
八幡製鐵所

八幡製鐵資料（工作編)
八幡製鐵資料（製鋼編)

八幡製鐵所
八幡製鐵所

昭和22年－2
昭和22年－2

264
269

八幡製鐵所
八幡製鐵所

八幡製鐵資料（醫療編)
八幡製鐵資料（運輸編)

八幡製鐵所
八幡製鐵所

昭和22年－2
昭和22年－2

152
307

八幡製鐵所
日本生産性本部　日本

八幡製鐵資料（教育編)
ヨーロッパ鉄鋼業１

八幡製鐵所
日本生産性本部　日本鉄鋼連

昭和22年－2
昭和36年

12
198

鉄鋼連盟
日本生産性本部　日本 ヨーロッパ鉄鋼業２

盟
日本生産性本部　日本鉄鋼連 昭和36年 389

鉄鋼連盟
日本生産性本部　日本 ヨーロッパ鉄鋼業３

盟
日本生産性本部　日本鉄鋼連 昭和36年 311

鉄鋼連盟
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　１

盟
東京工業大学科学史・技術史 1964 96

術史談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　２

談話会
東京工業大学科学史・技術史 1965 114

術史談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　３

談話会
東京工業大学科学史・技術史 1965 87

術史談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　４

談話会
東京工業大学科学史・技術史 1966 118

術史談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　５

談話会
東京工業大学科学史・技術史 1967 109

術史談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　６

談話会
東京工業大学科学史・技術史 1971 110

術史談話会 談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　７ 東京工業大学科学史・技術史 1972 126
術史談話会 談話会
東京工業大学科学史・技 東京工大科学史集刊　８ 東京工業大学科学史・技術史 1973 81
術史談話会
東洋大学哲学会 白山哲学 第24号

談話会
東洋大学文学部 1990



12号
川崎製鉄株式会社総務
部広報室

「鐵」改題　αK No.147 1989 31

社団法人日本金属学会
付属金属博物館

金属博物館紀要 第14号 社団法人日本金属学会付属金
属博物館

1989 49

W.D.Burton The Origins of the Part Ⅱ London University 1972 384
Japanese Iron and Steel

W.D.Burton The Origins of the Part Ⅲ London University 1972 672
Japanese Iron and Steel

向坊隆，隅谷三喜男，伊 日本の技術100年　製鉄・ 筑摩書房 1988 206
木正二
詩来の会

金属
詩来 第21号 ヤマニ書房 平成2年 117

地方史研究協議会 地方史研究 219 地方史研究協議会 1989
社会経済史学会 社会経済史学 Vol．55-4 社会経済史学会 1989
芳賀徹 岩倉使節団の西洋見聞 1-3月期 NHK市民大学 1990 129
株式会社アグネ（編集発
行人　長崎誠三）

金属 Vol．60
No.1

株式会社アグネ 1990

社団法人鋼材倶楽部
放送教育開発センター

統計月報 No.311
放送教育開発センター紀要 第2号

1990
1989

78
160

鋼材倶楽部 情報 No.821 鋼材倶楽部 1990 67
財団法人国際文化通信
協会

ON　THE　LINE 2月号 平成2年 36

日本電信電話株式会社
広報部

COMMUNICATOION エヌ・テイ・テイ出版株式会社 1990 34

編集・発行人　千明幹尚
放送教育開発センター

季刊　輸送展望
平成元年度研究開発計

No.213 （株）日通総合研究所
放送教育開発センター

1990
平成元年

146
168

日本鉄鋼連盟
画ー昭和63年度研究開発
鉄鋼界 第40巻第 日本鉄鋼連盟 1990 88

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
5号
第39巻第 日本鉄鋼連盟 1989 72

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
10号
VOL.76N 日本鉄鋼協会 1990 170

日立評論社・発行人伊藤 日立
o.2

11 日立評論社 1989 17
俊彦
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第39巻第 日本鉄鋼連盟 1989 68



大橋周治 現代の産業　鉄鋼業 東洋経済出版社 昭和41年 334
中村素・石原善雄 用途別　鋼材の選び方 鉄鋼新聞社 昭和43年 457
ベック・中沢護人 鉄の歴史 たたら書房 昭和49年 399
国際電信電話株式会社
広報室

ON　THE　LINE 第2巻第
12号

国際電信電話株式会社広報室 1990

技術教育研究会 技術と教育 第209- 技術教育研究会 1989 30
210号合
併号

日立評論社・発行人伊藤
俊彦
日本鉄鋼輸出組合

日立

月報

12

No.941

日立評論社 1989

日本鉄鋼輸出組合 平成2年

17

69
（財）海外技術研修協会 研修 246 （財）海外技術研修協会 平成2年 40
（財）海外技術研修協会
DEMAG

帰国研修生実態調査報告
DEMADG　NEWS 170

（財）海外技術研修協会
DEMAG AKTIENGESELLSHAFT

1990 57
32

AKTIENGESELLSHAFT
DUISBURG

DUISBURG

出典不明
株式会社アグネ（編集発

製鉄における石油の利用
金属 VOL.37， 株式会社アグネ（編集発行人 1967

121-199
104

行人　長崎誠三） No.1 長崎誠三）
株式会社アグネ（編集発 金属 VOL.41， 株式会社アグネ（編集発行人 昭和46年 104
行人　長崎誠三） No.15 長崎誠三）
株式会社アグネ（編集発 金属 VOL.41， 株式会社アグネ（編集発行人 昭和46年 104
行人　長崎誠三）
朝日新聞社 科学朝日

No.16 長崎誠三）
8 朝日新聞社 1967 142

鋼材倶楽部
日本鉄鋼輸出組合

情報
月報

No.870
No.988

鋼材倶楽部
日本鉄鋼輸出組合

1994
1994

61
71

封筒在中
不明

田中正造の総合的研究
IRONMAKING TOMORROW PUBLICA

TION102
社団法人鉄鉱倶楽部，
日本鉄鋼輸出組合

鉄鉱受給関連資料記事索
引

No.１２ 社団法人鉄鉱倶楽部，日本鉄
鋼輸出組合

昭和53年 278

社団法人鉄鉱倶楽部， 鉄鉱受給関連資料記事索 No.１４ 社団法人鉄鉱倶楽部，日本鉄 昭和55年 294
日本鉄鋼輸出組合 引 鋼輸出組合
中村静治 現代の技術革命 信山社 1990 343
FREDERICK SEITZ THE PHYSICS of METALS McGRAW=HILL BOOK

COMPANY,INC
1943 321



会 事業第５年次発掘調査概
富士製鐵株式会社 新株式發行目論見書 富士製鐵株式会社 1958 66
富士製鐵株式会社 営業報告 No.13 富士製鐵株式会社 昭和31年
富士製鐵株式会社 営業報告 No.16 富士製鐵株式会社 昭和32年
八幡製鐵所株式会社 営業報告書 第34期 八幡製鐵所株式会社 昭和40年 12

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第40巻第 日本鉄鋼連盟 1990

（財）海外技術研修協会 研修
2号
通巻第 （財）海外技術研修協会 平成２年

財団法人東洋哲学研究 東洋学術研究
245号
第7巻第2 財団法人東洋哲学研究所 1968

所
日立製作所 日立

号
第52巻第 日立製作所 1990
3号

国際電信電話株式会社
広報室

ON　THE　LINE 第2巻第9
号

財団法人国際通信文化協会 1989

日立製作所 日立 第52巻第
2号

日立製作所 1990

大阪市立博物館 近代日本の医学と産業 大阪市立博物館 昭和50年 40
株式会社コスモ・ピー
アール

TAMASABURO IN NEW
YORK

マツダ株式会社 1984

Nippon Steel Corporation HISTORY OF STEEL IN
JAPAN

Nippon Steel Corporation 1973 39

川崎製鉄 鐵　東京・鉄の文化地図 川崎製鉄 1984 57
山崎正勝 第二次世界大戦期におけ

る原爆製造過程の実証的
東京工業大学　工学部 昭和63年 69

株式会社アグネ（編集発
行人　長崎誠三）

金属 VOL60，
No3

株式会社アグネ（編集発行人
長崎誠三）

1990 80

日本鉄鋼輸出組合
社団法人鉄鉱倶楽部，

月報 No.939
No.13

日本鉄鋼輸出組合
社団法人鉄鉱倶楽部，日本鉄

平成2年 82
昭和54年 264

日本鉄鋼輸出組合 鋼輸出組合
早稲田機友会内燃機関
研究会

第７回早稲田機友会特別
講演

早稲田機友会内燃機関研究会 昭和62年 9

吉田村 人間と鉄　第４回シンポジ 島根県教育委員会 1989
ウム

日立製作所 Japanese Games And Toys 日立製作所 1973 40
長野県更埴市教育委員 森将軍塚古墳ー保存整備 長野県更埴市教育委員会 1985 30



東京国立博物館，京都
国立博物館，奈良国立

鈴木三郎助 葉山好日 鈴木重明 昭和49年 253
古島敏雄 日本農業技術史　上巻 時潮社 昭和22年 296
斎藤繁 我慢と協調は稲山嘉寛の

哲学
星雲社 昭和57年 220

財団法人紙の博物館 紙を知ろう 財団法人紙の博物館 昭和50年 40

八幡製鐵所株式会社 営業報告 第15期 八幡製鐵所株式会社 昭和32年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第13期 八幡製鐵所株式会社 昭和31年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第16期 八幡製鐵所株式会社 昭和32年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第35期 八幡製鐵所株式会社 昭和42年
八幡製鐵所株式会社 新株式發行目論見書 八幡製鐵所株式会社 1964 60
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第29期 八幡製鐵所株式会社 昭和39年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第14期 八幡製鐵所株式会社 昭和31年
八幡製鐵所株式会社 新株式發行目論見書 八幡製鐵所株式会社 59
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第9期 八幡製鐵所株式会社 昭和29年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第19期 八幡製鐵所株式会社 昭和34年
八幡製鐵所株式会社 営業報告 第10期 八幡製鐵所株式会社 昭和34年
八幡製鐵所株式会社
川崎製鉄

新株式發行目論見書
鐵　鉄路と人間

八幡製鐵所株式会社
川崎製鉄 1986

54
65

川崎製鉄
医学史研究会
株式会社平凡社

鐵　日本の食・鉄の道具
医学史研究
月刊百科

4
第201号

川崎製鉄
医学史研究会
株式会社平凡社

1985
1962

昭和37年

67
72
54

社団法人日本鉄鋼協会 わが国における酸素製鋼 社団法人日本鉄鋼協会 昭和57年 523
法の歴史
日本の美術５ No.252 至文堂 昭和62年 99

博物館
医学史研究会 医学史研究 3 医学史研究会 1961 72

技術史散歩 1968～1990
①機械の記念物 1976～1977

早稲田大学語学教育研
②日本の化学装置記念物
語学教育論集 4 早稲田大学語学教育研究所

1981～1985
1989 66

究所
地方史研究協議会 地方史研究 220 地方史研究協議会 1989 136
新日本製鐵株式会社
国際電信電話株式会社

カラム No.115
ON　THE　LINE 1

新日本製鐵株式会社
財団法人国際通信文化協会

平成2年
平成2年

96
40

広報室



向坂逸郎 嵐の中の百年　学問弾圧
小史

勁草書房 1953 214

桑木彧雄 科學史考 河出書房 昭和19年 553
岩波書店 図書 3 岩波書店 1976 64
矢野健太郎 暮らしの数学 日本放送出版協会 昭和37年 242

財団法人紙の博物館 紙の博物館概要 財団法人紙の博物館 昭和51年 72
月刊状況と主体 No.56 谷沢書房 1980 80
月刊状況と主体 No.57 谷沢書房 1980 80
月刊状況と主体 No.58 谷沢書房 1980 80

放送大学教務部教務課 放送大学開設予定授業科 放送大学教務部教務課 平成6年 774
目講義内容案
放送大学教務関係資料集 平成元年度 570

早稲田大学
東京工業大学

教職員名簿
共感研究業績一覧

平成2年
1986

364
178

地方史研究協議会 地方史研究 224 地方史研究協議会 1990 121
早稲田大学語学教育研 紀要 38 早稲田大学語学教育研究所 1989 82
究所
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 No.12 日本鉄鋼協会 1989 148

拓殖大学研究所
VOL.75

研究年報 第16号 拓殖大学研究所 昭和63年 212
日本文化財科学会 日本文化財科学会会報 第18号 日本文化財科学会 1989 54
現代技術評論社 現代技術評論 4号 現代技術評論社 1975 88
現代技術評論社 現代技術評論 5号 現代技術評論社 1975 80
戸沢充則編 縄文人は生きている　原始 有斐閣 1985 106

との対話
家永三郎 現代史学批判 和光社 昭和28年 214
福田豊彦
大阪市立博物館

人物日本の歴史　平将門 小学館
なにわ出版事情 大阪市立博物館

昭和59年
平成元年

151
80

堀場雅夫 私の履歴書 株式会社堀場製作所　広報室 1993
読売新聞長野支局 信濃の国 読売新聞長野支局 昭和51年 176
国産品普及本部
日本勞働總同盟　製綱

世界に誇る日本の技術
増補再版製綱勞働組合創

国産品普及本部 昭和41年
昭和2年

116
30

勞働組合本部 立事情
日刊工業新聞社 はぐるま No.5 日刊工業新聞社 昭和43年 32
桑田忠親 歴史の学び方 大門出版 昭和42年 278



国産品普及本部 世界に誇る日本の技術 国産品普及本部 昭和41年 110
D・Sハラシー　安保長春 未来への九つの道 林書店 昭和42年 156
伊藤肇 燭の火 構造社出版株式会社 昭和50年 253
判沢弘他 思想の科学 中央公論社 1959 96
財団法人横浜演劇研究 アマチュア演劇一つの方法 財団法人横浜演劇研究所 昭和42年 256
増島宏他 明治百年問題 青木書店 1968 128

GEMEINFASSLICHE Verlag Stahleisen Verein Deutscher 1937 591
DARSTELLUNG DAS
EISENHUTTENWESENS
真下信一 時代に生きる思想

Eisenhuttenleute

新日本出版社 1972 222
ダイアモンド社 ある企業の成長ー川崎製 ダイアモンド社 昭和44年 127

鉄－
大谷良一 独占形成期における個別 立命館大学　産業社会学部 昭和60年 158

工学と研究機関の成立に
関する実証的研究

飯島伸子 足尾銅山山元における鉱 国際連合大学 1981 29
池島信平 歴史好き 三月書房 昭和46年 434
小川若三郎他 電氣工學 近の進歩 工業圖書株式會社 昭和13年 220
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 55-2 1989 133
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 55-3 1989 141
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 55-5 1989 153
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 55-6 1990 148
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 56-1 1990 144
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 56-2 1990 167
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 56-3 1990 130
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 56-4 1990 133
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 56-6 1991 128
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-1 1991 130
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-4 1991 140
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-5 1991 151
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-6 1992 137
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-2 1992 150
社会経済史学会 社会経済史学 Vol 57-3 1992 136
福沢諭吉協会 福沢手帳 88 平成8年 32
福沢諭吉協会 福沢手帳 89 平成8年 32
辻村繁一 經營工學　技術組織論 工學出版社 昭和19年 208



と日章旗
藤田豊 日本科学技術史 株式会社明玄書房 昭和31年 169
LD委員会10周年記念論
文編集委員会

LD委員会10周年記念論文
集

日本BOTグル－プLD委員会 昭和44年 423

東京女子大学五十年史
編纂委員会

東京女子大学五十年史 東京女子大学五十年史編纂委
員会

昭和43年 290

A・M・コンドラトフ　小林 ロボットとの対話 林書店 昭和42年 175
茂樹訳
ロジャー・バーリンゲイム 技術文化史 文松堂書店 昭和19年 272
田代三千稔訳
W・H・クラウス　井上勇訳 科学への第一歩 林書店 昭和41年 219
千野原靖方 豪族武士団形成史論 崙書房 昭和51年 179
佐々木俊次
藤森速水

技術の發展と經濟の交流
ゲーテと医学

科學主義工業社
朝日出版社

昭和17年
昭和39年

301
118

石原純
三井金属工業株式会社

自然科學的世界像
三井金属修史論叢 創刊号

評論社
三井金属工業株式会社修史委

昭和23年
1968

288
238

修史委員会
新日本出版社 季刊科学と思想夏季号 No.5

員会
新日本出版社 1972 192

星野芳郎他 技術と人間 4月特大 （株）技術と人間 1977 152
号

岩城正夫 原始技術史入門・技術の起
源を探る

新生出版 1976 190

赤井成夫 死に際，どないしたらええ 株式会社青山館 1986 254

日本鉄鋼連盟
やろか
お茶の間のてつがく 日本鉄鋼連盟 昭和52年

中央公論
神奈川県史研究編纂委

中華人民共和国大地図
神奈川県史研究 1971.11

中央公論
神奈川県史研究編纂委員会

1973
昭和43年 64

員会 月号
玄冬号 日本及日本人 玄冬号 昭和52年 166
PITMAN INDUSTRIAL AND SOCIAL

HISTORY
Oscar Brouning 305

慶應出版社 福澤諭吉經濟論集（福澤選 慶應出版社 昭和18年 548

中地清
集第四）
木石にあらず 株式会社Ｐ出版 昭和49年 361

織本憲資
遠藤一夫

棺桶に乗ったマドロス
親父の昭和ー戦前の暮らし

中央公論
ダイアモンド社

1981
昭和56年

216
276



国）
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 1 財団法人福沢諭吉協会 昭和49年 190
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 3 財団法人福沢諭吉協会 昭和51年 297
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 4 財団法人福沢諭吉協会 昭和52年 295
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 6 財団法人福沢諭吉協会 昭和54年 192
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 7 財団法人福沢諭吉協会 昭和55年 209

大蔵省印刷局 小学校学習指導要領 大蔵省印刷局 昭和41年 252
二瓶恭光 草の根の団結ー三池にお

ける人間の記録
日本労働協会 昭和46年 184

松井松一・松尾章一 日本人の歴史 法政大学出版局 1971 242
法政大学出版局 法政大学経済学部五十年 法政大学出版局 1970 92
玉井義臣
服部之總

明日があるから生きるんだ
歴史論

サイマル出版局
穂高書房

1971
昭和22年

211
258

ロドフ著・竹浪祥一郎，小
山健也訳

太平洋戦争前史 岩崎書店 1953 257

重工業新聞社
昭文社

経済サロン第六集（随筆
川越市街図

重工業新聞社
（株）弘済出版，社昭文社

昭和48年 218

佐藤廣太 冶金学汎論（Ⅱ） 秋田鉱山金属分科会専門学校 昭和23年 50
通信講座

黒田泰造 耐火物 秋田鉱山金属分科会専門学校 昭和23年 52
通信講座

佐藤廣太 冶金学汎論（Ⅰ） 秋田鉱山金属分科会専門学校 昭和23年 83

岩波茂雄
高田一夫

物理學及び化學
築炉工小屋原總三郎傳

通信講座
岩波書店
財團法人國民工業学院刊行

昭和4年
昭和18年

42
110

柳田國男 昔の火 實業之日本社刊 昭和21年 216
山崎俊雄
原了圓
ヨリス・フォルシュティウス

工業と日本
徳川合理主義思想の源流
図書館史要説

三十書房
中央公論社刊
日外アソシエーツ株式会社

昭和32年
昭和47年

1980

203
382
233

/ジークフリート・ヨース
ト，藤野幸雄訳
財団法人紙の博物館 成田潔英名誉館長追悼録 財団法人紙の博物館 昭和54年 94
ホイットニー・ノース/エリ だれのための図書館 日本図書館協会 1982 317
ザベス・N・レイン著，京
藤松子訳
服部之總 服部之總著作集（大日本帝 理論社 1955 334



財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.16

財団法人日本鉄鋼協会 1985 154

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.65N
o.8

財団法人日本鉄鋼協会 1979 224

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1982 186

財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 8 財団法人福沢諭吉協会 昭和56年 230
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 9 財団法人福沢諭吉協会 昭和57年 253
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 11 財団法人福沢諭吉協会 昭和59年 268
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 12 財団法人福沢諭吉協会 昭和60年 307
財団法人福沢諭吉協会 福沢諭吉年鑑 14 財団法人福沢諭吉協会 昭和62年 271
財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

福沢諭吉年鑑
福沢諭吉年鑑

15
16

財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

昭和63年
平成2年

240
234

財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

福沢諭吉年鑑
福沢諭吉年鑑

16
17

財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

平成3年
平成4年

246
257

財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

福沢諭吉年鑑
福沢諭吉年鑑

20
22

財団法人福沢諭吉協会
財団法人福沢諭吉協会

平成5年
平成7年

232
264

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1983 164

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1983 151

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.6

財団法人日本鉄鋼協会 1983 214

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.70N
o16

財団法人日本鉄鋼協会 1984 150

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1985 146

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.56N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1970 144

