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1 技術の系統化調査報告:国立科学博物館.第４集
独立行政法人国立科
学博物館

国立科学博物館 2004

2 技術の系統化調査報告:国立科学博物館.第５集
独立行政法人国立科
学博物館

国立科学博物館 2005

3 技術の系統化調査報告:国立科学博物館.第６集
独立行政法人国立科
学博物館

国立科学博物館 2006

4 技術の系統化調査報告:国立科学博物館.第８集
独立行政法人国立科
学博物館

国立科学博物館 2007

5 21世紀こども人物館 * 小学館 2010

6
Guide to the Exhibits：Shibusawa
Memorial Museum［図録］

* 渋沢史料館 2009

7 エネルギー.2002 資源エネルギー庁 エネルギーフォーラム 2001

8 水車遺構に見る動力伝達機構の研究：その５ 永井唐九郎,天野武弘 日本機械学会 2004

9
クルマまるわかりブック：めざせ自動車
王.2009-2010No.13

学習研究社 トヨタ自動車株式会社 2009

10 でんきの礎：振り返れば未来が見える * 電気学会 2008

11 でんきの礎：振り返れば未来が見える * 電気学会 2008

12
あかりの大研究：たき火、ろうそくからLED
まで：くらしを変えて

深光富士男 PHP研究所 2010

13 江ノ電の100年 江ノ島電鉄株式会社 江ノ島電鉄 2002

14
路面電車の走る街：都市の交通と電気：電気
の史料館企画展［図録

電気の史料館 電気の史料館 2010

15
路面電車の走る街：都市の交通と電気：電気
の史料館企画展［図録

電気の史料館 電気の史料館 2010

16
文人町長と工業市街地化：寒川町制施工70周
年記念誌：1940～2010

寒川町史編集委員会 寒川町 2010

17
TOYOTA  AUTOMOBILE MUSEUM：ト
ヨタ博物館［図録］

* トヨタ博物館 2005

18 地層処分：その安全性
原子力発電環境整備
機構（NUMO)

原子力発電環境整備機
構

2009

19 地層処分：その安全性
原子力発電環境整備
機構（NUMO)

原子力発電環境整備機
構

2009

20
Famiry：故盛田昭夫ファウンダー・名誉会長
追悼特別号

広報部社内報グルー
プ

ソニー株式会社広報部 2000

21
Famiry：故井深大ファウンダー・最高相談役
追悼特別号

広報部コープレート
広報室社内報グルー
プ

ソニー株式会社広報部 1998

22
学生寄宿舎の世界と渋沢栄一 : 埼玉学生誘掖
会の誕生［図録］

渋沢栄一記念財団渋
沢史料館

渋沢栄一記念財団渋沢
史料館

2010

23 昭和くらし博物館：パンフレット 昭和のくらし博物館 昭和のくらし博物館 2000

電気の文書館に新しく入った資料のリストです。
※貸出できない資料もあります。ご了承ください。

期間：2010年12月1日～12月28日分
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24 四国電力50年のあゆみ : 1951-2001
四国電力50年史編
纂事務局

四国電力 2001

25 碍子博物館 * 日本ガイシ 2001

26 土と炎とエレキテル：がいしの歩んできた道 藤村哲夫 日本ガイシ株式会社 1992

27
産業技術記念館ガイドブック : トヨタテクノ
ミュージアム

産業技術記念館 産業技術記念館 2010

28 発電所からビデオレター.パート１１[DVD]
東京電力株式会社柏
崎刈羽原子力発電所

東京電力 [2010]

29 闘電：電気に挑んだ男たち 志村嘉一郎 日本電気協会新聞部 2009

30
地方からの産業革命 : 日本における企業勃興
の原動力

中村尚史
財団法人名古屋大学出
版会

2010

31 電器ラジオ店の店舗設計集
ナショナル・ショッ
プサービス部

松下電器産業 1954

32
科学大好きプルの電気のひみつ原子力のふし
ぎ

*
東京電力株式会社立地
地域部

2010

33 輝跡。：電力50年報道写真集 日本電気協会新聞部 日本電気協会新聞部 2002

34 日本科学技術史大系．第11巻 自然 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1968

35 日本科学技術史大系．第12巻 数理科学 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1969

36 日本科学技術史大系．第13巻 物理科学 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1970

37 日本科学技術史大系．第16巻 土木技術 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1970

38 日本科学技術史大系．第18巻 機械技術 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1966

39 日本科学技術史大系．第22巻 農学(1) 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1967

40 日本科学技術史大系．第23巻 農学(2) 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1970

41 日本科学技術史大系．第25巻 医学(2) 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1967

42 日本科学技術史大系．第2巻 通史(2) 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1967

43 日本科学技術史大系．第3巻 通史(3) 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1967

44 日本科学技術史大系．第6巻 思想 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1968

45 日本科学技術史大系．第7巻 国際 日本科学史学会 第一法規出版株式会社 1968

イラスト提供：ふわふわ。り
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