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◆OH 武見太郎／著
アインシュタイン伝 実業之日本社 １９７６．１１
矢野健太郎／著 (２５２ｐ ２２ｃｍ)
新潮社 １９６８．９ 医療
(２５９ｐ ２０ｃｍ) OH/49/73 1109186823
新潮選書

OH/42/11 1109181998
◆OH

醫心方 ［第九冊］巻第二八
◆OH 至文堂 １９６７．１１

青汁の効用 -緑を食卓へ- (２７０ｐ ２０ｃｍ)
遠藤仁郎／著 宮内庁書陵部蔵本
主婦の友社 １９６１．４ 漢方医学
(２９７ｐ １８ｃｍ) OH/49/60 1109186740
食餌療法 青汁

OH/49/21 1109182186
◆OH

一般力学 -高等物理学-
◆OH 原島鮮／著

悪魔の健康学 河出書房 １９４４．１
水野肇／著 (５，３０５ｐ ２２ｃｍ)
文藝春秋 １９８０．６ OH/42/10 1109181980
(２０５ｐ ２０ｃｍ)
健康法

OH/49/43 1109186484 ◆OH
遺伝学叢話
駒井卓／著

◆OH 甲鳥書林 １９４４．３
新しい化学・これからの世界 (４９１ｐ １９ｃｍ)
ワルター・グライリング／著 崎川範行／訳 OH/46/5 1109186260
時事通信社 １９６０．９
(３９２ｐ １９ｃｍ)
化学工業－歴史 ◆OH

OH/43/1 1109182004 遺伝と光線
黒田保次郎／著
増補改訂

◆OH 光線研究所 １９７４．１０
アルコール学入門 -酒害のわかる本- (５６５，１１，３ｐ １９ｃｍ)
横山敏登／著 臨床医学 診断 治療
十全会出版部 １９７８．６ OH/49/68 1109186781
(１７９ｐ １８ｃｍ)
アルコール中毒

OH/49/70 1109186807 ◆OH
医の心
榊原仟／著

◆OH 毎日新聞社 １９７２．６
医院から総合病院へ (２２０ｐ ２０ｃｍ)
河野稔／編 医学
日本エンタープライズ社 １９７１．９ OH/49/69 1109186799
(３４７ｐ ２２ｃｍ)

OH/49/47 1109186625
◆OH

医療法人　十全会十八周年史 -回生病院開設記念-
◆OH 〔十全会〕 １９７８．１０

医師と患者 (１４０ｐ ２６ｃｍ)
冲中重雄／著 OH/49/62 1109186211
東京大学出版会 1965.3
(３４２p ２０ｃｍ)

OH/49/9 1109182541 ◆OH
岩波　理化学辞典
井上敏，小谷正雄，玉虫文一，富山小太郎／編

◆OH 岩波書店 １９５３．１１
石になったものの記録 -化石の話- (８，１４７５，６６，１２１ｐ ２２ｃｍ)
鹿間時夫／著 科学－辞典
角川書店 １９６０．１１ OH/40/5 1109181014
(２３８ｐ １８ｃｍ)
角川新書
化石 ◆OH

OH/46/4 1109186252 宇宙への招待
藤井旭／著
河出書房新社 １９８１．３

◆OH (１５３ｐ １５ｃｍ)
医心伝真 河出文庫
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宇宙
OH/44/7 1109182079 ◆OH

科学と社会
Ｂ．ラッセル／［著］ 多田幸蔵／訳註

◆OH 対訳版
宇宙をせまくする本 -ばかんす号による宇宙探検- 南雲堂 １９５９．４
瀬川昌男／著 (１４５ｐ １９ｃｍ)
学習研究社 １９６３．１２ Ｎａｎ’ｕｎ－ｄｏ’ｓ　ｐｏｃｋｅｔ　ｐｈｏｅｎｉｘ　ｌ
(２３５ｐ １８ｃｍ) ｉｂｒａｒｙ
ガッケン・ブックス・サイエンス・シリーズ 内容：科学と伝統，民主政治と科学技術，科学と価値，抜萃篇

OH/44/1 1109182012 　
OH/40/12 1109181089

◆OH
エネルギー ◆OH
丹羽小弥太／［ほか］著 科学と平和の創造 -一原子科学者の記録-
筑摩書房 １９６１．５ 坂田昌一／著
(２２７ｐ １９ｃｍ) 岩波書店 １９６３．２
科学時代 (３７０ｐ １９ｃｍ)

