
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】：400～499
【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 0112983166 科学史の哲学 下村  寅太郎‖著 I401/ｼ 弘文堂書房
本 0112983157 科学概論 田辺  元‖著 I401/ﾀ 岩波書店
本 0112988018 近代日本の科学者 第1巻 堀川  豊永‖編纂 I402/ｷ/1 人文閣
本 0113014014 眞理愛の科學者  パスカル・パトシュール・キューリ 菅井  準一‖著 I402/ｽ 文理書院
本 0112960243 蘭学事始 杉田  玄白‖著 緒方  富雄‖訳 I402/ｽ 築地書店
本 0112334331 山と人間 ヱム・イリイン‖著 矢島 順吉‖訳 I404/ｲ 南光社
本 0112983184 科学とともに 第2集 緒方  富雄‖著 I404/ｵ 東京出版
本 0113013845 生活の中のふしぎ 折井  英治‖著 I404/ｵ 中央公論社
本 0112352837 自然の手帖 山崎 斌‖編 I404/ｼ 社会思想社
本 0112983148 科学への道 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 蓼科書房
本 0113014871 科学小論集 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 生活社
本 0112983200 科学の方法 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 岩波書店
本 0112965097 秋窓記 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 青磁社
本 0112366993 日本の科学 中谷 宇吉郎‖著 I404/ﾅ 創元社
本 0113013079 日本のこころ 中谷 宇吉郎‖著 I404/ﾅ 文芸春秋新社
本 0112366920 日本のこころ 中谷 宇吉郎‖著 I404/ﾅ 文芸春秋新社
本 0112960136 冬の華 続 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 甲鳥書林
本 0112960145 冬の華 第3 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 甲鳥書林
本 0112960163 冬の華 中谷  宇吉郎‖著 I404/ﾅ 岩波書店
本 0112335857 パスカル科学論文集 上 パスカル‖[著] 松浪 信三郎‖共訳 I404/ﾊﾟ 白水社
本 0113015576 科学的人間の形成 続 八杉  龍一‖著 I404/ﾔ 明治図書出版
本 0113015763 人間の建設  対話 岡  潔・小林  秀雄‖著 I410/ｵ 新潮社
本 0112350189 百万人の数学 上巻 ランスロット・ホグベン‖著 今野 I410/ﾎ/1 日本評論社
本 0112350198 百万人の数学 下巻 ランスロット・ホグベン‖著 今野 I410/ﾎ/2 日本評論社
本 0112986001 関西弁の数学噺 森 毅‖著 I410/ﾓ 福武書店
本 0112953000 零の発見 吉田  洋一‖著 I410/ﾖ 岩波書店
本 0112364600 トポロジー 田村 一郎‖著 I415/ﾀ 岩波書店
本 0112966906 物理学とは何だろうか 上 朝永 振一郎‖著 I420/ﾄ 岩波書店
本 0112959950 物理学とは何だろうか 下 朝永 振一郎‖著 I420/ﾄ/2 岩波書店
本 0112965550 時間 渡辺  慧‖著 I421/ﾜ 白日書院
本 0112965541 時間の歴史 渡辺  慧‖著 I421/ﾜ 東京図書
本 0112363996 時 渡辺  慧‖[著] I421/ﾜ 河出書房新社
本 0112979082 エネルギー オスト〓ルト‖著 山県  春次‖訳 I423/ｵ 岩波書店
本 0112954456 響 小幡  重一‖著 I424/ｵ 相模書房
本 0113012052 音と音楽 田口  ?三郎‖著 I424/ﾀ 人文書院
本 0112960332 ジョリオ・キューリー遺稿集 ジョリオ  キューリー‖著 湯浅  年 I429/ｼﾞ 法政大学出版局
本 0112362318 天文屋渡世 石田 五郎‖著 I440/ｲ 筑摩書房
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館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0112957140 目で見る天文学 オルタ‖共著 クレミンショウ‖共著 I440/ｵ 丸善
本 0112358216 星恋 山口 誓子‖著 野尻 抱影‖著 I446/ﾔ 鎌倉書房
本 0112991077 五万分の一地図 井上 英二‖著 I448/ｲ 中央公論社
