
＊貸し出しできる本
著編者 タイトル 出版社 請求記号

米田　綱路／編著 語りの記憶・書物の精神史 社会評論社 019.9  /ﾖﾈ     /789761
内橋　克人 [ほか]／編 斎藤茂男 共同通信社 070.4  /ｳﾁ     /798088
前沢　猛／著 表現の自由が呼吸していた時代 コスモヒルズ 071    /ﾏｴ     /812364
鶴見　和子　著 鶴見和子曼荼羅　６　魂の巻 藤原書店 081.6  /ﾂﾙ     /756463
越智　貢／〔ほか〕編集 岩波応用倫理学講義　２　環境 岩波書店 150.8  /ｵﾁ     /853940
遠藤　周作　〔ほか〕著　 遠藤周作と語る 女子パウロ会 B  /190.4  /ｴﾝ     /380080
加藤　哲郎／編 ２０世紀の夢と現実 彩流社 209.7  /ｶﾄ     /815092
ＮＨＫ取材班　著 戦後５０年その時日本は　第３巻 日本放送出版協会 210.76 /ﾆﾎ     /690619
岡本　達明　編集 聞書水俣民衆史　１　 草風館 219.4  /ｵｶ     /549515
岡本　達明　編集 聞書水俣民衆史　２　 草風館 219.4  /ｵｶ     /502944
岡本　達明　編集 聞書水俣民衆史　３　 草風館 219.4  /ｵｶ     /527800
岡本　達明　編集 聞書水俣民衆史　４　 草風館 219.4  /ｵｶ     /540430
岡本　達明　編集 聞書水俣民衆史　５　 草風館 219.4  /ｵｶ     /549141

ドキュメント日本人　７　無告の民　 学芸書林 B  /281    /ﾄﾞ2    /7
吉本　哲郎　著 わたしの地元学：水俣からの発信 ＮＥＣクリエイティブ　291.94 /ﾖｼ     /680122
尾本　惠市／〔ほか〕編集委員　 海のアジア　６　アジアの海と日本人　 岩波書店 292    /ｵﾓ     /798052
柳田　邦男／著 緊急発言いのちへ　１　脳死・メディア・少年事件・水俣 講談社 304    /ﾔﾅ     /785906
栗原　彬／〔ほか〕著　 内破する知：身体・言葉・権力を編みなおす 東京大学出版会 304    /ｸﾘ     /782606
宮本　憲一　編　 講座　地域開発と自治体　２　公害都市の再生・水俣　 筑摩書房 B  /318.8  /ﾐ2     /1-2
井上　祐司／著 刑事判例の研究　その２ 九州大学出版会 326.09 /ｲﾉ     /835069

新潟水俣病裁判判決全文 新潟水俣病共闘会議東京事務局 B  /327.8  /ﾆ2
片桐　新自／編　丹辺　宣彦／編 現代社会学における歴史と批判　下巻　近代資本制と主体性 東信堂 361.04 /ｹﾝ     /831969
内藤　辰美／著　 地域再生の思想と方法：コミュニティとリージョナリズムの社会学 恒星社厚生閣 361.78 /ﾅｲ     /800380
佐高　信　編   現代の世相　２　会社の民俗　 小学館 361.84 /ｻﾀ     /709159
「公害と教育」研究会編 「公害と教育」水俣集会の報告 明治図書出版 B  /375.3  /ｺ5     /3 
田中　裕一　著　吉田　三男　著　 水俣病の教材化と授業（公害と教育研究資料　２） 明治図書 B  /375.3  /ﾔ8     /1-2
水俣大学を創る会　編　 共生への模索：水俣大学構想　人と自然、人と人との「共生」をテーマに 二期出版 B  /377.21 /ﾐﾅ     /435603
小嶋　勇／監修 ろう教育と言語権：ろう児の人権救済申立の全容 明石書店 378.2  /ｺｼ     /856855
高橋　隆雄／編 生命と環境の共鳴　（熊本大学生命倫理研究会論集　５） 九州大学出版会 490.15 /ﾀｶ     /852283

「水俣病」を知る本１００冊リスト
　平成１７年５月１日（日）中日新聞社大ホールにて第７回水俣病記念講演会がおこなわれます。この機会に「水俣病」に関す
る、環境問題・医学・写真集・文学など、さまざまな分野の資料約１００冊を一同に集めました。皆様のご利用をお待ちしてい
ます。



