
原沢文庫 2016.2改訂版 未整理が数100冊有る

　 農林業、植物病理学が中心の文庫である。
原沢伊世夫（東京学芸大学教授からの寄贈）

登録番号 種別 書名 著者名 出版者 出版地 出版年月 別タイトル（備考）
H-001 畑地農業の基本構造 大槻正男 財団法人　農林協会 東京 昭和36年4月
H-002 マツタケの生物学 小川真 築地書館 東京 昭和53年12月
H-003 青森県植物誌 中沢潤 東奥日報社 青森 昭和43年7月 第2版
H-004 奈良の自然 小清水卓二 六月社 大阪 昭和40年11月
H-005 名古屋の自然 井波一雄 六月社 大阪 昭和40年8月 第2版
H-006 伊豆の植物 杉本順一 社団法人　東京緑友会 東京 昭和37年2月
H-007 東海の自然 杉本順一 六月社 大阪 昭和41年9月
H-008 南四国の自然 上村登 六月社 大阪 1965年
H-009 広島の自然 今村外治 六月社 大阪 昭和41年10月
H-010 山口の自然 山口自然研究会 六月社 大阪 1965年
H-011 瀬戸内の自然 伊藤猛夫 六月社 大阪 昭和40年12月
H-012 北陸の自然 里美信生 六月社 大阪 1966年
H-013 植物のミクロな闘い 道家紀志 海鳴社 東京 1984年7月
H-014 オンコ 斉藤新一 北海道新聞社 札幌 昭和61年8月
H-015 千葉県植物誌 千葉県生物学会 千葉県生物学会 千葉 1958年6月
H-016 長崎県シダ植物誌 松林文作 長崎出版文化協会 長崎 昭和56年12月

H-017 日本農書全集6 宮永正運・正好
社団法人　農山漁村文
化協会

東京 昭和54年2月 第4刷

H-018 日本農書全集5
社団法人　農山漁村文
化協会

東京 昭和53年5月 第6刷

H-019 琉球の自然史 木崎甲子郎 築地書館 東京 1980年5月 第3刷
H-020 大綱日本植物分類學 本田正次・向坂道治 総合科学出版協会 東京 昭和5年
H-021 博物館史散歩 上野益三 八坂書房 東京 昭和53年9月
H-022 原色日本蛾類幼虫図鑑 一色周知ほか 保育社 大阪 昭和40年8月 第6刷
H-023 日本博物学史 上野益三 平凡社 東京 昭和48年11月
H-024 紀伊植物誌Ⅰ 小川由一 紀伊植物誌刊行会 和歌山 昭和48年1月 再版
H-025 紀伊植物誌Ⅱ 小川由一 紀伊植物誌刊行会 和歌山 昭和52年4月
H-026 高知県の植生と植物相 山中二男 林野弘済会高知支部 高知 昭和53年11月
H-027 菌類図鑑　上 宇田川俊一ほか 講談社 東京 1978年3月
H-028 菌類図鑑　下 宇田川俊一ほか 講談社 東京 1978年4月
H-029 琉球植物誌 初島住彦 沖縄生物教育研究会 那覇 1975年11月
H-030 薬用植物分類学 刈米達夫・北村四郎 廣川書店 東京 昭和40年9月 改稿版第4刷
H-031 園芸植物学名辞典 山田晴美 農業図書 東京 昭和50年11月

H-032 東京湾臨海部の植生 宮脇昭ほか
（財）運輸経済研究セン
ター

東京 昭和50年3月

H-033 大阪府の植物誌 堀勝 六月社 大阪 昭和39年2月 増補改訂弟1刷
H-034 那須の植物誌 生物学研究所編 保育社 大阪 昭和47年3月
H-035 長崎県の植生 信州植物生態研究グループ長野県 長野 昭和46年9月
H-036 増補六甲山系植物誌 岡本省吾 六月社書房 大阪 昭和46年2月
H-037 山口県植物誌 岡国夫 山口県植物誌刊行会 山口 昭和47年12月
H-038 千葉県植物誌 千葉県生物学会 井上書店 千葉 昭和50年12月
H-039 桐生市植物誌 佐鳥英雄ほか 桐生市教育委員会 群馬 1981年11月
H-040 富士見町の植物 富士見町教育委員会 富士見町教育委員会 長野 昭和54年3月
H-041 岐阜県の植物 岐阜県高等学校生物教育研究会大衆書房 岐阜 1966年6月 再販
H-042 小笠原植物図譜 豊田武司 アボック社 鎌倉 昭和56年9月
H-043 広島県植物図選 井波一雄 博新館 広島 昭和56年6月
H-044 広島県植物目録 土井美夫 博新館 広島 昭和58年9月
H-045 愛知県羊歯植物誌 宮内俊美ほか 松山市鉄砲町　松山北高等学校内　愛媛県高等学校生物教育会松山 昭和39年5月
H-046 山形の自然 山形県立博物館 「山形の自然」編集刊行委員会山形 昭和51年8月
H-047 富山県植物誌 大田弘ほか 廣文堂 富山 昭和58年12月
H-048 大和の植物 藤本敬治 六月社 大阪 昭和47年10月
H-049 滋賀県植物誌 北村四郎 保育社 大阪 昭和43年11月
H-050 石川県植物誌 石川の植物友の会編 石川県 金沢 昭和58年3月
H-051 静岡県の植物群落 近田文弘 第一法規 東京 昭和56年4月
H-052 岩手県植物誌 岩手植物友の会 岩手植物友の会 盛岡 昭和45年9月 2版
H-053 日本動物学史 上野益三 八坂書房 東京 1987年1月
H-054 シダ篇　日本植物誌 大井次三郎 至文堂 東京 昭和32年11月 3版
H-055 山梨の植物誌 植松春雄 井上書店 東京 昭和56年3月
H-056 清津川ダム計画に関する学術調査報告書財団法人　日本自然保護研究会財団法人　日本自然保護研究会東京 1973年3月
H-057 茨城県植物誌 鈴木昌友ほか 茨城県植物誌刊行会 茨城 1981年9月
H-058 長野県植物誌 外山三郎 長野県生物学会 長崎 昭和55年7月
H-059 熊本県植物誌 熊本記念植物採集会 長崎書店 熊本 昭和44年3月
H-060 静岡県植物誌 杉本順一 第一法規 東京 昭和59年9月
H-061 長崎植物の歴史（新長崎植物誌改訂版）松林文作 長崎出版文化協会 長崎 昭和56年3月

H-062 続奥利根地域学術調査報告書群馬県
群馬県林務部林業経営
課

群馬 昭和56年6月

H-063 尾瀬ヶ原の植生 尾瀬ヶ原湿原植生の生態学的研究財団法人　国立公園協 東京 昭和45年3月 付表アリ

H-064 奥清津ダム学術調査報告書財団法人　日本自然保護研究会
財団法人　日本自然保
護研究会

東京 1975年3月

H-065 日野市の植生 日野自然を守る会 日野市 東京 昭和51年3月
H-066 中国果樹史与果樹資源 上海科学技術出版社 上海 1983年6月
H-067 環境植物学 田崎忠良 朝倉書店 東京 1978年8月
H-068 応用昆虫学 安松京三　他 朝倉書店 東京 昭和41年3月 ６刷
H-069 医学・生物学論文のまとめ方のコツ久保田　競　他 協同医書出版社 東京 昭和40年6月

H-070
ThePests of Protected
Cultivation

N.W.HUSSEY 他 Edward Arnold Ltd. London 1969年

H-071 THE POWDERY MILDEWSD.M.SPENCER ACADEMIC PRESS Inc.
NEW
YORK

1978年

H-072 PLANT PATHOGENS D.W.Lovelock ACADEMIC PRESS Inc.
NEW
YORK

1979年

H-073 Environmental　EducationSean McB Carson Edward Arnold Ltd. London 1978年

H-074 THE FUNGI　IV　A G.C.AINSWORTH　他 ACADEMIC PRESS Inc.
NEW
YORK

1973年

H-075 THE FUNGI　IV　B G.C.AINSWORTH　他 ACADEMIC PRESS Inc.
NEW
YORK

1973年

H-076
中国高等植物図鑑　第
一冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1972年2月 四刷

H-077
中国高等植物図鑑　第
ニ冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1972年5月 四刷

H-078
中国高等植物図鑑　第
三冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1974年8月 四刷

H-079
中国高等植物図鑑　第
四冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1975年5月 三刷



H-080
中国高等植物図鑑　第
五冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1976年12月 四刷

H-081
中国高等植物図鑑　朴
編第一冊

中国科学院植物研究所 科学出版社 北京 1982年12月 ニ刷

H-082 Introduction to Physiological Plant EcologyP.BANNISTER Blackwell Scientific PublicaionsLondon 1976年
H-083 Fungal　Parasitism Brian　Deverall Edward Arnold Ltd. London 1969年 第三版ニ刷
H-084 Diseases in Crops B.E.J.Wheeler Edward Arnold Ltd. London 1976年
H-085 PLANT PATHOLOGY Daniel A. Roberts TOPPAN COMPANY Ltd.Singapore1972年

H-086
ECOLOGICAL
ENERGETICS

JOHN PHILLPSON William Clowes and Sons Ltd.London 1966年 第二版

H-087
FUNGOUS DISEASES
OF PLANTS

BENJAMIN MINGE DUGGARGINN AND COMPANY NEW YORK1909年

H-088
Biology of Conidial Fungi
Vol.2

Garry T. Cole 他 ACADEMIC PRESS Inc. NEW YORK1981年

H-089
Biology of Conidial Fungi
Vol.1

Garry T. Cole 他 ACADEMIC PRESS Inc. NEW YORK1981年

H-090
Plesiological Plant
Ecology

W.Larcher Springer-Verlag Berlin 1975年

H-091 花の病害虫 上住　泰　他 農山漁村文化協会 東京 昭和50年1月
H-092 藻類学総説 廣瀬広幸 内田郎鶴圃 東京 昭和34年11月 ニ刷

H-093
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL.4

J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1966年

H-094
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL.５

J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1967年

H-095
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL.6

J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1968年

H-096
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL.８

J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1970年

H-097
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL.９

J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1971年

H-098
BERGEY'S MANUAL OF
DETERMINATIVE
BACTERIOLOGY

ROBERT S.BREED WAVERLY PRESS,INC U.S.A 1923年8月 第六版五刷

H-099 日本の有名松 石川健康 小薬印刷所 東京 昭和31年2月
H-100 東京の自然史 貝塚爽平 紀伊国屋書店 東京 1964年10月
H-101 日本の森林帯 吉良　龍夫 日本林業技術協会 東京 1949年5月 2刷

H-102
THE FLORA AND
VEGETATION OF

M.NUMATA KODANSHA Ltd. 東京 1974年

H-103 全共済施設総覧 共済法規研究会出版部 共済法規研究会出版部 東京 昭和44年5月 第10版
H-104 秩父山塊 原　全教 三省堂 東京 昭和15年5月 五刷
H-105 尾瀬と南会津の山 川崎　隆章 大日本印刷株式会社 東京 昭和16年7月 三刷
H-106 白峰・仙丈・駒・鳳凰 内藤　八郎 三省堂 東京 昭和15年5月 三刷
H-107 日光・鬼怒高原 矢島　市郎 三省堂 東京 昭和14年5月 三刷
H-108 植物の色 服部　静夫 弘文堂書房 東京 昭和16年5月
H-109 聞く 北村　四郎 弘文堂書房 東京 昭和15年11月
H-110 日本植物名彙 本田　正次 三省堂 東京 昭和14年6月
H-111 日本植物名彙 本田　正次 恒星社厚生閣 東京 昭和32年3月
H-112 普通植物検索表　１　草本牧野　富太郎 千代田出版社 東京 昭和25年5月 2刷
H-113 シダ作り入門 倉田　悟 池田書店 東京 昭和47年10月
H-114 園芸作物名編 園芸学会 養賢堂 東京 昭和54年10月
H-115 シダ類の生殖 益山　樹生 豊饒書館 東京 1984年7月
H-116 琉球産ラン科植物目録　Ⅰ 沖縄諸島編中島　邦雄 「琉球の野生ラン」刊行会沖縄 1971年4月
H-117 琉球産ラン科植物目録　Ⅱ 奄美、宮古、八重山諸島編中島　邦雄 「琉球の野生ラン」刊行会沖縄 1971年9月
H-118 植物ホルモン 住木　諭介 河出書房 東京 昭和26年8月
H-119 植物の生活における窒素 D.N.プリヤニシニュフ 刀江書院 東京 昭和34年12月
H-120 フィとクロム 古谷雅樹 岩波書店 東京 1976年9月

H-121
麦・雑穀の病害虫　及び
防除法

湯浅　啓温　他 博友社 東京 昭和29年3月

H-122
A LIST OF JAPANESE
FUNGI

KANESUKE HARA 日本菌類学会 長野 昭和29年1月

H-123 新しい野外教育 J.W.　スミス　他 不昧堂出版 東京 昭和60年4月
H-124 地球科学序説 日本科学刊行会 築地書館 東京 無記入 四刷

H-125
緑地環境論　都市域の
緑地造成計画

辰巳　修三 地球社 東京 昭和49年11月

H-126
生態学　〈宇宙船地球
号〉の病理と処方箋

梅原　猛　他 河出書房 東京 昭和55年11月

H-127 生物環境物理学 JOHN L.MONTEITH 共立出版株式会社 東京 昭和50年3月
H-128 池沼の生態学 水野　寿彦 築地書館 東京 1971年2月
H-129 自然活動学のすすめ 塚本　珪一 岳書房 東京 1980年3月
H-130 植物の運動 山口　彌輔 岩波書店 東京 昭和5年6月
H-131 比較生物学入門 物質代謝研究会 みすず書房 東京 昭和29年9月
H-132 近代進化思想史 八杉　龍一 中央公論社 東京 昭和25年11月
H-133 生態学の基礎　下 E.P.ODUM 培風館 東京 昭和50年12月
H-134 生態学の基礎　上 E.P.ODUM 培風館 東京 昭和49年10月
H-135 生態学と資源管理　上 K.E.F.ワット 築地書館 東京 1972年5月
H-136 生物生理学実習 宇佐美　正一郎 養賢堂 東京 昭和26年6月 ７版
H-137 植物系統分類の基礎 井上　浩　他 図鑑の北隆館 東京 昭和49年9月
H-138 進化の分子的基礎 C.B.アンフィゼン 株式会社白水社 東京 1960年12月
H-139 生化学講座　９ 片桐　英郎　他 共立出版株式会社 東京 昭和34年3月
H-140 酸化還元電位 久保　秀雄 共立出版株式会社 東京 昭和22年11月 4版
H-141 原形質構造の酸素活性 H.M.シサキャン 株式会社白水社 東京 1957年2月
H-142 原形質の生理学的研究 鎌田　武雄 岩波書店 東京 昭和25年2月 2版
H-143 生命の起原 オパーリン 岩崎書店 東京 1950年11月
H-144 コロイドの理論 桂井　富之助 河出書房 東京 昭和22年6月 改訂版

H-145
生物化学最近の進歩
第１集

左右田　徳郎　他 技報堂 東京 昭和30年6月

H-146 高等生物学 池田　嘉平 三省堂 東京 昭和14年2月
H-147 太陽光と植物 ア・イ・シュルギン 東京大学出版会 東京 1970年11月
H-148 光合成 G.E.FOGG 共立出版株式会社 東京 昭和45年10月
H-149 光合成の物理化学 M.D.KAMEN 共立出版株式会社 東京 昭和43年12月
H-150 植物成分の光合成 柴田　承ニ　他 東京化学同人 東京 1965年7月
H-151 植物の発生様式 T.A.Steeves 丸善株式会社 東京 昭和54年6月
H-152 植物の物質生産 ボイセン　イェンセイ 東海大学出版会 東京 1982年9月



H-153 群落の分布と環境 石塚　和雄 朝倉書店 東京 昭和52年7月
H-154 群落の組成と構造 伊藤　秀三 朝倉書店 東京 昭和52年12月
H-155 群落の遷移とその機構 沼田　真 朝倉書店 東京 昭和52年4月 三刷
H-156 耕地の生態学 小田桂　三郎 築地書館 東京 1972年1月
H-157 草地の生態学 嶋田　饒 築地書館 東京 1973年2月
H-158 森林の生態学 依田　恭ニ 築地書館 東京 1971年6月
H-159 日本植物誌　顕花編 大井次三郎 至文堂 東京 昭和40年6月
H-160 日本植物誌　シダ編 大井次三郎 至文堂 東京 昭和40年6月 3版