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.67N
o.14

財団法人日本鉄鋼協会 1981 184

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.64N
o.14

財団法人日本鉄鋼協会 1978 218

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.13

財団法人日本鉄鋼協会 1982 190



財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1986 172

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.66N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1980 141

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1982 176

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.54N
o.11

財団法人日本鉄鋼協会 1968 88

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1987 182

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1985 154

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1986 180

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.6

財団法人日本鉄鋼協会 1985 148

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.65N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1979 160

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.65N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1979 168

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.70N
o.8

財団法人日本鉄鋼協会 1984 218

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1985 150

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.65N
o.6

財団法人日本鉄鋼協会 1979 139

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.14

財団法人日本鉄鋼協会 1982 200

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.15

財団法人日本鉄鋼協会 1983 246

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.14

財団法人日本鉄鋼協会 1983 166

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.66N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1980 168

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.15

財団法人日本鉄鋼協会 1985 124



財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.62N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1976 164

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.9

財団法人日本鉄鋼協会 1985 210

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.11

財団法人日本鉄鋼協会 1985 146

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.54N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1968 91

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.43N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1957 86

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.57N
o.12

財団法人日本鉄鋼協会 1971 120

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.66N
o.6

財団法人日本鉄鋼協会 1980 168

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.64N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1978 157

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.9

財団法人日本鉄鋼協会 1982 352

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.57N
o.8

財団法人日本鉄鋼協会 1971 109

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.62N
o.12

財団法人日本鉄鋼協会 1976 127

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.62N
o.9

財団法人日本鉄鋼協会 1976 156

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N
o.6

財団法人日本鉄鋼協会 1987 166

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1983 186

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1987 170

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.74N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1988 205

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.74N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1988 186

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1986 174



財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.15

財団法人日本鉄鋼協会 1986 174

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.8

財団法人日本鉄鋼協会 1983 200

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.11

財団法人日本鉄鋼協会 1983 164

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.68N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1982 192

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.10

財団法人日本鉄鋼協会 1985 154

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.70N
o.9

財団法人日本鉄鋼協会 1984 330

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.71N
o.14

財団法人日本鉄鋼協会 1985 142

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.5

財団法人日本鉄鋼協会 1986 385

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.66N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1980 137

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.10

財団法人日本鉄鋼協会 1983 152

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.55N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1969 99

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.67N
o.1

財団法人日本鉄鋼協会 1981 223

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.67N
o.3

財団法人日本鉄鋼協会 1981 218

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.67N
o.2

財団法人日本鉄鋼協会 1981 205

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.70N
o.11

財団法人日本鉄鋼協会 1984 130

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N
o.16

財団法人日本鉄鋼協会 1983 168

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N
o.13

財団法人日本鉄鋼協会 1987 399

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.13

財団法人日本鉄鋼協会 1986 376



o.11
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.59N

o.7
財団法人日本鉄鋼協会 1973 205

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.63N
o.12

財団法人日本鉄鋼協会 1977 160

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.74N
o.7

財団法人日本鉄鋼協会 1988 322

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N
o.4

財団法人日本鉄鋼協会 1987 388

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.72N
o.12

財団法人日本鉄鋼協会 1986 492

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.73N 財団法人日本鉄鋼協会 1987 347

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.5
VOL.63N 財団法人日本鉄鋼協会 1977 188

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.9
VOL.66N 財団法人日本鉄鋼協会 1980 152

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.5
VOL.55N 財団法人日本鉄鋼協会 1969 145

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.14
VOL.64N 財団法人日本鉄鋼協会 1978 184

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.1
VOL.52N 財団法人日本鉄鋼協会 1966 94

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.12
VOL.62N 財団法人日本鉄鋼協会 1976 184

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.6
VOL.67N 財団法人日本鉄鋼協会 1981 366

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.8
VOL.60N 財団法人日本鉄鋼協会 1974 140

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.5
VOL.53N 財団法人日本鉄鋼協会 1967 161

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.5
VOL.58N 財団法人日本鉄鋼協会 1972 276

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.4
VOL.54N 財団法人日本鉄鋼協会 1968 88

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼
o.11
VOL.67N 財団法人日本鉄鋼協会 1981 205



山田秀三 北海道の旅と地名 北海道文化財保護協会刊 昭和45年 68
北海道新聞函館支社 五稜郭物語 函館観光協会 昭和41年 154
原田重久 武蔵野の民話と伝説（中） 有峰書店 昭和50年 238
黒田孝郎，遠藤一夫 先駆者と北海道 北海道新聞社 昭和53年 278
泉昌彦 信玄の黄金遺跡と埋蔵金

－甲駿の巻
株式会社ボナンザ 昭和50年 356

高田一夫 九州・沖縄の民芸 栄宝社 昭和38年 157

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.69N 財団法人日本鉄鋼協会 1983 128

財団法人日本鉄鋼協会
o.9

鉄と鋼 VOL.72N 財団法人日本鉄鋼協会 1986 158
o.16

橘高倫一全集 第一巻 根元學書房 昭和56年 311
橘高倫一全集 第二巻 根元學書房 昭和57年 116
橘高倫一全集 第三巻 根元學書房 昭和58年 334
橘高倫一全集 第四巻 根元學書房 昭和59年 253
寺尾五郎，いいだもも， 甦る！安藤昌益 社会評論社 1988 292
石渡博明
星田良光他 下平和夫追憶集 株式会社研成社 平成8年 164
中込道夫 田中正造と近代思想 現代評論社 昭和47年 388
劉寒吉 松本健次郎傳 松本健次郎傳刊行会 昭和43年 472
鉄鋼新聞社 鉄鋼巨人伝渡邊義助 工業図書出版株式会社 昭和41年 666
能代幸雄，小島麗逸編 中国農法の展開 アジア経済研究所 1977 409
岩波書店
福沢諭吉

図書 7
福沢諭吉全集 第七巻

岩波書店
株式會社岩波書店

1976
昭和45年 718

福沢諭吉 福沢諭吉全集 第二巻 株式會社岩波書店 昭和44年 688
近藤隆彦他 萩ー緑と土塀の城下町ー 萩市観光協会 昭和49年 96
朝日新聞社会部 武蔵野（百円ハイク） 朝日新聞社会部 昭和32年 206
徳永真一郎
安斎秀夫

堺歴史散歩
随筆温泉風土記

株式会社創元社
日本温泉協会

昭和46年
昭和33年

181
176

朝日新聞山口支局 風雪百年　郷土を築いた人 謙光社 昭和42年 380
たち

誉田慶恩，横山昭男 山形県の歴史 山川出版社 昭和45年 308
井口一幸 吾妻の国物語 国書刊行会 昭和53年 252
山田野理夫
坂根兵部之輔，江面竜

函館
石見銀山

東出版
今井書店

昭和43年
昭和40年

249
156

雄，高橋宣光



戸坂潤 技術の哲學 時潮社 昭和8年 163
日本人研究会 日本人研究No.3　特集-女

が考えていること-
至誠堂 昭和50年 240

日本人研究会 日本人研究No.2　特集-支
持政党別日本人集団-

至誠堂 昭和50年 264

太田貞祐，唐牛良任，笠
原一郎

足尾銅山江戸期の文書収
録

足尾町公民館 昭和51年 220

宇田川洋 北海道の考古学 北海道出版企画センター 昭和52年 190
板垣賢一郎 文学・伝説と史話の旅　伊 長倉書店 昭和52年 206

豆天城路
東京都公害研究所 公害と東京都 東京都公害研究所 昭和45年 708
菅原秀幸 南部密銭史 岩手文庫 1986 163
芳賀綏 言論１００年日本人はこう話 株式会社三省堂 1985 253

した
中村政則 歴史のこわさと面白さ 筑摩書房 1992 198
松本興 安来節とその起源 雲伯考古民族研究会刊 昭和28年 34
市川健夫，斎藤功 再考日本の森林文化 日本放送出版協会 昭和60年 209
羽仁進 放任主義 光文社 昭和47年 238
杉浦恒 明治を伝えた手 朝日新聞社刊 昭和44年 202
桜井幸男 火田の野 渓声出版 昭和53年 92
長岡高人
菅井準一，田代三千稔

盛岡藩日新堂物語
アメリカ技術史

株式会社熊谷印刷出版部
天然社刊

昭和57年
昭和24年

227
252

井尻正二 人間の歴史 理論社 1956 176
白川巌 科學を創った人達 東西出版社 昭和24年 343
丸山真男
服部之総

日本のナショナリズム
明治維新史

河出書房
白揚社刊

昭和28年
昭和11年

187
166

田辺寿利 科學と技術 石泉社 昭和29年 242
堀江保蔵 幕末の軍事工業 日本経済史研究所経済史話叢 昭和18年 33

書第四冊
山本成之助
佐藤信衛

日本科學史
近代科學　第二巻

日本出版株式會社
日本評論社

昭和23年
昭和18年

194
376

山本三郎 日本歴史全書１２　日本近
代技術史

三笠書房 昭和15年 293

梅本克己
菅井準一

唯物論入門
科學事始

清水弘文堂書房
天然社

昭和44年
昭和21年

192
289



三枝博音 日本の思想文化 第一書房 昭和17年 273
根来簡二 獨和工學辭典 三秀舎 昭和2年 215
平山復二郎 技術と哲學 理工圖書株式會社 昭和25年 197
田辺振太朗 技術論　現代哲学全書 青木書店 1960 289
松前重義 日本技術論 大日本雄辯會講談社 昭和17年 210
奥村正二 生産技術史 伊藤書店 1948 184
清戴震 考工気圖 商務印書館 1955 134

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件 2 伝統と現代社 1979 184
研究

布川了 田中正造と足尾鉱毒事件 有限会社随想舎 1994 135
を歩く

都留重人他 公害研究－学際的協力を 岩波書店 1976 72
めざして

都留重人他 公害研究－学際的協力を 岩波書店 1977 72
めざして

森竹二 田中正造の生涯 株式会社講談社 昭和51年 238
公害対策技術同友会 公害および労働災害年表 公害対策技術同友会 昭和45年 47
平塚正俊 別子開鉱二百五十年史話 株式会社住友本社 昭和16年 542
田中宗光 武蔵野美術91 武蔵野美術大学出版編集室 1994 94
田中宗光 武蔵野美術92 武蔵野美術大学出版編集室 1994 98
道家達将 新・ろうそくの科学 株式会社岩波書店 1981 44
田中洋之助 会社万般番付表 光文社 昭和39年 227
社団法人軽金属協会
矢野健太郎
宮田とよ子

アルミニウム物語
未開人の數學
句集紅梅

社団法人軽金属協会
大日本印刷株式會社
伊豆書房

昭和41年
昭和17年
昭和46年

250
137
86

湯川秀樹，梅棹忠夫 人間にとって科学とは何か 中央公論社 昭和42年 177
黒岩俊郎 材料革命 ダイアモンド社 昭和39年 282
伊夫伎一雄 世界の産業 日本経済評論社 昭和48年 329
クローサー著，石松俊介 生活と科學の交渉 東和出版社 昭和18年 162
M・ワシリエフ，C・グーシ ２１紀のレポート 新潮社版 昭和34年 312
チェフ編著．原卓也，工
藤精一郎共訳
三木清 技術哲學 岩波書店 昭和17年 190
遠藤元男 近世職人史話 小川書房 昭和24年 142
後藤弘 ３時間で解る簿記 株式会社実業之日本社 昭和42年 231
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木越邦彦 年代を測る－放射性炭素 中央公論社 昭和53年 191

吉川保正
法－
岩手の仏像 社団法人岩手県文化財愛護協 昭和50年 134

朝鮮大学校 朝鮮大学校創立二十五周
年を記念して

朝鮮大学校 1981 201
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森政弘
出水力

発想工学のすすめ
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湯川正夫回想録編集委 湯川正夫回想録 湯川正夫回想録編集委員会 昭和45年 746
員会
安山實 天機の愛録音テープ 慶光院芙沙子 昭和42年
日本いかだ史研究会 桴（いかだ） 日本いかだ史研究会 昭和54年 218
斎藤広志 新しいブラジル サイマル出版会 1974 226
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三上次男 陶磁の道 株式会社岩波書店 1969 233
日本児童文学者協会北
海道支部

むかしば話北海道第三編 北書房 昭和42年 238
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「征伐」と別所－
岩手を作る人々（上巻） 岩手日報社 昭和27年 295

深潟久 長崎往来記 東京美術 昭和49年 274
斎藤勲 日本の先覚者佐久間象山 長野市松代町象山神社奉賛維

持会
昭和49年 49
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害農民と知識人の証言－
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典
河野幸之助 現代人物史伝宮川竹馬 株式会社日本時報社出版局 昭和34年 313
竹内啓
小島精一監修，財団法

機械と人間
中南米鉄鋼業

東京大学出版会
社団法人鋼材倶楽部

1985
昭和31年

348
389

人鋼材倶楽部編著
浜田琉司編修 地球の資源日本の資源 毎日新聞社 昭和49年 230
盛毓度（せい　いく　ど） 漢民族から大和民族へ 留園出版 昭和46年 309
三戸サツエ 幸島のサル 株式会社ポプラ社 昭和46年 228
小糸町史編修委員会 小糸町史 関口斧弥 昭和49年 456
村田富二郎 石油から石炭へ？ 横川書房 1974 210
神戸高等商業學校商業
研究所

國民經濟雜誌 第四十四
巻第六號

神戸高等商業學校商業研究所 昭和3年 162



住友金属工業株式会社 新株式発行目論見書 住友金属工業株式会社 昭和38年 55
富士製鐵株式會社 合併新株式売出目論見書 富士製鐵株式會社 1967 102
日本金属学会 日本金属学会創立50周年

記念行事並びに昭和62年
度春季大会プログラム

日本金属学会 昭和62年 52

株式會社神戸製鋼所 新株式発行目論見書 株式會社神戸製鋼所 昭和32年 55
株式會社神戸製鋼所 近の會社概況 株式會社神戸製鋼所 昭和29年 7
株式會社神戸製鋼所 新株式発行目論見書 株式會社神戸製鋼所 昭和29年 56

社団法人自動車工業振 日本自動車工業史座談会 社団法人自動車工業振興会 昭和48年 144
興会
フランコ・ペコ著新田俊三
監訳

記録集
経済理論から見た鉄鋼業 社団法人鋼材倶楽部 昭和50年 365

経済優先順位表議会
CEP編鉄鋼研究会訳

アメリカに鉄鋼業と公害 現代技術評論社 昭和50年 345

福山市鞆の浦歴史民俗
資料館活動推進協議会

奥羽蝦夷松前箱館征討日
誌

福山市鞆の浦歴史民俗資料館
活動推進協議会

平成2年 135

西尾實，久松潛一監修
社団法人日本工学会

國語國字教育
工学叢誌・工学会誌総索引

國語教育研究會
社団法人日本工学会

昭和44年
昭和54年

878
168

－日本工学会100周年記念
出版－

朝日新聞社 朝日年鑑1974年版－創刊 朝日新聞社 1974 373
50年記念別冊－

並河栄次郎

日本ウジミナス株式会社

南方鉱山とともに50年－あ
る鉱山業者の回想－
日本ウジミナス株式会社十

株式会社アグネ

日本ウジミナス株式会社

1972

昭和44年

173

274
年史

財団法人海外技術者研 海外技術者研修協会3.0年 財団法人海外技術者研修協会 平成2年 341
修協会 史
早稲田大学図書館 視聴覚資料目録－CD編－ 早稲田大学図書館 平成2年 473
日本鉄鋼連盟調査局
日本鉄鋼連盟調査局

諸製鋼法の比較 No.20
鉄鋼業に於けるオートメー
ションに関する特別専門家

日本鉄鋼連盟調査局
日本鉄鋼連盟調査局

1963
1962

204
74

グループの予備報告
日本鉄鋼連盟調査部 英国鉄鋼業の国有化 日本鉄鋼連盟調査部 1966 126
富士製鐵株式會社 新株式發行目論見書 富士製鐵株式會社 1956 66



追想内藤豊次編修委員 追想内藤豊次 エーザイ株式会社 昭和54年 434
編輯兼發行人鈴木三男
吉

日本評論 8.9月合
併號

日本評論 昭和21年 96

編輯兼發行人鈴木三男 日本評論 11 日本評論 昭和21年 96
編輯兼發行人鈴木三男 日本評論 1 日本評論 昭和22年 96
編輯兼發行人鈴木三男 日本評論 2月號 日本評論 昭和22年 96
編輯兼發行人鈴木三男 日本評論 5.6月號 日本評論 昭和22年 96
編輯兼發行人鈴木三男 日本評論 6月號 日本評論 1948 64

日本鉄鋼連盟 1961年のベルギー鉄鋼業
－ベルギー鉄鋼連盟年報

日本鉄鋼連盟 1963 104

八幡製鐵株式会社外務 動き出すアメリカ鉄鋼業の 八幡製鐵株式会社外務部外務 1963 37
部外務課
日本鉄鋼連盟

近代化
国連ECE第28回鉄鋼委員

課
日本鉄鋼連盟 1962 46

会配付資料
日本鉄鋼連盟 押収石炭鉄鋼共同体の情

勢報告
日本鉄鋼連盟 1953 108

日本鉄鋼連盟 東南アジアの鉄鋼業とその 日本鉄鋼連盟 昭和26年 133
資源

エネルギー産業研究所
株式会社岩波書店

原子力発電の経済性 No.1～4
科學 Vol．27

エネルギー産業研究所
株式会社岩波書店

1965
1957 58

No.4
日本長期信用銀行調査
工業技術院資源技術試

調査月報 No.105
チタン精鉱の製錬に関する 第48号

日本長期信用銀行調査部
工業技術院資源技術試験所

昭和43年
昭和36年

123
41

験所
梅根悟監修
小野信二，門脇禎二

研究
技術教育史
新日本史

株式会社講談社
数研出版

昭和53年
昭和52年

604
447

吉田光邦 海と山－広島をめぐって－
技術の伝承

マツダ株式会社 1985 102

芦原義信ほか シンポジウム-タウト再考- 武蔵野美術大学 1986 63
マツダ株式会社 Harmony with Nature-A

Heritage of Craftsmanship-
マツダ株式会社 1986 102

マツダ株式会社 The Curture of ANIMA- マツダ株式会社 1985 134
Supernature in Japanese
Life-

日本英学史学会 英語事始 エンサイクロペディアブリタニカ 1976 315
（ジャパン）インコーポレッド



日本鉄鋼連盟調査部 大規模に進む米国鉄鋼業 日本鉄鋼連盟調査部 1967 32
の再建

海外市場調査委員会 世界鉄鋼貿易と開発途上
国の鉄鋼需要

海外市場調査委員会 1967 273

日本鉄鋼連盟調査部 1967年共同体一般報告 日本鉄鋼連盟調査部 1968 78
日本鉄鋼連盟調査局 西暦2000年の鉄鋼および

添加金属
日本鉄鋼連盟調査局 1963 87

廣畑製鐵所總務課 廣畑製鐵所年誌（創設時 廣畑製鐵所總務課 昭和15年 61
廣畑製鐵所總務課 廣畑製鐵所年誌（建設時 廣畑製鐵所總務課 昭和18年

編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 7月號 經濟評論 昭和23年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 1月號 經濟評論 昭和24年 96
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 2月號 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 3月號 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 4月號 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 5月號 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 6月号 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 7月号 經濟評論 昭和24年 64
編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 8月号 經濟評論 昭和24年 80
編輯兼發行人鈴木三男
編輯兼發行人鈴木三男

經濟評論 9月号
經濟評論 10月号

經濟評論
經濟評論

昭和24年
昭和24年

72
64

編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 11月号 經濟評論 昭和24年 88
編輯兼發行人鈴木三男
編輯兼發行人鈴木三男

