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登録番号 書名 著者等
171-0-10 Recent Advances in Minamata Disease Studies／Methylmercury Poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-11 Minamata／The story of the poisoning of a city, and of the people who choose to carry the burden of courage W. Eugene Smith and Aileen M. Smith.
171-0-1993 公害都市の再生・水俣／講座地域開発と自治体 ; 2 〔編〕宮本憲一
171-0-2112 水俣病の医学 : 病像に関するQ&A 水俣病医学研究会〔編〕
171-0-2114 しのびよる公害 : 新潟水俣病 滝澤行雄
171-0-2177 水俣病事件資料集 ; 上巻／1926-1968 〔編〕水俣病研究会
171-0-2184 水俣病事件資料集 ; 下巻／1926-1968 〔編〕水俣病研究会
171-0-2204 水俣レクイエム 〔編〕宮本憲一
171-0-2228 月刊みなまた／縮刷版 〔編〕みなまた発行委員会
171-0-2287 阿賀よ忘れるな／新潟水俣病第二次闘争の記録 : 公害根絶をめざす人間の尊厳をかけた闘い 新潟水俣病被害者の会, 新潟水俣病共闘会議
171-0-2288 水俣病裁判／人間の尊厳をかけて 〔編〕水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-2289 水俣病・この悲劇をくり返さないために／ミナマタ・スリーデーズ・トーク 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-2292 生(いのち)／40年目の水俣病 : 田中史子写真集 田中史子著 ; 浅見洋子詩 ; 市原京子文
171-0-2302 慢性水俣病・何が病像論なのか 原田正純
171-0-2337 谷中村から水俣・三里塚へ／エコロジーの源流 宇井純編著
171-0-2343 水俣まんだら／聞書・不知火海を離れた水俣病患者 木野茂, 山中由紀
171-0-2345 日本の公害／水俣病問題・足尾鉱毒問題 〔編〕大阪人権歴史資料館
171-0-2346 新潟水俣病 斎藤恒
171-0-2352 裁かれるのは誰か 原田正純

171-0-2353 チッソ・水俣 : 工場技術者たちの告白 ; 東大全共闘 : 26年後の証言 = NHKスペシャル ; . 戦後50年その時日本は ; 第3巻 日本放送協会取材班
171-0-2363 水俣病／その30年 シグロ
171-0-2370 水俣病裁判／人間の尊厳をかけて 〔編〕水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-2371 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 〔編〕「熊本県民医連の水俣病闘争の歴史」編集委員会編
171-0-2431 水俣病裁判全史 : 総論編 ; 第1巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-2444 水俣病問題の政治解決／水俣病研究1 〔編〕水俣病研究会
171-0-2448 水俣の人びと : 母と子でみる ; A2 桑原史成
171-0-2455 胎児からのメッセージ／水俣・ヒロシマ・ベトナムから 原田正純
171-0-2460 水俣・アニミズム・エコロジー／6.魂の巻 コレクション鶴見和子曼荼羅 鶴見和子
171-0-2461 技術の黙示録／翼をたため、向きを変えるのだ 飯島孝
171-0-2462 水俣病裁判／人間の尊厳をかけて 〔編〕水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-2467 おるが水俣 鬼塚巌
171-0-2468 聞書水俣民衆史 : 明治の村 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-2469 聞書水俣民衆史 : 村に工場が来た 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-2470 聞書水俣民衆史 : 村の崩壊 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-2471 聞書水俣民衆史 : 合成化学工場と職工 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-2472 聞書水俣民衆史 : 植民地は天国だった 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-2494 新潟水俣病問題 : 加害と被害の社会学 飯島伸子, 舩橋晴俊〔編著〕
171-0-2506 水俣病裁判全史 : 責任編 ; 第2巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-2516 水俣病日記 : 水俣病の謎解きに携わった研究者の記録から 徳臣晴比古
171-0-2558 水俣病の政治経済学 : 産業史的背景と行政責任 深井純一
171-0-2584 命限りある日まで／水俣病・障害との闘い 御手洗鯛右
171-0-2585 法律時報 : 2000年2月号 日本評論社
171-0-2591 思想／2000年第2号 no.908 岩波書店
171-0-2607 桑原史成-水俣／報道写真家・桑原史成の原点 〔写真〕桑原史成, 〔編〕清里フォトアートミュージアム
171-0-2608 水俣化学工業所公害負担金／創業者の名誉回復の為に 森下惟雄
171-0-2638 潮の呼ぶ声 石牟礼道子
171-0-2639 水俣病医学の再検討／水俣病研究2 水俣病研究会
171-0-2673 我は雨もいとわず段草を切る／水俣病を生きた不知火海一漁師の日記 森千代喜 ; 〔編〕最首悟, 山之内萩子
171-0-2674 常世の舟を漕ぎて／水俣病私史 〔語り〕緒方正人 ; 〔構成〕辻信一
171-0-2675 水俣病事件と法 富樫貞夫
171-0-2687 水俣病の科学 西村肇, 岡本達明
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171-0-2700 水俣病の科学 西村肇, 岡本達明
171-0-2721 水俣病 その歴史と教訓 2000 〔編〕水俣市立水俣病資料館
171-0-2723 水俣病のあらまし／1994年10月改訂 〔編〕水俣市役所福祉生活部環境課
171-0-2724 水俣湾環境復元事業の概要 熊本県
171-0-2725 水俣病のあらまし年表 環境創造みなまた実行委員会
171-0-2756 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 水俣病に関する社会科学的研究会
171-0-2757 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 水俣病に関する社会科学的研究会