H-161
日本種子植物分布図集
１集

原　寛　他 井上書店 東京 1958年5月 2版

H-162
日本種子植物分布図集
２集

原　寛　他 井上書店 東京 1959年9月

H-163 邦産松柏類図説 岩田　利治　他 産業図書株式会社 東京 昭和27年2月 増訂再版
H-164 イネ科植物の解説 舘岡　亜緒 明文堂 東京 昭和34年6月
H-165 日本水生植物図鑑 大滝　末男　他 北隆館 東京 昭和55年7月

H-166
現代生物学大系　下等
植物A

堀川　芳雄 中山書店 東京 1966年10月

H-167
現代生物学大系　下等
植物B

堀川　芳雄 中山書店 東京 1967年9月

H-168 植物のウイルス病 福士　貞吉 養賢堂 東京 昭和61年9月

H-169
育種学最近の進歩　第
11集

日本種学会編 啓学出版株式会社 東京 昭和45年7月

H-170 大気汚染植物被害写真集門田　正也 日本公衆衛生協会 東京 昭和48年3月

H-171
ERYSIPHACEAE　OF
JAPAN

Yasu HOMMA 国際出版印刷社 東京 1937年2月

H-172 植物生理生態 郡場　寛 養賢堂 東京 昭和28年7月 第6刷
H-173 森林生態学講義　完 河田　杰 養賢堂 東京 昭和7年5月 増訂再版
H-174 生理形質と量的形質 高橋　隆平 裳華堂 昭和51年6月 2版
H-175 湿原の生態学 西田　英郎 内田郎鶴圃新社 東京 昭和４８年２月

H-176
府中市自然調査報告
第７次調査

東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５３年３月

H-177
府中市自然調査報告
第６次調査

東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５２年３月

H-178
府中市自然調査報告
第５次調査

東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５０年12月

H-179 新日本植物誌　シダ篇 中池　敏之 至文堂 東京 昭和57年4月

H-180
天敵　生物制御へのア
プローチ

安松　京三 日本放送出版協会 東京 昭和45年7月

H-181 生態学とは何か D.F.オーエン 岩波書店 東京 1977年10月
H-182 生態学入門　その歴史と現状批判奥野 良之助 創元社 大阪 1978年10月
H-183 自然と生態学者の目 北沢　右三　他 共立出版株式会社 東京 昭和52年11月
H-184 横浜外人墓地　山手の丘に眠る人々武内　博 山桃舎 東京 昭和60年11月

H-185
The Observer's Book of
COMMON FUNGI

E.M.WAKFIELD
FREDERICK　WARNE＆
CO　LTD

London 1958年

H-186 柑橘の病虫害生態と防除全購連 誠文堂新光社 東京 昭和42年9月
H-187 植物の生長 M.ブラック　他 河出書房 東京 1974年2月

H-188
病める心の記録　ある精
神分裂病者の世界

西丸　四方 中公新書 東京 昭和43年2月

H-189 原色森林作物のダニ 野村　健一　他 全国農村教育協会 東京 1972年10月
H-190 植物記 牧野　富太郎 櫻井書店 東京 昭和18年8月 2版
H-191 細胞の起原 レペシンスカヤ 岩崎書店 東京 1953年12月
H-192 酸酵 ウージェーヌ・オーベル 白水舎 東京 1954年5月
H-193 構造炭水化物化学 E.G.V.パーシバル 共立出版株式会社 東京 昭和41年2月

H-194
アメーバ　生命の原型を
探る

太田　次郎 日本放送出版協会 東京 昭和45年8月

H-195 原生動物 福井　玉夫 刀水書房 東京 昭和23年2月
H-196 生命現象の調節 柳島　直彦　他 紀伊国屋書店 東京 1967年10月

H-197
人類の染色体　臨床医
学への応用

牧野　佐二郎 紀伊国屋書店 東京 1963年5月

H-198 進化・系統分類学　Ⅰ 徳田　御稔 共立出版株式会社 東京 昭和45年4月 3刷
H-199 進化・系統分類学　Ⅱ 徳田　御稔 共立出版株式会社 東京 昭和45年7月
H-200 生態と進化 A.E.エマーソン みすず書房 東京 昭和30年4月
H-201 滅びゆく動物たち 高島　春雄 中央公論社 東京 昭和32年5月
H-202 進化学入門 徳田　御稔 紀伊国屋書店 東京 1963年12月

H-203
DICTIONARY OF
THEFUNGI

G.C.AINSWORTH　他
COMMONWEALTH
MYCOLOGICAL
INSTITUTE

London 1943年9月 第4版４刷

H-204 還元糖の定量法 福井　作蔵 東京大学出版会 東京 1969年3月
H-205 人間環境宣言 金子　熊夫 日本総合出版機構 東京 昭和47年10月
H-206 植物毒理学入門 松中　昭一 東京大学出版会 東京 1976年5月
H-207 ダニの話　よみもの動物記青木　淳一 北隆館 東京 昭和43年10月
H-208 武蔵野の植物 東京府 東京府 東京 昭和12年7月

H-209
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..12

GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1974年

H-210
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..13

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1975年

H-211
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..14

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1976年

H-212
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..15

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1977年

H-213
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..16

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1978年

H-214
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..17

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1979年

H-215
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..18

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1980年

H-216
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..19

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1981年



H-217
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..20

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1982年

H-218
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..21

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1983年

H-219
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..22

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1984年

H-220
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..23

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1985年

H-221
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..24

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1986年

H-222
ANNUAL REVIEW OF
PHYTOPATHOLOGY
VOL..25

GEORGE A.ZENTMYER
他

ANNUAL REVIEWS INC.
CALIFO
RNIA

1987年

H-223 図書 植物と文学の旅 ／倉田悟 ：地球社 東京 ，１９７６．１０
H-224 図書 森林写真必携 ／八木下弘 ：林野共済会 東京 ，１９６３．１
H-225 図書 林業と自然保護 ／森林環境研究会 ：創文 東京 ，１９７３．３
H-226 図書 登山家の古典散歩 ／栗林一路 ：新潮社 東京 ，１９８５．７
H-227 図書 ああ漱石山房 ／松岡讓 ：朝日新聞社 東京 ，１９６７．５

H-228 図書 桜と伝説 ／郷野不二男
：ジャパン・パブリッ
シャーズ

東京 ，１９７８．３

H-229 図書 神奈川自然の歴史 ／奥村清 ：コロナ社 東京 ，１９８１．１２
H-230 図書 自然観察入門 ／日浦勇 ：中央公論社 東京 ，１９７５．３ 草木虫魚とのつきあい
H-231 図書 おいしい山菜図鑑 ／水島正美 ：千趣会 東京 ，１９７１．１
H-232 図書 農林種子の発芽 ／中山包 ：内田老鶴圃新社 東京 ，１９６６．５
H-233 図書 水草のすべて ／和泉克雄 ：緑書房 東京 ，１９６８．６ All water plants for aquarium
H-234 図書 ヒト・文化・文明 ／高山龍三 ：八千代出版 東京 ，１９７９．４ 野外科学としての人類学入門

H-235 図書
植物領域における免疫
化学実験法

／坂口進 ：内田老鶴圃新社 東京 ，１９７１．６

H-236 図書 微生物学実験法 ／微生物研究法懇談会 ：講談社 東京 ，１９７５．１２
H-237 図書 植物生理化學實驗 ／服部靜夫 ：養賢堂 東京 ，１９３８．５
H-238 図書 植物形態學 ／小倉謙 ：養賢堂 東京 ，１９４８．４
H-239 図書 分類植物學　上巻 ／山田幸男，木村有香，本田正次：養賢堂 東京 ，１９３５．３

H-240 図書
植物生理學　上巻　増訂
改版

／坂村徹 ：裳華房 東京 ，１９５０．５

H-241 図書 植物生理化學　改訂 ／鈴木梅太郎 ：朝倉書店 東京 ，１９４２．６
H-242 図書 生理植物學 ／纐纈理一郎 ：明文堂 東京 ，１９４２．１１ 一般植物學の生理學的解説
H-243 図書 生長ホルモン ／木下三郎 ：内田老鶴圃新社 東京 ，１９３８．５
H-244 図書 生態学方法論 ／沼田真 ：古今書院 東京 ，１９６７．５

H-245 図書
光と緑の葉の秘密　光
合成

／ヴェ・エム・クチューリン；佐藤満彦：東京図書 東京 ，１９６４．５

H-246 図書 林床植物の個体群統計学／河野昭一 ：培風館 東京 ，１９８４．２
H-247 図書 植物の發生 ／猪野俊平 ：河出書房 東京 ，１９５０．５
H-248 図書 植物生理氣象学 ／大後美保 ：共立出版 東京 ，１９４４．８

H-249 図書 植物ホルモン
／F．W．ウエント，ケ
ネート V．ティーマン；川
田信一郎，八巻敏雄

：養賢堂 東京 ，１９５１．５ Phytohormones

H-250 図書
［菌類］植物の解剖　植
物の培養

／小林義雄．山羽儀兵．
松崎直枝

：地人書館 東京 ，１９３４．１２

H-251 図書 植物學槪論 ／湯浅明 ：培風館 東京 ，１９５０．１２

H-252 図書
高等教育植物學圖集
第１０版

／山羽儀兵 ：養賢堂 東京 ，１９４７．１１

H-253 図書
高等教育植物學解説
第４版

／山羽儀兵 ：養賢堂 東京 ，１９４７．１０

H-254 図書 植物學大要　改著第２版 ／吉井義次 ：養賢堂 東京 ，１９４８．６

H-255 図書
植物学の槪観：１９４０－
１９４５

／日本植物学会 ：日本学術振興会 東京 ，１９５２．８

H-256 図書
本草関係図書目録　：
国立国会図書館支部上
野図書館所蔵

／つかさ書房 ：つかさ書房 東京 ，１９７６．１０

H-257 図書 原色作物病害図説 ／北島博，梶原敏宏 ：養賢堂 東京 ，１９６１．１０
H-258 図書 日本害菌學 ／原攝祐 ：養賢堂 東京 ，１９３６．９

H-259 図書
微生物學及植物病理學
實驗法

／瀧元清透 ：養賢堂 東京 ，１９４２．７

H-260 図書
改編微生物學及植物病
理學實驗法

／瀧元清透 ：養賢堂 東京 ，１９５８．７

H-261 図書 植物菌癭の研究 ／赤井重恭 ：朝倉書店 東京 ，１９４４．１０
H-262 図書 感染の生化学　植物 ／平井篤造，鈴木直治 ：農業技術協会 東京 ，１９７０．１１

H-263 図書
植物ウイルス病：実験法
と種類

／日高醇 ：朝倉書店 東京 ，１９６０．１２

H-264 図書 植物病原菌学 ／徳永芳雄 ：博友社 東京 ，１９８４．９

H-265 図書
解説植物病原菌　訂正
第２版

／樋浦誠 ：養賢堂 東京 ，１９４２．６

H-266 図書
植物病原菌類解説　改
訂・増補

／樋浦誠 ：養賢堂 東京 ，１９６４．１２

H-267 図書 病原の生化学 ／平井篤造，鈴木直治 ：農業技術協会 東京 ，１９６３．４ 植物病理の生化学　前編

H-268 図書
罹病植物と殺菌剤の生
化学

／平井篤造，鈴木直治 ：農業技術協会 東京 ，１９６３．５ 植物病理の生化学　後編

H-269 図書 植物バイラス ／福士貞吉 ：朝倉書店 東京 ，１９５２．２

H-270 図書
新制植物病理學講義
訂正再版

／日野巖 ：養賢堂 東京 ，１９５０．６

H-271 図書
植物病学：学習・防除
第２版

／渡辺龍雄 ：養賢堂 東京 ，１９５９．１０

H-272 図書 東方見聞録　１
／マルコ・ポーロ；愛宕
松男

：平凡社 東京 ，１９７０．３

H-273 図書 東方見聞録　２
／マルコ・ポーロ；愛宕
松男

：平凡社 東京 ，１９７１．３

H-274 図書 本朝食鑑　１ ／人見必大，島田勇雄 ：平凡社 東京 ，１９７８．７
H-275 図書 本朝食鑑　２ ／人見必大，島田勇雄 ：平凡社 東京 ，１９７７．７

H-276 図書
緑の知恵：植物の知られ
ざる生活

／A．W．ゴールストン；太田行人：岩波書店 東京 ，１９８２．７ Green wisdom

H-277 図書
作物の連作障害：原因・
機構・対策の研究

／平野暁 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９７７．６

H-278 図書 自然：生態学的研究　４ ／森下正明，吉良竜夫 ：中央公論社 東京 ，１９７０．１０ 今西錦司博士還暦記念論文集［１］



H-279 図書
近世伊勢における本草
学者の研究

／松島博 ：講談社 東京 ，１９７４．３

H-280 図書
日本中国菌類歴史と民
俗学

／小林義雄 ：廣川書店 東京 ，１９８３．４

H-281 図書 飯沼慾斎 ／飯沼慾斎生誕二百年記念誌編集委員会：飯沼慾斎生誕二百年記念事業会岐阜 ，１９８４．５
H-282 図書 ダーウィンの家 ／駒井卓 ：創元社 東京 ，１９４７．７

H-283 図書
動物はなぜ集まるか：人
間社会を見直すために

／伊藤正春 ：講談社 東京 ，１９７３．３

H-284 図書 生物と情報 ／桑原萬壽太郎 ：日本放送出版協会 東京 ，１９６８．１２
H-285 図書 動物の数は何できまるか ／伊藤嘉昭，桐谷圭治 ：日本放送出版協会 東京 ，１９７１．１
H-286 図書 生命の本質 ／C．H．ウォディントン；白上謙一，碓井益雄：岩波書店 東京 ，１９６４．５ The nature of life

H-287 図書
ダーウィン論：土着思想
からのレジスタンス

／今西錦司 ：中央公論社 東京 ，１９７７．９

H-288 図書
ダーウィニズムと現代の
諸科学：進化論１００年

／宮地伝三郎 ：理論社 東京 ，１９５８．１０

H-289 図書
ラマルク動物哲學；ダー
ウヰン種の起原

／小泉丹 ：岩波書店 東京 ，１９３５．１２

H-290 図書 系統と進化の生物学 ／今堀宏三，田村道夫 ：培風館 東京 ，１９５２．３

H-291 図書
遺伝學・細胞學文献綜
説：１９４０－１９４６

／メンデル會 ：北隆館 東京 ，１９５０．２

H-292 図書
メンデルの発見の秘録：
メンデルの生誕１５０年
記念祭にささげる

／V．オレル；篠遠喜人 ：教育出版 東京 ，１９７３．１２

H-293 図書 一般遺傳學　上巻
／スルプ，オーウェン；
松浦一，明峯俊夫

：みすず書房 東京 ，１９５４．１０

H-294 複本 一般遺傳學　上巻
／スルプ，オーウェン；
松浦一，明峯俊夫

：みすず書房 東京 ，１９５４．１０

H-295 図書 昆虫の社会生活
／ウィリアム・M．ホイー
ラー；渋谷寿夫

：紀伊国屋書店 東京 ，１９８６．２

H-296 図書
本能の進化：蜂の比較
習性学的研究

／岩田久二雄 ：眞野書店 大和 ，１９７１．１２

H-297 図書 生命と環境 ／赤堀四郎；田宮信雄 ：共立出版 東京 ，１９７３．３
H-298 図書 生物社会の論理 ／今西錦司 ：思索社 東京 ，１９７１．３

H-299 図書 細菌の性と遺伝
／F．ジャコブ，E．L．
ウォルマン；富沢純一，
小関治男

：岩波書店 東京 ，１９６３．１０ Sexuality and the genetics of bacteria

H-300 図書
図解整姿と剪定の実際：
庭木・花木・果樹

／紫藤英之 ：有紀書房 東京 ，１９７７．

H-301 図書 根の活力と根圏微生物 ／小林達治 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９８６．２
H-302 図書 日本産蘚類概説 ／野口彰 ：北隆館 東京 ，１９７６．１０

H-303 図書
野菜の土壌病害：原因と
対策

／松田明 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９７７．９

H-304 図書 土壌微生物入門 ／古坂澄石 ：共立出版 東京 ，１９６９．１２
H-305 図書 農業と土壌微生物 ／渡辺巖 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９７１．１
H-306 図書 相互作用をめぐって ／微生物生態研究会 ：東京大学出版会 東京 ，１９７５．３
H-307 図書 菌類系統分類学 ／寺川博典 ：養賢堂 東京 ，１９８４．９