經濟評論 12月号
經濟評論 1月号

經濟評論
經濟評論

昭和24年
昭和24年

96
96

編輯兼發行人鈴木三男 經濟評論 2月号 經濟評論 昭和24年 100
編輯兼發行人鈴木三男
室蘭（輪西）製鉄所

經濟評論 8月号
輪西製鉄所史（続編）

經濟評論
室蘭（輪西）製鉄所

昭和24年
昭和22年

80
58

新日本製鐵株式会社八
幡本社，社長室監査課

鉄鋼業の現状と鉄価格政
策の進路（2冊）

新日本製鐵株式会社 昭和16年 35

日本鉄鋼連盟調査局
八幡製鐵株式会社外務

欧米における臨海製鉄所
ドイツ鉄鋼協会における後

日本鉄鋼連盟調査局
八幡製鐵株式会社外務部外務

1962
1961

118
38

部外務課
日本鉄鋼連盟調査部

進冶金技術者養成の歴史
世界競争場裡の鉄鋼業

課
日本鉄鋼連盟調査部 1967 9

日本鉄鋼連盟調査部 英国鉄鋼委員会1966年次 日本鉄鋼連盟調査部 1967 121
報告

日本鉄鋼連盟調査部 英国鉄鋼業国有化後の動 日本鉄鋼連盟調査部 1967 66
向－附，クルップ家の没落



廣畑製鐵所總務課
三橋鐵太郎

鉄鋼海外市場調査委員
会

山東省青島支那鑛業研 支那之鑛業 第貳參號 支那之鑛業研究會 大正15年 188
究會
山東省青島支那鑛業研
究會

支那之鑛業 第壹號 支那之鑛業研究會 大正15年 113

日本鉄鋼連盟調査局 諸製鋼法の比較 日本鉄鋼連盟調査局 1963 204
保本保 熔鑛炉の高圧操業に就い

て調査報告第１號
八幡製鉄所技術研究部 昭和24年 22

保坂文藏 石炭時報熱風熔滓式瓦斯
發生爐に就いて

第八巻第
九號抜刷

9

廣畑製鐵所年誌（操業時 廣畑製鐵所總務課
磁石 創元社

昭和20年
昭和19年 122

飯田賢一ノート
島村哲男講師

八幡製鉄技術発達史
東京大學經濟學部冬学期 1 昭和28年 22

島村哲男講師
特別講義，鐵鋼業經濟論
東京大學經濟學部冬学期 2 昭和28年 29
特別講義，鐵鋼業經濟論
製鐵所沿革史第五章第三 大正十四年 77
節（予算及決算）
製鐵所沿革史第五章第五 昭和2年 137
節（生産）
日本鉄鋼業の国際協力の
評価（第Ⅱ編技術）

鉄鋼海外市場調査委員会 昭和38年 226

鉄鋼界 共同研究ヨーロッパ石炭鉄 昭和35年 119
鋼共同体

熊丸徹
大河内正敏ほか

ラテライト資源の研究
科學主義工業 四月號

長野敬文社
科學主義工業

昭和37年
昭和18年

191
136

製鐵所沿革史第五章第四 大正14年 112
節惟其一（土地及鑛区）
製鐵所沿革史第五章第四 大正14年 77
節其二（船舶．機械．器具．
建造物）

調査部 海外主要鉄鋼業の系列要 昭和36年 460
エリナ．エム．ハドレー
日本製鐵株式會社作業

日本トラストの解体
日鐵操業以降ノ鐵鋼生産

日本製鐵株式會社
日本製鐵株式會社作業局

昭和23年
昭和19年

27
18

局
日本鉄鋼連盟調査局

能力及實績統計表
欧米における臨海製鉄所 日本鉄鋼連盟調査局 1962 118



水海道史編さん委員会 図説水海道市史 水海道史編さん委員会 昭和48年 183
日本製鐵株式會社作業
局

日鐵創業以降ノ鐵鋼生産
能力及實績統計表

日本製鐵株式會社 昭和19年

君津市教育委員会 ふるさとの言語 君津市教育委員会 昭和50年 87
茨城県結城郡八千代町
教育委員会

栗山矢尻古墳発掘調査報
告書

茨城県結城郡八千代町教育委
員会

昭和51年 14

天理大学附属天理参考 中国の青銅器（１）殷・周編 天理大学附属天理参考館 昭和46年
（社）日中科学技術セン
ター

中国産業動向 10号 向陽社 1983 33

向井哲吉 砂鐵製錬の急務－附久慈
製鐵所に於ける砂鐵製錬

24

青木熊雄
の業績－
高礬土質耐火物の製造技
術と使用上の諸問題

日本耐火物協會 昭和17年 24

上本保 鐵と鋼-鎔鑛爐瓦斯の流量
水分並に煙塵量測定に就

昭和7年 34

平川良彦 鎔鑛爐羽口の研究 水曜會誌 昭和4年 32
大石源治 鐵と鋼-熔鋼の満俺と熔滓- 第六號 昭和4年 39
清水莊平，成澤實直 近に於ける濕度測定問 第六巻第 衛生工業協會 昭和7年 30

題 一號
氏岡正行 鎔鑛爐瓦斯（特ニ一酸化炭

素瓦斯）豫防ニ對スル私の
考ヘ

日本製鉄株式会社資料
整備委員会
日本製鐵株式會社

現有主要設備一覽表

鐵鋼統計表

八幡製鉄所

日本製鐵株式會社

1947

昭和13年

118

日本製鐵株式會社 鐵鋼統計表 日本製鐵株式會社 昭和14年
日本製鐵株式會社
日本學術振興會

鐵鋼ニ關スル調査資料
價格統制ニ關スル應急對

日本製鐵株式會社
日本學術振興會

昭和11年
昭和14年 31

日本製鐵株式會社 昭和九年本邦鐵鋼業概況 日本製鐵株式會社 昭和10年 23
日本製鐵株式會社監理
部

鐵鋼業ニ於ケル勞働形成
ニツイテ

日本製鐵株式會社監理部 昭和17年 24

土木学会 土木學會誌 第三十九 土木学会 昭和29年 156
巻第十二
號



鉄鋼海外市場調査委員
会市場第1部会米加豪分
科会

海外鉄鋼会社製品調査Ⅰ 鉄鋼海外市場調査委員会市場
第1部会米加豪分科会

昭和38年 76

鉄鋼海外市場調査委員
会市場第1部会米加豪分
科会

海外鉄鋼会社製品調査Ⅱ 鉄鋼海外市場調査委員会市場
第1部会米加豪分科会

昭和38年 53

日本鉄鋼連盟調査局 西欧に見る1970年の主要
製鉄資源

日本鉄鋼連盟調査局 1963 41

日本鉄鋼連盟調査局 西ドイツ鉄鋼業の現状 日本鉄鋼連盟調査局 1963 44

（社）日中科学技術セン 中国産業動向 6・7号 向陽社 1983 52
ター
名古屋市博物館 蓬左文庫名品展 名古屋市博物館 1980 76
名古屋市博物館
勝野隆信

蓬左文庫重要文化財図録
伝教大師

名古屋市博物館
宗祖伝教大師ご出家得度千二

昭和52年
昭和51年

21
114

名古屋市博物館 名古屋の出版－江戸時代
の本屋さん－

百年慶讃大法会事務局
名古屋市博物館 昭和56年 52

吉田村郷土資料館 二千年の炎・文化史。 吉田村郷土資料館 18
河瀬正利
斎藤宏，小野真一

広島県史跡六の原製鉄場
伊豆韮山前峠

広島県教育委員会
日通伊豆観光開発株式会社

1973
1966

9
20

藁谷英彦 中小鐵工業助成指導策 第11號 日本工業協會 昭和13年 158
財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 VOL.44N

o.2
財団法人日本鉄鋼協会 1958 110

日本製鐵株式會社 第二十七期（自昭和21年8
月11日至昭和24年12月31
日）年營業報告書

日本製鐵株式會社 昭和25年 15

朝鮮總督府殖産局
日本製鉄株式会社資料
整備委員会

朝鮮の鐵鋼業
（運輸）社船の消長

朝鮮總督府殖産局
日本製鉄株式会社資料整備委
員会

昭和四年
1947

89
11

製鐵所研究所
日本製鐵株式會社精算
事務所

研究報告
日本製鐵株式會社史編纂
資料第2巻

製鐵所研究所
日本製鐵株式會社精算事務所

大正十年
昭和28年

108
100

鉄鋼海外市場調査委員
会市場第1部会米加豪分

アメリカ合衆国州別鉄鋼消
費量

鉄鋼海外市場調査委員会市場
第1部会米加豪分科会

1963 107

科会



詩季の会 詩季 第八号 詩季の会 昭和58年 162
詩季の会 詩季 第七号 詩季の会 昭和58年 168
新日本製鐵株式會社調
査部統計課

本社資料室蔵書目録社会
科学の部

新日本製鐵株式會社調査部統
計課

昭和46年 277

木更津市立図書館 図書館四十年史 木更津市立図書館 昭和45年 126
中村真一郎 波 第7巻第6

号
新潮社 1973 64

安部公房 波 第5巻第2
号

新潮社 1971 64

日本鉄鋼連盟調査局 フランス銑鉄鉱業の窮状& 日本鉄鋼連盟調査局 昭和38年 15
フランス特殊鋼鉱業と共同
体8年の経験

日本鉄鋼連盟調査局 1960年の欧州鉄鋼業 日本鉄鋼連盟調査局 1962 201
八幡製鐵株式会社本社 熔鉱炉と熱管理 八幡製鐵株式会社本社技術部 昭和31年 86
技術部
三井金属鉱業株式会社 三井金属修史論叢 第7号 三井金属鉱業株式会社修史委 1973 255
修史委員会
日本アマチュア演劇連盟
日本アマチュア演劇連盟

日本戯曲総目録（上）
日本戯曲総目録（下）

員会
日本アマチュア演劇連盟
日本アマチュア演劇連盟

昭和46年
昭和47年

267
328

小牧治 倫理・社会資料集 清水書院 255
大来佐武郎，室伏章郎
一橋大学

1985年の日本経済
一橋大学付属図書館史

日本経済新聞社
一橋大学

昭和42年
昭和50年

271
264

行政管理庁編 日本標準産業分類 行政管理庁 昭和33年 496
河野力 鉄鋼業の将来とその課題 新日本製鉄株式会社 123～

160
鉄鋼海外市場調査委員 欧米鉄鋼業調査報告書－ 鉄鋼海外市場調査委員会 1966 145
会 企業集中及び臨海製鉄所

を中心に－
経団連図書館 図書目録 経団連図書館 昭和51年 337
北海道大学教育学部産
業教育計画研究施設

鉄鋼業の「合理化」と企業
内教育

北海道大学教育学部産業教育
計画研究施設

1974 371

鉄砲史学会編 鉄砲史研究 第39号 鉄砲史学会 昭和47年 42
詩季の会
詩季の会

詩季
詩季

第十八号
第六号

詩季の会
詩季の会

昭和63年
昭和57年

162
121

詩季の会
詩季の会

詩季
詩季

第九号
第十六号

詩季の会
詩季の会

昭和59年
昭和62年

163
136



社団法人日本機械工業
連合会

ルール・コンツェルンの後
継者たち

社団法人日本機械工業連合会 昭和36年 371

経済学基礎理論研究所 経済科学通信 第11号 経済学基礎理論研究所 1975 76
星野芳郎 情報化社会をどう生きるか ダイアモンド社 昭和58年 220
豊沢豊雄 文化系ほど発想がうまい PHP研究所 1983 199
岩淵明男 日本電気の未来戦略 現代書林 1985 213
歴史読本 日本人のルーツと謎 9月号 新人物往来社 昭和58年 340
ポール・マントｳ 産業革命 東洋経済新報社 昭和39年 706
安部公方ほか 波 1月号 新潮社 1973 64

遠藤周作 波 第7巻第 新潮社 1973 64
10号

ファーブル著，前田晃訳 科学物語Ⅰ 福村書店 1952 130
藤村義樹 近代機械講話 修教社書院 昭和5年 291
谷崎潤一郎 盲目物語 島中雄作 昭和7年 186
編修者高村泰雄ほか 北海道科学史ノート 第4号 北海道科学史ノート刊行会 1976
編修者高村泰雄ほか
C.モルガン著，石川湧譯

北海道科学史ノート 第5号
人間のしるし

北海道科学史ノート刊行会
株式会社岩波書店

1979
1952

269
252

関根秀雄譯 モンテーニュ随想録 白水社 昭和22年 313
下村寅太郎
永田廣志

若き西田幾太郎先生
現代唯物論

人文書林
三笠書房

昭和22年
昭和21年

270
184

中村克己
レーニン著，永田廣志訳

思考過程
唯物論と經験批判論

雄山閣
社會主義著作刊行會

昭和24年
1947

172
364

ヂドロ著，杉棲夫譯 ダランベールの夢 日本評論社 昭和22年 161
陸奥宗光 蹇蹇録 岩波書店 昭和18年 323
望月久貴 かんがえことば（思考語）と

国語教育論
刀江文庫 昭和26年 227

コント著，田邊壽利譯
早稲田フォーラム編修委

實證的精神論
早稲田フォーラムー大学問

信濃書房
早稲田フォーラム編修委員会

昭和23年
昭和62年

293
104

員会 題論叢ー
沖縄県教育委員会 仲宗根貝塚第1・2次発掘調 沖縄県教育委員会 1980 157

査慨報
朝倉希一 人生を考えよう 開発社 昭和51年 377
桑木巖翼 西周の百一新論 ラヂオ新書 昭和15年 270
長島修 戦前日本鉄鋼業と銑鉄輸 立命館大学経営学会 1978 27～

入問題 64



所 想の哲学的原理－
田中欣一 白馬小谷研究 創刊号 白馬小谷研究社 昭和58年 84
神奈川県史編修委員会 神奈川県史研究 神奈川県県民部県史編修室 1978 60
新渡戸稲造会 新渡戸稲造研究 創刊号 新渡戸稲造会 平成4年 278
松本民芸生活館 松本民芸生活館 松本民芸生活館 昭和48年 73
井上克弘 石っこ賢さんと盛岡高等農 地方公論社 平成4年 212
船橋雄　解説註釋 ホイットマン詩選 研究社 昭和6年 102
William T. Hogan 1970年代の米国鉄鋼業 鉄鋼海外市場調査委員会 1973 101
近畿日本ツーリスト あるくみるきく 217 近畿日本ツーリスト 1985 51

諸橋轍次ほか 學鐙 Vol.70No. 丸善 1973 96

責任編修　井上敏
1

金属 67巻1号 株式会社アグネ 1967 104
発行人　戸波春男 金属 Vol35No. 株式会社アグネ 1965 112

17
歴史學研究會編輯 歴史學研究 第158號 岩波書店 1952 54
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 1 日本鉄鋼連盟 1956 96
日本鉄鋼連盟
富田徹男

鉄鋼界 5
技術の歴史－イギリスに於
ける特許制度の確立－

日本鉄鋼連盟
筑摩書房

1957
昭和38年

98
8

今野武雄 産業革命と数学についての 筑摩書房 昭和38年 8

藤本陽一
断章
盲目的技術輸入に思う 筑摩書房 昭和39年 8

芹沢長介 日本の土器文化 筑摩書房 昭和37年 8
平野邦雄 帰化人の技術 筑摩書房 昭和38年 8
岡邦雄 ルネサンスの技術者 筑摩書房 昭和38年 8
編修中川敬一郎ほか 近代日本経営史の基礎知 有斐閣 昭和49年 457

識－明治維新期から現代
まで－

三枝博音 梅園哲學入門 第一書房 昭和18年 249
R.J.フォーブス著，田中実 技術の歴史 株式会社岩波書店 昭和42年 346
訳
錦織清治 特殊鋼 ダイアモンド社 昭和18年 148
鈴木善次，馬場政孝 科学・技術史概論 建帛社 昭和54年 229
特許法施行五十年記念 特許局五十年史 特許法施行五十年記念會 昭和9年 203
高村象平 近代技術史 慶應出版社 昭和15年 118
朝鮮大学社会科学研究 社会科学研究－チュチェ思 朝鮮大学社会科学研究所 1985 175



吉田文和 戦時下の鉱山公害問題-神 京都大学経済学会 昭和52年 53～
岡鉱山の公害をめぐる技術
と経済-

76

加藤邦興 明治期前半の公害事件 大阪市立大学商学部 1977 23～
41

長島修 日本帝国主義下朝鮮にお
ける鉄鋼業と鉄鉱資源（下）

184 日本歴史学会 1977 30～
48

小林賢齊 西ドイツの『鉱工業センサ
ス』-生産過程分析のため
の基礎的総括的数字-

武蔵大学論集 昭和51年 69～１
１４

佐伯順子 広告批評 162号 マドラ出版 1993 138
横浜市立大学 横浜市立大学紀要 第1巻第1 横浜市立大学 昭和50年 191

号
東京都品川区教育会 区誌しながわ 東京都品川区教育委員会，東 昭和28年 146
小，中学校社会科研究 京都品川区教育会
桑木巖翼 カント雜孝 岩波書店 大正13年 336
日本哲學學會？ 哲學會雜誌 日本哲學學會？ 明治23年 742
社団法人日本経済調査
協議会

技術格差に関するEEC委員
会覚書

社団法人日本経済調査協議会 1967 24

八幡製鉄所親和会教養
八幡製鉄所親和会教養

製鉄文化
製鉄文化

No.84
No.85

八幡製鉄所
八幡製鉄所

昭和39年
昭和39年

50
50

遠藤一二
三枝博音

浅間山と鬼押出し
資本論の辯證法

光陽社
時潮社

昭和38年
1946

19
279

永田広志
石田毅文

日本唯物論史
哲學の慰安

白揚社
冨士出版株式會社

昭和23年
昭和20年

404
303

波多野精一
鈴木邦子ほか

西洋哲學史要
社会経済史学会第四十四
回大会報告要旨

大日本出版株式會社
社会経済史学会

昭和23年
昭和50年

298
56

春日豊 一九一〇年代における三
井鉱山の展開

代2号別
刷

三井文庫 昭和53年 178

小林賢齊 西ドイツにおける鉄鋼生産
構造の段階-RKWの調査報

武蔵大学 昭和52年 77

安井國雄
告を中心に-
第1次世界大戦における重
化学工業化と経済政策

日本経済学会 1977 95～
118



小野清造 続・わらじの塵 日本経済新聞社 1962 380
柴田清 技術開発への挑戦 株式会社成山堂書店 昭和58年 215
田村明 都市ヨコハマをつくる 中央公論社 昭和58年 241
近江栄ほか 近代建築史概説 彰国社 昭和60年 383
水島三一郎 物質の世界 株式会社講談社 1983 168
井上立也 忙中閑話-科学技術者のひ

とこと-
にっかん書房 昭和58年 219

工業技術院経画課編 技術開発と国際協力 日刊工業新聞社 昭和58年 198
今井兼次 建築とヒューマニティ 早稲田大学出版部 昭和60年 219
大江精志郎譯 世界大思想家選集 第一書房 昭和15年 369

小林賢齊 西ドイツにおける鉄鋼生産
構造の戦後段階（Ⅱ）-RKW

武蔵大学論集 昭和52年 27～
86

春日豊
の調査報告を中心に-
官営三池炭礦と三井物産- 三井文庫 昭和51年 187～
原蓄期三池炭礦の再生産 313
構造-

阿津坂林太郎 遠山茂樹教授著作目録 横浜市立大学論叢 1979 255～
（稿） 312

渡辺渡ほか 大倉財閥の研究（1） 東京経済大学 1976 33～
135

村上勝彦ほか 大倉財閥の研究（2） 東京経済大学 1976 31～
182

三枝博音 日本における哲學的觀念
論の發達史

世界書院 昭和22年 244

文部省
関口ふさの

学術用語集-採鉱ヤ金学編
歴史と信仰の山妙義山

社団法人日本鉱業会
あさお社

昭和29年
昭和55年

263
95

戸坂潤 イデオロギー概論 理想社 昭和23年 322
三枝博音 辯證法談叢 世界書院 昭和23年 350
服部之總 俳句日記　鎌倉山夜話 河出書房 昭和31年 154
加藤周一ほか 日本の思想家 朝日新聞社 昭和43年 400
堀江英一 経済史入門 株式会社有斐閣 昭和50年 258
三枝博音
アンドリュー・カーネギー

哲学史入門（上巻）
カーネギー自伝

創元社
東京創元社

昭和27年
昭和34年

202
255

著，坂西志保訳
小汀利得ほか 進歩的文化人-革命を煽る 全貌社 昭和40年 571

100人の指導者とその背景



物論研究會譯
家永三郎 宗教的自然觀の展開 齋藤書店 昭和22年 221
橘高倫一 根元學の基礎 日本出版協同株式會社 昭和26年 107
齋藤一寛 神功正統記（全） 日本電報通信社出版部 昭和20年 192
鈴木安藏 憲法と自由民權 永美書房 昭和21年 169
マルクス，エンゲルス遺
稿アドラッキー監修，唯
物論研究會譯

ドイツイデオロギ-大二冊分
-

東京ナウカ社 昭和22年 313～
６１６

桑木巖翼 デカルト 冨山房 明治37年 306
桑木巖翼 カントと現代哲學 岩波書店 昭和16年 467

岡本正三 鐵鋼の組織 アグネ出版社 昭和24年 140
白井欣一ほか 詩季 第6巻第 ヤマニ書房 昭和59年 226

10号
有沢広巳編修 現代日本産業講座Ⅴ各論

Ⅳ機械工業1
株式会社岩波書店 昭和35年 362

カッシラー著，馬場和光 實体概念と關係概念 大村書店 大正15年 227
譯述
長山泰介 呟-情報学との出会い- あいりす 昭和60年 136
小山慶太 科学歳時記 丸善 昭和60年 232
安部公方ほか
安部公方ほか

波 3月号
波 2月号

新潮社
新潮社

1972
1973

64
64

安部公方ほか
安部公方ほか

波 4月号
波 9月号

新潮社
新潮社

1973
1973

64
64

佐々木晃ほか ときわ路 春季号 ときわ路・ふるさと文庫 1982 96

藤岡由夫
アドラッキー編日下藤吾

No.8
物理學ノートⅡ
マルクス遺稿-經濟學・哲

河出書房
育成社弘道閣

昭和22年
1949

180
242

譯 學ノート-
ヘーゲル著眞下信一譯 アリストテレス論 史學社 昭和23年 168
ヘーゲル著，鈴木權三 大論理學 株式会社岩波書店 昭和21年 348
郎、、武市健人譯
神田豐穂