OH/42/2 1109181915 原子物理学
OH/40/2 1109180982

◆OH
おもしろい動物 ◆OH
宮川彰男／著 科学に殉じた人々
保育社 １９５２．１１ チャールズ・ギブソン／著 橋爪光雄／訳
(１９１ｐ １９ｃｍ) 畝傍書房 １９４２．１０
保育社の小学生全集 (３４３ｐ １９ｃｍ)

OH/48/10 1109186427 OH/40/20 1109181162

◆OH ◆OH
海洋の設計 -この青い大陸を人間のために- 科学の歴史 下
加藤辿／等著 真鍋博／画 Ｓ．メイスン／著 矢島祐利／訳
日本生産性本部 １９７０．７ 岩波書店 １９５６．２
(２１６ｐ １９ｃｍ) (ｐ．３６６－ｐ．６９５　１５，２４ｐ １９ｃｍ)
海洋開発 科学－歴史

OH/45/5 1109182442 OH/40/3 1109180990

◆OH ◆OH
科学から宗教へ -生命哲学の目指すもの- 科学文明の復権 -“巨大危機”からの脱出-
永井了吉／著 合田周平／［ほか］著 本田財団／編
学芸書林 １９７８．３ 日本経済新聞社 １９７８．１０
(２２６ｐ １９ｃｍ) (１７３ｐ ２０ｃｍ)

OH/40/16 1109181121 OH/40/22 1109181188

◆OH ◆OH
科学研究体制 -研究所の研究- 科学は未来をひらく
市川泰治郎／著 Ｊ．Ｇ．クラウザー／著 松井巻之助／訳
鹿島研究所出版会 １９６６．６ 岩波書店 １９６１．９
(２０３，６ｐ １９ｃｍ) (２７５ｐ １９ｃｍ)
アメリカ合衆国－対外関係 OH/40/7 1109181030

OH/40/6 1109181022

◆OH
◆OH 数と社会

科学史の諸断面 -力学及び電磁気学の形成史- 岡崎文規／著
菅井準一／著 栗田書店 １９４２．１１
岩波書店 １９４１．１１ (３３９ｐ １９ｃｍ)
(３４１ｐ ２２ｃｍ) OH/41/4 1109181220

OH/40/1 1109180974

◆OH
◆OH 化石は生きていた

科学と産業 -１９世紀における- 朝日新聞社／編
Ｊ．Ｄ．バナール／著 菅原仰／訳 朝日新聞社 １９６３．１１
岩波書店 １９５６．４ (２０６ｐ １８ｃｍ)
(８，２２２，８ｐ １９ｃｍ) コンパクト・シリーズ
技術－歴史 科学－歴史 OH/45/9 1109182111

OH/40/9 1109181055
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◆OH 築地書店 １９４１．９
家庭に於ける実際的看護の秘訣 (３２１ｐ １９ｃｍ)
築田多吉／著 OH/49/8 1109182533
増補新訂
広文館 １９５１．４
(９６４ｐ　図版 １９ｃｍ) ◆OH
家庭医学 近代日本の数学

OH/49/7 1109182590 小倉金之助／著
講談社 １９７９．１
(２３７ｐ １５ｃｍ)

◆OH 講談社学術文庫
癌 数学－歴史
斉藤真朗，小林正市／共編 OH/41/11 1109181295
改訂第２版
日本癌知識普及会 １９６１．９
(１７９ｐ ２７ｃｍ) ◆OH

OH/49/30 1109182673 空想天文学入門
アイザック・アシモフ／著 草下英明／訳
早川書房 １９６３．１

◆OH (２３０ｐ １９ｃｍ)
癌学会はあれでいいか -牛山博士に従いて二十年- ハヤカワ・ライブラリ
宮坂高明／著 天文学
〔出版者不明〕 １９６３．９ OH/44/4 1109182046
(２４７ｐ １８ｃｍ)

OH/49/27 1109182640
◆OH

「くすし」四十年の歩み
◆OH 三宅徳三郎／著

癌征服への道 -牛山博士に従いて二十年- 三宅徳三郎 １９６５．４
宮坂高明／著 (３５８ｐ ２２ｃｍ)
ＳＩＣ研究会 １９６５．１０ OH/49/4 1109182509
(２４９ｐ １８ｃｍ)
癌