171-0-2758 水俣海の樹 芥川仁写真 ; 藤本寿子文
171-0-2761 みなまた海のこえ／記録のえほん ; 2 〔文〕石牟礼道子 ; 〔絵〕丸木俊, 丸木位里
171-0-2762 沈黙と爆発／ドキュメント「水俣病事件」 1873-1995 後藤孝典
171-0-2763 絵で見る水俣病 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-2772 水俣巡礼／青春グラフィティ'70～'72 岩瀬政夫
171-0-2773 水俣そしてチェルノブイリ／わたしの同時代ノート 柳田耕一
171-0-2774 水俣・韓国・ベトナム／叢書・カメラとえんぴつ 桑原史成
171-0-2775 魚湧く海 水俣病患者連合編
171-0-2776 水俣の赤い海／いま、子どもたちは ; 3 原田正純
171-0-2777 海よ母よ子どもらよ／夢勧進の世界 砂田明
171-0-2778 海の牙／戦後ニッポンを読む 水上勉
171-0-2779 水俣病裁判全史 : 被害・世論編 ; 第3巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-2782 熊本大学水俣病シンポジウム／水俣病問題過去・現在・未来 〔編〕熊本大学生命倫理研究会水俣病グループ
171-0-2783 川本輝夫さん追悼文集／熱意とは事ある毎に意志を表明すること 〔編〕川本輝夫さんを偲ぶ会文集編集スタッフ
171-0-2784 さよなら川本輝夫さん 〔編〕チッソ水俣病患者連盟事務局
171-0-2785 水俣病と世界の水銀汚染 原田正純
171-0-2787 夜の食国 吉田司
171-0-2789 Minamata／Pollution and the Struggle for Democracy in Postwar Japan Timothy S. George
171-0-2790 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 〔編〕橋本道夫
171-0-2792 みなまた／対立から、もやい直しへ 環境創造みなまた委員会
171-0-2793 水俣地域経済振興シンポジウム／寄ろ会みなまた2 : 地域の資源を活かした産品おこし 〔編〕寄ろ会みなまたほか
171-0-2802 水俣病患者とともに : 日吉フミコ 闘いの記録 松本勉, 上村好男, 中原孝矩編
171-0-2816 水俣病／「爆心地」の被害者たち : 和英対照 飛鳥太郎と仲間たち
171-0-2823 チッソは私であった 緒方正人
171-0-2827 全身病／しのびよる脳・内分泌系・免疫系汚染 白木博次
171-0-2835 水俣展／水俣展総合パンフレット ; Minamata exhibition 水俣フォーラム
171-0-2836 水俣・東京展／Minamata Tokyo exhibition : 水俣・東京展総合パンフレット 水俣・東京展実行委員会
171-0-2837 水俣・東京展NEWS 水俣・東京展実行委員会
171-0-2838 水俣フォーラムNEWS No.1 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2839 水俣フォーラムNEWS No.2 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2840 水俣フォーラムNEWS No.3 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2841 水俣フォーラムNEWS No.4 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2842 水俣フォーラムNEWS No.5 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2843 水俣フォーラムNEWS No.6 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2844 水俣フォーラムNEWS No.7 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2845 水俣フォーラムNEWS No.8 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2846 水俣フォーラムNEWS No.9 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2847 水俣フォーラムNEWS No.10 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2848 水俣フォーラムNEWS No.11 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2849 水俣フォーラムNEWS No.12 〔編〕水俣フォーラム
171-0-2857 Methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan : understanding of Minamata disease 滝澤行雄 ; 納光弘
171-0-2859 水俣病事件資料集 ; 上巻／1926-1968 〔編〕水俣病研究会
171-0-2860 水俣・東京展NEWS No.1 水俣・東京展実行委員会
171-0-2861 水俣・東京展NEWS No.2 水俣・東京展実行委員会
171-0-2862 水俣・東京展NEWS No.3 水俣・東京展実行委員会
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171-0-2863 水俣・東京展NEWS No.4 水俣・東京展実行委員会
171-0-2864 水俣・東京展NEWS No.5 水俣・東京展実行委員会
171-0-2865 水俣・東京展NEWS No.6 水俣・東京展実行委員会
171-0-2866 水俣・東京展NEWS 臨時号 水俣・東京展実行委員会
171-0-2867 水俣・東京展NEWS No.7 水俣・東京展実行委員会
171-0-2868 水俣・東京展NEWS 終刊号 水俣・東京展実行委員会
171-0-2870 水俣病の教訓／水俣病裁判の経験から 全国市民フォーラム実行委員会
171-0-2871 The Lessons of Minamata Disease What We Have Learned from Minamata Disease Lawsuits センバ シゲカズ
171-0-2876 焼いたサカナも泳ぎだす／映画『阿賀に生きる』製作記録 映画『阿賀に生きる』スタッフ ; 〔編〕村井勇
171-0-2883 水俣病事件資料集 : 1926-1968 ; 下巻 水俣病研究会編
171-0-2885 水俣病 原田正純
171-0-2887 水俣病事件四十年 宮澤信雄
171-0-2896 新・水俣まんだら／チッソ水俣病関西訴訟の患者たち 木野茂, 山中由紀
171-0-2897 Methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan : understanding of Minamata disease 滝澤行雄 ; 納光弘