ヘーゲル著，松村一人譯

東洋思想辭典-大思想エン
サイクロペヂア-
ヘーゲル小論理学

春秋社

北隆館

昭和4年

昭和21年

308

540
マルクス，エンゲルス遺 ドイツイデオロギ-大一冊分 東京ナウカ社 昭和21年 312
稿アドラッキー監修，唯 -



三木卓ほか
飯田賢一

会員名簿－
西沢潤一 独創の系譜 日本放送出版協会 1992 132
岡田節人ほか モルフォロギア-ゲーテと自

然科学-
第13号 ナカニシヤ出版 1991 130

前田富士男ほか モルフォロギア-ゲーテと自
然科学-

第15号 ナカニシヤ出版 1993 124

岩田慶治ほか モルフォロギア-ゲーテと自
然科学-

第17号 ナカニシヤ出版 1995 112

石井威望 技術文明と人間 日本放送出版協会 1983 140
吉田光邦ほか 日本の近代化と西欧技術 日本放送出版協会 1973 80

ヘーゲル著，高橋里美， ヘーゲル哲學概論 岩波書店 昭和14年 310
武市健人譯
鉄鋼統計委員会 シャー・スリット業の現況 鉄鋼統計委員会 昭和39年 150
飯田賢一 人間と科学技術 近代文藝社 1994 382 5冊
東京工業大学比較文化 比較文化研究雜誌 1 東京工業大学比較文化研究会 1982 137
研究会 2冊
わたらせ川協会
東京工業大学比較文化

わたらせ川
比較文化研究雜誌 2

随想舎
東京工業大学比較文化研究会

1996
1984

104
132

研究会
渡良瀬川研究会編修 田中正造と足尾鉱毒事件 9 論創社 1990 171

研究
渡良瀬川研究会編修 田中正造と足尾鉱毒事件 2 伝統と現代社 1979 184

財団法人福沢諭吉協会
研究
福沢諭吉年鑑 21 財団法人福沢諭吉協会 1994 252

飯田龍一ほか 圖書館と本の周辺 ライブラリアン・クラブ 昭和56年 168
湘南文學 第9号 かまくら春秋社
科学技術思想史論-新しい （株）三栄社

1995 184
1995 276

日本史像の構築のために-
山口一夫
山口一夫

福澤諭吉の亜欧見聞
福澤諭吉の亜米利加体験

社団法人福澤諭吉協会
社団法人福澤諭吉協会

平成4年
昭和61年

435
455

山口一夫
堺市博物館

福澤諭吉の西航巡歴
堺をめぐる人びと

社団法人福澤諭吉協会
堺市博物館

昭和55年
1981

399
46

渡良瀬川研究会 田中正造と足尾鉱毒事件
研究

3 伝統と現代社 1980 148

中山正大 燃料及耐火材料 株式會社三省堂 昭和17年 105
ゲーテ自然科学の集い－ 1991,93,95



三に就いて，炭鑛用の爆薬
に就いて－

日本鑛山協會 鑛山講話－金屬鑛山用火
薬類に關する講話－

第十二冊 日本鑛山協會 昭和4年 73

日本鑛山協會 鑛山講話－炭鑛の災害と
安全標語－

第三十三
冊

日本鑛山協會 昭和6年 25

日本鑛山協會 鑛山講話－坑夫眼球震盪
竝に熱中症に就いて－

第四十二
冊

日本鑛山協會 昭和7年 32

日本鑛山協會 鑛山講話－災害防止宣傳
仁和加－

第五十一
冊

日本鑛山協會 昭和9年 92

小笠原正泰 年月のあしおと 小笠原正泰 昭和63年 144
堺市博物館 堺をめぐる人びと 堺市博物館 昭和56年 46
司馬遼太郎ほか 円卓会議 創刊号 駸々堂 昭和59年 281
田原総一郎ほか
山田太一ほか

円卓会議 創刊2号
円卓会議 3号

駸々堂
駸々堂

昭和59年
昭和59年

313
259

鶴見良行ほか
わたらせ川協会

円卓会議
わたらせ川

4号 駸々堂
随想舎

昭和59年
1996

259
104

西尾幹二ほか
山本涼市

比較文化雜誌
面白いセラミックスの話

1 東京工業大学比較文化研究会
日刊工業新聞社

1982
1990

136
284

国際日本文化研究セン
ター

日文研 No.9 国際日本文化研究センター 1993 76

放送大学
源了圓ほか
Toyoda Sigeru

放送大学研究年報
日本研究
South-East Asia Iron &

第7号
第9集

放送大学
角川書店
Japanese Steelmaking

1989
平成5年

1974

154
264
94

社團法人日本工業倶楽
部

Steel Institute
經濟調査資料－イタリア事
情－

第十五號
Technology
社團法人日本工業倶楽部 昭和38年 316

日本鑛山協會 鑛山講話－鑛山用鋼の燒
き入れに就いて－

第三十冊 日本鑛山協會 昭和6年 28

日本鑛山協會 鑛山講話－能率増進法に
就いて－

第七冊 日本鑛山協會 昭和3年 54

日本鑛山協會 鑛山講話　石炭山に於ける
機械設備に關する變災－

第八冊 日本鑛山協會 昭和4年 41

日本鑛山協會
裁炭機の利用－
鑛山講話－災害防止の二 第九冊 日本鑛山協會 昭和4年 50



岩手県教育委員会

岩手県文化財愛護協会

社団法人日本鉄鋼協会
鉄鋼技術情報センター
毎日新聞社 １億人の昭和史　日本人－

明治大正編－
毎日新聞社 1981 258

小貫天 早稲田大学理工学研究所
創立50周年記念誌

早稲田大学理工学研究 1991 488

東京工業大学工学部無機
材料工学科

1983 20

東京工業大学工学部無機
材料工学科石川台４号館

1984 14

東京工業大学窯業同窓開
会誌

1984 14

日本鑛山協會 鑛山講話－安全運動に於 第五十四 日本鑛山協會 昭和9年 36
ける我等の體驗－ 冊

日本鑛山協會 鑛山講話－鑛量調査に於 第八十三 日本鑛山協會 昭和17年 118
ける試料採取と品位の推定 冊
に就いて，別子鑛山新竪坑
の開鑿について－

文部省實業學務局實業 實業教育五十周年記念會 文部省實業學務局 昭和10年 391
教育五十周年記念會 誌
通商産業省重工業局電 日本のトランジスタラジオ工 通商産業省重工業局電気通信 昭和34年 230
気通信機課編 業 機課
社団法人電気通信協会
永積純次郎

電気通信協会二十年史
採鑛學通論

社団法人電気通信協会
丸善株式會社

昭和33年
昭和4年

152
128

武藤山治ほか
房村信雄

現代産業叢書 第五巻
石炭の話

合資會社日本評論社
開隆堂出版株式会社

昭和3年
昭和23年 234

西澤勇志 ガス及内燃機関－爆發の
化學－

科學主義工業社 昭和17年 153

南方産業技術要覽編纂
松前重義監修

南方産業技術要覽
科學の新體制

南方産業技術要覽編纂會
新紀元社

昭和19年
昭和16年

450
301

工業調査協會資源局編
伊能泰治

科學標準用語
洗炭

工業調査協會資源局
共立出版株式會社

昭和11年
昭和19年

219
229

久慈・野田街道－岩手県
「歴史の道」調査報告－

岩手県教育委員会 昭和57年 50

浜街道－岩手県「歴史の
道」調査報告－

岩手県文化財愛護協会 昭和57年 108

オンライン情報検索事例集
－鉄鋼技術を中心に－

社団法人日本鉄鋼協会鉄鋼技
術情報センター

1983 164



Uehara Takesi ほか JAPANE REVIEW No.3 Bullentin of the International
Reserch Center

1992 174

群馬県立博物館 群馬県立博物館要覧 群馬県立博物館 1989 40
財団法人竹中大工道具 竹中大工道具館研究紀要 第6号 財団法人竹中大工道具館 1994 109
鎌田元一 富山売薬の歴史 薬日新聞社刊 昭和61年 101
木村孫八郎 經濟十年史 大村書店 昭和11年 529
三浦梅園ほか 日本哲學思想全書（哲學 1 平凡社 1979 322
道元ほか 日本哲學思想全書（思索 2 平凡社 1979 343
北畑親房ほか 日本哲學思想全書（イデオ

ロギー編）
3 平凡社 1979 385

東京工業大学窯業同窓開 1981 42
会誌

国立歴史民俗博物館 暮らしの中の灯火 国立歴史民俗博物館 平成元年 79
瀬戸市歴史民俗資料館 研究紀要Ⅸ 瀬戸市歴史民俗資料館 1990 79
瀬戸市歴史民俗資料館 瀬戸市歴史民俗資料館展

示概要
瀬戸市歴史民俗資料館 1989 33

財団法人竹中大工道具 竹中大工道具館収蔵品目 第5号 財団法人竹中大工道具館 1993 147
財団法人竹中大工道具 竹中大工道具館研究紀要 第5号 財団法人竹中大工道具館 1993 89
品川区立歴史館 モース博士と大森貝塚 品川区立歴史館 昭和60年 43
松山市立子規記念博物 松山市立子規記念博物館 松山市立子規記念博物館 平成2年 93
館
島根県文化財愛護協会

総合案内
島根県の文化財 島根県文化財愛護協会 1990 63

東村武信
安藤良雄

考古学と物理化学
近代日本経済史要覧

株式會社學生社
東京大学出版会

昭和55年
1978

194
225

神奈川自治総合研究セ 季刊自治体学研究 神奈川自治総合研究センター 1992 80
ンター
飯田賢一
潮見浩

著作目録
東アジア出土鉄器地名表 広島大学文学部考古学研究室

1997
1991

72
89

社会経済史学会 社会経済史学 Vol.60　2 社会経済史学会 1994 136
社会経済史学会 社会経済史学 Vol.60　3 社会経済史学会 1994 128
地方史研究協議会 地方史研究 第44巻4 地方史研究協議会 1994 170

号
日鉄社史編集委員会 日鉄社史編集資料山内堤 日鉄社史編集委員会 昭和31年 9

雲略伝
日本鉄鋼連盟
三重県博物館協会

鉄鋼界
博物館ガイド

日本鉄鋼連盟
三重県博物館協会

1957
1985

94
72



論，社會編）
原善公道ほか 日本哲學思想全書（傳記資

料，索引）
20 平凡社 1981 220

寺村光晴 南部藩琥珀物語 南部藩琥珀物語刊行委員会 昭和59年 129
岩田礼 聖馬昇天 学習研究社 1991 258
戸川幸夫ほか 歴史読本 8月号 新人物往来社 昭和44年 302
sa 文化の仕掛人 青土社 1985 604
竹中正夫 近代日本の青年群像 YMCA出版 1980 262
W．ハイトラー著，杉田元
宣訳

思索と遍歴 共立出版株式会社 昭和51年 289

総評経済局編 危機の構造と労働運動 総評経済局編 1982 306

賀茂榛眞淵ほか 日本哲學思想全書（啓蒙 4 平凡社 1979 355
山片蟠桃ほか 日本哲學思想全書（唯物論 5 平凡社 1980 346

安藤昌益ほか
編）
日本哲學思想全書（自然 6 平凡社 1980 360

中江藤樹ほか
新井白石ほか

日本哲學思想全書（學問
日本哲學思想全書（宗教論

7
8

平凡社
平凡社

1980
1980

349
357

澄ほか
一般編）
日本哲學思想全書（佛教 9 平凡社 1980 358

林羅山ほか 日本哲學思想全書（神道，
キリスト教編）

10 平凡社 1980 355

紀貫之ほか
立花北枝ほか

日本哲學思想全書（歌論
日本哲學思想全書（俳論，

11
12

平凡社
平凡社

1980
1980

336
386

詩論，謡曲論，畫論編）
本居宣長ほか 日本哲學思想全書（文学論

一般編）
13 平凡社 1980 313

林羅山ほか 日本哲學思想全書（儒教，
道徳論一般編）

14 平凡社 1980 354

澤庵ほか 日本哲學思想全書（武術・ 15 平凡社 1980 362
兵法論，教育論一般編）

貝原益軒ほか 日本哲學思想全書（修養， 16 平凡社 1980 352
茶道編）

聖徳太子ほか 日本哲學思想全書（政治・ 17 平凡社 1981 364

太宰春臺ほか
法律編）
日本哲學思想全書（經濟 18 平凡社 1981 312

三浦梅園ほか 日本哲學思想全書（歴史 19 平凡社 1981 371



財団法人藤村記念郷／ 藤村のふるさと 財団法人信濃路 昭和46年 232
春籠を愛する会監修
高見順 いやな感じ死の淵より 株式会社新潮社 昭和56年 366
會田軍太夫先生記念刊
行会

光学の巨像會田軍太夫先
生追想集

會田軍太夫先生記念刊行会 昭和57年 255

新睦人 情報社会をみる目 有斐閣 昭和58年 301
下村孝太郎 靈魂不滅觀 福永重勝 昭和14年 235
佐々木晃 わが斎藤三平伝 （株）民衆社 1985 314
服部之総 西陣機業における原生的

産業革命の展開
髙桐書院 昭和23年 192

武田良三 大隈文書 第5巻 早稲田大學社會科學研究所 昭和37年 382

朝日新聞情報公開取材 情報公開世界の現状開か 朝日新聞社 昭和56年 270
班
吉田光邦

れた政府を
工芸と文明 日本放送出版協会 昭和50年 302

斎藤忠 考古学と現代 日本評論社 昭和55年 226
通産省工業技術院編 明日を拓く工業技術 ダイアモンド社 昭和51年 224
中谷宇吉郎 民族の自立 新潮社 昭和28年 119
新日本製鐵株式会社能 日本－その姿と心－ 新日本製鐵株式会社 昭和53年 352
力開発室
シャンプチュ著，杉本朝 一般化學 白水社 1953 135
雄，佐藤弘一共著
野口雄一郎 技術革新と日本 日本放送出版協会 昭和42年 214
白井久也著 危機の中の財界 サイマル出版会 1973 275
黒岩俊郎 たたら-日本古来の製鉄技

術-
玉川大学出版部 1976 251

松本清張
石田瑞麿

ペルセポリスから飛鳥へ
苦悩の親鸞

日本放送出版協会
有斐閣

昭和54年
昭和56年

235
277

引野剛司／佐野由紀 アメリカを知る辞典 日本実業出版社 昭和58年 230
堀淳一
近江栄，宇野英隆

地図と風土
建築への誘い

株式会社そしえて
株式会社朝倉書店

1978
1982

319
235

林芳典 電子の世紀 毎日新聞社 昭和41年 289
片山正和 房総異聞 創樹社 1977 270
原安三郎／原操 反古籠 日本化薬株式会社 昭和57年 205
藤川吉美
キャメロン・P・ホール著，

価値と正義の論理
技術と人間

株式会社第三文明社
産業能率短期大学出版部

1981
昭和46年

175
238

唐沢豊，奥田恭彦訳



小川芳樹 技術の表裡 小川清子 昭和35年 182
大久保利謙（としあき） 幕末維新の洋学-大久保利

謙歴史著作集5-
吉川弘文館 昭和61年 444

實業部地質調査所，國
立北平研究院地質學研

中國鑛業紀要（地質専報丙
種）

第五號 實業部地質調査所，國立北平
研究院地質學研究所

中華民國二
十四年

628

學術研究興■中央研究
所，北平研究所

中國鑛業紀要（地質専報丙
種）

第三號 學術研究興■中央研究所，北
平研究所

中華民國十
八年

366

實業部地質調査所，國
立北平研究院地質學研

中國鑛業紀要（地質専報丙
種）

第四號 實業部地質調査所，國立北平
研究院地質學研究所

中華民國二
十一年

456

朝岡康次 南島鉄器文化の研究 渓水社 平成3年 335
戦後教育史刊行会 戦後教育史 戦後教育史刊行会 昭和42年 635

東大出版会教材部　稲 鉄鋼経済論速記要録 東大出版会教材部 1959 201
山講師
東大出版会教材部　小 鉄鋼経済論速記要録 東大出版会教材部 昭和33年 551
野先生
足尾郷土史編修委員会 足尾郷土史 足尾郷土史編修委員会 1978 208
甘粕健ほか 採鉱と冶金 日本評論社 1983 334
社団法人経済団体連合 経団連の二十年 社団法人経済団体連合会 昭和44年 364
稲山嘉寛，島村哲夫編 鉄鋼の基礎知識と取引の 株式会社鉄鋼と金属社 昭和35年 328

刀祢館（とねだち）正久
実務
自動車に生きた男達 株式会社新潮社 昭和61年 239

宇井純 住民を結ぶ旅-反公害世界 筑摩書房 1977 226

ダイアモンド社編
行脚-
合成繊維 ダイアモンド社 昭和49年 296

岡部好香 私のアメリカ旅行記 岡部好香 昭和58年 211
大日本印刷株式會社 大日本印刷株式会社史-七

十五年の歩み-
大日本印刷株式會社 昭和27年 242

石田一良編
イー・ジー・ホワイト

日本文化史概論
人類のあけぼの

吉川弘文館
福音社

昭和49年
昭和46年

700
470

埴原和郎
福田仁志編

日本人と日本文化の形成
アジアの灌漑農業-その歴

朝倉書店
アジア経済研究所

1993
1976

444 日本工科大学図書館所蔵
335

高橋富雄
史と論理-
東北の歴史と開発 山川出版社 昭和48年 376

中山伊知郎編 明日の世界と日本（国際会 読売新聞社 昭和50年 443
議）



光宏訳
日吉紀要刊行委員会 英語英米文学-慶應義塾大

学日吉紀要-
No.2 日吉紀要刊行委員会 1985 184

田中四郎ほか 清津脱出記 清津脱出記編修委員会 昭和50年 212
ルードウィヒ・ベック著，
中沢護人訳

鉄の歴史（案内書） 株式会社たたら書房

佐治芳雄ほか たたら通信 No.2 株式会社たたら書房 1968 12
中根千富ほか たたら通信 No.4 株式会社たたら書房 1969 12
高野広ほか たたら通信 No.5 株式会社たたら書房 1969 17
中根千富ほか たたら通信 No.6 株式会社たたら書房 1970 26
生田清ほか たたら通信 No.10 株式会社たたら書房 1973 24

株式會社豐田自動織機 株式會社豐田自動織機製 株式會社豐田自動織機製作所 昭和42年 768
製作所 作所四十年史
国際演劇協会にノンセン 国際演劇年鑑 国際演劇協会にノンセンター 1976 164
ター
日本鉄鋼協会編 鉄鋼製造法-銑鉄・製鋼- 第１分冊 丸善株式会社 昭和47年 849
河野重男，新井邦男ほ 現代アジアの教育課題 アジア経済研究所 1976 266
佐藤忠雄 特殊鋼とはどういうものか 工業図書出版株式会社 昭和42年 416 2冊
梶原政昭，矢代和夫 将門伝説 新読書社 1966 367
石沢正男ほか 日本の無形文化財-工芸技 1巻 第一法規出版株式会社 昭和51年 275

術-
E・F・シューマッハー著， スモール・イズ・ビューティフ 株式会社講談社 昭和61年 408
小島慶三，酒井懋（つと ル-人間中心の経済学-
外村吉之介 民藝館の仕事 法人倉敷民芸館 昭和42年 37
佐木隆三
山口隆二

越山田中角栄
時計

株式会社徳間書店
株式会社岩波書店

1981
昭和31年

219
226

林武
香椎景

中東雑記
詩集四十の小品

アジア経済研究所
昭森社

1973
1963

246
158

名和太郎 評伝稲山嘉寛 国際商業出版 昭和51年 281
前田康博ほか
竹内敏雄ほか

思想 12月号
日本及日本人 薫風号

株式会社岩波書店 1971 148
昭和52年 170

森銑三ほか 中央公論-歴史と人物- 11月号 中央公論社 昭和49年 272
池内得二ほか 別冊中央公論-経営問題- 夏季号 中央公論社 昭和44年 460
内田星美 日本紡織技術の歴史 地人書館 昭和35年 258
矢次一夫 わが浪人外交を語る 東洋経済新報社 昭和48年 432
C.N.パーキンソン著，出 大企業の法則 至誠堂 昭和50年 254