OH/49/22 1109182194 ◆OH
くすりと人間
バーン・ハロルド／著 高木敬次郎／訳

◆OH 岩波書店 １９６５．１２
がんの知識と臨床 -がんに背を向けてはいけない- (３０２，３３ｐ １９ｃｍ)
小渋雅亮／著 薬理学
日本がん知識普及協会 １９６８．２ OH/49/11 1109182566
(１７５ｐ ３１ｃｍ)

OH/49/31 1109182681
◆OH

栗山式食事療法の実際
◆OH 栗山毅一／著

漢方薬の料理 -薬石効あり- 主婦の友社 １９６７．２
陳東達，陳栄千代／著 (３１７ｐ １９ｃｍ)
柴田書店 １９７０ OH/49/59 1109186732
(３２３ｐ　図版 ２２ｃｍ)
漢方薬

OH/49/64 1109186757 ◆OH
血圧の不安からの解放
鴫谷亮一／著

◆OH 主婦の友社 １９６２．１１
技術の歴史 (３３０ｐ １８ｃｍ)
Ｒ．Ｊ．フォーブス／著 田中実／訳 主婦の友新書
岩波書店 １９５６．１２ 高血圧
(３４６，２５ｐ １９ｃｍ) OH/49/28 1109182657
技術－歴史

OH/49/39 1109182764
◆OH

結核 -その本態と治療-
◆OH 木崎国嘉／著

気象の四季 再訂２版
畠山久尚／著 創元社 １９５８．９
地人書館 １９４２．１０ (２０７ｐ １８ｃｍ)
(３６７ｐ １９ｃｍ) 創元医学新書

OH/44/3 1109182038 結核
OH/49/25 1109182624

◆OH
今日の生理学 -論述と随筆- ◆OH
鈴木正夫／著 健康をつくる -藤沢薬品-

- 3 -－345－



フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部／編 (２９４ｐ １９ｃｍ)
フジ・インターナショナル・コンサルタント出版部 １９６４ 物理学
．３ OH/40/4 1109181006
(２４９ｐ １８ｃｍ)
企業の現代史
藤沢薬品－歴史 ◆OH

OH/49/24 1109182616 現代の謎 - ナマズの地震から太陽の滅亡まで-
科学読売編集部／編
雪華社 １９６２．１２

◆OH (１９８，６ｐ １９ｃｍ)
健康と人生 OH/40/13 1109181097
湯浅敬之助／著
時代思潮社 １９７６．９
(２２６ｐ １８×１６ｃｍ) ◆OH

OH/49/52 1109186666 現代の理論的諸問題
武谷三男／著
岩波書店 １９６８．６

◆OH (４５０ｐ １９ｃｍ)
健康と人類 OH/40/15 1109181113
Ｓ．レフ・Ｖ．レフ／著 滋賀秀俊／訳
岩波書店 １９６２．３
(３９５，３４ｐ １９ｃｍ) ◆OH
社会医学 厚仁病院２０年のあゆみ -創立２０周年記念誌-

OH/49/10 1109182558 髙橋芳邦ほか編集委員一同／編
厚仁病院 １９８７．８
(１４０ｐ ２７ｃｍ)

◆OH OH/49/75 1109317154
健康トレーニング -点数制-
ケネス・H・クーパー ／著 原礼之助／訳
実業之日本社 １９７４．１０ ◆OH
(２３８ｐ １８ｃｍ) 厚生白書 昭和４１年度
実日新書 厚生省／編

OH/49/67 1109186773 大蔵省印刷局 １９６７．１１
(５０１ｐ ２１ｃｍ)

OH/49/40 1109186476
◆OH

健康の革命と農業の革命 -食物で病気が治る-
鈴木忠治郎／著 ◆OH
鈴木糧食研究所 １９６０．３ 高等数学概要 -解析幾何・微分・積分及ビ微分方程式-
(１８９ｐ １９ｃｍ) 掛谷宗一／著

OH/49/14 1109182129 改訂版
岩波書店 １９２５．１
(１冊 ２２ｃｍ)

◆OH OH/41/1 1109181196
原子力
早川淳一／著
有斐閣 １９６０．７ ◆OH
(１９２ｐ １８ｃｍ) これをあなたは見てないのだ -苦悩する一助産婦が打明けの手
＜日本の産業＞シリーズ 記-
原子力 西岡璦子／著