H-308 図書
銹菌目-柄生銹菌科，不
完全銹菌

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９５０．４

H-309 図書

キクラゲ目・シロキクラ
ゲ目・アカキクラゲ目・ヒ
ダナシタケ目（サルノコシ
カケ目）

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９５５．６

H-310 図書
マツタケ目・フクキン（腹
菌）目

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９５９．１０

H-311 図書
酵母菌目・クリプトコック
ス目・外子嚢菌目

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９６４．９

H-312 図書
野菜，草花，牧草および
芝草

／日本植物病理学会 ：日本植物病理学会 東京 ，１９８０．３

H-313 図書
微生物と農業：農業の未
来をひらく微生物

／岸国平，大畑貫一 ：全国農村教育協会 東京 ，１９８６．５

H-314 図書 土の微生物 ／土壌微生物研究会 ：博友社 東京 ，１９８１．１１

H-315 図書
ダニ学の進歩：その医
学・農学・獣医学・生物
学にわたる展望

／佐々學，青木淳一 ：北隆館 東京 ，１９７７．１１

H-316 図書 新植物細菌病学 ／後藤正夫 ：ソフトサイエンス社 東京 ，１９８１．７
H-317 図書 日本種子植物集覧　１ ／原寛 ：岩波書店 東京 ，１９４９．６
H-318 図書 日本種子植物集覧　２ ／原寛 ：岩波書店 東京 ，１９５２．３
H-319 図書 日本種子植物集覧　３ ／原寛 ：岩波書店 東京 ，１９５４．５

H-320 図書
作物の光合成と物質生
産　第２版

／「作物の光合成と物質
生産」編集委員会

：養賢堂 東京 ，１９７２．４

H-321 図書 図説日本の植生 ／沼田真，岩瀬徹 ：朝倉書店 東京 ，１９７５．４
H-322 図書 酵母学　新版 ／桐谷義孝 ：岩波書店 東京 ，１９６７．１２
H-323 図書 原色植物図鑑 ／昭和出版研究所 ：小学館 東京 ，１９６９．９
H-324 図書 寺崎日本植物図譜 ／寺崎留吉；奥山春季 ：平凡社 東京 ，１９７７．５

H-325 図書
多摩市の植生　付表　植
生図

／［多摩市］ ：多摩市 多摩 ，１９８１．

H-326 図書
多摩ニュータウン西部地
区環境保全生態調査報

／宮脇昭 ：宮脇昭 東京 ，１９７５．３

H-327 図書
府中市の植生：自然保
護のための基礎的研究

／奥富清 ：府中市 府中 ，１９７５．３

H-328 図書
新しい恐怖：農薬禍はし
のびよる

／ ：信濃毎日新聞社 長野 ，１９６５．１０

H-329 図書
資源からの発想：新しい
自然利用の技術

／加藤辿 ：中央公論社 東京 ，１９７９．７

H-330 図書
近代日本農政の指導者
たち

／小倉倉一 ：農林統計協会 東京 ，１９５３．８

H-331 図書 科学者憲章
／民主主義科学者協会
訳編

：蒼樹社 東京 ，１９５４．１２

H-332 図書
自然改造の報復：気候と
災害

／土屋巖 ：日本経済新聞社 東京 ，１９７５．１

H-333 図書 気候の教室 ／矢沢大二，前島郁雄 ：古今書院 東京 ，１９６４．９
H-334 図書 文明をもった生物 ／泉靖一 ：日本放送出版協会 東京 ，１９６６．１
H-335 図書 海の波 ／コーニッシュ；日高孝次 ：小山書店 東京 ，１９４４．３
H-336 図書 土じょうの辯 ／大政正隆 ：林業新聞社 大阪 ，１９５５．１１

H-337 図書
生きものの条件：植物生
態学の立場から

／宮脇昭 ：柏樹社 東京 ，１９７６．１

H-338 図書 きたぐにの動物たち
／朝日新聞北海道支社
報道部

：角川書店 東京 ，１９６１．９



H-339 図書 わたしたちの栄養学 ／読売新聞社婦人部 ：早川書房 東京 ，１９６３．９

H-340 図書 ソロモンの指環
／コンラート・ローレン
ツ；日高敏隆

：早川書房 東京 ，１９６３．１２

H-341 図書 花ごよみ花時計 ／滝本敦 ：中央公論社 東京 ，１９７９．５
H-342 図書 雪線散歩 ／藤木九三 ：三省堂 東京 ，１９３３．１１

H-343 図書 明窓居余滴 ／河村貞之助
：河村教授退官記念事
業会

東京 ，１９６９．５

H-344 図書 十五人の生物學者 ／篠遠喜人 ：河出書房 東京 ，１９４１．７

H-345 図書 ある生物学者の回想
／カール・フォン・フリッ
シュ；伊藤智夫

：法政大学出版局 東京 ，１９６９．７ Erinnerungen eines Biologen

H-346 図書 我が植物觀 ／草野俊助 ：磯部甲陽堂 東京 ，１９１９．７
H-347 図書 随筆野菜籠 ／永井威三郎 ：天然社 東京 ，１９４６．８
H-348 図書 ルィセンコ學説　改訂３版 ／ネオメンデル會 ：北隆館 東京 ，１９５０．４

H-349 図書
ローベルト・コッホ：偉大
なる生涯の物語　再版

／ヘルムート・ウンガー；
宮島幹之助，石川錬次

：冨山房 東京 ，１９４３．１０ Robert koch : Roman eines groben lebens

H-350 図書 ルヰ・パストゥール ／ヴァレリー・ラド；桶谷繁雄：冨山房 東京 ，１９４１．４
H-351 図書 エールリッヒ傳　４版 ／志賀潔 ：冨山房 東京 ，１９４０．６

H-352 図書
環境：いきものと人間を
育てるもの

／野村健一 ：冨山房 東京 ，１９６５．９

H-353 図書 免疫：ワクチンというもの ／福見秀雄 ：冨山房 東京 ，１９６６．６
H-354 図書 公害のない農薬：その可能性を求めて／見里朝正 ：日本経済新聞社 東京 ，１９７３．１１
H-355 図書 海の生態 ／宝月欣二 ：共立出版 東京 ，１９７１．７

H-356 図書 ラヴォアジエ傳
／エドアール・グリモー；
江上不二夫

：白水社 東京 ，１９４１．７ Lavoisier

H-357 図書 伊藤圭介 ／杉本勲；日本歴史学会 ：吉川弘文館 東京 ，１９６０．５
H-358 図書 進化と創造 ／八杉龍一 ：岩波書店 東京 ，１９５１．４

H-359 図書
生命と物質：植物の生活
から

／服部靜夫 ：岩波書店 東京 ，１９４９．１１

H-360 図書
近代醫學の建設者：パ
ストゥール・リスター・コッ

／メチニコフ；宮村定男 ：岩波書店 東京 ，１９４４．１１

H-361 図書 私の博物誌 ／市河三喜 ：中央公論社 東京 ，１９５６．２
H-362 図書 デタラメの世界 ／増山元三郎 ：岩波書店 東京 ，１９６９．２
H-363 図書 病害とその防除 ／小林享夫 ：日本林業技術協会 東京 ，１９７７．５ 緑化樹木の病害虫　上
H-364 図書 害虫とその防除 ／小林富士雄 ：日本林業技術協会 東京 ，１９７７．１１ 緑化樹木の病害虫　下
H-365 図書 現代真菌学入門 ／Ｊ．Ｗ．ディーコン；山口英世，河合康雄：培風館 東京 ，１９８２．６ Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｍｏｄｅｒｎ　ｍｙｃｏｌｏｇｙ
H-366 図書 農林害虫名鑑 ／日本応用動物昆虫学会：日本植物防疫学会 東京 ，１９８０．８
H-367 図書 日本農薬学史年表 ／松原弘道 ：学会出版センター 東京 ，１９８４．９
H-368 図書 遺傳と農學 ／有賀久雄 ：東京大学出版会 東京 ，１９５７．７

H-369 図書
禾穀類の細胞遺傳學
増補再版

／木原均，長尾正人 ：養賢堂 東京 ，１９４３．９

H-370 複本
禾穀類の細胞遺傳學
増補再版

／木原均，長尾正人 ：養賢堂 東京 ，１９４３．９

H-371 図書 コムギの細胞遺傳と育種 ／松村清二 ：養賢堂 東京 ，１９５０．８
H-372 図書 育種學大要　改著 ／長尾正人 ：養賢堂 東京 ，１９４９．１
H-373 図書 キアズマ型の説 ／前田威成 ：内田老鶴圃新社 東京 ，１９４３．３

H-374 図書 小麦育種の科学的基礎
／エヌ・イ・ヴァヴィーロ
フ；的場徳造

：欧亜通信社 東京 ，１９４８．９ Ｎａｕｃｈｎｕｉｅ　ｏｓｎｏｖｕｉ　ｓｅｌｅｋｔｓｉｉ　ｐｓｈｅｎｉｔｓｕｉ

H-375 図書 集団遺伝学の数学的理論／木村資生 ：岩波書店 東京 ，１９５７．８
H-376 図書 小麥五倍雜種の研究 ／松村清二 ：北隆館 東京 ，１９５２．４

H-377 図書
人類を主とした遺伝学
改訂版

／駒井卓 ：培風館 東京 ，１９６０．６

H-378 図書 遺伝学と種の起原
／Ｔｈ．ドブジャンスキー；
駒井卓，高橋隆平

：培風館 東京 ，１９５３．９ Ｇｅｎｅｔｉｃｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｏｒｉｇｉｎ　ｏｆ　ｓｐｅｃｉｅｓ

H-379 図書 遺伝生化学
／Ｊ．Ｂ．Ｓ．ホールデン；
飯島衛

：白水社 東京 ，１９５７．１０ The　ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　ｇｅｎｅｔｉｃｓ

H-380 図書

植物の雜種に関する實
驗；人為受精によって得
たミヤマコーゾリナ属の
二三の雜種について

／グレゴア　メンデル；篠遠喜人：大日本出版 東京 ，１９４３．２ 植物雜種の實驗；ミヤマコーゾリナ屬の雜種の研究

H-381 図書 基礎遺傳学　第２版 ／田中義麿 ：裳華房 東京 ，１９５２．３
H-382 図書 核酸 ／江上不二夫，柴谷篤弘 ：共立出版 東京 ，１９５３．９
H-383 図書 生物講義 ／木原均 ：講談社 東京 ，１９７９．５
H-384 図書 作物のはなし ／戸苅義次 ：家の光協会 東京 ，１９７９．１０

H-385 図書
作物の光合成と生態：作
物生産の理論と応用

／村田吉男 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９７６．１

H-386 図書 大麥の遺傳學
／長尾正人，高橋万右
衛門

：北方出版社 札幌 ，１９４７．１

H-387 図書 歴代会長略伝 ／原沢伊世夫 ：東京腊葉会 府中 ，１９９１．９
H-388 図書 春の植物 ／原沢伊世夫 ：原沢先生遺稿集刊行会八王子 ，１９９２．３
H-389 複本 春の植物 ／原沢伊世夫 ：原沢先生遺稿集刊行会八王子 ，１９９２．３
H-390 複本 春の植物 ／原沢伊世夫 ：原沢先生遺稿集刊行会八王子 ，１９９２．３

H-391 図書
日本博物學年表　改訂
増補

／白井光太郎 ：大岡山書店 東京 ，１９４３．１１

H-392 図書 日本博物學年表 ／白井光太郎 ：科学書院 東京 ，１９８０．４
H-393 図書 博物学史論集 ／上野益三 ：八坂書房 東京 ，１９８４．６

H-394 図書
小麦の合成：木原均随
想集

／木原均 ：講談社 東京 ，１９７３．４

H-395 図書 小麥：一生物學者の記錄 ／木原均 ：中央公論社 東京 ，１９５１．６
H-396 図書 小麥の研究　改著第２版 ／木原均 ：養賢堂 東京 ，１９５４．５
H-397 図書 第四紀 ／羽鳥謙三，柴崎達雄 ：共立出版 東京 ，１９７２．４

H-398 図書

アブラナ類の核遺伝学
的研究：Ｂｒａｓｓｉｃｅａｅ（ア
ブラナ類）の種屬間雑種
とその倍数誘導体の核
遺伝学的研究

／水島宇三郎 ：技報堂 東京 ，１９５２．５

H-399 図書 農林種子学総論 ／中村俊一郎 ：養賢堂 東京 ，１９８５．７
H-400 図書 果樹品種名雑考 ／［農業技術協会］ ：農業技術協会 東京 ，１９８３．６
H-401 図書 作物品種名雑考 ／［農業技術協会］ ：農業技術協会 ，１９８３．５
H-402 図書 花と實の世界 ／藤田哲夫 ：文祥堂 大阪 ，１９４２．１２

H-403 図書
綜合蔬菜園芸総論　改
著第９版

／熊澤三郎 ：養賢堂 東京 ，１９７１．３

H-404 図書 近世渡來園藝植物 ／松崎直枝 ：誠文堂 東京 ，１９３４．１０
H-405 図書 物品識名．物品識名拾遺 ／岡林清達；水谷豊文 ：青史社 東京 ，１９８０．１２ 物品識名・附拾遺

H-406 図書
植物の変異と環境：文献
総説

／［農林水産技術会議
事務局調査資料課］

：農林水産技術会議事務局調査資料課東京 ，１９７２．１２



H-407 図書

日本に於ける育種学、と
くに植物育種学の発展
記録（私見）：生立ちから
学会設立まで

／野口弥吉 ：養賢堂 東京 ，１９８４．７

H-408 図書 生物化学最近の進歩　４
／生物化学最近の進歩
編集委員会

：技報堂 東京 ，１９５８．４

H-409 図書 生物化学最近の進歩　５
／生物化学最近の進歩
編集委員会

：技報堂 東京 ，１９５９．６

H-410 図書
生物化學槪説　訂正増
補２版

／江上不二夫 ：共立出版 東京 ，１９５０．１０

H-411 図書 木材組織学　改訂版 ／山林暹 ：森北出版 東京 ，１９６２．１１

H-412 図書
植物細胞滲透生理　増
訂改版（第３版）

／坂村徹 ：養賢堂 東京 ，１９４９．３

H-413 図書
植物細胞滲透生理　１９
５２年増訂改版

／坂村徹 ：養賢堂 東京 ，１９５２．９

H-414 図書 生物環境學 ／田中義麿 ：雄山閣 東京 ，１９３２．９
H-415 図書 地球上の生命の起原 ／オパーリン；石本真 ：岩波書店 東京 ，１９６０．４
H-416 図書 さまざまな視覚の世界 ／永野為武 ：新潮社 東京 ，１９６６．７

H-417 図書 生命の本質
／Ｃ．Ｈ．ウォディントン；
白上謙一，碓井益雄

：岩波書店 東京 ，１９６４．５ The　ｎａｔｕｒｅ　ｏｆ　ｌｉｆｅ

H-418 図書
生命の本質：筋肉に関
する研究

／セント・ジェルジ；丹羽
小弥太

：白水社 東京 ，１９５２．５ Ｎａｔｕｒｅ　ｏｆ　ｌｉｆｅ　：　ａ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｍｕｓｃｌｅ

H-419 図書 発生 ／太田行人，岡田節人 ：岩波書店 東京 ，１９７８．５

H-420 図書
細胞核：とくに細胞化学
の立場から

／大沢省三 ：岩波書店 東京 ，１９５８．７

H-421 図書
柿の重要寄生性病害に
關する病理並に治病學
的研究

／鑄方末彦 ：養賢堂 東京 ，１９４２．１２

H-422 図書 植物病理学通論 ／栃内吉彦 ：誠文堂新光社 東京 ，１９５６．３

H-423 図書
植物病理學序論；植物
病理學史

／中田覚五郎，日野巖 ：養賢堂 東京 ，１９３８．１１

H-424 図書 植物病態生理學 ／中田覚五郎，日野巖 ：養賢堂 東京 ，１９４１．８

H-425 図書
増訂作物病害豫防驅除
法　第５版

／ト藏梅之丞 ：西ヶ原叢書刊行會 東京 ，１９２５．９

H-426 図書 實驗樹木病害篇 ／原攝祐 ：養賢堂 東京 ，１９２７．７

H-427 図書
果樹病害防除のねらい
再版

／河村貞之助 ：朝倉書店 東京 ，１９５１．７

H-428 図書 いも類病害蟲と防除 ／堀正侃 ：朝倉書店 東京 ，１９５０．３
H-429 図書 作物病蟲害 ／武内晴好，織田富士夫 ：明文堂 東京 ，１９４０．３
H-430 図書 植物病學の諸問題 ／逸見武雄 ：西ヶ原刊行會 東京 ，１９４０．１１
H-431 図書 熱帯の畑作病害虫 ／岩田吉人 ：国際農林業協力協会 東京 ，１９８６．３