村上安正 足尾に生きたひとびと 随想舎 1990 228
飯田賢一 日本人と鉄 有斐閣 昭和57年 279 2冊
飯田賢一 鉄の語る日本の歴史（下） 株式会社そしえて 1976 294 2冊
内藤正敏，松岡正剛 古代金属国家論 工作社 1980 109
井塚政義，飯田賢一監 鉄砲伝来前後 有斐閣 昭和61年 184
川崎勀（ちから） 日本鉄鋼論 川崎勀 昭和51年 393
鶴見智穂子 銅山（やま）の学校 鶴見智穂子 1989 172
今井泰男 「たたら」語義の研究 銀河書房 昭和59年 170
筑波常治 日本農業技術史 地人書館 昭和34年 215
ルードヴィッヒ・ベック著，
中沢護人訳

鉄の歴史 第5巻第4 たたら書房 昭和48年 522

生田清ほか たたら通信 No.11 株式会社たたら書房 1974 16
中沢護人ほか たたら通信 No1.2 株式会社たたら書房 1975 18
小林英夫ほか
尾上悦三

たたら通信 No.13
中国の産業立地に関する

株式会社たたら書房
アジア経済研究所

1976
1971

18
447

研究
東京工業大學 東京工業大學六十年史 東京工業大學 昭和15年 1137
中尾信一
文部省大学学術局

工師會誌
ドキュメンテーションハンド

中尾信一
東京電気大学出版局

昭和10年
昭和42年

96
715

ブック
経済審議会教育・文化専 情報化社会における生涯 経済企画庁 昭和47年 174
門委員会 教育-経済審議会教育・文

金森九郎
化専門委員会報告-
現色押花 たたら書房 昭和43年 194

日本鉄鋼連盟鉄鋼統計 鉄鋼需要産業の統計資料 鉄鋼統計委員会 昭和48年 235
委員会 ガイドブック
新生思想研究所 大学の歴史と理念 善本社 昭和51年 187
成瀬尚孝ほか 日吉論文集 慶應義塾大学商学部 1985 138
日吉紀要刊行委員会 英語英米文学-慶應義塾大 No.3 日吉紀要刊行委員会 1986 178

学日吉紀要-
長谷川泰編修 早稲田学報 早稲田大学学友会 昭和57年 128
竹内一夫ほか 東京経済大学会誌 第115号 東京経済大学 1980 194
海野厚志ほか 教養論叢 第68号 慶應義塾大学法学研究会 1985 288
慶應義塾大学日吉紀要 慶應義塾大学日吉紀要ドイ 第5号 慶應義塾大学日吉紀要刊行委 1987 84
刊行委員会
北野進

ツ語学・文学
信州の人と鉄

員会
信濃毎日新聞社 1996 278



飯田賢一ほか 東京工科大学紀要-学術と
文化-

第5号 東京工科大学学術文化研究会 1995 330

鎌倉市教育委員会 鎌倉のことば-鎌倉近代資
料-

第3集 鎌倉市教育委員会 平成元年 111

鎌倉市教育委員会 鎌倉の自社門前町-鎌倉近
代資料-

第5集 鎌倉市教育委員会 平成2年 115

鎌倉市教育委員会 山之内村御用留-鎌倉近代
資料-

第8集 鎌倉市教育委員会 平成2年 137

資源局編纂 工業研究輯覽 第三號 資源局 昭和11年 542
藤井寛 製鐵及製鋼法 共立社 昭和15年 83
中島龍一 鋼材壓延 合資會社潮文閣 昭和19年 402

鉄鋼新聞社 鉄鋼辞典 工業図書出版株式会社 昭和40年 654
飯田賢一 日本人と鉄-現代技術の源

流と土壌-
有斐閣 昭和57年 279

2冊
飯田賢一 鉄の語る日本の歴史（上） 株式会社そしえて 1991 286 2冊
飯田賢一
梅野實先生伝記編さん

鉄の語る日本の歴史（上）
梅野実翁伝記

株式会社そしえて
梅野實先生伝記編さん委員会

1976
昭和47年

286
642

委員会
田中榮 岬　-田中榮歌集- 構造社 昭和47年 218
吉永栄助ほか
矢作勝美ほか

企業成長と法律問題
出版研究 No.6

春秋社
講談社

1964
1975

166
128

木村利人ほか 早稲田フォーラム-大学問
題論叢-

No.43 早稲田大学 1983 82

早稲田大学 語学教育研
究所

早稲田大学 語学教育研究
所紀要

No.32 早稲田大学 語学教育研究所 1986 124

株式会社岩波書店
依田精一ほか

図書
人文自然科学論集

2
No.8・9合

株式会社岩波書店
東京経済大学

1984
1965

64
238

財団法人北九州都市協 北九州市の建築-明治-大
併号

北九州市 平成元年 80
会
飯田賢一ほか

正-昭和初期
東京工科大学紀要-学術と 第1号 東京工科大学学術文化研究会 1991 273

飯田賢一ほか
文化-
東京工科大学紀要-学術と 第2号 東京工科大学学術文化研究会 1992

2冊
335

文化- 3冊
飯田賢一ほか 東京工科大学紀要-学術と 第4号 東京工科大学学術文化研究会 1994 328

文化-



千葉自然研究会編 千葉県の自然 日本教材社 昭和44年 96
千葉地理学会 千葉県の地理と歴史 野村出版 昭和51年 102
合田正良 別子銅山 新居浜観光協会 昭和49年 348
津上忠 歴史小説と歴史劇 新日本出版社 1982 186
石橋勝三 北奥農民生活史 伊吉書院 昭和53年 251
吉田光邦-日本産業史学
会監修-

日本の技術-産業技術を描
く-

1 第一法規出版株式会社 1988 142

袖木学-日本産業史学会
監修-

日本の技術-日本酒- 3 第一法規出版株式会社 1988 142

赤堀昭-日本産業史学会
監修-

日本の技術-漢方薬- 4 第一法規出版株式会社 1988 110

松原弘遠 下瀬火薬考 株式會社北隆館 昭和18年 336
J.M.CAMP and
C.B.FRANCIS

THE MAKING,SHAPINGH
AND TREATING OF STEEL

UNITED S[TATES STEEL
COMPANY

1951 1584

日本文化会議編 日本美は可能か-美意識と
倫理-

研究社 昭和48年 408

望月長與
鐵鋼新聞社

日本人の尺度
鐵鋼二次製品の知識

六藝書房
鐵鋼新聞社

昭和46年
昭和27年

313
304

龜山直人 化學工業總論 共立出版株式會社 昭和24年 186
飯田賢一
兵庫県博物館協会

執筆論文抜刷
兵庫の博物館 兵庫新聞出版センター

昭和35年こ
1987 239

八木荘一
八木荘一

句集九官鳥
句集動物記

古川書房
古川書房

昭和54年
昭和59年

192
133

イ・ペシキン著，野中昌夫
訳

鉄の誕生 東京図書 1967 216

松本伝統工芸庶民工芸 ふるさと庶民の手しごと 松本伝統工芸庶民工芸協会編 昭和53年 112
協会 集部
みわしげお 石臼の謎-産業考古学への 株式会社産業技術センター 昭和50年 281

道-
松田幸治 種子島 南国出版 昭和59年 109
北野進 信州のルネッサンス -産業

技術遺産を追って-
信濃毎日新聞社 昭和58年 245

堀淳一 オホーツク -春と秋の象風
景-

そしえて 1984 79

堀淳一 忘れられた道-旧道の静
寂・廃道の幽愁-

そしえて 1984 79



芝原拓自，猪飼隆明，池 対外観-日本近代思想体系 12 株式会社岩波書店 1988 534
田正博 -
飯田賢一 人物・鉄鋼技術史 日刊工業新聞社 昭和62年 286 4冊
飯田賢一
飯田賢一ほか 古代日本の鉄と社会 平凡社 1982 359
川崎勀（ちから） 戦後鉄鋼業論 鉄鋼新聞社 昭和43年 666
文化庁監修 日本の美術-民家- No.60 至誠堂 昭和46年 110
文化庁監修 日本の美術-職人尽絵- No.132 至誠堂 昭和52年 114
鉄鋼海外調査委員会，
市場第二部会東南ア分

鉄鋼ハンドブック-インド- 鉄鋼海外調査委員会 昭和39年 287

熊谷恒子 書道かな マコー社 1978 166
和田龜吉 實際製銑法 東京丸善出版株式会社 昭和24年 229

山岡茂樹-日本産業史学
会監修-

日本の技術-ロータリーエン
ジン-

5 第一法規出版株式会社 1988 130

宮内悊-日本産業史学会 日本の技術-家飾具の歴史 6 第一法規出版株式会社 1989 138
監修- -
日野永一-日本産業史学 日本の技術-木工具の歴史 7 第一法規出版株式会社 1989 141
会監修- -
三宅宏司-日本産業史学
会監修-

日本の技術-大阪砲兵工廠
-

8 第一法規出版株式会社 1989 142

吉原順平-日本産業史学
会監修-

日本の技術-日本の産業映
画-

9 第一法規出版株式会社 1989 144

遠藤一夫-日本産業史学
会監修-

日本の技術-ビールの100
年-

10 第一法規出版株式会社 1989 134

土木学会 第8回日本土木史研究発表
会論文集

土木学会日本土木史研究委員
会

昭和63年 287

松本三之介，山室信一 学問と知識人 株式会社岩波書店 1988 498
文明協會 財團法人文明協會三十年 財團法人文明協會 昭和13年 258
河合正雄 製鋼法概説 日刊工業新聞社 昭和36年 198
古島敏雄ほか 歴史評論-特集地方史研究 7月号 至誠堂 1957 97
中村政則，石井寛治，春 経済構想-日本近代思想体 8 株式会社岩波書店 1988 513
日豊 系-
立川昭二 近世病草紙-江戸時代の病

気と医療-
株式会社平凡社 1979 349

飯田賢一 科学と技術-日本近代思想 14 株式会社岩波書店 1989 500
体系-



K．コーツ編，華山謙 生活の質-環境問題と社会
主義-

株式会社岩波書店 1981 222

小池和男 日本の熟練-すぐれた人材
形成システム-

有斐閣 昭和56年 298

由水常雄 ガラスの話 株式会社新潮社 昭和58年 220
山本学治 創造する心 3 鹿島出版会 昭和56年 257
西和夫 工匠たちの知恵と工夫-建

築技術史の散歩みち-
彰国社 昭和55年 287

日本機械学会 技術の心-機械技術史をさ
ぐる-

1 丸善株式会社 昭和59年 336

海野福寿編 技術の社会史-西欧技術の
移入と明治社会-

3 有斐閣 昭和57年 251

中島龍一 軌條（レール） 共立出版株式会社 昭和18年 344
西田卯八 世界製鐵大観 國策産業協會 昭和13年 381
半沢周三
石井義雄

日本製鉄事始
電氣爐鑄鐵及び製鋼法

新人物往来社
太陽堂書店

昭和49年
昭和14年

303
275

八幡製鐵株式會社

ダイアモンド社編

近代熔鋼法の誕生-ヘン
リー・ベッセマーの苦闘-
鉄鋼

八幡製鐵株式會社

ダイアモンド社

1954

昭和49年

193

288
今井泰男 農耕民の魂と鍛冶師 株式会社櫟（いちい） 平成3年 359
鉄鋼新聞社編
大河内一男

鉄鋼新製品の知識
日本人の生活と労働

工業図書出版株式会社
日本放送出版協会

昭和37年
昭和56年

362
213

飯沼二郎 日本の古代農業革命 筑摩書房 1980 222
井塚政義 庶民の世紀-中世の技術革 株式会社朝日新聞社ソノラマ 昭和56年 292

黒岩俊郎ほか
命-
日本の水車 ダイアモンド社 昭和55年 250

D．E．リリエンソール著，
和田小六，和田昭允

TVA-総合開発の歴史的実
験-

株式会社岩波書店 1979 350
東工大図書館

森谷正規 日本・中国・韓国産業技術 東洋経済新報社 昭和55年 238
比較-「比較技術論からの

渡辺則之
接近-
技能革新 日刊工業新聞社 昭和55年 231

三枝博音 河原の石-三枝博音・その
人と思想-

清水弘文堂 昭和44年 191

山本学治
山本学治

歴史と風土の中で
造形と構造と

1
2

鹿島出版会
鹿島出版会

昭和55年
昭和55年

221
225



湯川秀樹，市川亀久彌 いきがいの創造 雄渾社 1967 246
ジョルジュ・フリードマン
著，天野恒雄訳

技術と人間 サイマル出版会 1973 221

亀井正夫 「政治臨調」のすすめ 社会経済国民会議 1988 125
飯田賢一編修代表 わが国における技術概念

の変遷
武蔵野美術大学生活デザイン
学科研究室

昭和45年 102

ケネス・ハドソン著，青木
国夫監修

産業遺跡・博物館ガイド 日本放送出版協会 昭和50年 280

細谷恒夫編 哲学史要説 尚学社 昭和53年 387
岡邦雄 新しい技術論 春秋社 1955 219
種市町立歴史民俗資料 種市町の石碑Ⅱ 種市町立歴史民俗資料館 昭和61年 62
三上次男 春日抄 中央公論美術出版 昭和63年 272

飯田賢一編 技術の社会史-重工業化の
展開と矛盾-

4 有斐閣 昭和57年 318

立川昭二
佐藤次男

歴史紀行　死の風景
郷土史辞典　茨城県

朝日新聞社
昌平社

昭和54年
1977

241
205

日本機械学会 技術の心-21世紀にむけて 2 丸善株式会社 昭和60年 268
林青梧 文明開化の光と闇-建築家 相模書房 昭和56年 417

中山伊知郎編
下田菊太郎伝-
日本経済の構造分析 東洋経済新報社 昭和29年 238

中山伊知郎編 国際会議　明日の世界と日
本

読売新聞社 昭和50年 443

マンフォード著，三浦逸 技術と文明(Technic & 合資會社育成社弘道閣 昭和17年 501
雄譯 Sivilization)
野坂康雄 鉄鋼業のコンピュータ・コン

トロール
産業図書「 昭和45年 330

貫隆夫ほか 武蔵大学論集 第22巻第 武蔵大学経済学会 1975 114

重倉珉祐
5，6号

親族法・相続法 法律文化社 1977 352
久保良敏監修
白井久也

心理学図説
危機の中の財界-企業と成

北大路書房「
株式会社サイマル出版

昭和53年
1973

273
275

長は永遠か-
クージン著，金光不二 マルクスと技術論 大月書店 1973 200
夫，馬場政孝共訳
田部重治 わが詩わが歌 田部重治先生詩歌集刊行委員 昭和49年 145



会
日本鉄鋼連盟

平譯
有島武一ほか 鐵考（抄） 大蔵省印刷局 明治34年
川口正名 製鉄原料 富士製鉄株式会社室蘭製鉄所 昭和31年 194
生産性研究所編 鉄鋼 日本生産性本部 昭和34年 88
岸一太 下北砂鐵製錬に關する研 大正8年 65
社団法人日本鉄鋼協会 日本鉄鋼協会名簿 社団法人日本鉄鋼協会 1989,90 391
社団法人日本鉄鋼協会 たたら製鉄の復元とその鉧

について
社団法人日本鉄鋼協会 昭和46年 136

社団法人日本鉄鋼協会 英国鉄鋼業の現況-総括編 社団法人日本鉄鋼協会 昭和39年 63
社団法人日本鉄鋼協会 英国鉄鋼業の現況-各論編 社団法人日本鉄鋼協会 昭和39年 154
ジェイムス．P．ムーア著
今井宏訳

シームレス物語-米国の継
目無鋼管発展の歴史-

今井宏 昭和59年 294

原道徳 鉄の故里-九州・山口を訪 原道徳 昭和47年 250

原道徳
ねて-
鉄のロマン 原道徳 昭和55年 260

鉄鋼統計委員会 統計から見た日本鉄鋼業 鉄鋼統計委員会 昭和45年 59

鉄鋼海外市場調査委員
100年の歩み
U・Sスチールの経営 鉄鋼海外市場調査委員会一般 1968

2冊

会 委員会
鉄鋼海外市場調査委員 鉄鋼の競合物資に関する 鉄鋼海外市場調査委員会鉄連 1965 332

現況ならびに長期的見通し 調査部
日本鉄鋼業の現状と見通し 日本鉄鋼連盟 昭和25年 40

八幡製鐵所總務課
社団法人日本鉄鋼連盟

終戰一年
鉄鋼界 第21巻第

7号

八幡製鐵株式會社
社団法人日本鉄鋼連盟

昭和21年
昭和46年

16
26

住友金属工業株式会社 住友金属 VOL.37N 住友金属工業株式会社 1985 146
o.3

日本鉄鋼連盟 日本の鉄鋼統計 日本鉄鋼連盟 昭和35年 84
櫻井秀三 八幡製鐵所作業開始三十 八幡製鐵株式會社 昭和10年 42

五年史
桑原季隆
アジア経済研究所

日本鉄鋼業-グラフで見る-
インドの鉄鋼業

産業新聞社
アジア経済研究所

昭和年
昭和35年 255

世界の鋼生産高（1910～ 10
1959

C.E.WILLIAMMS and
B.M.LARSEN著，及川象

海面鐵製造法 株式會社コロナ社 昭和15年 205



社史鉄鋼部門資料編-
岡本博公 現代鉄鋼企業の類型分析 ミネルヴァ書房「 1984 350
八幡製鉄株式会社調査 鉄鋼価格と合理化効果 22 八幡製鉄株式会社 昭和36年 17
八幡製鐵株式會社總務
部調査課編

八幡製鐵参考統計 八幡製鐵株式會社 昭和28年 524

土木学会 第5回日本土木史研究発表
会論文集

土木学会日本土木史研究委員
会

昭和60年 330

Yosida Mitukuni Tanaka
Ikko Sesoko Tsune

Tsukuru 東洋工業株式会社 1991 146

鉄鋼新聞社編 鉄鋼年鑑 鉄鋼新聞社 昭和37年 904
統計委員回會・産業分類
専門部會編纂

日本標準産業分類 統計委員回會・産業分類専門
部會

1949

戸田弘元
澤村宏

アフリカの鉄鋼業
世界各國の製鐵工業

アジア経済研究所
工業圖書出版株式會社

1972
昭和15年

131
330

宝井馬琴 馬琴関八州を行く-講釈師・ 一公塾 昭和48年 228
歴史の旅-

長谷川熊彦
田中四郎ほか

わが国古代製鉄と日本刀
清津脱出記

技術書院
清津脱記編纂委員会

昭和52年
昭和50年

250
212

高見三郎 負けてたまるか 評伝編修委員会 昭和50年 250
大木達治編
寺川喜四男

鉄鋼の実際知識
ヨーロッパの諸言語-THE

東洋経済新報社
言語文化研究所

昭和48年
1964

257
55

LANGUAGES OF
鈴木信也 初学者のための工作機械

と工具
理工学社 1962 258

村山祐太朗 ピアノ線ヲタズネテ-フタタビ 日本経済新聞社 1962 166
アメリカ大陸エ-

伊藤ていじ
林武

民家は生きていた
発展途上国の都市化

美術出版社
アジア経済研究所

1973
1976

347
356

芳武茂介 焼もの　塗もの　金もの-暮
らしのデザインを求めて-

相模書房 昭和46年 302

岡崎清忠
唐木順三編

私の英語史
和辻哲郎-現代日本思想体 28

日本放送出版協会
筑摩書房

昭和47年
1967

170
439

系-
佐竹昭広
熊丸徹

民話の思想
日本鉄鋼と鉄鉱資源-日鉄

株式会社平凡社
日鉄社史編纂委員会事務局

昭和48年 260
昭和34年 366



高尾直三郎 日立とその人々 日立製作所 昭和41年 612
吉岡喜一 野口遵 株式会社フジ・インターナショナ

ル・コンサルタント出版部
昭和37年 360

米山雄治編修担当 伊藤卯四郎・越し方けわし 議事堂通信社 昭和47年 363
渡辺幾治郎 大隈重信 大隈重信刊行会 昭和27年 418
山中順雅 法律家の見た日本古代千

五百年史
図書刊行会 1996 711

日本科学者会議編修 現代技術と技術者 青木書店 1974 256
G・チャイルド著，禰津正
志譯

アジヤ文明の起源 株式會社誠文堂新光社 昭和17年 226

尾佐竹猛 新聞雜誌の創始者柳河春 高山書院 昭和15年 65
日本鉄鋼連盟 鉄鋼用語英和小辞典 日本鉄鋼連盟 不詳 115

通商産業省重工業局編 日本の機械工業-その成長 日本重工業研究会 1960 303
と構造-

進來要 建設を顧みて 日本製鉄株式会社輪西製作所 昭和16年 183
井上賴圀，大月如電 新撰東西年表　全 吉川半七 明治31年
ヴェ・ダニレフスキー著，
桝本セツ，岡邦雄共訳

近代技術史 株式会社岩崎書店 1954 306

犬山市観光協会 国宝犬山城-その解体と復 犬山市観光協会 昭和46年 77
元の歩み-

国立国会図書館，文部 科学技術の哲学・歴史・政 国立国会図書館，文部省科学 1968 96
省科学技術図書館 策論に関する図書の文献 技術図書館
日本勧業銀行調査部 明治百年 日本勧業銀行 昭和42年 76
八幡製鉄株式会社八幡 八幡製鉄所勞働運動誌 八幡製鉄株式会社八幡製鉄所 昭和28年 618
製鉄所
岩波書店編集部
社団法人経済団体連合