OH/42/8 1109181964 太平書房 １９６３．７
(１６６ｐ １８ｃｍ)

OH/49/17 1109182145
◆OH

原子力の発展
東京ジャーナリスト連盟 １９６６．１０ ◆OH
(２７０ｐ（おもに図） ３１ｃｍ) これがたばこ病 -徹底取材！-

OH/42/5 1109206910 平山雄／監修・解説
婦人生活社 ［出版年不明］
(２３８ｐ １８ｃｍ)

◆OH 男の家庭新書
原人発掘 -一古生物学者の満州25年- OH/49/65 1109186765
遠藤隆次／著
春秋社 １９６５．５
(１８２，６ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
古生物学 こんなことがまだわからない -科学を困らす２４のナゾ-

OH/45/2 1109182434 相島敏夫，丹羽小弥太／共著
講談社 １９６４．１１
(２２４ｐ １８ｃｍ)

◆OH ブルーバックス
現代科学と人間 科学－随筆
湯川秀樹／著 OH/40/11 1109181071
岩波書店 １９６１．１０
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(１５７ｐ ２７ｃｍ)
◆OH OH/48/15 1109251270

コンピュータ時代への挑戦 -知識産業の未来を拓く-
小林宏治／著
実業之日本社 １９６８．１０ ◆OH
(２９７ｐ １８ｃｍ) 自然と人
巻末：著者略歴あり 橋田邦彦／著

OH/49/38 1109182756 人文書院 １９３６．１１
(３４２ｐ １９ｃｍ)

OH/40/18 1109181147
◆OH

明日はそこにある -科学の驚異-
セルジュ・グルサール／著 井上勇／訳 ◆OH
文芸春秋新社 １９５９．１ 自然のなかの人間の位置
(２７２ｐ ２０ｃｍ) テイヤール・ド・シャルダン・ピエール／著 島崎通夫／訳

OH/40/10 1109181063 春秋社 １９６８．７
(１３３ｐ ２０ｃｍ)

OH/46/7 1109186286
◆OH

雑叢 -一物理屋の随想-
山内恭彦／著 ◆OH
岩波書店 １９７０．１１ 実践簡易治病健康増進法
(３８１ｐ ２０ｃｍ) 鎗田栄二／著
物理学 増補改版第５版

OH/40/17 1109181139 清話会 １９６４．２
(２７８ｐ １８ｃｍ)

OH/49/19 1109182160
◆OH

砂漠化する地球 -文明が砂漠をつくる-
清水正元／著 ◆OH
講談社 １９７９．６ 十干十二支の成立の研究
(２４０，［３］ｐ １８ｃｍ) 大西正男／著
ブルーバックス 大西先生論文発刊会 １９７５．１
砂漠 自然保護 環境問題 (３１２ｐ １９ｃｍ)
4-06-117990-X OH/44/8 1109182418

OH/45/8 1109182103

◆OH
◆OH ＣＴ　ＳＣＡＮ　診断のための脳解剖図譜

産業革命期の科学者たち 松井孝嘉 平野朝雄／著
Ｊ．Ｇ．クラウザー／著 鎮目恭夫／訳 医学書院 １９７７．１１
岩波書店 １９６４．１０ (４８３ｐ ３１ｃｍ)
(３１３，１４ｐ １９ｃｍ) OH/49/63 1109186229

OH/40/8 1109181048

◆OH
◆OH 植物と人間 -生物社会のバランス-

歯科医療問題の展望 その１ 宮脇昭／著
日本歯科医師会 １９７６．２ 日本放送出版協会 １９７０
(４５２ｐ ２１ｃｍ) (２２８ｐ　図版 １９ｃｍ)