本 0112356753 自然の道しるべ A.E.メニチュコフ‖著 倉島 厚‖訳 I448/ﾒ 総合科学出版
本 0112353391 地図の風景 関東編 1 堀 淳一‖[ほか]著 I450/ﾁ そしえて
本 0112972356 雨のち晴れ 朝日新聞社会部‖編 I451/ｱ 雪華社
本 0112981480 お天気歳時記 大野  義輝‖著 平塚  和夫‖著 I451/ｵ 雪華社
本 0112986895 気候学 岡田  武松‖著 I451/ｵ 岩波書店
本 0113012640 気象学講話 岡田  武松‖著 I451/ｵ 岩波書店
本 0112986822 気象学の開拓者 岡田  武松‖著 I451/ｵ 岩波書店
本 0112359055 測候瑣談 続 岡田  武松‖著 I451/ｵ 岩波書店
本 0113014586 測候瑣談 岡田  武松‖著 I451/ｵ 岩波書店
本 0112361934 天象と芸術 金井 紫雲‖著 I451/ｶ 芸艸堂
本 0112354808 旅と気象 斎藤 錬一‖著 I451/ｻ 新潮社
本 0112957809 雪 田口  竜雄‖著 I451/ﾀ 古今書院
本 0112957890 雪の祭典 高橋  喜平‖著 I451/ﾀ 明玄書房
本 0112977556 霧退治 中谷  宇吉郎‖著 I451/ﾅ 岩波書店
本 0113002394 霜の花 中谷  宇吉郎‖共著 花島  政人‖共 I451/ﾅ 甲文社
本 0112957881 雪の研究 中谷  宇吉郎‖著 I451/ﾅ 岩波書店
本 0112977912 カラー雲 新田  次郎‖随想 山本  三郎‖解説 I451/ﾆ 山と渓谷社
本 0112952760 積雪の科学 平田  徳太郎‖著 I451/ﾋ 地人書館
本 0113016539 山の気象 2 山の気象研究会‖編 I451/ﾔ/2 恒星社厚生閣
本 0112957836 雪と文化 堀川  豊永‖編纂 I451/ﾕ 人文閣
本 0112957587 山はどうして出来たか 大塚  弥之助‖著 I454/ｵ 岩波書店
本 0112367448 日本の地形 貝塚 爽平‖著 I454/ｶ 岩波書店
本 0113014513 日本風景の研究  名勝の自然科学的考察 脇水  鐵五郎‖著 I454/ﾜ 春陽堂文庫出版
本 0112353211 森の歳時記 河合 雅雄‖著 I460/ｶ 平凡社
本 0112954410 ダーウィン全集 14 ダーウィン‖[著] I460/ﾀﾞ 改造社
本 0113012515 生物学講話 ハンス・モーリッシュ‖著 河村  貞 I460/ﾓ 畝傍書房
本 0112960760 生命力といふもの 内山  孝一‖著 I461/ｳ 千倉書房
本 0112996946 自然観より人生観へ 永井  潜‖著 I461/ﾅ 人文書院
本 0113002535 人間の生命について考える 塚田  裕三‖[ほか]編 I461/ﾆ 講談社
本 0112961910 生命 八杉  竜一‖編 I461/ﾔ 毎日新聞社
本 0112966979 北極 岩合  徳光‖写真 岩合  光昭‖写真 I462/ｲ 講談社
本 0112356762 自然と生命のパレード ジョン・H・ストアラー‖著 浦本 昌 I468/ｽ 白揚社
本 0112987242 アイヌは原日本人か 梅原  猛‖著 埴原  和郎‖著 I469/ｳ 小学館
本 0113015754 日本人を主とした人間の遺傳 駒井  卓‖著 I469/ｺ 創元社
本 0113012436 日本人種ノ起源新説  大和言葉ノ特性 二木  謙三‖著 I469/ﾌ 大日本養成会
本 0113012793 草木覚書 宇都宮  貞子‖著 I470/ｳ 草木と民俗の会
本 0112988553 草木ノート 宇都宮  貞子‖著 I470/ｳ 読売新聞社
本 0112986644 原色季節の花大事典 大橋  広好‖[ほか]共著 I470/ｵ 毎日新聞社
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本 0112982773 花鳥小事典 I470/ｶ 講談社
本 0112978083 草と芸術 金井  紫雲‖著 I470/ｶ 芸艸堂
本 0112965667 樹木と芸術 金井  紫雲‖著 I470/ｶ 芸艸堂
本 0113001769 花と芸術 金井  紫雲‖著 I470/ｶ 芸艸堂
本 0112356771 自然の心 佐藤 達夫‖著 I470/ｻ 毎日新聞社
本 0113001251 花の絵本 佐藤  達夫‖著 I470/ｻ 東京新聞出版局
本 0112966416 花の幻想 佐藤  達夫‖[著] I470/ｻ 矢来書院
本 0112967344 私の植物図鑑 佐藤  達夫‖著 I470/ｻ 矢来書院
本 0112367313 日本の植物 第6巻Ⅰ 日本の植物刊行会‖編 I470/ﾆ/6-1 高陽書院
本 0112367322 日本の植物 第6巻Ⅱ 日本の植物刊行会‖編 I470/ﾆ/6-2 高陽書院
本 0112367331 日本の植物 第8巻 日本の植物刊行会‖編 I470/ﾆ/8 高陽書院
