
名古屋大学博物館　山本時男資料（蔵書和）
NUM Lt-08

No 書名 著者等 出版社 刊行年 備考

01 標準原色図鑑全集　16　海岸動物 西村三郎、鈴木克美共著 保育社 昭和46
02 標準原色図鑑全集　17　熱帯魚・金魚 牧野信司、松井佳一共著 保育社 昭和45 中に付箋、書込みあり
03 牧野日本植物図鑑 牧野富太郎著 北隆館 昭和15
04 実用食品辞典 沢村　真編 金港堂書籍 明治44 中に新聞切り抜きあり
05 くずし字解読辞典 児玉幸多編 近藤出版社 昭和47
06 くずし字解読辞典　増補版 児玉幸多編 近藤出版社 昭和50
07 ２万語くずし字辞典 三室小石他 婦人生活社 昭和41 「婦人生活」5月号付録

08 井上和英大辞典 井上十吉著
井上辞典刊
行会

昭和2

09 新訳　註解和独辞典
小田切良太郎、E・ｳｫｰﾙﾌｧｰﾙ
ﾄ共編

冨山房 大正2

10 盤珪の不生禅 鈴木大拙著 弘文堂 昭和18
11 道元禅師 荒井涙光著 丙午出版社 大正4
53 白隠和尚全集　第１ 光融館 明治40 書名は題箋より
12 善の研究 西田幾多郎著 岩波書店 昭和7 書込みあり

13 禅学読本 山田霊林著 第一書房
昭和13（戦
時体制版）

14 補註　孟子集註 簡野道明補註 明治書院 大正12 書込みあり、「弘前高等学校山本時男」の署名

15 バガヴァド・ギーター　－印度神歌－
ボース・ラスビハリ、高田雄種
共訳

山教書院 昭和15 書込みあり

16 訓註　伝習録 山川早水註 岡崎屋書店 明治44
17 定本法隆寺 弘津　徳 鵤故郷舎 昭和19
18 実験及ビ理論　物理学　光学 森総之助編 積善館 大正11 T.Yamamotoのサイン、ライン、書き入れ
19 実験及ビ理論　物理学　熱学 森総之助編 積善館 大正13 T.Yamamotoのサイン、ライン、書き入れ
20 実験及ビ理論　物理学　重学及ビ物性 森総之助編 積善館 大正13 T.Yamamotoのサイン、ライン、書き入れ
21 ステロイド化学入門 J.R.ハンソン著、塩田三千夫 共立出版 昭和45 共立全書540
22 一般教育　生物学　改版 大学自然科学教育研究会編 東京教学社 昭和49
23 生物学 湯浅明編 有信堂 1974
24 基礎生物学 佐藤重平編 裳華房 昭和47
25 生物学提要 荻原昤二 東京教学社 1971 封入資料等、1973．12.1訂正4刷の書き入れ
26 生物学提要 荻原昤二 東京教学社 1975 書込みあり
27 現代生物学 山本護太郎、竹内拓司共編 森北出版 1972 書込みあり
28 現代生物学　新版 荻原昤二他編著 東京教学社 1974
29 最近の生物学　第２巻 駒井卓、木原均編 培風館 昭和25
30 最近の生物学　第３巻 駒井卓、木原均編 培風館 昭和25 謹呈山本時男教授殿　椙山のサイン
31 新制理科　生物精義 高岡　実著 培風館 昭和26 ライン、書込み多数

32 自然に於ける退化　全
わいすまん講演、石川千代松
訳述

冨山房 明治40 1886（明治19)年、フライブルグ大における講演
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33 生理学実習 浦本政三郎著 南江堂 1926 慈恵会のYoshisawa蔵書、昭和4富倉書店印
34 生理学要綱　増訂第6版 橋本邦彦著 富倉書店 昭和7 対象12初版、書込み多数
35 実験神経学 柘植秀臣著 養賢堂 1935 実験生物学集成6、
36 実験遺伝学概説　附優生学 小酒井光次著 春秋社 昭和4 春秋文庫29
37 生理学小実験 橋田邦彦、福田邦三共著 富倉書店 大正15 ラインあり
38 生理学小実験　増訂第3版 橋田邦彦、福田邦三共著 富倉書店 昭和8 ライン、書込みあり
39 神経生理学序説 田崎一二著 三共出版社 昭和23 科学叢書2、ライン書込みあり
40 酵素の話 神前武和著 国民科学社 昭和25 ライン、書込みあり
41 進化論 徳田御稔著 岩波書店 1951 岩波全書144、書込みあり

42 魚類の発生生理 山本時男 養賢堂 昭和18
名古屋帝国大学教授、理学博士、献辞；恩師谷
津直秀先生及父母に捧げる

43
銛をうつ淑女　－南海に奇魚を求めて
－

E・クラーク著、末広恭雄訳
法政大学出
版局

昭和37 山本への著者からの献辞（1965．10.3）

44 動物生理の実験 山本時男 河出書房 昭和24
45 動物の雌雄性 内田　亨 岩波書店 昭和9 岩波講座生物学（通論）
46 動物発生学（脊椎動物） 犬飼哲夫 岩波書店 昭和14 岩波全書64、書込みあり
47 生物界之現象　動物篇 安東伊三次著 上原書店 明治35
48 蜂の生活 岩田久仁雄著 弘文堂 昭和15

49 古事記 太安万侶著
集文館、三
教書院

明治44 袖珍文庫49、書込み多数

50 日本古典全集　本草和名　上巻 与謝野寛等編纂
日本古典全
集刊行会

大正15

51 日本古典全集　本草和名　下巻 与謝野寛等編纂
日本古典全
集刊行会

大正15

52 江戸文学選 関根正直編 明治書院 大正11 書込みあり
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