OH/49/29 1109182665 ＮＨＫブックス
巻末：参考文献
植物生態学

◆OH OH/46/11 1109186328
式と圖表
石谷茂／著
大阪教育図書 １９４５．１１ ◆OH
(１８２ｐ ２１ｃｍ) 初等幾何学

OH/41/9 1109181279 沢山勇三郎・森本清吾／共著
１０版
積善館 １９４６．３

◆OH (４３０ｐ ２２ｃｍ)
時局と地理学 OH/41/7 1109181253
佐藤弘／著
古今書院 １９３９．２
(３９１ｐ ２３ｃｍ) ◆OH

OH/45/1 1109182426 新制数学の研究 第２類
戸田清／著
旺文社 １９４４．１０

◆OH (４，２４８ｐ １９ｃｍ)
四国の野鳥 OH/41/6 1109181246
和田豊州／著
高知営林局 １９７３．７
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◆OH ◆OH
心臓の健康法 -心臓発作を予防する- 素顔の動物
柳原博／著 金子治司／著
ベストセラーズ １９７９．７ 文藝春秋 １９６６．８
(２１２ｐ １８ｃｍ) (１９６ｐ １８ｃｍ)
ベストセラーシリーズ OH/48/7 1109186393

OH/49/41 1109182798

◆OH
◆OH 杉田玄白の「蘭学事始」

人体と結核 板沢武雄／著
近藤宏二／著 日本放送出版協会 １９４０．１
岩波書店 １９４２．８ (１９８ｐ １８ｃｍ)
(２２７ｐ １８ｃｍ) ラヂオ新書
岩波新書 OH/49/33 1109182707

OH/49/26 1109182632

◆OH
◆OH 整身術 -積極的な健康管理-

人体の驚異 -その秘密と健康法- 和田静郎／著
改訂版 文藝春秋 １９６７．９
日本リーダーズダイジェスト社 １９６３．３ (２４２ｐ ２０ｃｍ)
(７２１ｐ ２２ｃｍ) 文春実用百科
リーダーズダイジェスト選書 OH/49/1 1109182475
家庭医学

OH/49/2 1109182483
◆OH

成人病 -あなたがそれを発見する-
◆OH 河上利勝／著

人類の誕生 医歯薬出版 １９６２．５
カミーユ・アランブール／著 寺田和夫／訳 (２１２ｐ １９ｃｍ)
３版 家庭医学
白水社 １９５８．４ OH/49/16 1109182137
(１６１ｐ １８ｃｍ)
文庫クセジュ
人類学 ◆OH

OH/46/1 1109182467 成人病随筆
河上利勝／著
日本労働文化協会 １９６４．１０

◆OH (２１９ｐ １９ｃｍ)
数学史研究 第１輯 OH/49/15 1109182608
小倉金之助／著
岩波書店 １９３５．１２
(３２３ｐ ２２ｃｍ) ◆OH

OH/41/2 1109181204 生物学
荒野久雄／［ほか］著
槇書店 １９６３．４

◆OH (５００ｐ ２２ｃｍ)
数学史研究 第２輯 生物学
小倉金之助／著 OH/46/2 1109186237
岩波書店 １９４８．１１
(３０１ｐ ２２ｃｍ)

OH/41/3 1109181212 ◆OH
生命を捉えなおす -生きている状態とは何か-
清水博／著

◆OH 中央公論社 １９７８．５
数学のおもしろさ (２６６ｐ １８ｃｍ)
ソーヤー／著 東健一／訳 中公新書
岩波書店 １９５５．１１ 生命
(２４４ｐ １９ｃｍ) OH/46/3 1109186245

OH/41/5 1109181238

◆OH
◆OH 生命の尊厳を求めて

数式を使わない物理学入門 -アインシュタイン以後の自然探検 時実利彦／著
- みすず書房 １９７５．１２
猪木正文／著 (２９９ｐ １９ｃｍ)
光文社 １９６３．５ 脳髄
(２９３，４ｐ １８ｃｍ) OH/49/57 1109186716
カッパ・ブックス

OH/42/6 1109181949
◆OH

生理学および解剖学
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花岡清助／著
洋文社 １９７４．７
(２４３ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/42 1109182772 糖尿病・献立の工夫 -美味しい楽しい毎日のメニュー-
小林ノブ子／著
池田書店 １９６２．６

◆OH (２４６ｐ ２２ｃｍ)
生理学および解剖学 糖尿病 食餌療法
花岡清助／著 OH/49/5 1109182517
改訂増補第２版
洋文社 １９７５．５
(２５３ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/42-2 1109182780 糖尿病治療の手びき
日本糖尿病学会／編
第１７版

◆OH 南江堂 １９７５．５
全国浴場銘鑑 昭和四十四年度 (４５ｐ １９ｃｍ)
全国公衆浴場業環境衛生同業組合連合会 ［１９６９］ 糖尿病
(３１３ｐ ３０ｃｍ) OH/49/44 1109186492