著編者 タイトル 出版社 請求記号
五十嵐　文夫　著 新潟水俣病：おそるべき昭和電工の水銀公害 合同出版 B  /493.1  /ｲ3
Ｗ．ユージン・スミス　著 水俣：写真集 三一書房 BH /493.1  /ｽ2
桑原　史成　著 水俣：終わりなき３０年－原点から転生へ 径書房 B  /493.1  /ｸ2     /3
藤野　幸平　著 水俣の灯 大月書店 B  /493.1  /ﾌ5
原田　正純　著 水俣病　（岩波新書　Ｂ　１１３） 岩波書店 B  /493.1  /ﾊ3     /ｱ
桑原　史成 水俣病 三一書房 B  /493.1  /ｸ2
原田　正純　著 水俣病にまなぶ旅：水俣病の前に水俣病はなかった 日本評論社 Ｂ　/519.4  /ﾊﾗ     /474868
原田　正純　著 水俣病は終っていない　（岩波新書　黄版　２９３） 岩波書店 B  /493.1  /ﾊ3     /3
首藤　留夫　著 生ける人形の告発：水俣病１５年の記録 労働旬報社 B  /493.1  /ｼ2
原田　正純／著 いのちの旅：「水俣学」への軌跡 東京新聞出版局 493.15 /ﾊﾗ     /823793
鬼塚　巌　著 おるが水俣 現代書館 B  /493.15 /ｵﾆ     /459958
原田　正純／著 金と水銀：私の水俣学ノート 講談社 493.15 /ﾊﾗ     /817168
栗原　彬／編 証言水俣病　（岩波新書　新赤版　６５８） 岩波書店 493.15 /ｸﾘ     /780420
緒方　正人　語り　辻　信一　構成 常世の舟を漕ぎて：水俣病私史 世織書房 493.15 /ｵｶﾞ    /720137 
斎藤　恒　著 新潟水俣病 毎日新聞社 493.15 /ｻｲ     /696148
坂東　克彦／著 新潟水俣病の三十年：ある弁護士の回想 日本放送出版協会 493.15 /ﾊﾝ     /779513
関　礼子／著 新潟水俣病をめぐる制度・表象・地域 東信堂 493.15 /ｾｷ     /831883     
飯島　伸子　編著　舩橋　晴俊　編著 新潟水俣病問題：加害と被害の社会学　（現代社会学叢書） 東信堂 493.15 /ｲｲ     /768413     
堀田　恭子／著 新潟水俣病問題の受容と克服 東信堂 493.15 /ﾎﾂ     /812550     
原田　正純　著 水俣・もう一つのカルテ　（水俣＝語りつぎ　４） 新曜社 B  /493.15 /ﾊﾗ     /530419           
柳田　耕一　著 水俣そしてチェルノブイリ：わたしの同時代ノート 径書房 B  /493.15 /ﾔﾅ     /419807           
原田　正純　著 水俣の視図：弱者のための環境社会学 立風書房 493.15 /ﾊﾗ     /608183     
桑原　史成　〔著〕 水俣の人びと　（母と子でみる　Ａ２） 草の根出版会 493.15 /ｸﾜ     /753771     
宮本　憲一　編 水俣レクイエム 岩波書店 493.15 /ﾐﾔ     /657708     
芥川　仁　写真　藤本　寿子　文 水俣海の樹　（海鳥ブックス　１２） 海鳥社 493.15 /ﾌｼﾞ    /610435     
原田　正純／編　花田　昌宣／編　大野　哲夫／〔ほか著〕 水俣学研究序説 藤原書店 493.15 /ﾊﾗ     /857604     
原田　正純／編著 水俣学講義 日本評論社 493.15 /ﾊﾗ     /848409     
「私にとっての水俣病」編集委員会／編　 水俣市民は水俣病にどう向き合ったか 葦書房 493.15 /ﾜﾀ     /783805     
「熊本県民医連の水俣病闘争の歴史」編集委員会　編　 水俣病ともに生きた人びと：たたかいを支えた医療人の記録 大月書店 493.15 /ｸﾏ     /735384     
西村　肇／著　岡本　達明／著 水俣病の科学 日本評論社 493.15 /ﾆｼ     /799524     
橋本　道夫／編集 水俣病の悲劇を繰り返さないために：水俣病の経験から学ぶもの 中央法規出版 493.15 /ﾊｼ     /787619     
松本　勉／編　上村　好男／編　中原　孝矩／編 水俣病患者とともに：日吉フミコ－－闘いの記録 草風館 493.15 /ﾏﾂ     /802493     
水俣病被害者・弁護団全国連絡会議／編 水俣病裁判全史　第３巻　被害・世論編 日本評論社 493.15 /ﾐﾅ     /788143     
都留　重人　ほか編 水俣病事件における真実と正義のために：水俣病国際フォーラム（１９８８年）の記録 勁草書房 B  /493.15 /ﾂﾙ     /516311
宮沢　信雄　著 水俣病事件四十年 葦書房 493.15 /ﾐﾔ     /739536     
水俣病研究会／編 水俣病事件資料集　下巻：１９６０－１９６８ 葦書房 B  /493.15 /ﾐﾅ     /707507