171-0-2900 水俣病闘争の軌跡／黒旗の下に 池見哲司
171-0-2901 水俣病患者とともに／日吉フミコ 闘いの記録 松本勉, 上村好男, 中原孝矩編
171-0-2902 水俣病 せめて生命あるうちに…未認定患者 40年後の救済 田中昭一
171-0-2903 被害者とともにあゆんで二十年／フォトグラフ : 1972-1991 〔編〕全国公害弁護団連絡会議
171-0-2904 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」 北川フラム
171-0-2905 逆境のなかの記録／附 シナリオ『医学としての水俣病』三部作・『不知火海』 土本典昭
171-0-2906 人間の鎖 藤野幸平
171-0-2907 生命のみなもとから／熊大自主講座講義録「僻遠」 ; 第1巻 〔編著〕熊大自主講座実行委員会
171-0-2908 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 〔編〕「熊本県民医連の水俣病闘争の歴史」編集委員会編
171-0-2910 水俣病は終っていない 原田正純
171-0-2911 水俣／現状と展望 : 日本環境会議報告集 ; 第4回 〔編〕日本環境会議
171-0-2912 苦海浄土／わが水俣病 石牟礼道子
171-0-2913 わが映画発見の旅／不知火海水俣病元年の記録 土本典昭
171-0-2914 水俣病 : 写真記録 1960-1970 桑原史成
171-0-2915 水俣・厳存する風景／芥川仁写真集1980 〔写真〕芥川仁, 〔文〕柳田耕一
171-0-2916 水俣 '68-'72／深き淵より : 塩田武史写真報告 塩田武史
171-0-2917 水俣が映す世界 原田正純
171-0-2918 有明海第三水俣病 : 水俣病の底辺をさぐる 山口誠哉
171-0-2919 水俣病にまなぶ旅／水俣病の前に水俣病はなかった 原田正純
171-0-2920 水俣の視図／弱者のための環境社会学 原田正純
171-0-2921 法律時報／特集 : 水俣病訴訟解決をめぐって 日本評論社
171-0-2922 捜査における法解釈をすすめるもの／水俣病関係刑事事件への雑感 武藤昭
171-0-2923 水俣病の医学 : 病像に関するQ&A 〔編〕水俣病医学研究会
171-0-2924 女たちのミナマタ／証言愛のかがやき、生命の叫び 〔編〕丸山和彦, 板井八重子
171-0-2933 水俣から未来を見つめて／水俣病訴訟弁護団の記録 〔編〕水俣病訴訟弁護団
171-0-2935 水俣病の病理学的研究(4) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講二十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2937 水俣病関係資料集 〔編〕熊本民医連記録集編集委員会
171-0-2939 昭和50年度夏季研修のまとめ／水俣病シンポジウム 〔編〕熊本県民主医療機関連合会
171-0-2941 チッソ 水俣病／An In-progress Report On Chisso-Minamata Disease W. Eugene Smith , Aileen M. Smith
171-0-2943 自然 中央公論社

171-0-2946 Minamata Disease 熊本大学医学部水俣病研究班(the Kumamoto Univ. Study Group of Minamata Disease)
171-0-2949 ミナマタ病三十年・国会からの証言 馬場のぼる
171-0-2950 水俣病自主交渉川本裁判資料集 川本裁判資料集編集委員会編集
171-0-2951 水俣病の病理学的研究(1) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2952 水俣病の病理学的研究(2) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2953 水俣病の病理学的研究(3) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講第十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2954 水俣病の病理学的研究(3) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講第十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
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171-0-2955 Rowing the Eternal Sea／The Story of a Minamata Fisherman 緒方正人語り ; 辻信一構成
171-0-2961 水俣病の病理学的研究(1) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2962 今だから語れる水俣病 水俣市茂道／杉本栄子さん 講演録 「水俣・東京よかよか祭」実行委員会
171-0-2963 水俣病の病理学的研究(2) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2965 水俣病の病理学的研究(2) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2966 水俣病の病理学的研究(2) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2968 水俣病の病理学的研究(3) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講第十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2969 水俣病の病理学的研究(4) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講二十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2970 水俣病の病理学的研究(5) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講二十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-2973 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 都留重人[ほか]編
171-0-2974 水俣病の医学 : 病像に関するQ&A 〔編〕水俣病医学研究会
171-0-2978 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-2985 Minamata disease : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; Irukayama, Katsuro
171-0-2986 Minamata Disease in Japan A new neurological illness caused by contaminated fish and shellfish. 武内忠男