科学の事典
社史・経済団体史展示目録

株式会社岩波書店
社団法人経済団体連合会

1950
昭和42年

1531
45

鉄鋼統計委員会 海外鉄鋼統計のてびき 鉄鋼統計委員会 1973 387
特殊整理委員會調査部 日本財閥とその解體 特殊會社整理委員会 昭和26年 570
第二課
武蔵野美術大学 季刊武蔵野美術 No.73 武蔵野美術大学 1988 78
武蔵野美術大学 季刊武蔵野美術 No.81 武蔵野美術大学 1991 78
武蔵野美術大学
武蔵野美術大学

季刊武蔵野美術 No.82
季刊武蔵野美術 No.84

武蔵野美術大学
武蔵野美術大学

1988
1991

78 2冊
78

武蔵野美術大学 季刊武蔵野美術 No.86 武蔵野美術大学 1992 78 2冊
武蔵野美術大学 季刊武蔵野美術 No.87 武蔵野美術大学 1992 78



阿部次郎 萬葉時代の社會と思想 株式會社生活社 昭和20年 31
高木卓 郡司成忠大尉 株式會社生活社 昭和20年 31
阿部次郎 萬葉人の生活 株式會社生活社 昭和20年 31
伊福部隆彦 老子概説 玄同社 昭和20年 32
藤間生大 歴史の学び方-危機におけ

る歴史と歴史学-
伊藤書店 1950 281

日本鉄鋼連盟調査局 フランス鉄鋼業第四次近代
化並びに設備計画

日本鉄鋼連盟調査局 1962 145

ロバート・デューラー講演 高炉によらざる製鉄法 八幡製鉄株式会社八幡製鉄所 昭和36年 14
飯田賢一 近代鉄鋼業の発展と労働 国際連合大学 1981 40 11冊
日本化学工業協会 日化協月報-日本の化学工

業-
第448号 日本化学工業協会 1984～5 40

新日本製鐵株式会社 鉄の科学-鉄のできるまで- 新日本製鐵株式会社 昭和53年 89

大林重信 中國文明史物語 合資會社富山房 昭和17年 182
西谷啓治ほか 人間 第1巻第1

号
鎌倉文庫 昭和21年 240

藤本弘道
松前重義

陸軍 後の日
技術者の道

東京新人社
科學新興社

昭和20年
昭和20年

64
16

富塚清
無線と實驗編

わが科學破れたり
受験用眞空管

大日本飛行協會
株式會社誠文堂新光社

昭和20年
昭和20年

31
58

谷川徹三
小宮豐隆
古畑種基

雨ニモマケズ
芭蕉と紀行文
血液型

株式會社生活社
株式會社生活社
株式會社生活社

昭和20年
昭和20年
昭和20年

31
31
31

野田宇太郎編修 文学散歩 25号 文学散歩友の会事務局 昭和41年 144
中村哲朗 技術の論理・人間の立場 筑摩書房 1971 268
龜井高孝ほか 世界歴史地図 株式會社吉川弘文館 1950 67
足立重飜譯 レオナルド・ダ・ヴィンチの 株式會社六興商會出版部 昭和18年 333

手帖-文學・思想編-
大橋隆憲ほか 經濟論叢 第17巻第

1號
京都大学經濟學会 昭和27年 68

ジョン・デューイ著，山下
徳治譯

ソヴェートロシア印象記 自由社 不詳 100

地方史研究協議会 地方文化の伝統と創造-地 地方史研究協議会 1974 22
方史研究協議会大会研究
発表要旨-

柳壯一 寒さと人間 株式會社生活社 昭和20年 31



出版ニュース社 出版ニュース 1月上・中 出版ニュース社 1984 54
旬号

詩季の会 詩季 第22号 ヤマニ書房 1990 161
詩季の会 詩季 第23号 ヤマニ書房 1991 124
詩季の会 詩季 第24号 ヤマニ書房 1991 128
詩季の会 詩季 第25号 ヤマニ書房 1992 140
詩季の会 詩季 第26号 ヤマニ書房 1992 138
詩季の会 詩季 第27号 ヤマニ書房 1993 119
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.5 日本鉄鋼連盟 1981 130
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.6 日本鉄鋼連盟 1982 82
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.5 日本鉄鋼連盟 1982 118
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.12 日本鉄鋼連盟 1979 106
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.1 日本鉄鋼連盟 1980 100

社団法人日本鉄鋼連盟 鉄のいろいろ 社団法人日本鉄鋼連盟 不詳 52
専門図書協議会 専門図書館 No.87 専門図書協議会 1981 65
専門図書協議会 専門図書館 No.80 専門図書協議会 1980 65
専門図書協議会
専門図書協議会

専門図書館
専門図書館

No.82
No.89

専門図書協議会
専門図書協議会

1982
1982

71
64

専門図書協議会
専門図書協議会

専門図書館
専門図書館

No.90
No.100

専門図書協議会
専門図書協議会

1982
1984

124
107

専門図書協議会
専門図書協議会

専門図書館
専門図書館

No.104
No.94

専門図書協議会
専門図書協議会

1985
1983

75
67

専門図書協議会 専門図書館 No.95 専門図書協議会 1983 116
専門図書協議会
専門図書協議会

専門図書館
専門図書館

No.96
No.97

専門図書協議会
専門図書協議会

1983
1983

81
75

専門図書協議会 専門図書館 No.98 専門図書協議会 1984 73
専門図書協議会 専門図書館 No.103 専門図書協議会 1985 58
専門図書協議会 専門図書館 No.106 専門図書協議会 1985 66
川崎製鐵株式會社 鐵-新技術への招待- 川崎製鐵株式會社 1982 59
出版ニュース社 出版ニュース 11月中旬 出版ニュース社 1983 54

号
出版ニュース社 出版ニュース 11月下旬 出版ニュース社 1983 54

号
出版ニュース社 出版ニュース 8月中旬 出版ニュース社 1983 54

号
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 日本鉄鋼連盟 1983 120



年次一般報告（下）
日本生産性本部生産性
研究所，日本鉄鋼連盟

西ヨーロッパ諸国の鉄鋼業
における技術革新と労働者
の態度（下）イタリー，オラン
ダ編

日本生産性本部生産性研究
所，日本鉄鋼連盟

1957 253

アジア文化会館同窓会 第三回代表者会議-日本の
経済進出とその影響-

アジア文化会館同窓会 1973 196

高松圭吉監修 あるく  みる きく-中国・貴
州苗族の民俗と信仰-

204 近畿日本ツーリスト株式会社 1984 51

高松圭吉監修 あるく  みる きく-太鼓胴覚
書，南会津の胴堀職人たち

196 近畿日本ツーリスト株式会社 1983 39

新日本製鐵株式会社 鉄の話題 No.34～
45

新日本製鐵株式会社 1981～1984

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.2 日本鉄鋼連盟 1980 80
日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界
鉄鋼界

No.12
No.12

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1980
1982

88
100

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界 No.2
鉄鋼界 No.1

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1983
1984

90
80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 No.1 日本鉄鋼連盟 1985 84
日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界 No.4
鉄鋼界 No.5
鉄鋼界 No.6

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1985
1985
1985

96
94
72

日本鉄鋼連盟
出版ニュース社

鉄鋼界 No.9
出版ニュース 6月下旬

日本鉄鋼連盟
出版ニュース社

1985
1983

88
54

出版ニュース社

出版ニュース社

号
出版ニュース 7月中旬

号
出版ニュース 10月下旬

出版ニュース社

出版ニュース社

1983

1983

54

54

新日本製鐵株式会社総
号

鉄鋼・経済関連略語の解説 新日本製鐵株式会社総合調査 1979 52
合調査部
財団法人日本電機工業 資料調査　重電機器

部
財団法人日本電機工業会 昭和61年 166

豊浦町教育委員会 真木山製鉄遺跡-新潟県北
蒲原郡豊浦町真木山製鉄

豊浦町教育委員会 1981 87

日本鉄鋼連盟調査局
遺跡の発掘調査報告-
欧州石炭鉄鋼共同体第10 日本鉄鋼連盟調査局 1962 234



戦略-
日本鉄鋼連盟調査局 ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体

高機関-アメリカ鉄鋼業におけ
るマネージメントの組織および

日本鉄鋼連盟調査局 1962 176

早稲田大学 早稲田フォーラム No.44 早稲田大学 1984 139
隅谷三喜男 成田の空と大地-闘争から

共生への途-
株式会社岩波書店 1996 397

東京都 江戸から東京への展開（都
市紀要）

1 東京都 平成3年 123

東京都 東京の各種学校（都市紀 17 東京都 平成4年 237
東京都 東京の大学（都市紀要） 10 東京都 平成4年 300
井野川潔 ワット蒸気機関 けやき書房 1984 231
道家達将 現代産業技術 財団法人放送大学教育振興会 1993 212

東京工業大学付属工業 課題研究要旨 東京工業大学付属工業高等学 昭和62年 130
高等学校
新日本製鐵株式会社 鉄の科学-鉄のできるまで-

校
新日本製鐵株式会社 昭和56年 138

新日本製鐵株式会社
川合葉子

鉄の話題 No.29
京都大学教養図書館の明
治期物理学関連図書に関

新日本製鐵株式会社 1980
平成6年

20
100

立命館大学
する研究
立命館-学園案内- 立命館大学 1993 168

日本鉄鋼連盟調査部

日本鉄鋼連盟調査部

OECD1962年の鉄鋼業と
1963年の動向
欧州石炭鉄鋼共同体第10

日本鉄鋼連盟調査部

日本鉄鋼連盟調査部

1964

1962

242

207

日本経済調査協議会

年次一般報告（上）
鐵鋼業合同問題研究資料 其の壹
ドイツ工業連盟（BDI） 日本経済調査協議会 1966

22
10

中国鉄鋼業協会 日本の鉄鋼業-付　中国地 中国鉄鋼業協会 昭和37年 44

日本鉄鋼連盟調査局
方の鉄鋼業-
国連ECE第28回鉄鋼委員 日本鉄鋼連盟調査局 1962 233
会配付資料-建設における
鉄鋼-

日本鉄鋼連盟調査局 大規模に進む米国鉄鋼業 日本鉄鋼連盟調査局 1967 32
の再建

日本鉄鋼連盟調査局 海外主要鉄鋼会社の企業 日本鉄鋼連盟調査局 昭和38年 299
分析-15社の競争力と経営



W.Tホーガン著，松田恒
美訳

21世紀の鉄鋼業-競争が鍛
える世界の新秩序-

株式会社日鉄情報センター 1996 227

松男宗次 いろいろな鉄（上） 株式会社日鉄情報センター 1996 221
筑波常治・菊池俊彦編 明治の群像 7 三一書房 1971 236
布川了 田中正造たたかいの臨終 随想舎 1996 150
加藤尚武 技術と人間の倫理 日本放送出版協会 1996 353
阪下圭八 ことばの散歩道-古事記か

らサラダ記念日まで-
朝日新聞社 1995 237

渡辺大濤 農村の救世主安藤昌益 社団法人農山漁村文化協会 1995 346
宮野澄 怒らず，怖れず，悲しまず プレジデント社 1996 199
ヨーゼフ・クライナー ケンペルの見た日本 日本放送出版協会 1996 252
科学朝日編 独創技術たちの苦闘 朝日新聞社 1994 261
小川鼎三 解体新書 中央公論社 昭和52年 195

石井孝 現代史を視る眼-開国から
現代まで-

吉川弘文館 平成8年 263

新日本製鐵株式會社
新日本製鐵株式會社

総集営業旬報-市況編Ⅰ- 1
総集営業旬報-市況編Ⅱ- 2

新日本製鐵株式会社
新日本製鐵株式会社

昭和45年
昭和45年

605
539

新日本製鐵株式會社
新日本製鐵株式會社

総集営業旬報-市況編Ⅲ- 3
総集営業旬報-論叢編- 4

新日本製鐵株式会社
新日本製鐵株式会社

昭和45年
昭和45年

708
440

新日本製鐵株式會社 総集営業旬報-座談会編- 5 新日本製鐵株式会社 昭和45年 535
新日本製鐵株式會社
内田星美ほか

総集営業旬報-製品編- 6
日本の産業遺跡300選 1

新日本製鐵株式会社
同文館

昭和45年
平成5年

564
214

内田星美ほか 日本の産業遺跡300選 3 同文館 平成6年 240
道家達将
佐々木潤之介

科学技術史
地域史を学ぶということ

財団法人放送大学教育振興会
吉川弘文館

1995
平成8年

339
274

桑原武夫 明治維新と近代化 小学館 1984 221
徳山二郎ほか 世界を駆ける企業家-日本 15 株式会社ティビーエス・ブリタニ 1982 291

のリーダー- カ
朝日新聞社 日中交流の十字路-旧満州 朝日新聞社 1983 203

矢野直明
はいま-
パソコンと私-情報快的生 福武書店 1991 283
活人-

永原慶二，中村政則 歴史家が語る戦後史と私 吉川弘文館 平成8年 277
山本常雄 阿片と大砲-陸軍昭和通商 RMC出版 1985 270

の七年- 品川区立図書館藏
中村慶一 技術者のための統計解析 建設省建設研修所 昭和35年 65



会論文集 会
土木学会 第6回日本土木史研究発表

会論文集
土木学会日本土木史研究委員
会

昭和61年 282

朝倉治彦，深井人詩共 書誌年鑑 日外アソシエーツ 1982 319
服部之総 初代長瀬富郎傳 花王石鹸五十年史編纂委員会 昭和15年 391
加茂儀一 騎行・車行の歴史 法政大学出版局 1980 268
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.4 日本鉄鋼協会 1996 88
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.5 日本鉄鋼協会 1996 80
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.6 日本鉄鋼協会 1996 91
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.9 日本鉄鋼協会 1996 72
社団法人研究産業協会 第2回「産業技術の継承活

動」全国大会報告書
社団法人研究産業協会 1994 69

那珂湊市教育委員会 反射炉シンポジウム記録集 那珂湊市教育委員会 平成6年 54

川添登 建築家・人と作品（上） 井上書院 昭和49年 274
中山茂 科学技術の戦後史 株式会社岩波書店 1995 198
河合隼雄，佐藤文隆 日本人の科学-現代日本文 13 株式会社岩波書店 1996 296

化論-
北野進 信州の人と鉄 信濃毎日新聞社 1996 278
財團法人九州經濟調査
協會

九州の社会と経済 財團法人九州經濟調査協會 1949 318

東洋經濟新報社編纂
飯田賢一

昭和産業史 第1巻
人間と科学技術-科学技術

東洋經濟新報社
近代文藝社

昭和25年
1994

814
382

大谷真一
文化論30講-
日本科学史散歩-江戸期の 中央公論社 昭和49年 254

合田周平
科学者たち-
活学の達人-本田宗一郎と 丸善株式会社 平成8年 361
の対話-

東洋経済新報社編 鉄鋼の実際知識 東洋経済新報社 昭和33年 276
谷川健一 鍛冶屋の母 思索社 昭和54年 209
新潟市郷土資料館 新潟市読本 新潟市郷土資料館 1980 296
会田雄治ほか 季刊歴史と文学 VOL.22 平凡社 1978 336
土木学会 第1回日本土木史研究発表 土木学会日本土木史研究委員 昭和56年 134

会論文集 会
土木学会 第2回日本土木史研究発表

会論文集
土木学会日本土木史研究委員
会

昭和57年 198

土木学会 第3回日本土木史研究発表 土木学会日本土木史研究委員 昭和58年 189



地質調査所日本鑛産誌
編纂委員会

日本鑛産誌Ⅲ-主として窯
業原料となる鑛石-

東京地學協會 1950 322

日鉄社史編集資料 大陸製鉄と日鉄ほか No.291～
319

昭和30年

日鉄社史編集資料 日鉄と預金部資金との関係
ほか

No.221～
260

昭和30年

小川光よう（日偏に易） 黒潮に乗ってきた古代文化 日本放送出版協会 平成2年 233
湯川秀樹 外的世界と内的世界 株式会社岩波書店 1976 331
朝永振一郎ほか わが師・わが友 1 みすず書房 昭和42年 254
遠山茂樹 遠山茂樹著作集 第9巻 株式会社岩波書店 1992 274
松前信子 欅と竜胆（りんどう） 東海大学出版会 1990 286
八戸市立図書館 安藤昌益 伊吉書院 昭和49年 501
館和夫 川田龍吉-男爵薯の父- 男爵資料館 昭和61年 279

専門図書館協議会
専門図書館協議会

専門図書館
専門図書館

No.121
No.126

専門図書館協議会
専門図書館協議会

1988
1989

53
56

日本科学者会議編修 日本の科学者 Vol.30No.
7

水曜社 1995 56

専門図書館協議会 専門図書館 No.152 専門図書館協議会 1994 50
地方史研究協議会 地方史研究 第45巻第 地方史研究協議会 1995 154

6号
日本索引家協議会 書誌索引展望 Vol.16No. 日本アソシエーツ 1992 50

日本科学者会議編修
3

日本の科学者 Vol.29No. 水曜社 1994 64

日本科学者会議編修
8

日本の科学者 Vol.29No. 水曜社 1994 56

日本索引家協議会 書誌索引展望
9
Vol.13No. 日本アソシエーツ 1989 52

日本科学者会議編修 日本の科学者
2
Vol.30No. 水曜社 1994 56
10

福岡県教育委員会 福岡県の近代化遺産 （財）西日本文化協会 1993 159
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.2 日本鉄鋼協会 1996 86
日本鉄鋼協会 ふぇらむ Vol.1No.3 日本鉄鋼協会 1996 64
野依秀一 九州の現在及将来 實業之世界社 大正5年 1021
通商産業省重工業局 日本の機械工業-その成長 日本重工業研究会 昭和35年 653

と構造-Ⅱ各論



日本鉄鋼連盟調査局
鉄鋼海外市場調査委員
会 要予測に用いた方法につ
鉄鋼海外市場調査委員 オーストラリアの鉄鋼事情 鉄鋼海外市場調査委員会 昭和38年 25
日本鉄鋼連盟調査局 スペンサー製鐵所の概況 日本鉄鋼連盟調査局 1963 98
日本鉄鋼連盟，日本生
産性本部生産性研究所

西ヨーロッパ諸国の鉄鋼業
における技術革新と労働者
の態度（上）

日本鉄鋼連盟，日本生産性本
部生産性研究所

昭和36年 338

經濟安定本部資源調査
會事務局

日本のエネルギー問題-資
源調査會資料-

第30號 經濟安定本部資源調査會事務
局

昭和26年 75

株式会社木下商店調査
課

調査時報新しい製鉄技術-
1958年度国際製鐵会議-

株式会社木下商店調査課 昭和33年 63

科学技術庁資源局 鉄鉱資源 科学技術庁資源局 昭和35年 295
製鉄史関係文献に関する
資料
事業報告 昭和年

宮入昭平
鶴見俊輔
小原哲郎

刀匠一代
柳崇雪
技術と想像力

新人物往来社
平凡社
玉川大学出版部

昭和46年
昭和51年

1994

261
270
175

福沢諭吉ほか 福翁自伝ほか-世界ノンフィ
クション全集-

11 筑摩書房 昭和35年 512

大橋周治 幕末明治製鉄論 アグネ出版 1991 524
前田六郎
柳田泉

和鋼・和鐵
明治の書物明治の人

河出書房
株式会社桃源社

昭和18年
昭和38年

140
323

石川悌次郎 本多光太郎傳 日刊工業新聞社 昭和40年 382
吉田光邦 科学と技術-現代日本記録 9 筑摩書房 1970 349
松尾章一
東京帝國大學工學部航
空研究所

服部之総年譜・著作年譜
東京帝國大學學術大觀 帝國大學新聞社櫻井恒次

1986
昭和19年 539

日本鉄鋼連盟調査局 国連ECE第28回鉄鋼委員会配付
資料-鉄鋼業に於けるオートメー

日本鉄鋼連盟調査局 1963 74

ションに関する特別専門家グ
ループの予備報告-

I・E，Madsen 1962年における鉄鋼業の 日本鉄鋼連盟調査局 昭和38年 198
発展
西ドイツ鉄鋼業の発展と展 日本鉄鋼連盟調査局 1963 87
欧州石炭共同体が鉄鋼需 鉄鋼海外市場調査委員会 昭和38年 91