OH/49/12 1109182574

◆OH
◆OH 糖尿病の食事療法

総理の病室 芹沢千代／［ほか］著
三輪和雄／著 改訂版
新潮社 １９８２．６ 医歯薬出版 １９６５．２
(２２１ｐ ２０ｃｍ) (１９３ｐ １９ｃｍ)

OH/49/58 1109186724 医歯薬出版の食事療法シリーズ
食餌療法 糖尿病

OH/49/6 1109182525
◆OH

大地震
株式経済新聞社 １９７１．１２ ◆OH
(１８９ｐ １８ｃｍ) 動物記 １
地震 龍口直太郎／訳

OH/45/6 1109182095 評論社 １９５６．１０
(２５７ｐ ２０ｃｍ)
シートン選集

◆OH ロボ,銀の星,ぎざ耳小僧,スプリングフイールドの孤,街の吟遊
断酒は正しいやり方で -あなたの断酒入門- 詩人,大灰色熊の伝記
上堀内秀雄／編著 OH/48/1 1109186336
増補版
断酒友の会本部出版部 １９７９．１２
(３３７ｐ １９ｃｍ) ◆OH

OH/49/53 1109186674 動物記 ２
龍口直太郎／訳
評論社 １９５６．１１

◆OH (２５９ｐ ２０ｃｍ)
地球を測る シートン選集
大塚道男／著 峰の大将クラッグ,ティトオ,ウォスカと勇敢な仔狼,赤襟息子,
朝日新聞社 １９８０．３ クールトー
(２１１，３ｐ １９ｃｍ) OH/48/2 1109186344
朝日選書
付：参考文献
地球 ◆OH

OH/44/6 1109182061 動物記 ３
龍口直太郎／訳
評論社 １９５６．１２

◆OH (２４３ｐ ２０ｃｍ)
聴心記 シートン選集
武見太郎／著 サンドヒル牡鹿の足跡,あぶく坊主,銀狐物語
実業之日本社 １９７８．９ OH/48/3 1109186351
(２５３ｐ ２２ｃｍ)

OH/49/74 1109186831
◆OH

動物記 ４
◆OH 龍口直太郎／訳

問いつめられたパパとママの本 評論社 １９５７．１
伊丹十三／著 (２４０ｐ ２０ｃｍ)
中央公論社 １９６８．１１ シートン選集
(２３４ｐ １８ｃｍ) 裏街のすて猫,ウィニペッグの狼,小型軍馬,熊王物語
内容：赤チャンハドコカラクルノ？［ほか４０編］ OH/48/4 1109186369

OH/40/21 1109181170
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◆OH ◆OH
動物記 ５ 南極点への道
龍口直太郎／訳 村山雅美／著
評論社 １９５７．３ 朝日新聞社 １９６９
(２３７ｐ ２０ｃｍ) (３０１ｐ　図版１８枚 ２０ｃｍ)
シートン選集 南極地方－探検
ウェイ・アッチャ,仔熊のジョニー,旗尾リスの話 OH/40/19 1109181154

OH/48/5 1109186377

◆OH
◆OH 新潟地震の記録 -地震の発生と応急対策-

動物記 ６ 新潟県／編
龍口直太郎／訳 新潟県 １９６５．６
評論社 １９５７．５ (４０８ｐ ２７ｃｍ)
(２６９ｐ ２０ｃｍ) 地震
シートン選集 OH/45/4 1109251262
怪物コウモリ,ウィンディゴールの雁,ジニー猟師と犬,アルノ
ー,北極狐の伝記,ワリー

OH/48/6 1109186385 ◆OH
日本を地震から守る道 -予知・防災対策の現状と私案-
原田昇左右／著

◆OH サンポウジャーナル １９７８
動物の親と子 (１９８ｐ ２０ｃｍ)
岡田要／著 震災 地震予知
新潮社 １９７２．３ OH/45/7 1109182459
(２５９ｐ ２０ｃｍ)
新潮選書
動物生態学 ◆OH

OH/48/14 1109186468 日本近代科学の歩み
村上陽一郎／著
三省堂 １９６８．９

◆OH (３，１９１ｐ １８ｃｍ)
東洋医学原論 -三陰三陽病の新解釈- 三省堂新書
酒井由夫／著 科学－歴史
新月社 １９６６．９ OH/40/14 1109181105
(３７８ｐ ２２ｃｍ)
漢方医学

