
2014/04/10新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：500～599
【配架区分】：泉幸吉文庫

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112980310 口紅から機関車まで 上巻 レイモンド  ローウイ‖著 藤山  愛 I501/ﾛ 学風書院
本 0113015086 海の彼方の道づくり 三野  定‖著 I510/ﾐ 三野  定
本 0112352221 道のはなし 1 武部 健一‖著 I514/ﾀ/1 技報堂出版
本 0112352230 道のはなし 2 武部 健一‖著 I514/ﾀ/2 技報堂出版
本 0112957998 夢のかけ橋 原口  忠次郎‖著 I515/ﾊ のじぎく文庫
本 0112354032 PC長大橋の設計と施工 住友建設株式会社PC長大橋技術研究 I515/ﾋﾟ 理工図書
本 0112986813 技術屋の夢 原口  忠次郎‖著 I518/ﾊ ダイヤモンド社
本 0112950833 風景への挽歌 大井  道夫‖著 I519/ｵ アンヴィエル
本 0112955614 生と死の妙薬 レーチェル  カーソン‖著 青樹  簗 I519/ｶ 新潮社
本 0112352542 緑の証言 宮脇 昭‖著 I519/ﾐ 東京書籍
本 0112961643 白木黒木 伊東  忠太‖著 I520/ｲ 北光書房
本 0112966899 世界の現代建築 5 猪野 勇一‖編 小池 新二‖編 I520/ｲ 彰国社
本 0112974238 甍 岸田  日出刀‖著 I520/ｷ 相模書房
本 0112981122 堊(かべ) 岸田  日出刀‖著 I520/ｷ 相模書房
本 0112974149 異貌の神々 栗田  勇‖著 I520/ｸ 美術出版社
本 0112956784 無双窓 佐藤  武夫‖著 I520/ｻ 相模書房
本 0112966229 10周年記念作品集 I520/ﾆ 日建設計工務
本 0112966023 匠人談義 藤島  亥治郎‖著 I520/ﾌ 相模書房
本 0112996571 趣味の古建築 池田谷  久吉‖著 I521/ｲ 西村信一
本 0112357896 法隆寺 伊東 忠太‖著 I521/ｲ 創元社
本 0112959219 民と神の住まい 川添  登‖著 I521/ｶ 光文社
本 0113003730 「住友長堀銅吹所と住友家住宅」の設計と演出 住友資料館‖編 I521/ｽ 住友史料館
本 0112335447 日本美の再発見 ブルーノ・タウト‖著 篠田 英雄‖ I521/ﾀ 岩波書店
本 0112976628 古塔選 永野  雄吉‖編集 I521/ﾅ 鹿鳴荘
本 0112996599 古建築巡礼 第1冊 服部  勝吉‖著 I521/ﾊ 木原文進堂
本 0112998631 日本建築史 服部  勝吉‖著 I521/ﾊ 国史講座刊行会
本 0112346845 日本美と建築 藤島 亥治郎‖著 I521/ﾌ 科学知識普及会
本 0112998383 法隆寺論抄 聖徳太子奉讃会‖[編]著 I521/ﾎ 聖徳太子奉讃会
本 0112335704 熱河遺蹟 岸田 日出刀‖撮影著作編輯 土浦 亀 I522/ｷ 相模書房
本 0112967095 ヨーロッパの古城 井上  宗和‖著 I523/ｲ 朝日新聞社
本 0112972640 アルハンブラ 川澄  明男‖写真 平良  敬一‖文 I523/ｶ 鹿島研究所出版会
本 0112996802 パルテノォン コリニョン‖著 富永  惣一‖訳 I523/ｺ 岩波書店
本 0112966265 日本の建築  明治大正昭和 5 I523/ﾆ 三省堂
本 0112961607 白井晟一研究 1 「白井晟一研究」企画編集室‖編集 I523/ﾋ 南洋堂出版
本 0112989348 源流をたずねて I523/ﾌ 藤木工務店
本 0112987402 ギリシヤの神殿 村田  潔‖著 I523/ﾑ 築地書店
本 0112346836 日本板硝子株式会社五十年史 日本板硝子株式会社‖編修 I524/ﾆ 日本板硝子
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本 0112986966 木のいのち木のこころ 天 西岡 常一‖著 塩野 米松‖聞き書き I526/ｷ/1 草思社
本 0112986975 木のいのち木のこころ 地 小川 三夫‖著 塩野 米松‖聞き書き I526/ｷ/2 草思社
本 0112353621 C&Cは人間性(ヒューマン・ポテンシャル)を目指す 小林 宏治‖編著 I549/ｼ ダイヤモンド社
本 0112353514 潜水奇談 山下 弥三左衛門‖著 I558/ﾔ 雪華社
本 0112972766 安東軽金属回想録 安東軽金属回想録刊行会‖編集 I565/ｱ 安東軽金属回想録刊行会
本 0112954483 産業一路 大屋  敦‖著 化学経済研究所‖編 I570/ｵ 化学経済研究所
本 0112333378 日本産業への愛着 大屋 敦‖著 化学経済研究所‖編 I570/ﾆ 化学経済研究所
本 0112985725 ガラスに生きる I573/ｶﾞ フジ・インターナショナル
本 0112990390 古今紙漉、紙屋図絵 関  義城‖著 I585/ｾ 木耳社
本 0112979885 高野紙 中川  善教‖著 I585/ﾅ 便利堂
本 0113012757 上代綾に見る斜子技法 I586/ｼﾞ 川島織物研究所
本 0112974416 ウイスキーのフォークロア 梅田  晴夫‖著 I588/ｳ 柴田書店
本 0112356593 フランスの葡萄酒 十和田 一郎‖著 I588/ﾄ 竜星閣
本 0112952617 京料理  瓢亭 大久保  恒次‖著 葛西  宗誠‖著 I596/ｵ 柴田書店
本 0112979901 珈琲論 大坪  正‖著 I596/ｵ 珈琲論発行所
本 0112982871 カクテル・スクール 北川  岩三郎‖著 I596/ｷ 池田書店
本 0112958666 美味求真 続々 木下 謙次郎‖著 I596/ｷ 中央公論社
本 0112967282 世界の洋酒 朝日新聞社‖[編] I596/ｾ 朝日新聞社
本 0112355638 台所のオーケストラ 高峰 秀子‖著 I596/ﾀ 潮出版社
本 0112953965 ふるさとの菓子 中村  汀女‖著 I596/ﾅ 中央公論社
本 0112951707 味覚極楽 東京日日新聞社会部‖編 I596/ﾐ 光文社
本 0112958675 美味はわが家に 本山  荻舟‖著 I596/ﾓ 住吉書店
本 0112986939 吉兆味ばなし 1 湯木  貞一‖著 I596/ﾕ/1 暮しの手帖社
本 0112986948 吉兆味ばなし 2 湯木 貞一‖著 I596/ﾕ/2 暮しの手帖社
本 0112987251 吉兆味ばなし 3 湯木 貞一‖著 I596/ﾕ/3 暮しの手帖社
本 0112998025 結婚読本 永井  潜‖著 I598/ﾅ 春秋社
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