171-0-2988 水俣病刑事事件における企業組織体犯罪捜査の一例 武藤昭
171-0-2991 新潟水俣病問題の受容と克服 堀田恭子
171-0-2994 水俣病の病名と人権 山岡秀夫
171-0-2995 The Name Minamata Disease and Human Rights ヤマオカ ヒデオ
171-0-2998 水俣病問題の十五年／その実相を追って チッソ株式会社「水俣病問題の十五年」編集委員会
171-0-3014 新潟水俣病 斎藤恒
171-0-3025 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 1／野に叫ぶ人々 : 足尾・四阪島 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3028 水銀(みずがね) : 第一集／おツヤ婆さんと水俣病 〔編〕松本勉
171-0-3031 水俣病の病理学的研究(1) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-3032 水俣病の病理学的研究(2) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-3033 水俣病の病理学的研究(3) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講第十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-3034 水俣病の病理学的研究(5) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講二十周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-3035 水俣病の病理学的研究(4) : 熊本大学医学部病理学第二講座／開講二十五周年記念論文集 熊本大学医学部病理学第二講座
171-0-3038 新潟水俣病の三十年 : ある弁護士の回想 坂東克彦
171-0-3040 水俣病問題の十五年 : その実相を追って チッソ株式会社「水俣病問題の十五年」編集委員会

171-0-3041 チッソ・水俣 : 工場技術者たちの告白 ; 東大全共闘 : 26年後の証言 = NHKスペシャル ; . 戦後50年その時日本は ; 第3巻 日本放送協会取材班
171-0-3042 水俣病 : 水俣病研究会資料 富田八郎
171-0-3055 水俣病を伝える : 豊饒の浜辺から ; 第一集 水俣病センター相思社編集
171-0-3056 新潟水俣病のあらまし 〔編〕新潟県福祉保健部生活衛生課
171-0-3060 未来へ語りついで／新潟水俣病が教えてくれたもの : 小学校教育副読本 新潟県福祉保健部生活衛生課
171-0-3064 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 2／桑原史成水俣 桑原史成 [撮影] ; 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3065 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 3／身体を蝕む : 水俣病・イタイイタイ病 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3066 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 4／高度成長と公害 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3067 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 5／都市を覆う 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3068 写真・絵画集成 ; 日本の公害 ; 6／食べものとくすりの恐怖 〔編〕草の根出版会 ; 関次男, 山本耕二編集協力
171-0-3069 数字からみる水俣病 水俣病センター相思社編集
171-0-3070 『水俣病・授業実践のために』／小・中学校向け 新版 〔編〕水俣芦北公害研究サークル
171-0-3071 水俣／機関紙 : 1986-2000(バックナンバー) 〔編〕水俣病を告発する会
171-0-3087 Minamata／The story of the poisoning of a city, and of the people who choose to carry the burden of courage words and photos. by W. Eugene Smith and Aileen M. Smith.
171-0-3090 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-3091 Story of the Sea of Camellias 石牟礼道子
171-0-3105 いのちの旅／「水俣学」への軌跡 原田正純
171-0-3110 水俣・ほっとはうすにあつまれ! 〔編〕加藤たけ子, 小峯光男
171-0-3113 Minamata／The story of the poisoning of a city, and of the people who choose to carry the burden of courage words and photos. by W. Eugene Smith and Aileen M. Smith.
171-0-3114 明日もまた今日のごとく 最首悟
171-0-3115 アメドリの還る日に : 乙女塚農園 砂田明
171-0-3117 海よ母よ子どもらよ : 夢勧進の世界 砂田明
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171-0-3120 愛しかる生命いだきて／水俣の証言 〔編〕山本茂雄
171-0-3125 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 〔編〕水俣大学を創る会
171-0-3126 草のことづて 石牟礼道子
171-0-3127 下下戦記 吉田司
171-0-3130 公害原論／公開自主講座 第2学期 : 水俣の人びと 〔編〕東大工学部助手会公開自主講座実行委員会
171-0-3133 公害と教育／水俣病を中心とした現場実践のために 〔編〕熊本県国民教育研究所
171-0-3155 しかし…／ある福祉高級官僚死への軌跡 是枝裕和
171-0-3165 告発 : 縮刷版／創刊号(1969.6.25)-24号(1971.5.25) 〔編〕東京・水俣病を告発する会
171-0-3166 告発 : 縮刷版／続編 25号(1971.6)-終刊号(1973.8) 〔編〕東京・水俣病を告発する会
171-0-3167 不知火の詩 : 北岡秀郎写真集 北岡秀郎
171-0-3168 不知火海／水俣・終りなきたたかい 石牟礼道子編
171-0-3169 不知火記／海辺の聞き書 羽賀しげ子