H-432 図書 病害防除植物ワクチン ／渡邊龍雄
：農林図書出版コンサル
タント

東京 ，１９６７．２

H-433 図書 昆虫の生理活性物質 ／石井象二郎 ：南江堂 東京 ，１９６９．１１

H-434 図書 昆虫ホルモン
／Ｖｉｎｃｅｎｔ　Ｂ．Ｗｉｇｇｌｅ
ｓｗｏｒｔｈ；伊藤智夫，小
林勝利

：南江堂 東京 ，１９７１．１１ Ｉｎｓｅｃｔ　ｈｏｒｍｏｎｅｓ

H-435 図書
ウイルスと植物：自己増
殖とその制御

／平井篤造 ：南江堂 東京 ，１９７２．３

H-436 図書 植物の生理活性物質 ／山下恭平 ：南江堂 東京 ，１９７５．７
H-437 図書 ウイルスと昆虫 ／川瀬茂実 ：南江堂 東京 ，１９７６．２

H-438 図書
作物保護：高等学校農
業科用

／上遠章 ：実教出版 東京 ，１９５７．１

H-439 図書 熱帯の果樹と作物の病害　第２版／渡邊龍雄 ：養賢堂 東京 ，１９８０．１

H-440 図書
科学者・技術者のための
数学入門

／ヤ・ベ・ゼリドーウィチ；
今野武雄，鎮目俊夫

：岩波書店 東京 ，１９６１．１１

H-441 図書 炭水化物実験法 ／三輪知雄，安村明 ：中山書店 東京 ，１９５５．３
H-442 図書 農事試験の設計と括め方／岩佐亮二 ：東洋書館 東京 ，１９４９．４
H-443 図書 シダ植物の胞子 ／三井邦男 ：豊饒書館 東京 ，１９８２．５
H-444 図書 標本調査法入門　再版 ／畑村又好，奥野忠一 ：小石川書房 東京 ，１９４９．１０
H-445 図書 ロシア化学論文の読み方 ／熊田誠，大曽根靖子 ：化学同人 東京 ，１９６５．７
H-446 図書 英語の化学論文 ／溝口歌子 ：南江堂 東京 ，１９６３．５ 化学の領域　増刊　５５

H-447 図書
統計的方法：農学および
生物学における実験の
ための　改訂版

／スネテガー；畑村又好 ：岩波書店 東京 ，１９６８．１０ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ　ｍｅｔｈｏｄｓ

H-448 図書
理論應用有機化學　全
訂版第２０版

／亀高徳平，樫本竹治 ：丸善 東京 ，１９５０．９

H-449 図書
臺灣樹木誌　増補改版
覆刻版

／金平亮三 ：井上書店 東京 ，１９７９．１０

H-450 図書
日本シダ植物生態写真
集成

／志村義雄 ：採集と飼育の会（東京農業大学育種学研究所内）東京 ，１９７３．１

H-451 図書 日本産苔類図鑑　［正］ ／井上浩 ：築地書館 東京 ，１９７４．３ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｈｅｐａｔｉｃａｅ
H-452 図書 日本産苔類図鑑　続 ／井上浩 ：築地書館 東京 ，１９７６．１１ Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｈｅｐａｔｉｃａｅ
H-453 図書 栽培原論　改著　第３版 ／野口彌吉 ：養賢堂 東京 ，１９５７．５
H-454 図書 陸上植物群落の物質生産　Ⅱ　草原／岩城英夫 ：共立出版 東京 ，１９７７．１０

H-455 図書
動物・植物および微生物
の相互関係研究法

／飯泉茂，斎藤紀 ：共立出版 東京 ，１９７６．１０

H-456 図書
走査電子顕微鏡：基礎と
応用

／日本電子顕微鏡学会
関東支部

：共立出版 東京 ，１９７７．３

H-457 図書
昆虫病理汎論：益虫保
護と害虫駆除の基礎

／有賀久雄 ：養賢堂 東京 ，１９７３．１２

H-458 図書 栽培植物と家畜の起源
／Ｅ．アイザック；山本正
三，田林明，桜井明久

：大明堂 東京 ，１９８５．６ Ｇｅｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　ｄｏｍｅｓｔｉｃａｔｉｏｎ

H-459 図書 植物利用環境測定法：フィトメーテル法の概要／竹内亮 ：養賢堂 東京 ，１９３６．３
H-460 図書 形質と環境 ／梅谷與七郎 ：岩波書店 東京 ，１９５１．４
H-461 図書 一農政學徒の記錄 ／東畑精一 ：酣燈社 東京 ，１９４７．５
H-462 図書 学術用語集：遺伝学編 ／文部省 ：日本学術振興会 東京 ，１９７４．７ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ｔｅｒｍｓ　：　ｇｅｎｅｔｉｃｓ

H-463 図書
学術用語集：植物学編
第２０版

／文部省 ：大日本図書 東京 ，１９７５．７ Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ｔｅｒｍｓ　：　ｂｏｔａｎｙ

H-464 図書 生活の中の植物 ／服部靜夫 ：河出書房 東京 ，１９４１．３

H-465 図書 生命の歴史，進化の意味
／Ｇ．Ｇ．シンプソン；阿
部精一，平沢一夫

：山本書店 東京 ，１９６２．３
Ｔｈｅ　ｍｅａｎｉｎｇ　ｏｆ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　；　ａ　ｓｔｕｄｙ　ｏｆ　ｔｈｅ
ｈｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｌｉｆｅ　ａｎｄ　ｉｔｓ　ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ　ｆｏｒ　ｍａｎ

H-466 図書
自然の進化：時の矢と生
物進化

／ハロルド・ブラム；鎭目
恭夫

：みすず書房 東京 ，１９５３．９ Ｔｉｍｅ’ｓ　ａｒｒｏｗ　ａｎｄ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

H-467 図書 ダーウィン ／八杉龍一 ：平凡社 東京 ，１９７７．１

H-468 図書 ダーウィンに消された男 ／アーノルド・Ｃ．ブラックマン；羽田節子，新妻昭夫：朝日新聞社 東京 ，１９８４．１
Ａ　ｄｅｌｉｃａｔｅ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　：　ｔｈｅ　ｓｔｒａｎｇｅ　ｃａｓｅ
ｏｆ　Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｄａｒｗｉｎ　ａｎｄ　Ａｌｆｒｅｄ　Ｒｕｓｓｅｌ　Ｗａｌｌａｃ

H-469 図書 進化論講話　第１４版 ／丘淺次郎 ：開成館 東京 ，１９４０．１２



H-470 図書
日本の資料を主とした生
物進化學

／駒井卓 ：培風館 東京 ，１９４８．８

H-471 図書 ダーウィン自伝
／ダーウィン；ノラ・バー
ロウ；八杉龍一，江上生

：筑摩書房 東京 ，１９７２．８ Ａｕｔｏｂｉｏｇｒａｐｈｙ

H-472 図書 生物社会の論理 ／今西錦司 ：陸水社 東京 ，１９５８．１
H-473 図書 私の自然観 ／今西錦司 ：筑摩書房 東京 ，１９７０．２
H-474 図書 誰そ彼：老科学者の心境 ／小竹無二雄 ：六月社 東京 ，１９５８．５
H-475 図書 樹木・雑草篇 ／更科源蔵，更科光 ：法政大学出版局 東京 ，１９７６．１１
H-476 図書 富士山：自然の謎を解く ／木澤綏 ：日本放送出版協会 東京 ，１９６９．６
H-477 図書 いちかわ植物記 ／岩瀬徹 ：市川ジャーナル社 東京 ，１９７７．１０

H-478 図書
東奥沿海日誌：付・鹿角
日誌

／松浦武四郎；吉田武三 ：時事通信社 東京 ，１９６９．４

H-479 図書 一樹一話趣味之樹木 ／松崎直枝 ：博文館 東京 ，１９３４．９ 趣味の樹木
H-480 図書 超越者と風土 ／鈴木秀夫 ：大明社 東京 ，１９７６．１１
H-481 図書 風土の構造 ／鈴木秀夫 ：大明社 東京 ，１９７９．５
H-482 図書 日本農業風土記 ／渡辺正男 ：東京大学出版会 東京 ，１９５９．２
H-483 図書 熱帯の景観 ／ウォーレス；谷田専治 ：創元社 東京 ，１９４３．６ Ｔｒｏｐｉｃａｌ　ｎａｔｕｒｅ

H-484 図書
繩文の海と森：完新世前
期の自然史

／前田保夫 ：蒼樹書房 東京 ，１９８３．８ 縄文の海と森

H-485 図書
萬葉植物：寫眞と解説
改訂版

／小清水卓二 ：三省堂 東京 ，１９４４．６ 万葉植物：写真と解説

H-486 図書
江戸と北京：英国園芸学
者の極東紀行

／ロバート・フォーチュ
ン；三宅馨

：廣川書店 東京 ，１９６９．５ Ｙｅｄｏ　ａｎｄ　Ｐｅｋｉｎｇ

H-487 図書 五島列島 ／宮本常一 ：同友館 東京 ，１９６８．１２
H-488 図書 炉辺動物記 ／斐太猪之介 ：中央公論社 東京 ，１９５５．１０

H-489 図書 イギリス農業論
／マックス・フェスカ；椎
名重明，津谷好人

：お茶の水書房 東京 ，１９８２．２
Ｌａｎｄｗｉｒｔｓｃｈａｆｔｌｉｃｈｅ　Ｓｔｕｄｉｅｎ　ｉｎ　Ｅｎｇｌａｎｄ　ｕｎｄ
Ｓｃｈｏｔｔｌａｎｄ

H-490 図書 アメリカの農業と食糧戦略／森永和彦 ：教育社 東京 ，１９７８．１０

H-491 図書
回想のモーリッシュ：ある
自然科学者の人間像

／渋谷章 ：内田老鶴圃新社 東京 ，１９７９．６

H-492 図書
科学・倫理・政治：動乱
に生きた一科学者の省

／Ａ．セントージェルジ；小川豊：岩波書店 東京 ，１９６６．１０ Ｓｃｉｅｎｃｅ，ｅｔｈｉｃｓ　ａｎｄ　ｐｏｌｉｔｉｃｓ

H-493 図書
学問の道標：学究者にお
くる

／柏祐賢 ：未来社 東京 ，１９８４．１

H-494 図書
縄文の世界：古代の人と
山河

／藤森栄一 ：講談社 東京 ，１９６９．７

H-495 図書 縄文式土器 ／藤森栄一 ：中央公論美術出版 東京 ，１９６９．５

H-496 図書
植物文化財：天然記念
物・植物

／本田正次 ：本田正次教授還暦記念会東京 ，１９５７．１２

H-497 図書
破壊なき開発：変容する
環境概念

／Ｍ．Ｋ．トルバ ：ハイライフ出版 東京 ，１９８３．１

H-498 図書 生活環の制御
／古谷雅樹，宮地重遠，
玖村敦彦

：朝倉書店 東京 ，１９７２．５

H-499 図書 人類の生存と植物生産 ／田村三郎，高橋信孝 ：東京大学出版会 東京 ，１９８４．４

H-500 図書

化学・細菌（生物）兵器と
その使用の影響：ウ・タ
ント国際連合事務総長
報告

／外務省国際連合局 ：大蔵省印刷局 東京 ，１９７０．３

H-501 図書 都市の再生と下水道 ／中西準子 ：日本評論社 東京 ，１９７９．６
H-502 図書 英語の常識　再版 ／中島文雄 ：研究社 東京 ，１９４６．１２
H-503 図書 草木有情 ／松崎直枝 ：洋々書房 東京 ，１９４７．８
H-504 図書 熱帯アジアの自然をさぐる／水野寿彦 ：築地書館 東京 ，１９７４．８

H-505 図書
大科學者の歩める道：
ローベルト・コッホの生涯

／ウンゲル；宮島幹之
助，石川錬次

：冨山房 東京 ，１９３９．５ Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋｏｃｈ

H-506 図書
ある老科学者とせがれと
の対話

／志賀潔 読売新聞社 東京 ，１９５３．５

H-507 図書
ルイ・パストゥール：驚異
の世紀におけるその生
涯と業績

／リーン・Ｊ．デュボス；
竹田美文，竹田多恵

：納谷書店 東京 ，１９６７．８

H-508 図書 シーボルト ／板沢武雄 ：吉川弘文館 東京 ，１９６０．５

H-509 図書
パウル・エールリッヒ：そ
の生涯と業績　第１部

／志賀潔 ：冨山房 東京 ，１９５２．４

H-510 図書
エールリッヒ博士の思ひ
出：人及び研究者として
のパウル・エールリッヒ

／マルタ・マルクワルト；
近藤忠雄

：白水社 東京 ，１９４３．９ Ｐａｕｌ　Ｅｈｒｌｉｃｈ　ａｌｓ　Ｍｅｎｓｃｈ　ｕｎｄ　Ａｒｂｅｉｔｅｒ

H-511 図書 メンデルの生涯 ／イルチス；長島禮 ：創元社 東京 ，１９４２．８ Ｇｒｅｇｏｒ　Ｊｏｈａｎｎ　Ｍｅｎｄｅｌ

H-512 図書
科學の言葉＝數：數學
者でない教養ある人々
のための批判的槪觀

／トビヤス・ダンツィク；
河野伊三郎

：岩波書店 東京 ，１９５３．５
Ｎｕｍｂｅｒ，ｔｈｅ　ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ　ｓｃｉｅｎｃｅ　：　ａ　ｃｒｉｔｉｃａｌ
ｓｕｒｖｅｙ　ｗｒｉｔｔｅｎ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｃｕｌｔｕｒｅｄ　ｎｏｎ－ｍａｔｈｅｍ
ａｔｉｃｉａｎ

H-513 図書 一生物学者の思索と遍歴／八杉龍一 ：岩波書店 東京 ，１９７３．６
H-514 図書 貧しさからの解放　［正］ ／近藤康男 ：中央公論社 東京 ，１９５４．１
H-515 図書 貧しさからの解放　続 ／近藤康男 ：中央公論社 東京 ，１９５４．３
H-516 図書 貧しさからの解放　第三 ／近藤康男 ：中央公論社 東京 ，１９５５．５

H-517 図書
公害・予測と対策：人間
を脅かす道路

／住民による京滋バイ
パス公害研究グループ

：朝日新聞社 東京 ，１９７１．３

H-518 図書 核実験と放射能 ／川畑幸夫 ：気象協会 東京 ，１９６２．９
H-519 図書 汚染物質 ／長崎誠三 ：新日本出版社 東京 ，１９７４．１
H-520 図書 自然と人と：ライフ・サイエンス物語／梅田敏郎 ：世界保健通信社 東京 ，１９７０．７
H-521 図書 科學とはなにか：共同討議／末綱恕一 ：弘文堂 東京 ，１９５０．４

H-522 図書 文明の起源から中世まで
／バナール；鎮目恭夫，
長野敬

：みすず書房 東京 ，１９５８．６

H-523 図書 近代科學の誕生と發展
／バナール；鎮目恭夫，
長野敬

：みすず書房 東京 ，１９６０．５

H-524 図書 二十世紀の自然科學
／バナール；鎮目恭夫，
長野敬

：みすず書房 東京 ，１９５９．５

H-525 図書 二十世紀の社會科學
／バナール；鎮目恭夫，
長野敬

：みすず書房 東京 ，１９５９．１０

H-526 図書 科学と人間
／ハイトラー；岡小天，
三木俊子

：みすず書房 東京 ，１９６５．２
Ｄｅｒ　Ｍｅｎｓｃｈ　ｕｎｄ　ｄｉｅ　ｎａｔｕｒｗｉｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｌｉｃｈｅ
ｅｒｋｅｎｎｔｎｉｓ