OH/49/71 1109186815 ◆OH
日本歯科医事衛生史 第１巻
１９６９

◆OH (５９２，４ｐ ２２ｃｍ)
何処へ行く日本の医療 歯科学 衛生行政
神津康雄／著 OH/49/34 1109182715
真世界社 １９７８．８
(２２９ｐ １９ｃｍ)

OH/49/46 1109186617 ◆OH
日本の動物記
毎日新聞社会部／編

◆OH 毎日新聞社 １９６５．４
トリキチ誕生 -生態映画制作者の回想- (３２９ｐ ２０ｃｍ)
川田潤／著 OH/48/13 1109186450
理論社 １９５９．７
(２０５ｐ ２０ｃｍ)
私の動物誌 ◆OH

OH/48/9 1109186419 日本老残 -２０年後の長命地獄-
吉田寿三郎／著
小学館 １９７４．１０

◆OH (２６１，４ｐ ２０ｃｍ)
永遠の謎を撃つ １００万人の創造選書
閏英子／著 巻末：参考文献
中央公論事業出版 １９７８．９ 老人福祉
(２１２ｐ １４ｃｍ) OH/49/55 1109186690

OH/49/77 1109339307

◆OH
◆OH 人間ドック -もの言わぬ臓器との対話-

長生きする本 日野原重明／著
鈴木博／著 中央公論社 １９６５．４
廣済堂出版 １９７５ (１７２．１０ｐ １８ｃｍ)
(２５４ｐ １８ｃｍ) 中公新書

OH/49/48 1109186633 OH/49/23 1109182202
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料編）
◆OH 笹川記念保健協力財団 ［出版年不明］

人間に未来はあるか -最後の審判- 続 (２２１ｐ ２６ｃｍ)
ゴ－ドン・Ｒ．テイラ－／［著］ 大川節夫／訳 OH/49/76-2 1109338812
みすず書房 １９７１
(２９６ｐ １９ｃｍ)
みすず科学ライブラリー ◆OH
技術と文明 人間生態学 庇の下から

OH/46/9 1109186302 畑秀雄／著
畑秀雄 １９７７．８
(４５４ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/51 1109186658
人間に未来はあるか -爆発寸前の生物学-
テイラー／〔著〕 渡辺格／訳 大川節夫／訳
みすず書房 １９６９．１２ ◆OH
(２６２ｐ １９ｃｍ) 微分積分学の初歩
みすず科学ライブラリー 馬杉肇／著
生物学 日本技能教育図書 １９４６．７

OH/46/8 1109186294 (２２４ｐ １８ｃｍ)
微分積分学

OH/41/8 1109181261
◆OH

人間の手足の制御
［Ｒａｊｋｏ　Ｔｏｍｏｖｉｃ／編］ 加藤一郎／訳 ◆OH
学献社 １９６８．１２ 病気のない世界 -からだを酸性にするな-
(２６３ｐ ２２ｃｍ) 柳沢文正／著

OH/49/56 1109186708 東洋経済新報社 １９６５．６
(２１７ｐ １９ｃｍ)
健康法

◆OH OH/49/36 1109182731
人間物理
岡田牧得／著
岡田牧得血圧研究所 １９７１．１１ ◆OH
(７５０ｐ １９ｃｍ) 病理学

OH/49/37 1109182749 花岡清助／著
洋文社 １９７１．５
(１７９ｐ ２６ｃｍ)

◆OH OH/49/61 1109182806
脳と人間
時実利彦／著
雷鳥社 １９６８．７ ◆OH
(２６２ｐ ２０ｃｍ) 物理学演習 -基礎課程- 上巻

OH/46/10 1109186310 佐藤瑞穂／著
培風館 １９５８．４
(２９８ｐ ２２ｃｍ)

◆OH 物理学－研究・指導
発掘から推理する OH/42/1 1109181303
金関丈夫／著
朝日新聞社 １９７５．６
(２２８ｐ １９ｃｍ) ◆OH
朝日選書 物理の散歩道
考古学 ロゲルギスト／著