171-0-3178 沈黙と爆発／ドキュメント「水俣病事件」 1873-1995 後藤孝典
171-0-3179 出月私記／浜元二徳語り 〔編〕最首悟
171-0-3180 天の病む／実録水俣病闘争 石牟礼道子編
171-0-3184 人間の鎖 藤野幸平
171-0-3185 哭け、不知火の海／水俣に捧げた鎮魂の闘い 三島昭男
171-0-3186 水俣 : 終わりなき30年ー原点から転生へ 桑原史成
171-0-3187 みなまた／対立から、もやい直しへ 環境創造みなまた委員会
171-0-3188 水俣・厳存する風景／芥川仁写真集1980 〔写真〕芥川仁, 〔文〕柳田耕一
171-0-3189 水俣の啓示 : 不知火海総合調査報告 ; 下 〔編〕色川大吉
171-0-3190 水俣の啓示／不知火海総合調査報告 : 上 〔編〕色川大吉
171-0-3191 水俣の図 丸木位里, 丸木俊共同制作
171-0-3192 水俣の灯 藤野幸平
171-0-3193 水俣病 : 20年の研究と今日の課題 有馬澄雄編
171-0-3194 水俣病／水俣病研究会資料 富田八郎
171-0-3195 ミナマタ病三十年・国会からの証言 馬場のぼる
171-0-3196 『水俣病・授業実践のために』／学習・資料集 水俣芦北公害研究サークル
171-0-3197 水俣病自主交渉川本裁判資料集 川本裁判資料集編集委員会編集
171-0-3199 わが死民／水俣病闘争 〔編〕石牟礼道子
171-0-3200 水俣病と世界の水銀汚染 原田正純
171-0-3205 離礁 : 水俣病対策に取り組んで 吉井正澄
171-0-3206 わが映画発見の旅／不知火海水俣病元年の記録 土本典昭
171-0-3222 沈黙の海 : 水俣病弁護団長のたたかい 千場茂勝
171-0-3226 新潟水俣病をめぐる制度・表象・地域 関礼子
171-0-3231 沈黙の海 : 水俣病弁護団長のたたかい 千場茂勝
171-0-3233 水俣病を伝える : 豊饒の浜辺から ; 第二集 水俣病センター相思社編集
171-0-3234 The Pathology of Minamata Disease : A Tragic Story of Water Pollution 武内忠男, 衞藤光明
171-0-3235 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 矢吹紀人 ; 〔企画・編集〕水俣病被害者の活動を支援する東京の会編集委員会
171-0-3238 金と水銀／私の水俣学ノート 原田正純
171-0-3239 苦海浄土／わが水俣病 石牟礼道子
171-0-3240 公害の政治学／水俣病を追って 宇井純
171-0-3241 魚湧く海 〔編〕水俣病患者連合
171-0-3243 証言水俣病 〔編〕栗原彬
171-0-3244 祖さまの郷土 水俣から/ 砂田明 砂田明
171-0-3245 奈落の舞台回し／前水俣市長吉井正澄聞書 吉井正澄 [述] ; 進藤卓也著
171-0-3246 新潟水俣病の三十年 : ある弁護士の回想 坂東克彦
171-0-3247 ノーモアミナマタの開拓者たち : 明日を語って 丸山和彦
171-0-3248 慢性水俣病・何が病像論なのか 原田正純
171-0-3249 水俣海の樹 芥川仁写真 ; 藤本寿子文
171-0-3250 水俣市民は水俣病にどう向き合ったか 〔編〕「私にとっての水俣病」編集委員会
171-0-3251 水俣病 原田正純

5



水俣病情報センター第１資料室所蔵　水俣病関連書籍一覧【2022/03/01現在】

登録番号 書名 著者等
171-0-3252 水俣病関係資料集 〔編〕熊本民医連記録集編集委員会
171-0-3253 水俣病事件四十年 宮澤信雄
171-0-3254 水俣病事件と法 富樫貞夫
171-0-3255 水俣病闘争の軌跡 : 黒旗の下に 池見哲司
171-0-3256 水俣病日記 : 水俣病の謎解きに携わった研究者の記録から 徳臣晴比古
171-0-3257 水俣病の科学 西村肇, 岡本達明
171-0-3258 水俣病は終っていない 原田正純
171-0-3259 我は雨もいとわず段草を切る : 水俣病を生きた不知火海一漁師の日記 森千代喜 ; 〔編〕最首悟, 山之内萩子
171-0-3262 水銀(みずがね) : 第二集／田中アサヲさんと水俣病 〔編〕松本勉
171-0-3266 世界 ; 2000年7月号 〔編〕岩波書店
171-0-3357 アサヒグラフ ; The Asahigraph : 水俣病40年 1996年10月11日号 朝日新聞社
171-0-3365 青と緑 : 環境問題を考える総合誌 ; 1972年12月号 楓出版社
171-0-3366 青と緑 : 環境問題を考える総合誌 ; 1974年8月号 楓出版社
171-0-3370 月刊地域闘争 ; 1981年10月号 ロシナンテ社
171-0-3371 公害／対策と行政 : 1970年10月号 〔編〕防災研究資料センター
171-0-3373 財界／1973年5月15日号 財界研究所
171-0-3374 思想の科学／第78号 : 水俣の現在 思想の科学社
171-0-3375 実業之日本／1963年2月15日号 大日本実業学会
171-0-3388 法律時報 : 1960年2月号 日本評論社
171-0-3389 法律時報 : 臨時増刊 第44巻5号 (1972年4月号)／公害裁判 ; 第2集 日本評論社
171-0-3390 法律時報 : 臨時増刊 第45巻3号 (1973年2月号)／水俣病裁判(公害裁判 ; 第3集) 日本評論社
171-0-3391 水俣 : No.1／工場誘致条例は住民の為になるか 1968年2月号 自治労水俣市職労地方自治研究会
171-0-3392 千鳥巣 No.1／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3393 千鳥巣 No.2／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3394 千鳥巣 No.3／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3395 千鳥巣 No.4／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3396 千鳥巣 No.5／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3397 千鳥巣 No.6／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3398 千鳥巣 No.7／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3399 千鳥巣 No.8／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3400 千鳥巣 No.9／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3401 千鳥巣 No.10／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3402 千鳥巣 No.11／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3403 