著編者 タイトル 出版社 請求記号
水俣病研究会／編 水俣病事件資料集　上巻：１９２６－１９６８ 葦書房 B  /493.15 /ﾐﾅ     /707506
池見　哲司　著 水俣病闘争の軌跡：黒旗の下に 緑風出版 493.15 /ｲｹ     /709398     
千場　茂勝／著 沈黙の海：水俣病弁護団長のたたかい 中央公論新社 493.15 /ｾﾝ     /834382     
石牟礼　道子　編 天の病む：実録水俣病闘争 葦書房 Ｂ　/493.15 /ｲｼ     /463450           
原田　正純　著 慢性水俣病・何が病像論なのか　（Ｊ－ＪＥＣ環境叢書シリーズ　３）実教出版 493.15 /ﾊﾗ     /660413     
橋口　三郎　編著　北岡　秀郎　編著 命あるかぎり：水俣の証言 白石書店 B  /493.15 /ﾊｼ     /370708
原田　正純　〔著〕 胎児からのメッセージ：水俣・ヒロシマ・ベトナムから　（Ｊ・ＪＥＣブックレット　１０）実教出版 495.6  /ﾊﾗ     /709486     
地球環境戦略研究機関／編 環境メディア論　（ＩＧＥＳ地球環境戦略研究シリーズ　３） 中央法規出版 519    /ﾁｷ     /805355     
日本環境教育フォーラム　編　安田火災海上保険株式会社　編 市民のための環境講座　上 中央法規出版 519    /ﾆﾎ     /737762     
有福　孝岳　編著 環境としての自然・社会・文化　（京都大学総合人間学部公開講座）京都大学学術出版会 519.04 /ｱﾘ     /735031
淡路　剛久　編　寺西　俊一　編 公害環境法理論の新たな展開 日本評論社 519.12 /ｱﾜ     /723095
水俣病被害者・弁護団全国連絡会議　編 水俣病裁判：人間の尊厳をかけて かもがわ出版 519.12 /ﾐﾅ     /734497
原田　正純　著 水俣が映す世界 日本評論社 B  /519.2  /ﾊﾗ     /525245
川名　英之　著 ドキュメント日本の公害　第４巻　足尾・水俣・ビキニ 緑風出版 B  /519.21 /ｶﾜ     /510653
日本環境会議　編 水俣：現状と展望　第４回日本環境会議報告集 東研出版 B  /519.21 /ﾆﾎ     /452020
宇井　純　編著 谷中村から水俣・三里塚へ：エコロジーの源流　（思想の海へ－解放と変革－　２４）社会評論社 B  /519.21 /ｳｲ     /603434
大阪人権歴史資料館／編集 日本の公害：水俣病問題足尾鉱毒問題 大阪人権歴史資料館 519.21 /ｵｵ     /814379
北川　徹三　著 メチル水銀による汚染原因の研究：水俣湾と阿賀野川 北川徹三 B  /519.4  /ｷ
色川　大吉　編 新編水俣の啓示：不知火海総合調査報告 筑摩書房 519.4  /ｲﾛ     /687486
色川　大吉　編 水俣の啓示：不知火海総合調査報告　下 筑摩書房 B  /519.4  /ｲ      /1-2
色川　大吉　編 水俣の啓示：不知火海総合調査報告　上 筑摩書房 B  /519.4  /ｲ      /1-1
羽賀　しげ子　著 不知火記：海辺の聞き書　（水俣＝語りつぎ　１） 新曜社 B  /519.4  /ﾊ2
宇井　純　著 公害の政治学：水俣病を追って　（三省堂新書　３０） 三省堂 B  /519.5  /ｳ
宇井　純　編集代表 公害被害者の論理　（公開自主講座「公害原論」第２学期　４） 勁草書房 B  /519.5  /ｳ      /7-4
丸木　位里　著　丸木　俊　著 鎮魂の道：原爆・水俣・沖縄　（岩波グラフィックス　２６） 岩波書店 B  /748    /ｲ7     /26
北川　フラム　責任編集 私ではなく、不知火の海が：《表現に力ありや》全展開映画「水俣の図・物語」 現代企画室 B  /778.7  /ｷ
土本　典昭／著 土本典昭：わが映画発見の旅　不知火海水俣病元年の記録　（人間の記録　１２８） 日本図書センター　778.7  /ﾂﾁ     /790867
シナリオ作家協会　編　 年鑑代表シナリオ集　’７１　 ダヴィッド社 B  /912.7  /ｼ2     /1-971
石牟礼　道子／著 石牟礼道子対談集：魂の言葉を紡ぐ 河出書房新社 914.6  /ｲｼ     /791204
山本　茂雄　編 愛しかる生命いだきて：水俣の証言 新日本出版社 B  /915.9  /ﾔ20
石牟礼　道子／著 苦海浄土：わが水俣病 講談社 B  /915.9  /ｲ39
石牟礼　道子　 水俣病　闘争　わが　死民 現代評論社 B  /915.9  /ｲ39    /5
矢吹　紀人　著 あの水俣病とたたかった人びと：ドキュメント・２１世紀への伝言 あけび書房 916    /ﾔﾌﾞ    /773242
最首　悟　編 出月私記：浜元二徳語り　（水俣＝語りつぎ　３） 新曜社 B  /916    /ｻｲ     /530415
桑原　史成　著 水俣・韓国・ベトナム　（叢書カメラとえんぴつ） 晩声社 B  /916    /ｸﾜ     /459428
後藤　孝典　著 沈黙と爆発：ドキュメント「水俣病事件」　１８７３～１９９５　（Ｓｈｕｅｉｓｈａ　ｎｏｎｆｉｃｔｉｏｎ）集英社 916    /ｺﾞﾄ    /679178