OH/46/6 1109186278 岩波書店 １９６３．４
(２３３ｐ １９ｃｍ)
物理学

◆OH OH/42/3 1109181923
はるかなるわがラスカル
スターリング・ノース／著 川口正吉／著
学習研究社 １９６４．４ ◆OH
(２８４ｐ １８ｃｍ) 物理の散歩道 続
ガッケン・ブックス　サイエンスシリーズ ロゲルギスト／著

OH/48/8 1109186401 岩波書店 １９６４．６
(２４６ｐ １９ｃｍ)
物理学

◆OH OH/42/4 1109181931
ハンセン病根絶をめざして -国際医療協力１０年の歩み-
笹川記念保健協力財団 ［出版年不明］
(８９ｐ ２６ｃｍ) ◆OH

OH/49/76 1109338820 物理の散歩道 第３
ロゲルギスト／著
岩波書店 １９６６．９

◆OH (２０３ｐ １９ｃｍ)
ハンセン病根絶をめざして -国際医療協力１０年の歩み- （資 物理学
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◆OH
OH/42/9 1109181972 道と自然

永井潜／著
人文書院 １９３６．１１

◆OH (４２３ｐ ２３ｃｍ)
法医学ノート OH/49/3 1109182491
古畑種基／著
中央公論社 １９５９．２
(２４８ｐ ２０ｃｍ) ◆OH
内容：毒および毒殺物語　血液による鑑定　裁判と法医学 もうひとつのカルテ -ある外科医の現代診断-

OH/49/20 1109182178 榊原仟／著
実業之日本社 １９７１．３
(２５１ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/35 1109182723
望郷の丘 -多磨盲人会創立２０周年記念誌-
多磨盲人会記念誌編纂委員会／編
多磨盲人会 １９７９．５ ◆OH
(３３５ｐ ２２ｃｍ) 有名人の健康法

OH/49/54 1109186682 飯野節夫／編著
鳩の森書房 １９８６．１１
(２５７ｐ １９ｃｍ)

◆OH OH/49/45 1109186500
放射線の恐ろしさ
Ｊ．シューバート Ｒ．Ｅ．ラップ／著 中村誠太郎 三好和夫
／訳 ◆OH
岩波書店 １９５８．１１ ヨガ総合健康法 上
(３１６，２６ｐ １９ｃｍ) 沖正弘／著

OH/49/13 1109182582 地産出版 １９７６．１１
(３１４ｐ １９ｃｍ)

OH/49/49 1109186641
◆OH

宝石
崎川範行／著 ◆OH
保育社 １９６３．３ ライフサイエンスライブラリー 第１
(１５３ｐ １５ｃｍ) ライフ編集部／編
カラーブックス １９６７

OH/45/3 1109182087 (２９９ｐ（図共） １８ｃｍ)
自然科学

OH/41/10 1109181287
◆OH

星から宇宙へ -新しい天文学-
ジョージ・ガモフ／著 小尾信弥／訳 ◆OH
２版 リウマチと神経痛をなおす
白揚社 １９６３ 伊藤久次／著
(３２９ｐ １９ｃｍ) 主婦の友社 １９６３．６
新科学シリーズ (３７６ｐ １８ｃｍ)

OH/44/2 1109182020 主婦の友新書
OH/49/32 1109182699

◆OH
町医三十年 ◆OH
林良材／著 私たちの原子力 -今日および明日の時代-
創元社 １９５４．１ マーガレット．Ｏ．ハイド／著 宮島竜興・福田信之／訳
(３３１ｐ １９ｃｍ) 時事通信社 １９５９．１０

OH/49/18 1109182152 (１７５ｐ １８ｃｍ)
原子力

OH/42/7 1109181956
◆OH

未完成物理学 -宇宙圧力理論への道程-
藤川頼彦／著 ◆OH
河出書房新社 １９７８．８ Ｂｉｒｄｓ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ -ａ　ｆｉｅｌｄ　ｇｕｉｄｅ
(２５１ｐ ２２ｃｍ) -
物理学 ｂｙ　Ｙａｍａｓｈｉｎａ　Ｙｏｓｈｉｍａｒｏ

OH/44/5 1109182053 Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ １９６１．６
(２３３ｐ ２２ｃｍ)

OH/48/12 1109186443
◆OH

身近な動物たち
朝日新聞社 １９６２．１
(２８６ｐ １８ｃｍ)

OH/48/11 1109186435
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