千鳥巣 No.12／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3404 千鳥巣 No.13／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3405 千鳥巣 No.14／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3406 千鳥巣 No.15／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3407 千鳥巣 No.16／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3408 千鳥巣 No.17／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3409 千鳥巣 No.18／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3410 千鳥巣 No.19／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3411 千鳥巣 No.20／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3412 千鳥巣 No.21／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3413 千鳥巣 No.22／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3414 千鳥巣 No.23／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3415 千鳥巣 No.24／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3416 千鳥巣 No.25／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3417 千鳥巣 No.26／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3418 千鳥巣 No.26／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3419 千鳥巣 No.27／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3420 千鳥巣 No.28／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3421 千鳥巣 No.29／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
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171-0-3422 千鳥巣 No.30／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3423 千鳥巣 No.31／郷土文化誌 水俣芦北文化誌の会
171-0-3424 現代の記録 : 創刊号 水俣文学研究会
171-0-3444 いっちうんめぇ水らった／聞き書き・新潟水俣病 〔編〕新潟水俣病聞き書き集制作委員会
171-0-3458 対談・気がついたらトップランナー／小さな地球・水俣 吉井正澄, 上甲晃
171-0-3463 Minamata disease 原田正純
171-0-3464 Mercury hazards to fish, woldlife, and intertebrates／A synoptic review Ronald Eisler
171-0-3478 ノーモアみなまた／水俣病問題資料集 No.4 水俣現地調査実行委員会資料集編集委員会
171-0-3479 ノーモアみなまた／水俣病問題資料集 水俣現地調査実行委員会資料編集委員会
171-0-3481 水俣病のあらまし／1994年10月改訂 〔編〕水俣市役所福祉生活部環境課
171-0-3482 水俣病のあらまし年表 環境創造みなまた実行委員会
171-0-3483 患者とともに歩んで／水俣病と民医連 熊本県民主医療機関連合会
171-0-3485 水俣パンフ '83／水俣病事件、理解のために 水俣病センター相思社
171-0-3486 水俣病・この悲劇をくり返さないために／ミナマタ・スリーデーズ・トーク 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-3487 アジアの声／Voice of Asia : 第52号「今、水俣をどうとらえるか」 上智大学経済学部山田研究室
171-0-3489 季刊不知火 1／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3490 季刊不知火 2／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3491 季刊不知火 3／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3492 季刊不知火 4／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3493 季刊不知火 5／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3494 季刊不知火 6／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3495 季刊不知火 7／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3496 季刊不知火 8／いま水俣は 〔編〕砂田明
171-0-3508 水俣学研究序説 原田正純, 花田昌宣編 ; 大野哲夫 [ほか執筆]
171-0-3509 不知火／石牟礼道子のコスモロジー 石牟礼道子
171-0-3510 水俣学講義 ; 第1集 〔編著〕原田正純
171-0-3512 不知火 : 新作能／Shiranui　（本＋ＤＶＤ＋能本） 石牟礼道子
171-0-3519 水俣の経験と記憶／問いかける水俣病 丸山定巳 [ほか] 編
171-0-3531 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3532 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3548 水俣学研究序説 原田正純, 花田昌宣編 ; 大野哲夫 [ほか執筆]
171-0-3549 水俣 : 桑原史成写真全集 ; 1 桑原史成
171-0-3550 水俣病論争のすすめ／水俣病研究 〔編〕水俣病研究会
171-0-3552 水俣病論争のすすめ／水俣病研究3 〔編〕水俣病研究会
171-0-3555 水俣病を伝える : 豊饒の浜辺から ; 第三集 水俣病センター相思社編集
171-0-3556 安田の唄の参ちゃん／瓦職人・新潟水俣病未認定患者渡辺参治さんの聞き書き 里村洋子