H-527 図書
人類の祖先を探る：京大
アフリカ調査隊の記録

／今西錦司 ：講談社 東京 ，１９６５．７

H-528 図書 後氷期の世界 ／湊正雄 ：築地書館 東京 ，１９６３．５
H-529 図書 氷河時代の世界 ／湊正雄 ：築地書館 東京 ，１９７０．１
H-530 図書 ハスを語る ／大賀一郎 ：忍書院 東京 ，１９５４．７
H-531 図書 煙草禮讃 ／下田將美 ：海口書店 東京 ，１９４７．９
H-532 図書 にこちあな：煙草考 ／石崎重郎 ：東京書房 東京 ，１９５８．１ Ｎｉｃｏｔｉａｎａ：煙草考
H-533 図書 風土：人間學的考察 ／和辻哲郎 ：岩波書店 東京 ，１９４４．５

H-534 図書
分裂子：ある菌学者の随
想録

／小林義雄 ：北隆館 東京 ，１９７２．７



H-535 図書 続分裂子 ／小林義雄 ： ，１９８４．

H-536 図書
日本の昆虫：侵略と攪乱
の生態学

／桐谷圭治 ：東海大学出版 東京 ，１９８６．２

H-537 図書
稲熱病：並に稲熱病文
献抄録集

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９４３．５

H-538 複本
稲熱病：並に稲熱病文
献抄録集

／伊藤誠哉 ：養賢堂 東京 ，１９４３．５

H-539 図書 實驗作物病理學　第６版 ／原攝祐 ：養賢堂 東京 ，１９４２．１１
H-540 図書 昆蟲の社會生活 ／ホイーラー；澁谷壽夫 ：創元社 東京 ，１９４１．４ Ｓｏｃｉａｌ　ｌｉｆｅ　ａｍｏｎｇ　ｔｈｅ　ｉｎｓｅｃｔｓ
H-541 図書 蟲と人と自然と：随筆 ／大町文衛 ：東和社 東京 ，１９５３．１
H-542 図書 昆虫の生活と環境 ／進士織平 ：大日本出版 東京 ，１９４３．８
H-543 図書 昆虫と巣 ／岩田久二雄 ：陸水社 東京 ，１９５６．６
H-544 図書 蟻と人生 ／安松京三 ：洋々書房 東京 ，１９４８．３
H-545 図書 アリの生態 ／馬場喜敬 ：明玄書房 東京 ，１９６５．１０
H-546 図書 蜜蜂の帰巣 ／桑原萬壽太郎 ：北方出版社 札幌 ，１９４７．９
H-547 図書 みみずの観察　改訂増補 ／小川文代 ：創元社 東京 ，１９４９．１１
H-548 図書 蝶の生活 ／新村太朗 ：北隆館 東京 ，１９５１．５
H-549 図書 農薬学 ／山本亮 ：南江堂 東京 ，１９６９．９
H-550 図書 花の病害蟲と防除 ／河村貞之助，高橋雄一 ：朝倉書店 東京 ，１９５０．９
H-551 図書 作物害蟲の天敵 ／深谷昌次 ：河出書房 東京 ，１９５０．３
H-552 図書 農業昆蟲學 ／石井悌 ：養賢堂 東京 ，１９４９．３
H-553 図書 果樹病蟲害 ／織田富士夫，瀧元清透 ：明文堂 東京 ，１９４０．９

H-554 図書 最新農薬概論
／井上正敏；西沢吉彦，
鈴田幸男

：廣川書店 東京 ，１９７０．１０

H-555 図書
アメリカの植物防疫と農
薬

／農林水産業生産性向
上会議

：農林水産業生産性向上会議東京 ，１９５８．３

H-556 図書
森林衛生学：森林昆虫
学の進むべき道

／立花観二，西口親雄 ：地球出版 ，１９６８．６

H-557 図書 日本農作物病害防除史 ／卜蔵梅之丞 ：産業図書 東京 ，１９５３．９

H-558 図書
植物病原微生物・ウイル
スの制御と管理

／奥八郎 ：学会出版センター 東京 ，１９７９．１２

H-559 図書 花彙 ／小野蘭山，島田充房 ：八坂書房 東京 ，１９７７．４
H-560 図書 有用植物學　４版 ／北村四郎 ：朝倉書店 東京 ，１９５８．４
H-561 図書 有用野生植物圖説 ／宮澤文吾，田中長三郎 ：養賢堂 東京 ，１９４８．６
H-562 図書 藥用植物栽培採収法 ／刈米達夫，若林榮四郎 ：南条書店 東京 ，１９４９．４
H-563 図書 野草と栄養　３版 ／下田吉人 ：大雅堂 東京 ，１９４６．２
H-564 図書 植物分類学（葉状植物） ／印東弘玄 ：岩崎書店 東京 ，１９６２．１２

H-565 図書
植物学用語新辞典：英
和・独和対訳

／三輪知雄，池田康 ：太陽堂 東京 ，１９４２．５ Ｎｅｗ　ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　ｂｏｔａｎｉｃａｌ　ｔｅｒｍｓ

H-566 図書 植物學名辞典
／牧野富太郎，清水藤
太郎

：和田書店 東京 ，１９５３．１

H-567 図書 科学技術和英表現辞典　再版
／日本科学技術英語研
究会

：丸善 東京 ，１９７２．５ Ａ　Ｊａｐａｎｅｓｅ－Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ｏｆ　ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎｓ（ａ　ｈａｎｄｙ　ｅｄｉｔｉｏｎ）

H-568 図書 植物の芽 ／野津良知 ：コロナ社 東京 ，１９６１．７
H-569 図書 植物の器官形成 ／藤田哲夫 ：河出書房 東京 ，１９４８．６

H-570 図書
大日本植物誌　おとぎり
さう科

／木村陽二郎 ：國立科學博物館 東京 ，１９５１．９

H-571 図書
植物形態學汎論　増訂
改版第五版

／田原正人 ：裳華房 東京 ，１９４８．５

H-572 図書
ストラスブルガー植物
學：通論

／ハンス　フィッチング，
ヘルマン　ジールプ；山
羽儀兵

：東京開成館 東京 ，１９４３．１１

H-573 図書 フランス詩の鑑賞 ／鈴木信太郎 ：河出書房 東京 ，１９５２．１２ Ｐｏｅｓｉｅ　ｆｒａｎｃａｉｓｅ

H-574 図書
一般植物形態学　１９６
２年度版　上巻

／常谷幸雄 ：［東京農業大学］ 東京 ，１９６２．

H-575 図書 生物學綜報　第１輯
／文部省學術研究會議
輯纂

：丸善出版 東京 ，１９４７．２

H-576 図書 生物學綜報　第２輯
／文部省學術研究會議
輯纂

：丸善出版 東京 ，１９４９．１１

H-577 図書
東亞植物圖説　第１巻
第３輯

／中井猛之進 ：春陽堂 東京 ，１９３６．９

H-578 図書
東亞植物圖説　第３巻
第２輯

／中井猛之進 ：春陽堂 東京 ，１９３９．７

H-579 図書 植物の形態 ／郡場寛 ：岩波書店 東京 ，１９５１．５
H-580 図書 植物の發生 ／猪野俊平 ：河出書房 東京 ，１９５０．６
H-581 図書 植物畸形學 ／藤田哲夫 ：共立出版 東京 ，１９４９．１０
H-582 図書 種子生産學 ／安田貞雄 ：養賢堂 東京 ，１９４８．３
H-583 図書 植物學　改訂第１５版 ／楠正貫 ：裳華房 東京 ，１９４９．３

H-584 図書
日本博物學年表　改訂
増補

／白井光太郎 ：大岡山書店 東京 ，１９３４．９

H-585 図書 最近の生物學　第１巻 ／駒井卓，木原均 ：培風館 東京 ，１９５０．１
H-586 図書 最近の生物學　第２巻 ／駒井卓，木原均 ：培風館 東京 ，１９５０．４
H-587 図書 最近の生物學　第３巻 ／駒井卓，木原均 ：培風館 東京 ，１９５０．１０
H-588 図書 最近の生物學　第４巻 ／駒井卓，木原均 ：培風館 東京 ，１９５１．１１
H-589 図書 最近の生物學　第５巻 ／駒井卓，木原均 ：培風館 東京 ，１９５５．２
H-590 図書 生物学　上 ／小倉謙 ：東京大学出版会 東京 ，１９５３．７
H-591 図書 生物学　下 ／小倉謙 ：東京大学出版会 東京 ，１９５３．１１
H-592 図書 生物學の進歩　第１輯 ／野村七錄，山羽儀兵 ：共立出版 東京 ，１９４３．１０
H-593 図書 生物學の進歩　第２輯 ／野村七錄，山羽儀兵 ：共立出版 東京 ，１９４４．１１
H-594 図書 生物學の進歩　第３輯 ／野村七錄，山羽儀兵 ：共立出版 東京 ，１９４８．１
H-595 図書 生物學の進歩　第４輯 ／野村七錄，山羽儀兵 ：共立出版 東京 ，１９４９．１１
H-596 図書 生物学入門 ／渋谷寿夫 ：法律文化社 東京 ，１９６７．１２
H-597 図書 生物學と辯證法 ／石井友幸 ：古明地書店 東京 ，１９５０．４
H-598 図書 生物學の方向 ／八杉龍一 ：アカデメイア・プレス 東京 ，１９４８．１１

H-599 図書 生物學講話
／ハンス・モーリッシュ；
河村貞之助

：畝傍書房 東京 ，１９４１．９

H-600 図書 図説生物学 ／青木久尚 ：地球出版 東京 ，１９７２．４

H-601 図書 明治前日本生物學史　１
／日本学士院日本科学
史刊行会

：日本学術振興会 東京 ，１９６０．１１

H-602 図書 明治前日本生物學史　２
／日本学士院日本科学
史刊行会

：日本学術振興会 東京 ，１９６３．１

H-603 図書 ダーウィン進化論百年記念論集／丘英通 ：日本学術振興会 東京 ，１９６０．３
H-604 図書 生物學　訂正第５版 ／井上清恒 ：内田老鶴圃 東京 ，１９４９．５

H-605 図書
植物の無機栄養：ハー
バード大学での講義

／Ｄ．Ｒ．ホーグランド；
谷田沢道彦

：農業科学研究会 東京 ，１９５５．３ Ｌｅｃｔｕｒｅｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　ｎｕｔｒｉｔｉｏｎ　ｏｆ　ｐｌａｎｔｓ

H-606 図書 航空氣象學 ／岡田武松 ：岩波書店 東京 ，１９４４．１０
H-607 図書 草原の研究 ／中野治房 ：岩波書店 東京 ，１９４４．２
H-608 図書 發光微生物 ／中村浩 ：岩波書店 東京 ，１９４４．９
H-609 図書 生体とエネルギー ／ ：岩波書店 東京 ，１９６６．６



H-610 図書 遺伝 ／ ：岩波書店 東京 ，１９６７．３
H-611 図書 生態と進化 ／ ：岩波書店 東京 ，１９６６．８
H-612 図書 細胞學概論 ／山羽儀兵 ：岩波書店 東京 ，１９４９．５
H-613 図書 東亞植物 ／中井猛之進 ：岩波書店 東京 ，１９３５．６
H-614 図書 實驗遺傳學 ／木原均 ：岩波書店 東京 ，１９３５．１２
H-615 図書 気候學 ／岡田武松 ：岩波書店 東京 ，１９３８．６
H-616 図書 膠質化學 ／玉蟲文一 ：岩波書店 東京 ，１９３９．４
H-617 図書 觸媒 ／千谷利三 ：岩波書店 東京 ，１９５０．１２
H-618 図書 植物の生殖 ／小野知夫 ：岩波書店 東京 ，１９５１．２
H-619 図書 植物の生殖 ／小野知夫 ：岩波書店 東京 ，１９６０．３
H-620 図書 進化論 ／徳田御稔 ：岩波書店 東京 ，１９５１．７
H-621 図書 醱酵 ／山口清三郎 ：岩波書店 東京 ，１９５３．１
H-622 図書 生物學ハンドブック ／本城市次郎 ：岩波書店 東京 ，１９５３．９
H-623 図書 動物の生態 ／宮地伝三郎，森主一 ：岩波書店 東京 ，１９５３．９
H-624 図書 糖類 ／都築洋次郎 ：岩波書店 東京 ，１９５４．７

H-625 図書
生物学閑話：郡場寛博
士との対談　第１集

／木原均 ：廣川書店 東京 ，１９６２．１０

H-626 図書
生物学閑話：郡場寛博
士との対談　第２集

／木原均 ：廣川書店 東京 ，１９６６．１１

H-627 図書
生物学閑話：郡場寛博
士との対談　第３集

／木原均 ：廣川書店 東京 ，１９６８．１

H-628 図書
生物学閑話：郡場寛博
士との対談　第４集

／木原均 ：廣川書店 東京 ，１９７０．５

H-629 図書 有用植物と育種 ／佐藤重平 ：河出書房 東京 ，１９５０．６
H-630 図書 非メンデル式作物育種法　第６版／野口彌吉 ：養賢堂 東京 ，１９４８．８
H-631 図書 蔬菜園藝　第３４版 ／江口庸雄 ：地球出版 東京 ，１９５７．７
H-632 図書 花卉園藝　１３版 ／穂坂八郎 ：地球出版 東京 ，１９５３．３
H-633 複本 花卉園藝　１３版 ／穂坂八郎 ：地球出版 東京 ，１９５３．３
H-634 図書 稻の突然變異 ／中山包 ：力書房 東京 ，１９４８．１０
H-635 図書 小麥の祖先 ／木原均 ：百花文庫 東京 ，１９４７．１
H-636 図書 小麥の祖先　再版 ／木原均 ：百花文庫 東京 ，１９４９．３

H-637 図書
医学と生物学のための
物理学

／江藤秀雄 ：共立出版 東京 ，１９５７．５

H-638 図書 新物理學の構造
／ギュスターヴ・ジュ
ヴェー；矢野健太郎

：白水社 東京 ，１９４４．８
Ｌａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｄｅｓ　ｎｏｕｖｅｌｌｓ　ｔｈｅｏｒｉｅｓ　ｐｈｙｓｉｑｕｅ
ｓ，Ｎｏｕｖｅｌｌｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｑｕｅ，Ｌｉｂｒａｉｒｉｅ　Ｆ
ｅｌｉｘ　Ａｌｃａｎ，１９３３

H-639 図書
農業物理學：應用生物
學の物理學的研究　増
補第３版

／鈴木清太郎 ：養賢堂 東京 ，１９４６．１０

H-640 図書 生物量子化學 ／大木幸介 ：共立出版 東京 ，１９５０．５

H-641 図書 熱力學
／レオントヴィッチ；三宅
彰

：みすず書房 東京 ，１９６１．７

H-642 図書 生物系のための統計学
／Ｒ．Ｃ．キャンベル；石
居進

：培風館 東京 ，１９７０．８

H-643 図書 統計学入門
／森田優三，竹内清，宮
川公男

：有斐閣 東京 ，１９７０．５

H-644 図書 數理統計学入門 ／佐藤良一郎 ：金子書房 東京 ，１９５２．７
H-645 図書 基礎課程数理統計 ／河田敬義，丸山文行 ：裳華房 東京 ，１９５１．３
H-646 図書 推計学の話　６版 ／増山元三郎 ：朝日新聞社 東京 ，１９５０．１０

H-647 図書
推計学への道：統計学を
超えて　６版

／増山元三郎；東大協
組出版部

：東大協組出版部 東京 ，１９５７．６

H-648 図書 地質調査法　１０版 ／湊正雄，小池清 ：古今書院 東京 ，１９６０．６
H-649 図書 地殻構造と地殻運動 ／青山信雄 ：天松堂出版部 東京 ，１９４８．１２
H-650 図書 農業氣候の研究 ／中原孫吉 ：朝倉書店 東京 ，１９４７．４
H-651 図書 農業氣象通論　第３版 ／大後美保 ：養賢堂 東京 ，１９５０．３
H-652 図書 農地微氣象の研究 ／大後美保 ：北隆館 東京 ，１９４８．６ Ｍｉｃｒｏ－ｍｅｔｅｏｒｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓｔｕｄｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｆａｒｍ　ｆｉｅｌｄｓ

H-653 図書
合成殺虫・殺菌・除草剤
再版

／太田暢人 ：技報堂 東京 ，１９５４．７

H-654 図書 林業雑考 ／四手井綱英 ：秋田営林局 秋田 ，１９５２．１２
H-655 図書 農林土壌學 ／川村一水 ：養賢堂 東京 ，１９４８．１１

H-656 図書
図解土壌検定と肥料試
験：方法と応用　第３版

／鳥居崧 ：博友社 東京 ，１９６０．２

H-657 図書 圃場試験計画：統計分析　再版／中山林三郎 ：朝倉書店 東京 ，１９５６．１０
H-658 図書 畜産学各論 ／小松明徳 ：養賢堂 東京 ，１９５９．５