本 0112347489 カラー山の花 山と渓谷社‖編 I471/ｶ 山と渓谷社
本 0112347498 カラー山の花 1 山と渓谷社‖編 I471/ｶ/1 山と渓谷社
本 0112347504 カラー山の花 2 山と渓谷社‖編 I471/ｶ/2 山と渓谷社
本 0112352828 植物たちの生 沼田 真‖著 I471/ﾇ 岩波書店
本 0112959610 短歌植物誌 続 永井  かな‖著 I472/ﾅ 初音書房
本 0113012310 短歌植物誌 永井  かな‖著 I472/ﾅ 初音書房
本 0112365707 那須の植物 生物学御研究所‖編 I472/ﾅ 三省堂
本 0112966443 花の画集 1 佐藤 達夫‖著 I477/ｻ/1 中日新聞東京本社東京新聞
本 0112966452 花の画集 2 佐藤 達夫‖著 I477/ｻ/2 中日新聞東京本社東京新聞
本 0112966461 花の画集 3 佐藤 達夫‖著 I477/ｻ/3 中日新聞東京本社東京新聞
本 0112347201 竹 上田 弘一郎‖[著] I479/ｳ 毎日新聞社
本 0112363424 動物と芸術 金井 紫雲‖著 I480/ｶ 芸艸堂
本 0112363415 どうぶつ学名散策 小森 厚‖著 I480/ｺ 東京書籍
本 0112986573 北から南へ ニコライ  スラトコフ‖作 ニキータ I480/ｽ 福音館書店
本 0113015282 シュワイツェルと動物 高橋  功‖著 I480/ﾀ 法政大学出版局
本 0112352506 虫とけものと家族たち ジェラルド・ダレル‖著 I480/ﾀﾞ 集英社
本 0113018001 動物界の驚異と神秘 リーダーズダイジェスト社‖編 I480/ﾄﾞ 日本リーダーズダイジェス
本 0112974158 いま、動物園がおもしろい 西山  登志雄‖著 I480/ﾆ コスモの本
本 0112983264 英国大使の博物誌 平原 毅‖著 I480/ﾋ 朝日新聞社
本 0112981079 孤猿随筆 柳田  国男‖著 I480/ﾔ 創元社
本 0112363433 動物と太陽コンパス 桑原 万寿太郎‖著 I481/ｸ 岩波書店
本 0112966853 海底の神秘 益田一海洋生物研究グループ‖写真 I481/ﾏ 毎日新聞社
本 0113022167 南の国の動物 石井  悌‖著 I482/ｲ 増進堂
本 0112356879 自然観察者の手記 岩田 久二雄‖[著] I486/ｲ 朝日新聞社
本 0112962660 わたしの昆虫誌 岡崎  常太郎‖著 I486/ｵ 啓学出版
本 0112339522 虫と芸術 金井 紫雲‖著 I486/ｶ 芸艸堂
本 0112963295 昆虫読本 上巻 中西  悟堂‖著 I486/ﾅ 日本野鳥の会
本 0112980454 魚介と芸術 金井  紫雲‖著 I487/ｶ 芸艸堂
本 0112364780 四季様々の鳥の研究 内田 清之助‖著 I488/ｳ 文化生活研究会
本 0112956258 野鳥礼讃 続 内田  清之助‖著 I488/ｳ 科学主義工業社
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本 0112955918 野鳥礼讃 内田  清之助‖著 I488/ｳ 巣林書房
本 0112364771 鳥と芸術 金井 紫雲‖著 I488/ｶ 芸艸堂
本 0112959362 野禽の中に 中西  悟堂‖著 I488/ﾅ 日新書院
本 0112955892 野鳥を訪ねて 中西  悟堂‖著 I488/ﾅ 日新書院
本 0113012070 野鳥と共に 中西  悟堂‖著 I488/ﾅ 日新書院
本 0112344865 定本野鳥記 1 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/1 春秋社
本 0112344874 定本野鳥記 2 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/2 春秋社
本 0112344883 定本野鳥記 3 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/3 春秋社
本 0112344892 定本野鳥記 4 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/4 春秋社
本 0112344909 定本野鳥記 5 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/5 春秋社
本 0112344918 定本野鳥記 6 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/6 春秋社
本 0112344927 定本野鳥記 7 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/7 春秋社
本 0112344936 定本野鳥記 8 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/8 春秋社