著編者 タイトル 出版社 請求記号
柳田　邦男　責任編集 同時代ノンフィクション選集　第９巻　技術社会の影 文芸春秋 916    /ﾔﾅ     /614253

水上勉全集　２０ 中央公論社 B  /918.6  /ﾐ8     /2-20
柴田　鉄治／著 科学事件 岩波書店 404　　/ｼﾊ　　　　/781342
丸山　定巳／[ほか]編 水俣からの想像力 熊本出版文化会館 493.15　/ﾏﾙ　　　　/866538
武谷　三男／編 安全性の考え方（岩波新書　青版６４４） 岩波書店 B/498　　　/ﾀ4
化学物質リスク研究会／編 くらしの中の化学物質 かもがわ出版 498.4　　/ｶｶ　　　　/846752
津田　敏秀／著 医学者は公害事件で何をしてきたのか 岩波書店 498.48　/ﾂﾀ　　　　/853174
ユージン・スミス／写真 ユージン・スミス写真集 岩波書店 748　/ｽﾐ　　　　/778482
木野　茂／編 環境と人間　公害に学ぶ 東京教学社 B　/519　　　/ｷﾉ　　　　/677039
水俣病患者連合／編 魚湧く海 葦書房 519.12/ﾐﾅ　　　　/745614
日本水環境学会／編 日本の水環境　7　九州・沖縄編 技報堂出版 519.4　　/ﾆﾎ　　　　/788889
宇井　純／著 私の公害闘争（潮新書） 潮出版社 B　/519.5　/ｳ　　　　　/4
ボー・グンナーソン／著　ビャネール多美子／訳 大国ニッポンの悲劇　ルポルタージュ・公害先進国 文芸春秋 B　/519.5　/ｸﾞ
土本　典昭／著 映画は生きものの仕事である 未来社 Ｂ　/778.1　　/ﾂ
新美　豊美／著 苦海浄土の世界 れんが書房新社 B　/910.26　/ｱﾗ　　　　/439839
最首　悟／著 生あるものは皆この海に染まり 新曜社 B　/916　/ｻｲ　　　　/460707

石牟礼道子全集・不知火　第１巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /854584
石牟礼道子全集・不知火　第2巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /851281   
石牟礼道子全集・不知火　第3巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /851282  
石牟礼道子全集・不知火　第4巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /861585   
石牟礼道子全集・不知火　第5巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /858165
石牟礼道子全集・不知火　第8巻 藤原書店 918.68 /ｲｼ     /864695

石牟礼道子／文　丸木俊・丸木位里／絵 みなまた　海のこえ（記録のえほん　２） 小峰書店 Ｂ　/Ｊ913　　/ｲｼ　　　　/481312
Tadao　Takeuchi，Komyo　Eto／著 The　Pathology　of Minamata Disease Kyushu Univ. Press 493.15 /T136  /99145

Yoshifusa Kitabatake

Ｓｏｃｉａｌ　Iｎｊｕｓｔｉｃｅ　ａｎｄ　Oｐｔｉｍａｌ　Sｐａｃｅ-ｔｉｍｅ　Dｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ
Eｘｔｅｎｓｉｏｎｓ　ａｎｄ　ａｎ　Aｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｔｏ the Minamata Mercury Pollution
Case

University
Microfilms
International N /519.4  /K62   /76711

Timothy Steven George Minamata University Microfilms International N  /519.4  /G349  /97682

＊館内のみ利用の本
著編者 タイトル 出版社 請求記号

日本科学者会議　／編 環境問題資料集成　８　公害・食品汚染・薬害訴訟 旬報社 R　/519.08/ﾆﾎ　　　　/831893
田中　二郎　〔ほか〕編集 戦後政治裁判史録　５　 第一法規 B  /327.6  /ｾ2     /5
滝沢　行雄　著 しのびよる公害：新潟水俣病 野島出版 B  /493.1  /ﾀ4

愛知県図書館　平成１７年４月