設立計画説明書
八幡製鐵株式會社 Marayawata製鉄計画に於

ける木炭計画の推進につ
八幡製鐵株式會社 1968 198

八幡製鐵株式會資料第2
化成課

八幡製鐵資料化工編 第1巻其2 八幡製鐵株式會資料整備委員
会

昭和23～24
年

287

日本鉄鋼連盟調査局 イギリス鉄鋼業における研
究開発

日本鉄鋼連盟調査局 1964 104

日本鉄鋼連盟調査部 英国鉄鋼業の国有化-1966
年鉄鋼法案および有力視
の論評-

日本鉄鋼連盟調査部 1966 126

海外市場調査委員会 世界鉄鋼貿易と開発途上
諸国の鉄鋼需要（上）

海外市場調査委員会 1967 135

海外市場調査委員会 世界鉄鋼貿易と開発途上
諸国の鉄鋼需要（下）

海外市場調査委員会 1967 150

武蔵野美術大学・美術資
料図書館

明朝活字-その歴史と現状
-展

武蔵野美術大学・美術資料図
書館

1976

岩手県立博物館
飯田賢一

北国の樹皮文化
近代技術史講義資料

岩手県立博物館
武蔵野美術大学

1991
1969

103
35

矢島裕利 コワネ文書について-鉱山
技師コワネとオジェの新資

ユネスコ東アジア文化研究セン
ター

1970 101

阪南大学 阪南論集社会科学偏 Vol.22No.
4

阪南大学 1987 196

吉田光邦 ASOBI The Sensibilities at
Play

東洋工業 1987 128

中部産業遺産研究会 シンポジウム-日本の技術
史をみる眼-

第13回 中部産業遺産研究会 1994 85

八幡製鉄株式會社外務
部外務課

北海海岸に臨むブレーメン
新製鉄所建設記録

八幡製鉄株式会社外務部外務
課

1961 76

八幡製鐵株式會技術研
究所
八幡製鐵株式會資料整

八幡製鐵資料（全）

八幡製鐵資料壓延編

八幡製鐵株式會技術研究所

八幡製鐵株式會資料整備委員

昭和22～24
年

1947

16

216
備委員会
新日本製鐵株式會社調 調査四半期報

会
新日本製鐵株式會社調査部 昭和45年 146

査部
八幡製鐵株式會社ほか マラヤヤハタ製鉄株式会社 八幡製鐵株式會社ほか 昭和36年 52



八幡製鐵株式會 八幡製鐵資料壓延編條鋼 第2巻 八幡製鐵株式會 昭和23～24
年

441

八幡製鐵株式會動力課 八幡製鐵資料動力編 第1巻 八幡製鐵株式會動力課 昭和23～24
年

250

八幡製鐵株式會電氣課 八幡製鐵資料動力編 第2巻 八幡製鐵株式會電氣課 昭和23～24
年

394

八幡製鐵株式會鑛滓課・
炉材課

八幡製鐵資料化工編 八幡製鐵株式會鑛滓課・炉材
課

昭和23～24
年

245

渋沢青渊記念財団竜門
社

澀澤栄一傳記資料 別巻第3
書簡1

渋沢青渊記念財団竜門社 昭和42年 638

湯淺光朝 解説科學文化史年表 中央公論社 1950 250
下中弥三郎編修 理科事典-科学技術史年表 第19巻 株式会社平凡社 昭和年 404
通商産業大臣官房調査
統計部編修

金属加工機械分類と図解 通商産業大臣官房調査統計部 昭和31年 96

日本鉄鋼連盟調査部 鉄鋼と代替品の競合の見
通し

日本鉄鋼連盟調査部 1967 42

I・E，Madsen 1961年における鉄鋼業の
発展

日本鉄鋼連盟調査局 1962 140

日本鉄鋼連盟調査局
日本鉄鋼連盟調査局

諸製鋼法の比較
アメリカ鉄鋼経済図表

日本鉄鋼連盟調査局
日本鉄鋼連盟調査局

1961
1963

101
56

日本鉄鋼連盟 日本鉄鋼業におけるインダ
ストリアル・エンジニアリン

日本鉄鋼連盟 1965 253

日本鉄鋼連盟調査局 海外主要鉄鋼会社の企業
分析-15社の競争力と経営

日本鉄鋼連盟調査局 昭和38年 299

有沢広巳ほか
戦略-
経済の見方・考え方 昭和42年 97

海外市場調査委員会一
般委員会

海外主要製鉄会社の競争
力と経営戦略

第4集 海外市場調査委員会一般委員
会

昭和52年 208

八幡製鐵株式會資料整
備委員会

八幡製鐵資料工作編 第1巻 八幡製鐵株式會資料整備委員
会

1947 244

八幡製鐵株式會資料整
備委員会

八幡製鐵資料壓延編戸畑
ストリップ工場

第37巻 八幡製鐵株式會資料整備委員
会

1947 216

八幡製鐵株式會資料整 八幡製鐵資料壓延編珪素 第36１巻 八幡製鐵株式會資料整備委員 1947 185
備委員会 鋼板工場 会
八幡製鐵株式會 八幡製鐵資料壓延編鋼板 第3巻 八幡製鐵株式會 昭和23～24

年
286



飯田賢一，後藤佐吉編
日本鉄鋼連盟

放送大学教務部教務課

日本製鐵連盟 鉄鋼業におけるIE活動10年
史

日本製鐵連盟 昭和43年 101

FRANK NIXSON Industrial Archaeology of
Derbyshire

AUGUSTUS M. KELLEY
PUBLISHERS

1969 307

Organisationsplan und
Mitglierverzeichnis

1955 131

THE JAPAN IRON &
STEEL FEDERATION

STATISTICAL YEAR
BOOK

THE JAPAN IRON & STEEL
FEDERATION

1972 29

EISEN UNT STAHL HERAUSGEBER 1969 164
Rudolf Stadelmann und
Worfram Fischer

Handwerksrecht und
Handwerkswirtschaft um
1800

DUNKER & HUMBLOT 1955 95

YAWATA IRON & STEEL
CO．，LTD．

METAL STATISTICS YAWATA IRON & STEEL
CO.,LTD.

1966 400

満州國新京特別市七馬 地質調査所三十一年史 地質調査所 康徳7年 192
路國務院大陸科學院
暁教育図書株式会社
日蘭学会編

新生活大辞典
洋學史辞典

4 株式会社新製品普及会出版局
雄松堂出版

昭和45年
昭和59年

238
787

小柳司気太
加藤晋平ほか編修

新修漢和大辞典
縄文文化の研究-道具と技 7

博友社
雄山閣出版株式会社

昭和48年
1983

2118
307

財団法人群馬県埋蔵文
術-
清里・長久保遺跡（昭和55年度県 群馬県考古資料普及会 1986 366

化財調査事業団 営畑地帯総合土地改良事業清里
地区埋蔵文化財発掘調査報告書

日本の技術100年製鉄・金 筑摩書房
戦後鉄鋼史 日本鉄鋼連盟

1988
昭和34年

206
1005

放送大学教務部教務課 放送大学開設予定授業科
目講義内容案

第12版 放送大学 平成6年 794

放送大学教務関係資料集 放送大学 平成6年 394
放送大学教務部教務課
放送大学教務部教務課

放送大学教務関係資料
放送大学開設予定授業科
目講義内容案

第11版
放送大学
放送大学

平成5年
平成5年

394
769

君津製鐵所製銑部原料
工場

焼結鉱一億屯の歩み 君津製鐵所 昭和54年 104



課 23年
八幡製鐵株式會社水道
課

八幡製鐵資料　動力編 第三巻 八幡製鐵株式會社 昭和22年ー
23年

123

八幡製鐵株式會社製鋼
工場

八幡製鐵資料　製鋼編 第二巻 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
25年

286

八幡製鐵株式會社土木
課

八幡製鐵資料　土木編 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
25年

317

八幡製鐵株式會社 勞務者構成調 八幡製鐵株式會社 78
八幡製鐵株式會社 検定編 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー

25年
33

八幡製鐵株式會社製鋼
工場

八幡製鐵資料　製鋼編　總
括

第一巻 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
25年

161

八幡製鐵株式會社熔鉱
炉工場・燒結工場

八幡製鐵資料　製銑編 第二巻 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
25年

228

World Engineering
Congress

WORLD ENGINEERING
CONGRESSTOKYO1929

Vol.ⅩⅩ
ⅩⅢ

Kogakkai 1931 666

Sukeyuki Kawata
PROCEEDINGS
Japan's Iron & Steel Tokyo Foreign Service 1967 318

, MINWRAL RESOURCES
OF JAPAN PROPER

No.44 Natural Resources Section 1946 158

八幡製鐵株式會社　熔
鉱炉工場　燒結工場

八幡製鐵資料　製銑編 第二巻 八幡製鐵株式會社　熔鉱炉工
場　燒結工場

昭和24年ー
２５年

224

八幡製鐵株式會社 八幡製鐵資料　製鋼編 第一巻 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
２５年

161

八幡製鐵株式會社　製
鋼工場

八幡製鐵資料　製鋼編 第二巻 八幡製鐵株式會社 昭和24年ー
２５年

286

八幡製鐵株式會社鑛滓
課・炉材課

八幡製鐵資料　化工編 第二巻 八幡製鐵株式會社 昭和22年ー
23年

347

八幡製鐵株式會社土木 八幡製鐵資料　土木編 第一巻 八幡製鐵株式會社 昭和22年ー 186
課
八幡製鐵株式會社建築 八幡製鐵資料　土木編 第二巻 八幡製鐵株式會社

23年
昭和22年ー 145

課
八幡製鐵株式會社動力 八幡製鐵資料　動力編 第一巻 八幡製鐵株式會社

24年
昭和22年ー 205

課
八幡製鐵株式會社電氣 八幡製鐵資料　動力編 第二巻 八幡製鐵株式會社

23年
昭和22年ー 237



研究発表講演論文集
飯田賢一 わが国における「技術」とい

うことばの形成と普及
北海道大学紀要

第6巻第2
号

北海道大学 平成7年 16 4冊

小川充編修 歴史街道 10月号 PHP研究所江口克彦 平成4年 146
新日本製鐵株式會社 鉄の話題 No.29 新日本製鐵株式會社 1980 20
ドキュメンテーション懇談
会事務局

ドキュメンテーション懇談会
事務局　会報

ドキュメンテーション懇談会事務
局

1976 50

横浜市立大学図書館 三枝博音文庫目録 横浜市立大学図書館 1975 166
飯田賢一 三枝博音先生追想文集 第1号 博音忌世話人会 1981 9
野崎茂，阪下圭八 三枝博音先生追想文集 第2号 博音忌世話人会 1981 13
飯田賢一 三枝博音論に関する書誌 第27巻第

1・2合併
号

横浜市立大学論叢人文科学系
列

1975 89

八幡製鐵株式會社 検定編 八幡製鐵株式會社 昭和22年ー
23年

334

八幡製鐵株式會社 八幡製鐵資料　壓延編 第一巻 八幡製鐵株式會社 昭和22年ー 268

八幡製鐵株式會社 八幡製鐵資料　壓延編・條
鋼

第二巻 八幡製鐵株式會社
23年
昭和22年ー
23年

353

八幡製鐵株式會社

八幡製鐵株式會社化成

八幡製鐵資料　壓延編・鋼
板

第三巻

八幡製鐵資料　化工編 第一巻

八幡製鐵株式會社

八幡製鐵株式會社

昭和22年ー
23年
昭和22年ー

257

500
課
東京地学協会・地質調査
所編纂

日本鉱産史 Ⅱ 地質調査所
23年

1952 329

日鉄社史編纂委員会事 日本製鉄熱管理の歩み 日鉄社史編纂委員会事務局 昭和34年 283
務局
小川原湖民俗博物館編 小川原湖民俗博物館と祭

魚洞公園
小川原湖民俗博物館 平成元年 223

田辺悟 三浦半島の歴史 横須賀書籍出版 昭和59年 235
産業考古学会 産業考古学会第12回(1988 産業考古学会 1988 29 3冊

年度）総会

産業考古学会
研究発表講演論文集
産業考古学会(1992年度）
全国大会（広島）

産業考古学会 1992 41



神宮（かみや）滋 『アジア経済』抜刷
韓国鉄鋼業の発展と特質

アジア経済出版会 1967 96

中野美代子ほか 日本及日本人
新春特別号

日本及日本人 1980 238

沼田真一ほか ゲーテ年鑑
自然科学特集

第14巻 財団法人日本ゲーテ協会 1972 252

安部公房ほか 波 7月号 新潮社 1972 64
安部公房ほか 波 11月号 新潮社 1973 64
安部公房ほか 波 3月号 新潮社 1973 64
安部公房ほか 波 7月号 新潮社 1973 64
安部公房ほか 波 5月号 新潮社 1973 64
安部公房ほか 波 4月号 新潮社 1972 64
猪熊泰三ほか 學鐙 第68巻第

7号
丸善株式会社 昭和47年 96

専門図書館協議会 専門図書館管理者セミナー
テキスト

専門図書館協議会 昭和57年 15

専門図書館協議会
専門図書館協議会関東

昭和49年度総会資料
第9回ビジネス・ドキュメン

専門図書館協議会
専門図書館協議会

昭和49年
1973

39
23

地区協議会 テーション研究集会
専門図書館協議会 全国研究集会特集 専門図書館協議会 1969 82
財団法人日本鉱業会 研究・業績発表講演会講演

要旨集
財団法人日本鉱業会 昭和59年 399

中島秀人ほか Year　Book　’90 東京大学先端科学技術研究セ
ンター

1991 212

産業遺産データベース研
究会

日本機械学会特別員
産業記念物調査

日本機械学会・機械工学史研
究分科会

1994 125

長谷川時夫ほか
武蔵野美術大学タウト展

ミティラー民俗画展
日本美の再発見者

「ミティラー民俗画展」実行委員
武蔵野美術大学

　
1984

79
143

委員会 建築家ブルーノ・タウトのす
べて

歴史學研究會 日本歴史講座 8 東京大學出版会 1957 323
日本史研究會編修
小島精一 經濟日本 株式會社　敎育研究會 昭和18年 296
玉野光男 計量單位 六三書院 昭和27年 123
飯島忠夫編 新選漢字敎科書第二學年

用　新敎授要目準據
株式會社三省堂藏版 昭和12年 140



橘高倫一 哲學の生成 東海書房 昭和24年 252
群馬県立歴史博物館 第16回企画展

群馬ゆかりの文化財
群馬県立歴史博物館 昭和58年 138

日本科学史学会創立50
周年記念事業会

資料　日本科学史学会年
表（稿）

日本科学史学会 1991 120

早稲田大学図書館 早稲田大学図書館文庫目
録第13輯
本間久雄文庫目録

早稲田大学図書館 平成2年 136

HIDETOSHI　KATO SOME INTERVIEW
RECORDS　IN AN
COMMUNITY

KYOTO UNIVERSITY
EUROPIAN RESEARCH
EXPEDITION

191

本田成之 支那近世哲學史話 晃文社 昭和18年 246
安部公房ほか 波 9・10月号 新潮社 1971 64
安部公房ほか 波 11・12月

号
新潮社 1971 64

ハーマン・カーンほかアメ
リカ科学文芸アカデミー

西暦2000年の世界と人類 日本生産性本部 昭和42年 196

編,日本生産性本部訳
湯川秀樹
内山孝一

近の物質觀
日本科學史への反省

弘文堂書房
目黒書店

昭和21年
昭和16年

148
172

通商産業大臣官房調査 昭和40年通商産業統計要 通商産業省 昭和40年 334
統計部 覧
中岡哲郎 日評選書

技術を考える13章
日本評論社 1980 266

舩山（ふなやま）信一
財団法人竹中大工道具

ひとすじの道
竹中大工道具館研究紀要 第1号

三一書房
財団法人竹中大工道具館

1994
1989

296
29

財団法人竹中大工道具
財団法人竹中大工道具
財団法人竹中大工道具

竹中大工道具館研究紀要 第2号
竹中大工道具館研究紀要 第3号
竹中大工道具収蔵品目録 第1号-鋸

財団法人竹中大工道具館
財団法人竹中大工道具館
財団法人竹中大工道具館

1990
1991
1989

45
76
69

館
財団法人竹中大工道具
館

編-
竹中大工道具収蔵品目録 第2号-鑿

編-
財団法人竹中大工道具館 1990 114

財団法人竹中大工道具 竹中大工道具収蔵品目録 第3号-文 財団法人竹中大工道具館 1991 125
館 献資料編

財団法人竹中大工道具 展示解説
-

財団法人竹中大工道具館 1989 79



森将軍塚古墳
三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第2号 三井金属株式会社
修史委員会

1968 224

三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第3号 三井金属株式会社
修史委員会

1969 294

三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第4号 三井金属株式会社
修史委員会

1970 352

三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第5号 三井金属株式会社
修史委員会

1971 406

三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第6号 三井金属株式会社
修史委員会

1971 271

三井金属株式会社
修史委員会

三井金属修史論叢 第8号 三井金属株式会社
修史委員会

1974 265

羽島知之ほか 本の周辺 季刊第6
号

新生社 1976 76 3冊

安部公房ほか 波 1月号 新潮社 1974 64
山田知子ほか 放送大学研究年報 第12号 放送大学 1994 198
大村幸弘ほか アナトリア考古学研究

カマン・カレホユック4
Vol.Ⅳ (財)中近東文化センター 1995 204

関野克編 日本の美術 No.153 至文堂 昭和54年 98

窪田藏郎
金閣と銀閣
鉄の文化 小峰書店 1990 71

歌田真介ほか
佐賀県教育委員会編

科学の目で見る文化財
環壕集落

国立歴史民俗博物館
吉川弘文館

平成4年
平成3年

78
95

横田町教育委員会
吉野ヶ里遺跡概報
タイムトラベル横田 横田町教育委員会 平成元年 60
神話とたたらの里を紀行す
る奥出雲横田歴史物語

松村貞次郎監修
仙台市歴史民俗資料館

ヨーロッパの伝統木工具
榴岡と宮城野の民俗

竹中大工道具館
仙台市歴史民俗資料館

平成4年
昭和57年

192
106

保坂陽一郎ほか
岡村多佳夫ほか

武蔵野美術
武蔵野美術

武蔵野美術大学
武蔵野美術大学

1989
1988

79
79

財団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.75
No.10

1975 142

株式会社增野製作所
更埴市教育委員会

鐵工業界
長野県

No.91 株式会社增野製作所
更埴市教育委員会

1966
1973

25
108



神山恵三ほか 現代と思想 3 青木書店 1971 284
金井雄一ほか 社会経済史 Vol.49１ 社会経済史学会 1983 112
F．Toussaint著
里村春高訳

鋼鉄はいかにして造られる
か

丸善株式會社 昭和29年 156

遠山諦虔 哲学と哲学者 昭林社 1963 219
川原衛門 追跡　安藤昌益

異端の思想家
図書出版社 1979 222

三木乙彦 鉄鋼 株式会社岩崎書店 1954 140
畑英次郎 高度情報社会への招待 日本実業出版社 昭和60年 174
仙台市教育委員会 仙台の文化財 仙台市教育委員会 昭和45年 173
岸田孝一 メイズランド 株式会社産学社 1978 40
講談社編 日本独自の研究と開発　イ

ラスト入り，世界が驚く「身
の回り」の 新情報

株式会社講談社 1985 238

板垣雄三 歴史公論 11 雄山閣出版株式会社 昭和60年 160

相川春樹小伝刊行会 相川春樹小傳 相川春樹小伝刊行会 1955 234
松浦茂治 日本繊維産業の発展分析 至誠堂 昭和50年 258

積雪地方農村經濟調査
と展望
三本木開拓史　下巻 積雪地方農村經濟調査所編纂 昭和22年 824

所編纂
柏村貞義 三本木開拓史　別巻 三柏堂 1981 60

人名索引
宮城一男 農民の地学者宮沢賢治 築地書館 1979 211
大岩泰
G．バラクラフ

マラヤワタ製鉄建設日誌
現代史序説

株式会社新潮社
株式会社岩波書店

昭和60年
昭和46年

188
419

中村英勝・中村妙子訳
宮本一三
吉田謙吉

米国の世界経済戦略
築地小劇場の時代
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上林貞治郎 經濟的發展の理論 潮流社 1948 290
玉置正美 海外市場開発計画

現代経営計画講座
12 日刊工業新聞社 昭和41年 350

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.51
No.8

社団法人日本鉄鋼協会 1965 222

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.67
No.16

社団法人日本鉄鋼協会 1981 186

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.68
No.16

社団法人日本鉄鋼協会 1982 208

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.65
No.14

社団法人日本鉄鋼協会 1979 130

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.60
No.14

社団法人日本鉄鋼協会 1974 154

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.61
No.15

社団法人日本鉄鋼協会 1975 162

原田勝正 鉄道史研究試論
近代化における技術と社会

5 日本経済評論社 1989 286

電氣學校 四半世紀の電氣と機械 電氣學校 昭和8年 244

山中篤太郎
創立二十五周年記念出版
日本の工業 毎日新聞社 昭和31年 313
毎日ライブラリー

木村康雄ほか
小林多加士ほか

国際商科大学論叢
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日本鉄鋼連盟 1975 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1975 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
10

日本鉄鋼連盟 1972 80 3冊



日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第27巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1977

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1978 70

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
9号

日本鉄鋼連盟 1978 78 2冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
10号

日本鉄鋼連盟 1978 72

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1978 70

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1978 72

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1978 62

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第29巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1979 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第27巻第
9号