H-659 図書
スライドガイドブック：学
術講演用のスライドの作

／森谷憲 ：農林技術協会 東京 ，１９６６．３

H-660 図書
植物生理學的栽培學汎
論　改著第２版

／安田貞雄 ：養賢堂 東京 ，１９５０．５

H-661 図書 植物育種學 ／酒井寛一 ：朝倉書店 東京 ，１９５２．１２
H-662 図書 作物の生理生態　３版 ／戸苅義次 ：朝倉書店 東京 ，１９５７．２
H-663 図書 天然有機化合物取扱い法／日本化学会 ：丸善 東京 ，１９５９．５
H-664 図書 生物化学　２ ／日本化学会 ：丸善 東京 ，１９５８．２
H-665 図書 茨城県農民教育小史 ／森田美比 ：崙書房 茨城 ，１９７７．８
H-666 図書 武蔵野随筆 ／松村英一 ：文林堂双魚房 東京 ，１９４２．１１
H-667 図書 自然学習の思想　３版 ／ベイリ；宇佐美寛 ：明治図書出版 東京 ，１９７８．１

H-668 図書 国立公園のはなし
／厚生省国立公園部；
国立公園協会

：国立公園協会 東京 ，１９５２．５

H-669 図書 私と農学：名著を読む ／盛永俊太郎 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９８０．６

H-670 図書
安藤廣太郎回顧録：日
本農業技術発達略史

／安藤廣太郎；日本農
業研究所

：農山漁村文化協会 東京 ，１９６８．１０

H-671 図書 農民指導の理論 ／小倉武一 ：農民教育協会 東京 ，１９５４．１１
H-672 図書 農學考 ／盛永俊太郎 ：養賢堂 東京 ，１９５１．４
H-673 図書 農書に歴史あり ／東畑精一 ：家の光協会 東京 ，１９７３．２

H-674 図書 日本の植物学百年の歩み：日本植物学会百年史
／日本植物学会百年史
編集委員会

：日本植物学会 東京 ，１９８２．８

H-675 図書 日本農学史　１ ／古島敏雄 ：東京大学出版会 東京 ，１９７５．６
H-676 図書 日本農業技術史 ／古島敏雄 ：東京大学出版会 東京 ，１９７９．８

H-677 図書
農学・農業・教育論：小
出満二著作集

／小出満二 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９８３．５

H-678 図書 北海道農業教育発達史 ／田島重雄 ：日本経済評論社 東京 ，１９８０．４

H-679 図書
日本農学史：近代農学
形成期の研究

／斎藤之男 ：農業総合研究所 東京 ，１９６８．８

H-680 図書 農学のゆくえ ／柏祐賢 ：富民協会 東京 ，１９８０．１２
H-681 図書 日本農業教育史 ／高山昭夫 ：農山漁村文化協会 東京 ，１９８１．５

H-682 図書
農業生物学と農業技術：
ルイセンコ・自然淘汰と
種内競争

／吉岡金市；亀井健三 ：理論社 東京 ，１９５３．７

H-683 図書 農業園藝最新技術解説 ／野口彌吉 ：養賢堂 東京 ，１９５０．５ 農業及園藝増刊別冊



H-684 図書 農業學習指導法 ／厚澤留次郎 ：尚學社 東京 ，１９４８．７

H-685 図書
農學實驗指導書　作物・
園藝編

／永澤勝雄 ：産業図書 東京 ，１９５７．６

H-686 図書
教育農場の研究：その
理念、歴史、ならびに展

／石原秀志 ：野村学芸財団 東京 ，１９８２．８

H-687 図書 問われる農業教育 ／農政ジャーナリストの会：農林統計協会 東京 ，１９７９．３

H-688 図書
高等学校における生徒
指導上の諸問題

／文部省 ：大蔵省印刷局 東京 ，１９８０．２

H-689 図書
高等学校学習指導要領
解説　農業編

／文部省 ：実教出版 東京 ，１９８０．５

H-690 図書 教科と授業　２ ／田代三良 ：草土文化 東京 ，１９７９．３
H-691 図書 新しい生物学教育：高校生物教育の問題点と改革　新版／延原肇 ：たたら書房 米子 ，１９８０．９
H-692 図書 高校職業教育の改革 ／国民教育研究所 ：草土文化 東京 ，１９７９．６
H-693 図書 プロジェクト学習の理論と実践／松本重男 ：筑波書房 東京 ，１９８２．７

H-694 図書 ともに学ぶよろこび
／地学団体研究会；井
尻正二

：築地書館 東京 ，１９７８．１２

H-695 図書
学校教育と環境教育：カ
リキュラム編成の視点

／国立教育研究所・環
境教育研究会

：教育開発研究所 東京 ，１９８１．１０

H-696 図書 職業の倫理 ／尾高邦雄 ：中央公論社 東京 ，１９７０．７
H-697 図書 職業と教育：職業指導論 ／近藤大生，有本章 ：福村出版 東京 ，１９８０．５

H-698 図書 職業と人間形成
／竹内義彰，崎野隆，伊
藤一雄

：法律文化社 京都 ，１９７７．５

H-699 図書 職業指導 ／米田博 ：評論社 東京 ，１９８１．２

H-700 図書
職業指導：その原理と方
法

／後藤豊治 ：明治図書出版 東京 ，１９８０．４

H-701 図書 職業指導研究　３版 ／福山重一 ：文雅堂書店 東京 ，１９６１．６
H-702 図書 職業社會學 ／尾高邦雄 ：岩波書店 東京 ，１９４１．７
H-703 図書 核分裂の進化 ／桑田義備 ：岩波書店 東京 ，１９５４．６
H-704 図書 小気候調査法 ／小沢行雄，吉野正敏 ：古今書院 東京 ，１９６５．４

H-705 図書
陸上植物群落の生産量
測定法

／木村允 ：共立出版 東京 ，１９７６．７

H-706 図書
スズメバチ類の比較行
動学

／松浦誠，山根正気 ：北海道大学図書刊行会札幌 ，１９８４．１２

H-707 図書
性フェロモンと害虫防
除：実験と効用

／中村和雄，玉木佳男 ：古今書院 東京 ，１９８３．３

H-708 図書 蟲の進軍 ／小熊捍 ：北方出版社 札幌 ，１９４６．１０
H-709 図書 日本昆虫記　第２版 ／大町文衛 ：朝日新聞社 東京 ，１９４２．２

H-710 図書
昆虫社会学：虫の社会と
文化の基礎理論

／伊藤正春 ：陸水社 東京 ，１９５８．７

H-711 図書 昆虫の光周性 ／ア・エス・ダニレフスキー；日高敏隆，正木信三：東京大学出版会 東京 ，１９６６．３
H-712 図書 昆虫学最近の進歩 ／石井象二郎 ：東京大学出版会 東京 ，１９８１．３

H-713 図書 水稲減収推定尺度
／農林省農林経済局統
計調査部

：農業技術協会 東京 ，１９５７．１０

H-714 図書 植物の光週性 ／吉井義次 ：養賢堂 東京 ，１９４９．１２
H-715 図書 菊 ／北村四郎 ：弘文堂書房 東京 ，１９４０．１１
H-716 図書 実験発生学　上　再版 ／市川衛 ：弘文堂書房 東京 ，１９３９．７
H-717 図書 実験発生学　下 ／市川衛 ：弘文堂書房 東京 ，１９４０．１２

H-718 図書
化学のためのエレクトロ
ニックス

／古賀正三 ：共立出版 東京 ，１９５５．８

H-719 図書 土壌及び肥料分析 ／熊田恭一 ：共立出版 東京 ，１９６０．９
H-720 図書 細胞の構造的基礎 ／合田徳輔，藤井隆 ：生理學講座刊行會 東京 ，１９５０．６

H-721 図書
原形質の物理化学　全
訂４版

／神谷宣郎 ：生理學講座刊行會 東京 ，１９５２．１０

H-722 図書 遺傳の生理　３版 ／吉川秀男 ：生理學講座刊行會 東京 ，１９５１．６
H-723 図書 植物実驗生態學　４版 ／吉井義次 ：生理學講座刊行會 東京 ，１９５１．５

H-724 図書 生物の集團と環境
／民主主義科學者協會
理論生物學研究會

：岩波書店 東京 ，１９５０．７

H-725 図書 生物の變異性
／民主主義科學者協會
理論生物學研究會

：岩波書店 東京 ，１９５３．３

H-726 図書 細胞分裂 ／藤井隆 ：岩波書店 東京 ，１９５６．１０
H-727 図書 運動と行動 ／岡島昭，丸山工作 ：岩波書店 東京 ，１９７８．４
H-728 図書 集団遺伝学の数学的理論／木村資生 ：岩波書店 東京 ，１９５７．８
H-729 図書 菌類 ／小南清 ：岩波書店 東京 ，１９３０．７
H-730 複本 菌類 ／小南清 ：岩波書店 東京 ，１９３０．７
H-731 図書 變形菌 ／江本義數 ：岩波書店 東京 ，１９３０．３
H-732 図書 變形菌　増訂版 ／江本義數 ：岩波書店 東京 ，１９３２．８
H-733 図書 槪説植物地理 ／矢部吉禎 ：岩波書店 東京 ，１９３０．２
H-734 図書 植物と環境 ／吉井義次 ：岩波書店 東京 ，１９３１．３
H-735 図書 東亞植物區景 ／中井猛之進 ：岩波書店 東京 ，１９３１．５
H-736 図書 植物群落と其遷移 ／中野治房 ：岩波書店 東京 ，１９３０．８
H-737 図書 植物の生殖　増訂版 ／田原正人 ：岩波書店 東京 ，１９３２．１２
H-738 図書 神經系統 ／高橋堅 ：岩波書店 東京 ，１９３０．１０
H-739 図書 動物の呼吸 ／小久保清治 ：岩波書店 東京 ，１９３１．９
H-740 図書 動物生態學 ／川村多實二 ：岩波書店 東京 ，１９３１．４
H-741 図書 細胞の生化學 ／柿内三郎 ：岩波書店 東京 ，１９３０．９
H-742 図書 化石生物 ／槇山次郎 ：岩波書店 東京 ，１９３２．１２
H-743 図書 植物病理原論　増訂版 ／草野俊助 ：岩波書店 東京 ，１９３３．７
H-744 図書 毛の生物学 ／阿部余四男 ：岩波書店 東京 ，１９３１．２
H-745 図書 性及び生殖 ／戸澤富壽 ：岩波書店 東京 ，１９３３．８

H-746 図書
満州の植生状態と植物
の分布

／大賀一郎 ：岩波書店 東京 ，１９３１．５

H-747 図書 食用菌及び有毒菌 ／川村清一 ：岩波書店 東京 ，１９３１．２
H-748 図書 生物學史 ／谷津直秀 ：岩波書店 東京 ，１９３０．３

H-749 図書
生物學讀書指針生物學
實習手引　増訂版

／ ：岩波書店 東京 ，１９３２．８

H-750 図書 植物の分布 ／三好學 ：岩波書店 東京 ，１９３２．３
H-751 図書 海産植物の地理的分布 ／岡村金太郎 ：岩波書店 東京 ，１９３１．７
H-752 図書 古生代の植物化石 ／今野圓蔵 ：岩波書店 東京 ，１９３３．１２
H-753 図書 中生代の植物化石 ／大石三郎 ：岩波書店 東京 ，１９３１．１２
H-754 図書 新生代の化石植物 ／遠藤誠道 ：岩波書店 東京 ，１９３１．８
H-755 図書 古生物學序論 ／早坂一郎 ：岩波書店 東京 ，１９３１．４
H-756 図書 反應速度論 ／廣田鋼蔵 ：岩波書店 東京 ，１９５６．３
H-757 図書 生化學序説 ／赤堀四郎 ：岩波書店 東京 ，１９５７．１
H-758 図書 生體物質論　１・４ ／江上不二夫，原一郎 ：岩波書店 東京 ，１９５６．６
H-759 図書 生體物質論　２ ／阿武喜美子 ：岩波書店 東京 ，１９５６．６
H-760 図書 生體物質論　３ ／安藤鋭郎 ：岩波書店 東京 ，１９５６．９
H-761 図書 生體内反應論　１ ／赤堀四郎，松井邦夫 ：岩波書店 東京 ，１９５６．９
H-762 図書 生體内反應論　２ ／田宮博 ：岩波書店 東京 ，１９５６．９
H-763 図書 生體内反應論　３ ／舟橋三郎，中村道徳 ：岩波書店 東京 ，１９５６．１１



H-764 図書 生體内反應論　４・５ ／須田正己，江上不二夫 ：岩波書店 東京 ，１９５６．１２
H-765 図書 タンパク質 ／安藤鋭郎，今堀和友 ：岩波書店 東京 ，１９５６．１２
H-766 図書 免疫化學 ／曾良忠雄，山本正 ：岩波書店 東京 ，１９５６．１１

H-767 図書 蛋白質
／佐々木隆興，上田英
之助

：岩波書店 東京 ，１９３０．７

H-768 図書 酵素 ／高橋偵造 ：岩波書店 東京 ，１９２９．９
H-769 逐刊 現代のエスプリ　６２　エコロギー／宮脇昭 ：至文堂 東京 ，１９７２．９
H-770 逐刊 植物地理・分類研究　１２２／ ：植物地理・分類研究会 金沢 ，１９８７．１２ Ｔｈｅ　ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｐｈｙｔｏｇｅｏｇｒａｐｈｙ
H-771 逐刊 柑橘研究　１４ ／田中柑橘記念会 ：田中柑橘記念会 和歌山 ，１９７７．１１

H-772 eng A dictionary of biology
／M.Abercrombie ,
C.J.Hickman,M.L.Johnso

： us ，１９５１．

H-773 eng Beyond the microscope ／Kenneth M.Smith ： uk ，１９５２．

H-774 eng
Common wild flowers
Rev.ed

／John Hutchinson ： uk ，１９４８．

H-775 eng
More common wild
flowers

／John Hutchinson ： uk ，１９４８．

H-776 eng Uncommon wild flowers ／John Hutchinson ： uk ，１９５０．
H-777 eng Plant viruses 2nd ed ／Kenneth M.Smith ： uk ，１９４８．

H-778 eng
Microbial Antagonisms
and Antibiotic

／Selman A.Waksman ： us ，１９４５．

H-779 eng Heredity and its variability／T.D.Lysenko ： ru ，１９５４．

H-780 eng The Alps from end to end
／Sir William Martin
Conway

： uk ，１９__？．

H-781 eng
Respiration in plants 3rd
ed. Rev.