本 0112344945 定本野鳥記 別巻 中西 悟堂‖著 I488/ﾅ/別 春秋社
本 0112364799 鳥の減る国ふえる国 山階 芳麿‖著 I488/ﾔ 日本鳥類保護連盟
本 0112959433 野外観察用鳥類図鑑 日本鳥類保護連盟‖編集 I488/ﾔ 日本鳥類保護連盟
本 0113002642 人間の由来 上 河合  雅雄‖著 I489/ｶ/1 小学館
本 0113002651 人間の由来 下 河合  雅雄‖著 I489/ｶ/2 小学館
本 0112364762 トリガーわが野性の家族 ロイス・クライスラー‖著 前田 三 I489/ｸ 講談社
本 0112972114 あなたが病に倒れたら 遠藤 周作‖著 I490/ｴ PHP研究所
本 0112973275 医師の心 冲中  重雄‖著 I490/ｵ 東京大学出版会
本 0112351730 平安なれ 命の終り 沖藤 典子‖著 I490/ｵ 新潮社
本 0112351810 ヘッド・ファースト ノーマン・カズンズ‖著 上野 圭一 I490/ｶ 春秋社
本 0112974078 いのちを考える 木村  利人‖著 I490/ｷ 日本評論社
本 0112980677 健康ことわざ事典 志賀  貢‖著 I490/ｼ 女子栄養大学出版部
本 0112962991 生命との闘い 毎日新聞社‖編 I490/ｾ 毎日新聞社
本 0113019224 不養生  医学と実存 高島  博‖著 I490/ﾀ 文雅堂書店
本 0113012258 一言放談 花田  二徳‖著 I490/ﾊ 北の街社
本 0112359117 町医三十年 林  良材‖著 I490/ﾊ 創元社
本 0112346373 病むことみとること 日野原 重明‖著 I490/ﾋ 日本基督教団出版局
本 0112987199 「気」とは何か 湯浅  泰雄‖著 I490/ﾕ 日本放送出版協会
本 0112961000 老医の繰言 渡辺  房吉‖著 I490/ﾜ 東学社
本 0112963071 人体の叡智 W.B.キャノン‖[著] 栖原  六郎‖共 I491/ｶ 創元社
本 0112996919 日常生活の生理学 加藤  元一‖著 I491/ｶ 岩波書店
本 0112963080 人体の驚異 I491/ｼﾞ 日本リーダーズダイジェス
本 0112973907 遺伝相談 田中  克己‖著 I491/ﾀ 講談社
本 0112963099 人体性解剖学図譜 R  L  ディキンスン‖[著] 古沢  嘉 I491/ﾃﾞ 河出書房
本 0113002553 人間であること 時実  利彦‖著 I491/ﾄ 岩波書店
本 0112336829 脳と人間 時実 利彦‖著 I491/ﾄ 雷鳥社
本 0112974817 美しく年を重ねるヒント 福原 義春‖[ほか]著 I491/ﾌ 求竜堂
本 0112986216 完全なる結婚 ヴァン  デ  ヴェルデ‖著 柴  豪雄 I491/ﾌ 大洋社
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本 0112955115 病気をめぐつて 緒方  富雄‖著 I492/ｵ 羽田書店
本 0112972971 神谷美恵子著作集 1 神谷 美恵子‖著 I493/ｶ みすず書房
本 0112979714 こころの旅 神谷  美恵子‖著 I493/ｶ 日本評論社
本 0112965845 精神衛生講話 下田  光造‖著 I493/ｼ 岩波書店
本 0112336865 脳を守ろう 白木 博次‖[ほか]著 I493/ｼ 岩波書店
本 0112973051 生きるなり 千秋  実‖著 I493/ﾁ 文芸春秋
本 0112353186 名医に聞く成人病 水野 肇‖著 I493/ﾐ 中央公論社
本 0112354693 和解と精神医学 森山 公夫‖著 I493/ﾓ 筑摩書房
本 0112982595 老いのソウロロギー 山中 康裕‖著 I493/ﾔ 有斐閣
本 0112986305 ホリスティック・メディスン 飯尾 正宏‖著 河野 博臣‖著 I494/ｲ 有斐閣
本 0112972935 医学の夜明け 中山  恒明‖著 榊原  仟‖著 I494/ﾅ 日本ソノ書房
本 0113001803 歯と民族文化 山崎  清‖著 I497/ﾔ 天佑書房
本 0112973293 医者の黒焼 高野  六郎‖著 I498/ﾀ サイレン社
本 0112959415 長寿の科学 竹内  大真‖著 I498/ﾀ 国民科学社
本 0113018528 気の統一法 藤平  光一‖著 I498/ﾄ 気の研究会
本 0113001616 はだしの医者とともに J.S.ホーン‖著 香坂  隆夫‖訳 I498/ﾎ 東方書店
本 0112972141 あなたの寿命革命 渡辺  定‖著 I498/ﾜ 朝日新聞社
本 0112981060 薬 伊沢  凡人‖著 I499/ｲ 葛城書店
本 0112986528 漢方薬を選ぶ本 藤平  健‖著 I499/ﾌ マキノ出版
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