171-0-3557 絵で見る水俣病／改訂版 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-3599 桑原史成写真全集／水俣 桑原史成
171-0-3615 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3623 残照不知火／吉津隆勝第六詩集 吉津隆勝
171-0-3624 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3638 今水俣がよびかける／水俣病センター相思社30周年記念座談会の記録 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-3639 もう一つのこの世を目指して／水俣病センター相思社30年の記録 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-3665 水銀(みずがね) : 第三集／坂本フジエさんと水俣病 〔編〕松本勉
171-0-3666 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3667 Pagpapaliwanag ng Sakit na Minamata／Illustrated Minamata Disease : 絵で見る水俣病 水俣病センター相思社
171-0-3679 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3680 水俣からの想像力 : 問いつづける水俣病 丸山定巳, 田口宏昭, 田中雄次　編
171-0-3711 ミナマタ病三十年・国会からの証言 馬場のぼる
171-0-3712 水俣病／神原蔵書版 神原武
171-0-3714 「存在の現れ」の政治 : 水俣病という思想 栗原彬
171-0-3716 石牟礼道子全集 ; 不知火 :第12巻 ; 天湖ほか 石牟礼道子
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登録番号 書名 著者等
171-0-3720 ミナマタ病三十年・国会からの証言 馬場のぼる
171-0-3730 阿賀よ伝えて／103人が語る新潟水俣病 〔編〕新潟水俣病40周年記念誌出版委員会
171-0-3738 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-3739 水俣病 : 有機水銀中毒に関する研究 〔編〕忽那将愛

171-0-3766
カナダの元祖・森人たち (オジブワ・ファースト・ネーションズ) : グラシイ・ナロウズとホワイトドッグの先住民 : 『カナダのミナマ
タ?!』映像野帖 あん・まくどなるど, 〔写真・文・訳〕礒貝浩

171-0-3769 水俣学講義 ; 第2集 〔編著〕原田正純
171-0-3774 新たにわかってきた水俣病のはなし 〔編〕NPOみなまた
171-0-3783 石牟礼道子全集 ; 不知火 : 第11巻 ;  水はみどろの宮, 『水はみどろの宮』をめぐって, エッセイほか 石牟礼道子
171-0-3790 水俣病の真実 : 被害の実態を明らかにした藤野糺医師の記録 矢吹紀人
171-0-3798 水俣病の真実 : 被害の実態を明らかにした藤野糺医師の記録 矢吹紀人
171-0-3799 わが死民／水俣病闘争 : (復刻・シリーズ1960/70年代の住民運動) 石牟礼道子
171-0-3804 水俣学講義 ; 第1集 〔編著〕原田正純
171-0-3817 水銀(みずがね) : 第一集／おツヤ婆さんと水俣病 〔編〕松本勉
171-0-3818 阿賀よ忘れるな／新潟水俣病第二次闘争の記録 : 公害根絶をめざす人間の尊厳をかけた闘い 新潟水俣病被害者の会, 新潟水俣病共闘会議
171-0-3819 水俣 : 現状と展望 : 日本環境会議報告集 ; 第4回 〔編〕日本環境会議
171-0-3820 慢性水俣病・何が病像論なのか 原田正純
171-0-3821 裁かれるのは誰か 原田正純
171-0-3822 聞書水俣民衆史 : 明治の村 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-3823 聞書水俣民衆史 : 村に工場が来た 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-3824 聞書水俣民衆史 : 村の崩壊 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-3825 聞書水俣民衆史 : 合成化学工場と職工 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-3826 聞書水俣民衆史 : 植民地は天国だった 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-3828 水俣病患者とともに／日吉フミコ 闘いの記録 松本勉, 上村好男, 中原孝矩編
171-0-3829 水俣病裁判 : 人間の尊厳をかけて 〔編〕水俣病被害者・弁護団全国連絡会議
171-0-3830 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 〔編〕「熊本県民医連の水俣病闘争の歴史」編集委員会編
171-0-3831 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 矢吹紀人 ; 〔企画・編集〕水俣病被害者の活動を支援する東京の会編集委員会
171-0-3832 水俣・アニミズム・エコロジー : 6 魂の巻 コレクション鶴見和子曼荼羅 鶴見和子
171-0-3833 水銀汚染を追って18年／新潟水俣病研究会からの報告 河辺医院附属環境医学研究室
171-0-3850 水俣病の医学 : 病像に関するQ&A 〔編〕水俣病医学研究会
171-0-3875 Days Japan = 発刊2周年記念号 デイズジャパン
171-0-3877 水俣病誌 川本輝夫著 ; 久保田好生 [ほか] 編
171-0-3879 石牟礼道子全集 ; 不知火 : 第10巻 ; 食べごしらえ おままごとほか 石牟礼道子
171-0-3880 映画は生きものの仕事である : 私論・ドキュメンタリー映画 ; 新装版 土本典昭
171-0-3881 逆境のなかの記録 ; 新装版 土本典昭
171-0-3932 水俣学ブックレット ; 3 = 水俣を歩き、ミナマタに学ぶ : ガイドブック 熊本学園大学水俣学研究センター編著
171-0-3934 新潟水俣病問題 : 加害と被害の社会学 ; 新版 飯島伸子, 船橋晴俊
171-0-3936 愛しき水俣に生きる : 訪問看護の源から 宮崎和加子
171-0-3937 石牟礼道子全集 ; 不知火 : 第9巻 ; 十六夜橋ほか 石牟礼道子
171-0-3938 水俣学ブックレット ; 1 = 水俣再生への道 : 谷川健一講演録 谷川健一
171-0-3939 水俣学ブックレット ; 2 = 負の遺産から学ぶ : 坂本しのぶさんと語る 原田正純
171-0-3948 阿賀のお地蔵さん 涌嶋, 克己(Wakkun)〔絵と文〕
171-0-3951 水俣病の科学 ; 増補版 西村肇, 岡本達明
171-0-3962 水俣病 原田正純