／Walter Stiles and
William Leach

： uk ，１９５２．

H-782 eng The child of pleasure
／Georgina Harding ;
Arthur Symons

： uk ，１９１４．

H-783 eng Mendelism 6th ed
／Reginald Crundall
punnett

： uk ，１９２２．

H-784 eng Plant symbiosis ／George D. Scott ： uk ，１９６９．
H-785 eng Fungal saprophytism ／Harry J. Hudson ： uk ，１９７２．

H-786 eng
Pest control and its
ecology

／Helmut F. van Emden ： uk ，１９７４．

H-787 eng The chinese mushroom ／Shu-Ting Chang ： cc ，１９７２．

H-788 eng
Plants and civilization
2d ed

／Herbert G. Baker ： us ，１９７０．

H-789 eng The Geastrae ／C.G. Lloyd ： us ，１９０２．

H-790 eng

The New Biology : first
semester study guide :
official guide for CBS-
TV college of the Air

／Ray koppelman ： us ，１９６１．

H-791 eng
Hyphomycetes : their
perfect-imperfect
connexions

／K.Tsubaki ： gw ，１９８０．

H-792 eng
The physiology of
reproduction in fungi

／Lilian E. Hawker ： uk ，１９５７．

H-793 eng
New check list of British
agarics and boleti

／ ： uk ，１９６０．
Supplement to Transactions of the British Mycological
Society

H-794 eng Proceedings 79-2 ／ ： ne ，１９７６．
Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. Natural sciences

H-795 eng
Some studies on the
pseudomonas pruni E. F.
Smith

／Kikuji Kuwatuka ： 東京 ，１９２１． 一李黒斑病細菌の研究（日本植物病理學會報１－４抜刷）

H-796 eng
A study in cereal rusts :
physiological races

／E. C. Stakman ： us ，１９１４．

H-797 eng
Manual of methods for
pure culture study of
bacteria Leaflet 1-10

／ ： us ，１９５２．

H-798 eng
Annual review of plant
physiology vol.2

／ ： us ，１９６４．

H-799 eng
Annual review of plant
physiology vol.3

／ ： us ，１９６５．

H-800 eng
A textbook of plant virus
diseases 2nd ed

／ ： uk ，１９５７．

H-801 eng Spore liberation ／ ： uk ，１９６５．

H-802 eng
Manual of bacterial plant
diseases

／ ： uk ，１９４９．

H-803 eng
North American species
of Hygrophorus

／L.R.Hesler , Alexander
H.Smith

： us ，１９６３．

H-804 eng
North American species
of crepidotus

／L.R.Hesler , Alexander
H.Smith

： us ，１９６５．

H-805 eng
Dynamic aspects of
biochemistry 2nd ed

／Ernest Baldwin ： uk ，１９５２．

H-806 eng Mycogenetics ／J.H.Burnett ： uk ，１９７５． An introduction to the general genetics of fungi

H-807 eng
The boleti of North
Carolina

／William Chambers
Coker

： us ，１９７４．

H-808 eng Introductory mycology
／Constantine John
Alexopoulos

： us ，１９６２．

H-809 eng Synchytrium ／John S.Karling ： us ，１９６４．

H-810 eng
The diseases of the tea
bush

／T.Petch ： uk ，１９２３．

H-811 eng Journal of researches ／Charles Darwin ： us ，１９０１． A library of universal literature Pt.1 Science v.4

H-812 eng
An introduction to
biochemistry of fungal
development

／J.E.Smith , D.R.Berry ： uk ，１９７４．

H-813 eng Plants, food, and people 
／Maarten J.Chrispeels ,
David Sadava

： us ，１９７７．

H-814 eng Mycologist's handbook ／D.L.Hawksworth ： uk ，１９７４．

H-815 eng
A dictionary of microbial
taxonomy

／S.T.Cowan ： uk ，１９７８．

H-816 eng Fungi in agricultural soils ／K.H.Domsch , W.Gams ： uk ，１９７２．

H-817 eng
The genera of
Hyphomycetes from soil

／George L.Barron ： us ，１９６８．

H-818 eng
Principles of fungal
taxonomy

／P.H.B.Talbot ： uk ，１９７１．

H-819 eng Bio-ecology
／Frederic E.Clements ,
Victor E.Shelford

： us ，１９３９．



H-820 eng
Genetics of host-
parasite interaction

／Peter R.Day ： us ，１９７４．

H-821 eng Outdoor education ／Julian W.Smith…[et ： us ，１９７２．

H-822 eng
The fungi : an advanced
treatise

／G.C.Ainsworth , Alfred
S.Sussman

： us ，１９６５．

H-823 eng
Ultrastructure of rust
funngi

／Larry J.Littlefield ,
Michele C.Heath

： us ，１９７９．

H-824 eng The Biology of Botrytis
／J.R.Coley-Smith ,
K.Verhoeff , W.R.Jarvis

： uk ，１９８０．

H-825 eng

Proceedings of the fifth
Conference of the
International
Organization of Citrus
Virologists

／W.C.Price ： us ，１９７２．

H-826 eng
Specificity in plant
diseases

／R.K.S.Wood , A.Graniti ： us ，１９７６．

H-827 eng
Soil Conditions and
plant growth 9th　ed

／E.Walter Russell ： uk ，１９６１．

H-828 eng
Monograph of
Monochaetia and
Pestalotia

／Emil Frederick Guba ： uk ，１９６１．

H-829 eng
Morphology and
taxonomy of fungi

／Ernst Athearn Bessey ： us ，１９６１．

H-830 eng
Fungal walls and hyphal
growth

／J.H.Burnett ,
A.P.J.Trinci

： uk ，１９７８．

H-831 eng Plant ecology 2nd ed
／John E.Weaver ,
Frederic E.Clements

： us ，１９３８．

H-832 eng
The Agaricales in
modern taxonomy 2nd

／Rolf Singer ： gw ，１９６２．

H-833 eng
Keys for the
determination of the
agaricales

／Rolf Singer ： gw ，１９６２． The Agaricales in modern taxonomy 2nd ed

H-834 eng
The genera of
sporulating in pure

／J.A.von Arx ： gw ，１９７０．

H-835 eng
The fundamentals of
Michurin biology

／V.N.Stoletov ： ru ，１９５３．

H-836 eng
I.V.Michurin : the great
remaker of nature

／A.N.Bakharev ： ru ，１９５４．

H-837 ｆｒｅ Les Bolets
／Albert Leclair , Henri
Essette

： fr ，１９６９．

H-838 ｆｒｅ
Alcaloides et plantes
alcaloiferes

／F.Moreau ： fr ，１９４８．

H-839 ｆｒｅ Geographie botanique ／Jules Carles ： fr ，１９４８．
H-840 ｆｒｅ La biologie des sols ／Jacques Duche ： fr ，１９５０．
H-841 ｆｒｅ Les diastases ／Joseph Stolkowski ： fr ，１９５０．
H-842 ｆｒｅ Les fermentations ／Eugene Aubel ： fr ，１９５２．

H-843 ｆｒｅ
Les mouvements des
vegetaux

／Paul-Emile Pilet ： fr ，１９５３．

H-844 ｆｒｅ Le pollen ／Armand Pons ： fr ，１９５８．
H-845 ｆｒｅ Les champignons ／Marcel Locquin ： fr ，１９５９．

H-846 rus
Mikroorganizmy I
samoochishchenie
pochvy

／ ： ru ，１９５６．

H-847 rus
Opredelitel nizshikh
rastenii 3

／ ： ru ，１９５４．

H-848 rus
Opredelitel nizshikh
rastenii 4

／ ： ru ，１９５６．

H-849 ger
Fortpflanzung im Tier-
und Pflanzenreich

／J.Haemmerling ： gw ，１９５１．

H-850 ger Unfichten ber ratur ／U.V.Humbolbt ： gw ，１８４９．

H-851 ger Alai-Pamir Expedition 1928: Vorlaeufige Berichte der Deutschen Teilnehmer
／Deutsche
Forschungsgemeinschaft

： gw ，１９２９．

H-852 ger
Pflanzensoziologie:Grund
zuege der
Vegetationskunde

／J.Braun-Blanquet ： gw ，１９２８．

H-853 ger Chamissos Werke 1-3 ／Max Sydow ： gw ，１９__？．

H-854 ger
Die Roehrlinge und
Blaetterpilze(Agaricales)

／Meinhard Moser ： gw ，１９６７．

H-855 ger
Syllabus der
Pflanzenfamilien

／ ： gw ，１９６４．

H-856 ger
Klima und Boden in ihrer
Wirkung auf das
Pflanzenleben

／Henrik lundegardh ： gw ，１９５４．

H-857 chi 東北草本植物誌　５ ／遥寧省林業土壌研究所： cc ，１９７６．

H-858 chi
中国禾本科植物銹菌分
類研究

／王云章，魏淑霞 ： cc ，１９８３．

H-859 chi 内蒙古植物誌　６
／内蒙古植物誌編集委
員会

： cc ，１９８２．

H-860 chi
吉林省栽培植物真菌病
害誌

／戚佩坤，白金鎧，朱桂
香

： cc ，１９６６．

H-861 畑地農業の基本構造 大槻正男 財団法人　農林協会 東京 昭和36年4月 昭和36年4月

H-862 マツタケの生物学 小川真 築地書館 東京 昭和53年12月 昭和53年12月

H-863 青森県植物誌 中沢潤 東奥日報社 青森 昭和50年7月 昭和43年7月 第2版

H-864 奈良の自然 小清水卓二 六月社 大阪 昭和40年11月 昭和40年11月

H-865 名古屋の自然 井波一雄 六月社 大阪 昭和40年10月 昭和40年8月 第2版

H-866 伊豆の植物 杉本順一 社団法人　東京緑友会東京 昭和37年2月 昭和37年2月

H-867 東海の自然 杉本順一 六月社 大阪 昭和41年9月 昭和41年9月

H-868 南四国の自然 上村登 六月社 大阪 1965年 1965年



H-869 広島の自然 今村外治 六月社 大阪 昭和41年10月 昭和41年10月

H-870 山口の自然 山口自然研究会 六月社 大阪 1965年 1965年

H-871 瀬戸内の自然 伊藤猛夫 六月社 大阪 昭和40年12月 昭和40年12月

H-872 北陸の自然 里美信生 六月社 大阪 1966年 1966年

H-873 植物のミクロな闘い 道家紀志 海鳴社 東京 1984年7月 1984年7月

H-874 オンコ 斉藤新一 北海道新聞社 札幌 昭和61年8月 昭和61年8月

H-875 千葉県植物誌 千葉県生物学会 千葉県生物学会 千葉 1958年6月 1958年6月

H-876 長崎県シダ植物誌 松林文作 長崎出版文化協会 長崎 昭和56年12月 昭和56年12月

H-877 日本農書全集6 宮永正運・正好 社団法人　農山漁村文化協会東京 昭和55年3月 昭和54年2月 第4刷

H-878 日本農書全集5 社団法人　農山漁村文化協会東京 昭和55年3月 昭和53年5月 第6刷

H-879 琉球の自然史 木崎甲子郎 築地書館 東京 1982年8月 1980年5月 第3刷

H-880 大綱日本植物分類學 本田正次・向坂道治 総合科学出版協会 東京 昭和5年 昭和5年

H-881 博物館史散歩 上野益三 八坂書房 東京 昭和53年9月 昭和53年9月

H-882 原色日本蛾類幼虫図鑑一色周知ほか 保育社 大阪 昭和50年7月 昭和40年8月 第6刷

H-883 日本博物学史 上野益三 平凡社 東京 昭和48年11月 昭和48年11月

H-884 紀伊植物誌Ⅰ 小川由一 紀伊植物誌刊行会 和歌山 昭和62年3月 昭和48年1月 再版

H-885 紀伊植物誌Ⅱ 小川由一 紀伊植物誌刊行会 和歌山 昭和52年4月 昭和52年4月

H-886 高知県の植生と植物相山中二男 林野弘済会高知支部 高知 昭和53年11月 昭和53年11月

H-887 菌類図鑑　上 宇田川俊一ほか 講談社 東京 1978年3月 1978年3月

H-888 菌類図鑑　下 宇田川俊一ほか 講談社 東京 1978年4月 1978年4月

H-889 琉球植物誌 初島住彦 沖縄生物教育研究会 那覇 1975年11月 1975年11月

H-890 薬用植物分類学 刈米達夫・北村四郎 廣川書店 東京 昭和52年2月 昭和40年9月 改稿版第4刷

H-891 園芸植物学名辞典 山田晴美 農業図書 東京 昭和50年11月 昭和50年11月

H-892 東京湾臨海部の植生 宮脇昭ほか （財）運輸経済研究センター東京 昭和50年3月 昭和50年3月

H-893 大阪府の植物誌 堀勝 六月社 大阪 昭和39年6月 昭和39年2月 増補改訂弟1刷

H-894 那須の植物誌 生物学研究所編 保育社 大阪 昭和47年3月 昭和47年3月

H-895 長崎県の植生 信州植物生態研究グループ長野県 長野 昭和46年9月 昭和46年9月

H-896 増補六甲山系植物誌 岡本省吾 六月社書房 大阪 昭和46年2月 昭和46年2月

H-897 山口県植物誌 岡国夫 山口県植物誌刊行会 山口 昭和47年12月 昭和47年12月

H-898 千葉県植物誌 千葉県生物学会 井上書店 千葉 昭和50年12月 昭和50年12月

H-899 桐生市植物誌 佐鳥英雄ほか 桐生市教育委員会 群馬 1981年11月 1981年11月

H-900 富士見町の植物 富士見町教育委員会 富士見町教育委員会 長野 昭和54年3月 昭和54年3月

H-901 岐阜県の植物 岐阜県高等学校生物教育研究会大衆書房 岐阜 1975年1月 1966年6月 再販

H-902 小笠原植物図譜 豊田武司 アボック社 鎌倉 昭和56年9月 昭和56年9月

H-903 広島県植物図選 井波一雄 博新館 広島 昭和56年6月 昭和56年6月

H-904 広島県植物目録 土井美夫 博新館 広島 昭和58年9月 昭和58年9月

H-905 愛知県羊歯植物誌 宮内俊美ほか 松山市鉄砲町　松山北高等学校内　愛媛県高等学校生物教育会松山 昭和39年5月 昭和39年5月

H-906 山形の自然 山形県立博物館 「山形の自然」編集刊行委員会山形 昭和51年8月 昭和51年8月

H-907 富山県植物誌 大田弘ほか 廣文堂 富山 昭和58年12月 昭和58年12月

H-908 大和の植物 藤本敬治 六月社 大阪 昭和47年10月 昭和47年10月

H-909 滋賀県植物誌 北村四郎 保育社 大阪 昭和43年11月 昭和43年11月

H-910 石川県植物誌 石川の植物友の会編 石川県 金沢 昭和58年3月 昭和58年3月

H-911 静岡県の植物群落 近田文弘 第一法規 東京 昭和56年4月 昭和56年4月

H-912 岩手県植物誌 岩手植物友の会 岩手植物友の会 盛岡 昭和46年3月 昭和45年9月 2版



H-913 日本動物学史 上野益三 八坂書房 東京 1987年1月 1987年1月

H-914 シダ篇　日本植物誌 大井次三郎 至文堂 東京 昭和40年6月 昭和32年11月 3版

H-915 山梨の植物誌 植松春雄 井上書店 東京 昭和56年3月 昭和56年3月

H-916 清津川ダム計画に関する学術調査報告書財団法人　日本自然保護研究会財団法人　日本自然保護研究会東京 1973年3月 1973年3月

H-917 茨城県植物誌 鈴木昌友ほか 茨城県植物誌刊行会 茨城 1981年9月 1981年9月

H-918 長野県植物誌 外山三郎 長野県生物学会 長崎 昭和55年7月 昭和55年7月

H-919 熊本県植物誌 熊本記念植物採集会 長崎書店 熊本 昭和44年3月 昭和44年3月

H-920 静岡県植物誌 杉本順一 第一法規 東京 昭和59年9月 昭和59年9月

H-921 長崎植物の歴史（新長崎植物誌改訂版）松林文作 長崎出版文化協会 長崎 昭和56年3月 昭和56年3月

H-922 続奥利根地域学術調査報告書群馬県 群馬県林務部林業経営課群馬 昭和56年6月 昭和56年6月

H-923 尾瀬ヶ原の植生 尾瀬ヶ原湿原植生の生態学的研究財団法人　国立公園協会東京 昭和45年3月 昭和45年3月 付表アリ

H-924 奥清津ダム学術調査報告書財団法人　日本自然保護研究会財団法人　日本自然保護研究会東京 1975年3月 1975年3月

H-925 日野市の植生 日野自然を守る会 日野市 東京 昭和51年3月 昭和51年3月

H-926 中国果樹史与果樹資源 上海科学技術出版社 上海 1983年6月 1983年6月

H-927 環境植物学 田崎忠良 朝倉書店 東京 1978年8月 1978年8月

H-928 応用昆虫学 安松京三　他 朝倉書店 東京 昭和44年5月 昭和41年3月 ６刷

H-929 医学・生物学論文のまとめ方のコツ久保田　競　他 協同医書出版社 東京 昭和40年6月 昭和40年6月

H-930 ThePests of Protected CultivationN.W.HUSSEY 他 Edward Arnold Ltd. London 1969年 1969年

H-931 THE POWDERY MILDEWSD.M.SPENCER ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1978年 1978年

H-932 PLANT PATHOGENS D.W.Lovelock ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1979年 1979年

H-933 Environmental　EducationSean McB Carson Edward Arnold Ltd. London 1978年 1978年

H-934 THE FUNGI　IV　A G.C.AINSWORTH　他 ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1973年 1973年

H-935 THE FUNGI　IV　B G.C.AINSWORTH　他 ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1973年 1973年

H-936 中国高等植物図鑑　第一冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1985年3月 1972年2月 四刷

H-937 中国高等植物図鑑　第ニ冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1985年3月 1972年5月 四刷

H-938 中国高等植物図鑑　第三冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1985年4月 1974年8月 四刷