日本鉄鋼連盟 1977 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第21巻第
9号

日本鉄鋼連盟 1971 86

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第27巻第
10号

日本鉄鋼連盟 1977 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第27巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1977 98

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第14巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1964 82

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第15巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1965 88

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1973 76

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
5号

日本鉄鋼連盟 1973 114

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1973 78 2冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1973 96



日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第32巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1982 82

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第32巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1982 104

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
2号

日本鉄鋼連盟 1978 50

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第28巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1978 68 3冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第24第8
号

日本鉄鋼連盟 1974 86 2冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1975 78

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
10

日本鉄鋼連盟 1973 82

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第23巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1973 128

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第34巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1984 87

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第34巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1984 86

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第32巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1982 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第33巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1983 72

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第35巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1985 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第33巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1983 86

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第33巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1983 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第29巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1979 68

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第31巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1981 92

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第31巻第
2号

日本鉄鋼連盟 1981 100



6号
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第39巻第

9号
日本鉄鋼連盟 1989 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第43巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1993 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第44巻第
2号

日本鉄鋼連盟 1994 74

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第44巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1994 76

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第45巻第
1号

日本鉄鋼連盟 1995 68

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第30巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1980 90

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第30巻第
8号

日本鉄鋼連盟 1980 94

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第44巻第
5号

日本鉄鋼連盟 1994 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第32巻第
10号

日本鉄鋼連盟 1982 86

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第30巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1980 66

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第32巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1982 90

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第29巻第
3号

日本鉄鋼連盟 1979 90 2冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
6号

日本鉄鋼連盟 1975 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
7号

日本鉄鋼連盟 1975 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
10号

日本鉄鋼連盟 1975 80 2冊

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第
12号

日本鉄鋼連盟 1975 76

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第27巻第 日本鉄鋼連盟 1977 110

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
5号
第27巻第 日本鉄鋼連盟 1977 66



日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第24巻第 日本鉄鋼連盟 1974 74
6号

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第31巻第
12号

日本鉄鋼連盟 1981 102

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第42巻第
11号

日本鉄鋼連盟 1992 66

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第43巻第
4号

日本鉄鋼連盟 1993 84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第43巻第
2号

日本鉄鋼連盟 1993 66

専門図書協議会 専門図書館 No.99 専門図書協議会 1984 70
八幡製鐵株式會社 製鉄研究 No.251 八幡製鐵株式會社 1965 217
鈴木正彦ほか 鋼材倶楽部情報

新素材開発の現状
No.785 社団法人鋼材倶楽部 1987 59

専門図書協議会 専門図書館 No.93 専門図書協議会 1983 66
専門図書協議会 専門図書館 No.92 専門図書協議会 1982 71
相馬正男ほか 月刊「土の声，民の声」 11月号 株式会社亜紀書房 1980 47

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第44巻第 日本鉄鋼連盟 1994 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
4号
第44巻第 日本鉄鋼連盟 1994 78

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
10号
第44巻第 日本鉄鋼連盟 1994 72

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
11号
第44巻第 日本鉄鋼連盟 1994 68

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
12号
第45巻第 日本鉄鋼連盟 1995 68

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
2号
第29巻第 日本鉄鋼連盟 1979 84
3号

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第25巻第 日本鉄鋼連盟 1975 80

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界
8号
第24巻第 日本鉄鋼連盟 1974 94 2冊
3号

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 第24巻第 日本鉄鋼連盟 1974 90
3.4号



ゲーテと自然科学
金子務ほか モルフォロギア

ゲーテと自然科学
10号 ナカニシア出版 1988 138

養老猛司ほか モルフォロギア
ゲーテと自然科学

11号 ナカニシア出版 1989 112 2冊

中村雄二郎ほか モルフォロギア
ゲーテと自然科学

12号 ナカニシア出版 1990 152

的場哲郎ほか モルフォロギア
ゲーテと自然科学

14号 ナカニシア出版 1992 128

朝吹亮二ほか 三田評論 2月号 慶應義塾大学 1985 112
朝吹亮二ほか 三田評論 4月号 慶應義塾大学 1985 102
伊藤行雄ほか 三田評論 3月号 慶應義塾大学 1986 113
吉増剛造ほか 三田評論 2月号 慶應義塾大学 1987 104
吉増剛造ほか 三田評論 3月号 慶應義塾大学 1987 104
多田智満子 三田評論 7月号 慶應義塾大学 1987 114
梶野緑 藝文研究 第47号 慶應義塾大学藝文學会 1985 85

147

財団法人日仏会館 日仏文化　　　　日仏会館 No.31 財団法人日仏会館 1974 236

菊池栄一ほか
創立50周年記念特集号Ⅱ
モルフォロギア 創刊号 ナカニシア出版 1979 94

三木成夫ほか
ゲーテと自然科学
モルフォロギア 2号 ナカニシア出版 1980 93

千谷七郎ほか
ゲーテと自然科学
モルフォロギア 4号 　 1982 130

下村寅太郎ほか
ゲーテと自然科学
モルフォロギア 5号 ナカニシア出版 1983 149
ゲーテと自然科学

波田節夫ほか モルフォロギア 6号 ナカニシア出版 1984 110
ゲーテと自然科学

大橋博司ほか モルフォロギア 7号 ナカニシア出版 1985 114
ゲーテと自然科学

上山安敏ほか モルフォロギア 8号 ナカニシア出版 1986 106

波田節夫ほか
ゲーテと自然科学
モルフォロギア 9号 ナカニシア出版 1987 112



西日本編
福井市教育委員会編 福井市の文化財 福井市教育委員会 昭和53年 89
飯田賢一ほか 東アジアの古代文化

特集古代日本の鉄と銅
大和書房 1981 212

樋口隆康 泉屋博古 財団法人泉屋博古館 1976 63
東京都大田区 大田区市研究

史誌
38 東京都大田区 平成5年 116

大田区教育委員会 写真で見る郷土のうつりか
わり（風景編）

大田区教育委員会 昭和58年 166

欧州経済使節団報告書 ヨーロッパ諸国における産
業体制の近代化

日本生産性本部ほか 昭和42年 398

調査局図書資料課 ネパールの経済開発と金 調査局図書資料課 昭和52年 450
日本工学院三十年史編
纂委員会

日本電子工学院

三十年史
学校法人　日本電子工学院 昭和52年 315

水田紀久，有坂隆道 日本思想体系
富永仲基，山片蟠桃

株式会社岩波書店 1973 726

小林良彰 法學研究 第五十九 慶應義塾大学法学研究会 昭和61年 119
巻　第九
号

芦津丈夫ほか ゲーテ自然科学の研究 京都大学教養部 昭和53年 46

網野善彦ほか
ーその方法論と各論ー
そしえて21 1 株式会社そしえて 1990 127

西川治ほか そしえて21 2 株式会社そしえて 1991 128
千葉徳爾ほか
大谷高一ほか

そしえて21
そしえて21

3
4

株式会社そしえて
株式会社そしえて

1991
1991

112
128

太田治子ほか
三木卓ほか

季刊湘南文學 94春号
季刊湘南文學 94夏号

かまくら春秋社
かまくら春秋社

1994
1994

176
176

三木卓ほか
大塚初重編

季刊湘南文學 94秋号
探訪日本の古墳

かまくら春秋社
株式会社有斐閣

1994
昭和56年

192 2冊
488

東日本編
『エコノミスト編集部』

堀淳一ほか

博物館を生んだ町
＜西日本編＞
地図の風景

株式会社恒和出版

株式会社そしえて

1981

1979

258

213

森浩一編
北海道編Ⅰ
探訪日本の古墳 株式会社有斐閣 昭和56年 508



上条宏之 地域民衆史ノート
信州の民権・普選運動

銀河書房 1977 382

杉原荘介 登呂遺跡 中央公論美術出版 昭和44年 40
川瀬平久ほか 金属 Vol.58No.

7
アグネ出版 1988 120

村上陽太郎ほか 金属 Vol.59
No.7

アグネ出版 1989 88

朝倉健太郎ほか 金属 Vol.61
No5

アグネ出版 1991 80

細井祐三ほか 金属 Vol.61
No.2

アグネ出版 1991 96

諸住正太郎ほか 金属 Vol.61
No.9

アグネ出版 1991 86

北田正弘ほか 金属 Vol.61
No10

アグネ出版 1988 90

北田正弘ほか 金属 Vol.61
No.11

アグネ出版 1988 86

広瀬秀雄，中山茂，大塚 日本思想体系 株式会社岩波書店 1976 545
敬節
古島敏雄，安芸皎一

近世科学思想(下）
日本思想体系 株式会社岩波書店 1972 529
近世科学思想(上）

沼田次郎，松村明，佐藤
昌介

日本思想体系
洋学(上）

株式会社岩波書店 1976 678

広瀬秀雄，中山茂，小川
鼎三

日本思想体系
洋学(下）

株式会社岩波書店 1976 527

沼田次郎，松沢弘陽 日本思想体系
西洋見聞集

株式会社岩波書店 1976 684

塚谷晃弘，藏並省自 日本思想体系
本田利明，海保青陵

株式会社岩波書店 1970 507

和歌森太郎監修 日本史跡辞典２
東海近畿編

秋田書店 昭和51年 390

和歌森太郎監修 日本史跡辞典２
西国編

秋田書店 昭和52年 478

和歌森太郎監修 日本史跡辞典２
東国編

秋田書店 昭和52年 510



日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 7 日本鉄鋼連盟 1981 76
専門図書協議会 海外主要国の専門図書館

専門図書協議会研究報告4
専門図書協議会 昭和51年 82

飯田賢一 近代技術史講義資料 武蔵野美術大学生活デザイン
学科

1969 35

下中邦彦 月刊百科 株式会社平凡社 1979 54
新日本製鐵株式會社調
査部

鉄鋼業の基礎知識 新日本製鐵株式會社 昭和50年 220

新日本製鐵株式會社調
査部

日本鉄鋼技術の発展過程 新日本製鐵株式會社 昭和49年 35

新日本製鐵株式會社 鉄の話題 No.32 新日本製鐵株式會社 1980 32
専門図書協議会 専門図書館 No.102 専門図書協議会 1984 76
専門図書協議会 専門図書館 No.50 専門図書協議会 1972 72
松島巌ほか 金属 Vol.51

No.1
アグネ出版 1981 88

北田正弘ほか 金属 Vol.62
No.3

アグネ出版 1992 102

北田正弘ほか 金属 Vol.62 アグネ出版 1992 80
No.6

松島巌ほか 金属 Vol.62 アグネ出版 1992 98

森田幹郎ほか
No.2

金属 Vol.62 アグネ出版 1992 98

田中良平ほか
No.4

金属 Vol.62 アグネ出版 1992 90
No.5

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界 9
鉄鋼界 4

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1981
1981

90
108

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界 12
鉄鋼界 6

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1978
1981

80
84

日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 9 日本鉄鋼連盟 1983 96
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 1 日本鉄鋼連盟 1983 88
日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 2 日本鉄鋼連盟 1979 72
日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界
鉄鋼界

4
11

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1980
1980

96
90

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

鉄鋼界
鉄鋼界

10
9

日本鉄鋼連盟
日本鉄鋼連盟

1981
1980

94
96



No.7
長崎誠三ほか 金属 Vol.58

No.12
アグネ出版 1988 104

金子修一ほか 金属 Vol.61
No.4

アグネ出版 1991 88

早稲田嘉夫ほか 金属 Vol.61
No.6

アグネ出版 1991 86

北田正弘ほか 金属 Vol.61
No.3

アグネ出版 1991 96

北田正弘ほか 金属 Vol.57
No.11

アグネ出版 1987 72

後藤佐吉ほか 金属 Vol.62
No.1

アグネ出版 1992 98

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.77
No.11

社団法人日本鉄鋼協会 1991 335

社団法人日本鉄鋼協会 鉄と鋼 Vol.64
No.13

社団法人日本鉄鋼協会 1978 283

朝倉健太郎ほか 金属 Vol.62 アグネ出版 1992 90

友弘一郎ほか 金属
No.11
Vol.59 アグネ出版 1989 96

北田正弘ほか 金属
No.6
Vol.62 アグネ出版 1992 100

北田正弘ほか 金属
No.1
Vol.64 アグネ出版 1994 72

羽賀七三男ほか 金属
No.1
Vol.58 アグネ出版 1988 80

北田正弘ほか 金属
No.6
Vol.58 アグネ出版 1988 80

草道英武ほか 金属
No.1
Vol.59 アグネ出版 1989 88

橋本巍洲ほか 金属
No.5
Vol.58 アグネ出版 1988 104

中江秀雄ほか 金属
No.11
Vol.58 アグネ出版 1988 72

長崎誠三ほか 金属
No.3
Vol.61 アグネ出版 1991 92



白石裕ほか 金属 Vol.64 アグネ出版 1994 80
No.12

北田正弘ほか 金属 Vol.63
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文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和61年 58
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 3 第一法規出版株式会社 昭和62年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 1978 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和56年 55
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 7 第一法規出版株式会社 昭和56年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和56年 55
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 5 第一法規出版株式会社 昭和61年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和59年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和60年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 7 第一法規出版株式会社 昭和60年 50
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 4 第一法規出版株式会社 昭和61年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和61年 56
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和60年 50
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和60年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和60年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和61年 48



文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和57年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 9 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和59年 54
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和59年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和59年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 3 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 4 第一法規出版株式会社 昭和57年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 5 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 7 第一法規出版株式会社 昭和57年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和59年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 4 第一法規出版株式会社 昭和58年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和58年 50
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和58年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 5 第一法規出版株式会社 昭和58年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和58年 53
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和58年 50
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 1 第一法規出版株式会社 昭和55年 48

文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和62年 56
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和55年
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 9 第一法規出版株式会社 昭和56年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 8 第一法規出版株式会社 昭和55年
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 1 第一法規出版株式会社 昭和56年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和56年 53
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 6 第一法規出版株式会社 昭和54年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和54年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和61年 60
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和61年 62
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 9 第一法規出版株式会社 昭和61年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 1 第一法規出版株式会社 昭和60年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和61６０年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和59年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 7 第一法規出版株式会社 昭和59年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 9 第一法規出版株式会社 昭和59年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和58年 49



金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第18号 社団法人日本金属学会付属

金属博物館
1992 88

文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和55年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和55年 53
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 7 第一法規出版株式会社 昭和585年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 3 第一法規出版株式会社 昭和59年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 9 第一法規出版株式会社 昭和58年 49
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和58年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 5 第一法規出版株式会社 昭和59年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 1 第一法規出版株式会社 昭和59年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和59年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 4 第一法規出版株式会社 昭和59年 51
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和55年 48
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 2 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 1 第一法規出版株式会社 昭和57年 47
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 12 第一法規出版株式会社 昭和56年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11 第一法規出版株式会社 昭和56年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 10 第一法規出版株式会社 昭和56年 47

文化庁文化財保護部監 月刊文化財 4 第一法規出版株式会社 昭和55年 52
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 3 第一法規出版株式会社 昭和55年 50
文化庁文化財保護部監 月刊文化財 5 第一法規出版株式会社 昭和55年 52
武田喜三ほか 製鉄研究 第229号 八幡製鐵株式會社 1959 180
日本鉄鋼連盟 製鉄業参考資料「工場別 日本鉄鋼連盟 昭和42年 159
金属博物館 金属博物館紀要 第8号 社団法人日本金属学会付属 1983 36

金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第9号 社団法人日本金属学会付属 1984 31

金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第10号 社団法人日本金属学会付属 1985 34

金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第11号 社団法人日本金属学会付属 1986 92

金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第12号 社団法人日本金属学会付属 1987 58

金属博物館
金属博物館 金属博物館紀要 第16号 社団法人日本金属学会付属 1991 50



日本鉄鋼連盟 鉄鋼界 10 日本鉄鋼連盟 1986 76
新井直之ほか 出版ニュース 4 出版ニュース社 1982 70
右京大介ほか 出版ニュース 5 出版ニュース社 1982 70
山本武利ほか 出版ニュース 6 出版ニュース社 1982 54
科学技術と経済の会 技術と経済 6 科学技術と経済の会 昭和45年 114
宇都宮孝平 正岡子規・夏目漱石・柳原

極堂
生誕100年記念

子規・漱石・極堂百年祭実行委
員会

昭和41年 64

日中友好協会
長谷川敏三

中国早わかり 日中友好協会 1964 24

山口一郎 近代中国の対日観アジア・
アフリカ文献解題

4 アジア経済研究所 1969 152

朝鮮大学校 朝鮮大学校の25年 朝鮮大学校 1981 55
日本建築学会 建築雑誌 Vol.78

No.921
日本建築学会 1963 70

渡部経彦ほか 技術水準格差の研究 財団法人機械振興協会経済研
究所

昭和43年 163

土地史學會
金子文夫ほか

土地制度史學 第82号 財団法人農林統計協会 1979 79

金属博物館 金属博物館紀要 創刊号 社団法人日本金属学会付属 1976 27
金属博物館

金属博物館 金属博物館紀要 第2号 社団法人日本金属学会付属 1977 31

金属博物館 金属博物館紀要 第3号
金属博物館
社団法人日本金属学会付属
金属博物館

1978 32

金属博物館 金属博物館紀要 第4号 社団法人日本金属学会付属
金属博物館

1979 23

金属博物館 金属博物館紀要 第5号 社団法人日本金属学会付属
金属博物館

1980 32

金属博物館 金属博物館紀要 第7号 社団法人日本金属学会付属 1982 38

金属博物館 金属博物館展示品解説抄
金属博物館
社団法人日本金属学会付属 1984 24

文化庁文化財保護部監 月刊文化財 11
金属博物館
第一法規出版株式会社 昭和38年 36

八幡製鐵株式會社
文化庁文化財保護部監

製鉄研究
月刊文化財

No.266
7

八幡製鐵株式會社
第一法規出版株式会社

1969
昭和61年

216
52



原正敏ほか 技術教育研究 16 技術教育研究会 1979 62
田中喜美ほか 技術教育研究 17 技術教育研究会 1980 44
原正敏ほか 技術教育研究 18 技術教育研究会 1980 68
佐々木亨ほか 技術教育研究 19 技術教育研究会 1981 64
佐々木亨ほか 技術教育研究 20 技術教育研究会 1981 58
近藤義美ほか 技術教育研究 21 技術教育研究会 1982 78
大石洋子ほか 技術教育研究 22 技術教育研究会 1982 76
海津勝ほか 技術教育研究 23 技術教育研究会 1983 50
高橋伊佐夫ほか 技術教育研究 24 技術教育研究会 1984 56
大谷良光ほか 技術教育研究 25 技術教育研究会 1984 70
佐々木英一ほか 技術教育研究 26 技術教育研究会 1985 66
山崎昌甫ほか 技術教育研究 27 技術教育研究会 1986 70
寺内定夫ほか 技術教育研究 28 技術教育研究会 1986 70
佐々木亨ほか 技術教育研究 29 技術教育研究会 1987 62
田中喜美ほか 技術教育研究 30 技術教育研究会 1987 76
長谷川雅康ほか 技術教育研究 31 技術教育研究会 1988 58
佐々木亨ほか 技術教育研究 32 技術教育研究会 1988 54
森下一期ほか 技術教育研究 33 技術教育研究会 1989 82
中内敏夫ほか 技術教育研究 36 技術教育研究会 1990 50

専門図書協議会 専門情報機関総覧 専門図書協議会 1976 563
新日本製鐵室蘭高等工 学校史 新日本製鐵室蘭高等工業学校 昭和50年 165
業学校
長谷川淳ほか 技術教育研究 創刊号 技術教育研究会 1972 62
山崎与平ほか 技術教育研究 2 技術教育研究会 1972 102
原正敏ほか 技術教育研究 3 技術教育研究会 1973 100
佐々木亨ほか 技術教育研究 4 技術教育研究会 1973 72
川村侔ほか 技術教育研究 5 技術教育研究会 1974 78
長谷川淳ほか 技術教育研究 6 技術教育研究会 1974 52
佐々木亨ほか 技術教育研究 7 技術教育研究会 1975 70
森下一期ほか 技術教育研究 8 技術教育研究会 1975 64
田中喜美ほか 技術教育研究 9 技術教育研究会 1976 64
山崎俊雄ほか 技術教育研究 10 技術教育研究会 1976 74
東正彦ほか 技術教育研究 11 技術教育研究会 1977 84
大谷良光ほか 技術教育研究 12 技術教育研究会 1977 32
野原清志ほか 技術教育研究 14 技術教育研究会 1978 44
中内敏夫ほか 技術教育研究 15 技術教育研究会 1979 50



河野義顕ほか 技術教育研究 37 技術教育研究会 1991 58
依田有弘ほか 技術教育研究 38 技術教育研究会 1991 70
佐々木亨編 『技術と教育』・『技術教育

研究』総目次・技術教育研
究会略年表

28 技術教育研究会 1980 44
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