H-939 中国高等植物図鑑　第四冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1983年4月 1975年5月 三刷

H-940 中国高等植物図鑑　第五冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1985年4月 1976年12月 四刷

H-941 中国高等植物図鑑　朴編第一冊中国科学院植物研究所科学出版社 北京 1985年5月 1982年12月 ニ刷

H-942 Introduction to Physiological Plant EcologyP.BANNISTER Blackwell Scientific PublicaionsLondon 1976年 1976年

H-943 Fungal　Parasitism Brian　Deverall Edward Arnold Ltd. London 1977年 1969年 第三版ニ刷

H-944 Diseases in Crops B.E.J.Wheeler Edward Arnold Ltd. London 1976年 1976年

H-945 PLANT PATHOLOGY Daniel A. Roberts TOPPAN COMPANY Ltd.Singapore1972年 1972年

H-946 ECOLOGICAL ENERGETICSJOHN PHILLPSON William Clowes and Sons Ltd.London 1970年 1966年 第二版

H-947 FUNGOUS DISEASES OF PLANTSBENJAMIN MINGE DUGGARGINN AND COMPANY NEW YORK1909年 1909年

H-948 Biology of Conidial Fungi Vol.2Garry T. Cole 他 ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1981年 1981年

H-949 Biology of Conidial Fungi Vol.1Garry T. Cole 他 ACADEMIC PRESS Inc.NEW YORK1981年 1981年

H-950 Plesiological Plant EcologyW.Larcher Springer-Verlag Berlin 1975 1975年

H-951 花の病害虫 上住　泰　他 農産漁村文化協会 東京 昭和50年1月 昭和50年1月

H-952 藻類学総説 廣瀬広幸 内田郎鶴圃 東京 昭和35年2月 昭和34年11月 ニ刷

H-953 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY VOL.4J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1966年 1966年

H-954 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY VOL.５J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1967年 1967年

H-955 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY VOL.6J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1968年 1968年

H-956 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY VOL.８J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1970年 1970年



H-957 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY VOL.９J.G.HEPTING Maruzen Company,Ltd 東京 1971年 1971年

H-958 BERGEY'S MANUAL OF DETERMINATIVE BACTERIOLOGYROBERT S.BREED WAVERLY PRESS,INC U.S.A 1953年11月 1923年8月 第六版五刷

H-959 日本の有名松 石川健康 小薬印刷所 東京 昭和31年2月 昭和31年2月

H-960 東京の自然史 貝塚爽平 紀伊国屋書店 東京 1964年10月 1964年10月

H-961 日本の森林帯 吉良　龍夫 日本林業技術協会 東京 1951年6月 1949年5月 2刷

H-962 THE FLORA AND VEGETATION OF JAPANM.NUMATA KODANSHA Ltd. 東京 1974年 1974年

H-963 全共済施設総覧 共済法規研究会出版部共済法規研究会出版部東京 昭和53年5月 昭和44年5月 第10版

H-964 秩父山塊 原　全教 三省堂 東京 昭和16年11月 昭和15年5月 五刷

H-965 尾瀬と南会津の山 川崎　隆章 大日本印刷株式会社 東京 昭和17年8月 昭和16年7月 三刷

H-966 白峰・仙丈・駒・鳳凰 内藤　八郎 三省堂 東京 昭和17年8月 昭和15年5月 三刷

H-967 日光・鬼怒高原 矢島　市郎 三省堂 東京 昭和17年8月 昭和14年5月 三刷

H-968 植物の色 服部　静夫 弘文堂書房 東京 昭和16年5月 昭和16年5月

H-969 聞く 北村　四郎 弘文堂書房 東京 昭和15年11月 昭和15年11月

H-970 日本植物名彙 本田　正次 三省堂 東京 昭和14年6月 昭和14年6月

H-971 日本植物名彙 本田　正次 恒星社厚生閣 東京 昭和32年3月 昭和32年3月

H-972 普通植物検索表　１　草本牧野　富太郎 千代田出版社 東京 昭和26年5月 昭和25年5月 2刷

H-973 シダ作り入門 倉田　悟 池田書店 東京 昭和47年10月 昭和47年10月

H-974 園芸作物名編 園芸学会 養賢堂 東京 昭和54年10月 昭和54年10月

H-975 シダ類の生殖 益山　樹生 豊饒書館 東京 1984年7月 1984年7月

H-976 琉球産ラン科植物目録　Ⅰ 沖縄諸島編中島　邦雄 「琉球の野生ラン」刊行会沖縄 1971年4月 1971年4月

H-977 琉球産ラン科植物目録　Ⅱ 奄美、宮古、八重山諸島編中島　邦雄 「琉球の野生ラン」刊行会沖縄 1971年9月 1971年9月

H-978 植物ホルモン 住木　諭介 河出書房 東京 昭和26年8月 昭和26年8月

H-979 植物の生活における窒素D.N.プリヤニシニュフ 刀江書院 東京 昭和34年12月 昭和34年12月

H-980 フィとクロム 古谷雅樹 岩波書店 東京 1976年9月 1976年9月

H-981 麦・雑穀の病害虫　及び防除法湯浅　啓温　他 博友社 東京 昭和29年3月 昭和29年3月

H-982 A LIST OF JAPANESE FUNGIKANESUKE HARA 日本菌類学会 長野 昭和29年1月 昭和29年1月

H-983 新しい野外教育 J.W.　スミス　他 不昧堂出版 東京 昭和60年4月 昭和60年4月

H-984 地球科学序説 日本科学刊行会 築地書館 東京 1962年4月 無記入 四刷

H-985 緑地環境論　都市域の緑地造成計画辰巳　修三 地球社 東京 昭和49年11月 昭和49年11月

H-986 生態学　〈宇宙船地球号〉の病理と処方箋梅原　猛　他 河出書房 東京 昭和55年11月 昭和55年11月

H-987 生物環境物理学 JOHN L.MONTEITH 共立出版株式会社 東京 昭和50年3月 昭和50年3月

H-988 池沼の生態学 水野　寿彦 築地書館 東京 1971年2月 1971年2月

H-989 自然活動学のすすめ 塚本　珪一 岳書房 東京 1980年3月 1980年3月

H-990 植物の運動 山口　彌輔 岩波書店 東京 昭和5年6月 昭和5年6月

H-991 比較生物学入門 物質代謝研究会 みすず書房 東京 昭和29年９月 昭和29年9月

H-992 近代進化思想史 八杉　龍一 中央公論社 東京 昭和25年11月 昭和25年11月

H-993 生態学の基礎　下 E.P.ODUM 培風館 東京 昭和50年12月 昭和50年12月

H-994 生態学の基礎　上 E.P.ODUM 培風館 東京 昭和49年10月 昭和49年10月

H-995 生態学と資源管理　上 K.E.F.ワット 築地書館 東京 1972年5月 1972年5月

H-996 生物生理学実習 宇佐美　正一郎 養賢堂 東京 昭和36年11月 昭和26年6月 ７版

H-997 植物系統分類の基礎 井上　浩　他 図鑑の北隆館 東京 昭和４９年９月 昭和49年9月

H-998 進化の分子的基礎 C.B.アンフィゼン 株式会社白水社 東京 1960年12月 1960年12月

H-999 生化学講座　９ 片桐　英郎　他 共立出版株式会社 東京 昭和34年3月 昭和34年3月

H-1000 酸化還元電位 久保　秀雄 共立出版株式会社 東京 昭和27年5月 昭和22年11月 4版



H-1001 原形質構造の酸素活性H.M.シサキャン 株式会社白水社 東京 1957年2月 1957年2月

H-1002 原形質の生理学的研究鎌田　武雄 岩波書店 東京 昭和25年11月 昭和25年2月 2版

H-1003 生命の起原 オパーリン 岩崎書店 東京 1950年11月 1950年11月

H-1004 コロイドの理論 桂井　富之助 河出書房 東京 昭和26年9月 昭和22年6月 改訂版

H-1005 生物化学最近の進歩　第１集左右田　徳郎　他 技報堂 東京 昭和30年6月 昭和30年6月

H-1006 高等生物学 池田　嘉平 三省堂 東京 昭和14年2月 昭和14年2月

H-1007 太陽光と植物 ア・イ・シュルギン 東京大学出版会 東京 1970年11月 1970年11月

H-1008 光合成 G.E.FOGG 共立出版株式会社 東京 昭和45年10月 昭和45年10月

H-1009 光合成の物理化学 M.D.KAMEN 共立出版株式会社 東京 昭和43年12月 昭和43年12月

H-1010 植物成分の光合成 柴田　承ニ　他 東京化学同人 東京 1965年7月 1965年7月

H-1011 植物の発生様式 T.A.Steeves 丸善株式会社 東京 昭和54年6月 昭和54年6月

H-1012 植物の物質生産 ボイセン　イェンセイ 東海大学出版会 東京 1982年9月 1982年9月

H-1013 群落の分布と環境 石塚　和雄 朝倉書店 東京 昭和52年7月 昭和52年7月

H-1014 群落の組成と構造 伊藤　秀三 朝倉書店 東京 昭和52年12月 昭和52年12月

H-1015 群落の遷移とその機構 沼田　真 朝倉書店 東京 昭和53年4月 昭和52年4月 三刷

H-1016 耕地の生態学 小田桂　三郎 築地書館 東京 1972年1月 1972年1月

H-1017 草地の生態学 嶋田　饒 築地書館 東京 1973年2月 1973年2月

H-1018 森林の生態学 依田　恭ニ 築地書館 東京 1971年6月 1971年6月

H-1019 日本植物誌　顕花編 大井次三郎 至文堂 東京 昭和40年6月 昭和40年6月

H-1020 日本植物誌　シダ編 大井次三郎 至文堂 東京 昭和50年5月 昭和40年6月 3版

H-1021 日本種子植物分布図集　１集原　寛　他 井上書店 東京 1965年6月 1958年5月 2版

H-1022 日本種子植物分布図集　２集原　寛　他 井上書店 東京 1959年9月 1959年9月

H-1023 邦産松柏類図説 岩田　利治　他 産業図書株式会社 東京 昭和29年10月 昭和27年2月 増訂再版

H-1024 イネ科植物の解説 舘岡　亜緒 明文堂 東京 昭和34年6月 昭和34年6月

H-1025 日本水生植物図鑑 大滝　末男　他 北隆館 東京 昭和55年7月 昭和55年7月

H-1026 現代生物学大系　下等植物A堀川　芳雄 中山書店 東京 1966年10月 1966年10月

H-1027 現代生物学大系　下等植物B堀川　芳雄 中山書店 東京 1967年9月 1967年9月

H-1028 植物のウイルス病 福士　貞吉 養賢堂 東京 昭和61年9月 昭和61年9月

H-1029 育種学最近の進歩　第11集日本種学会編 啓学出版株式会社 東京 昭和45年7月 昭和45年7月

H-1030 大気汚染植物被害写真集門田　正也 日本公衆衛生協会 東京 昭和48年3月 昭和48年3月

H-1031 ERYSIPHACEAE　OF JAPANYasu HOMMA 国際出版印刷社 東京 1937年2月 1937年2月

H-1032 植物生理生態 郡場　寛 養賢堂 東京 昭和35年5月 昭和28年7月 第6刷

H-1033 森林生態学講義　完 河田　杰 養賢堂 東京 昭和８年8月 昭和7年5月 増訂再版

H-1034 生理形質と量的形質 高橋　隆平 裳華堂 昭和52年6月 昭和51年6月 2版

H-1035 湿原の生態学 西田　英郎 内田郎鶴圃新社 東京 昭和48年2月 昭和４８年２月

H-1036 府中市自然調査報告　第７次調査東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５３年３月 昭和５３年３月

H-1037 府中市自然調査報告　第６次調査東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５２年３月 昭和５２年３月

H-1038 府中市自然調査報告　第５次調査東京都府中市教育委員会東京都府中市教育委員会東京 昭和５０年12月昭和５０年12月

H-1039 新日本植物誌　シダ篇 中池　敏之 至文堂 東京 昭和57年4月 昭和57年4月

H-1040 天敵　生物制御へのアプローチ安松　京三 日本放送出版協会 東京 昭和45年7月 昭和45年7月

H-1041 生態学とは何か D.F.オーエン 岩波書店 東京 1977年10月 1977年10月

H-1042 生態学入門　その歴史と現状批判奥野 良之助 創元社 大阪 1978年10月 1978年10月

H-1043 自然と生態学者の目 北沢　右三　他 共立出版株式会社 東京 昭和52年11月 昭和52年11月

H-1044 横浜外人墓地　山手の丘に眠る人々武内　博 山桃舎 東京 昭和60年11月 昭和60年11月



H-1045 The Observer's Book of COMMON FUNGIE.M.WAKFIELD FREDERICK　WARNE＆CO　LTDLondon 1958年 1958年

H-1046 柑橘の病虫害生態と防除全購連 誠文堂新光社 東京 昭和42年9月 昭和42年9月

H-1047 植物の生長 M.ブラック　他 河出書房 東京 1974年2月 1974年2月

H-1048 病める心の記録　ある精神分裂病者の世界西丸　四方 中公新書 東京 昭和43年2月 昭和43年2月

H-1049 原色森林作物のダニ 野村　健一　他 全国農村教育協会 東京 1972年10月 1972年10月

H-1050 植物記 牧野　富太郎 櫻井書店 東京 昭和21年3月 昭和18年8月 2版

H-1051 細胞の起原 レペシンスカヤ 岩崎書店 東京 1953年12月 1953年12月

H-1052 酸酵 ウージェーヌ・オーベル 白水舎 東京 1954年5月 1954年5月

H-1053 構造炭水化物化学 E.G.V.パーシバル 共立出版株式会社 東京 昭和41年2月 昭和41年2月

H-1054 アメーバ　生命の原型を探る太田　次郎 日本放送出版協会 東京 昭和45年8月 昭和45年8月

H-1055 原生動物 福井　玉夫 刀水書房 東京 昭和23年2月 昭和23年2月

H-1056 生命現象の調節 柳島　直彦　他 紀伊国屋書店 東京 1967年10月 1967年10月

H-1057 人類の染色体　臨床医学への応用牧野　佐二郎 紀伊国屋書店 東京 1963年5月 1963年5月

H-1058 進化・系統分類学　Ⅰ 徳田　御稔 共立出版株式会社 東京 昭和47年10月 昭和45年4月 3刷

H-1059 進化・系統分類学　Ⅱ 徳田　御稔 共立出版株式会社 東京 昭和46年6月 昭和45年7月

H-1060 生態と進化 A.E.エマーソン みすず書房 東京 昭和30年4月 昭和30年4月

H-1061 滅びゆく動物たち 高島　春雄 中央公論社 東京 昭和32年5月 昭和32年5月

H-1062 進化学入門 徳田　御稔 紀伊国屋書店 東京 1963年12月 1963年12月

H-1063 DICTIONARY OF THEFUNGIG.C.AINSWORTH　他 COMMONWEALTH MYCOLOGICAL INSTITUTELondon 1967年 1943年9月 第4版４刷

H-1064 還元糖の定量法 福井　作蔵 東京大学出版会 東京 1969年3月 1969年3月

H-1065 人間環境宣言 金子　熊夫 日本総合出版機構 東京 昭和47年10月 昭和47年10月

H-1066 植物毒理学入門 松中　昭一 東京大学出版会 東京 1976年5月 1976年5月

H-1067 ダニの話　よみもの動物記青木　淳一 北隆館 東京 昭和43年10月 昭和43年10月

H-1068 武蔵野の植物 東京府 東京府 東京 昭和12年7月 昭和12年7月

H-1069 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..12GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1974年 1974年

H-1070 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..13GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1975年 1975年

H-1071 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..14GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1976年 1976年

H-1072 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..15GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1977年 1977年

H-1073 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..16GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1978年 1978年

H-1074 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..17GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1979年 1979年

H-1075 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..18GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1980年 1980年

H-1076 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..19GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1981年 1981年

H-1077 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..20GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1982年 1982年

H-1078 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..21GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1983年 1983年

H-1079 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..22GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1984年 1984年

H-1080 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..23GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1985年 1985年

H-1081 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..24GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1986年 1986年

H-1082 ANNUAL REVIEW OF PHYTOPATHOLOGY　VOL..25GEORGE A.ZENTMYER　他ANNUAL REVIEWS INC.CALIFORNIA1987年 1987年

H-1083
H-1084 未登録　200～300冊有 整理中
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