171-0-3975 水俣病を伝える : 豊饒の浜辺から ; 第四集 水俣病センター相思社編集
171-0-3976 水俣病研究 ; 4 : 水俣病関西訴訟最高裁判決をめぐって 水俣病研究会編
171-0-3977 市民がひらく『水俣』出前授業／『水俣』を伝えるって、なあに 「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク
171-0-3978 いま、「水俣」を伝える意味／水俣学の視座から 〔編〕「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク
171-0-3979 私たちにとっての「水俣」／市民がになう「水俣」 〔編〕「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク
171-0-3981 阿賀の記憶／映画パンフレット 町野民, P.O.Pネットワークス
171-0-3984 生命と環境の共鳴 : 熊本大学生命倫理研究会論集 ; 5 〔編〕高橋隆雄
171-0-4028 水俣病救済における司法の役割 : すべての水俣病被害者の救済をめざして 〔編〕水俣病訴訟弁護団
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登録番号 書名 著者等
171-0-4030 都市問題 ; 2006年8月号 東京市政調査会
171-0-4046 月刊むすぶ no.425 : 自治・ひと・くらし ロシナンテ社
171-0-4059 おらはおっだ!／95水俣・夏の元気ワークショップの記録 成沢富雄記録 ; 高崎明まとめ
171-0-4060 自立へのたびだち／水俣「みちことオーサ」上映会報告集 〔編〕「みちことオーサ」上映実行委員会
171-0-4125 水銀(みずがね) : 第四集／松田ケサキクさんと水俣病 〔編〕松本勉
171-0-4143 苦海浄土 : 第2部 神々の村 石牟礼道子
171-0-4144 石牟礼道子の世界 〔編〕岩岡中正
171-0-4145 水俣の赤い海 原田正純
171-0-4153 苦海浄土 (くがいじょうど) : わが水俣病 新装版 石牟礼道子
171-0-4154 新潟水俣病のあらまし 〔編〕新潟県福祉保健部生活衛生課
171-0-4174 水俣病 : その歴史と対策 環境庁環境保健部
171-0-4210 水俣胎児との約束 : 医師・板井八重子が受けとったいのちのメッセージ 矢吹紀人
171-0-4236 「水俣病問題に係る懇談会」提言書 水俣病問題に係る懇談会
171-0-4248 水俣胎児との約束 : 医師・板井八重子が受けとったいのちのメッセージ 矢吹紀人
171-0-4250 公害の原点 : 水俣病について学ぶ 鹿児島県環境生活部環境政策課
171-0-4253 水俣病の50年 : 今それぞれに思うこと 〔編〕水俣病公式確認五十年誌編集委員会
171-0-4279 水俣病の50年 : 今それぞれに思うこと 〔編〕水俣病公式確認五十年誌編集委員会
171-0-4287 水俣病 : その歴史と対策 環境庁環境保健部
171-0-4308 水俣学講義 ; 第3集 〔編著〕原田正純
171-0-4309 水俣病50年／「過去」に「未来」を学ぶ 水俣病50年取材班編著
171-0-4311 水俣病50年 : 報道写真集 〔編〕熊本日日新聞社編集局
171-0-4312 部落解放研究くまもと : 第26号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4313 部落解放研究くまもと : 第27号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4314 部落解放研究くまもと : 第32号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4315 部落解放研究くまもと : 第46号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4316 部落解放研究くまもと : 第52号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4317 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-4328 論座 2006年6月号／国立大全学長アンケート 朝日新聞社
171-0-4330 水俣展／水俣展総合パンフレット ; Minamata exhibition 水俣フォーラム
171-0-4331 水俣・東京展／Minamata Tokyo exhibition : 水俣・東京展総合パンフレット 水俣・東京展実行委員会
171-0-4335 PENYAKIT MINAMATA DALAM GAMBAR 水俣病センター相思社
171-0-4336 Pagpapaliwanag ng Sakit na Minamata／Illustrated Minamata Disease : 絵で見る水俣病 水俣病センター相思社
171-0-4342 Methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan : understanding of Minamata disease 滝澤行雄 ; 納光弘
171-0-4343 Methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan : understanding of Minamata disease 滝澤行雄 ; 納光弘
171-0-4347 チッソ支援の政策学／政府金融支援措置の軌跡 永松俊雄
171-0-4373 豊かさと棄民たち : 水俣学事始め : 双書時代のカルテ 原田正純
171-0-4374 ノーモア・ミナマタ 〔編〕北岡秀郎, 水俣病不知火患者会, ノーモア・ミナマタ国賠訴訟弁護団
171-0-4377 水俣学ブックレット ; 4 = 水俣病事件と認定制度 宮澤信雄 ; 〔編〕熊本学園大学水俣学研究センター

171-0-4378 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 5 = Walk in Minamata, learn from Minamata
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-4381 写真集「水俣を見た7人の写真家たち」 桑原史成 ほか

171-0-4382 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 5 = Walk in Minamata, learn from Minamata
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-4383 水俣学ブックレット ; 4 = 水俣病事件と認定制度 宮澤信雄 ; 熊本学園大学水俣学研究センター編
171-0-4384 水俣学講義 ; 第3集 〔編著〕原田正純
171-0-4392 本田啓吉先生遺稿・追悼文集 本田啓吉[ほか著] ; 本田啓吉先生遺稿・追悼文集刊行会編
171-0-4393 本田啓吉先生遺稿・追悼文集 本田啓吉[ほか著] ; 本田啓吉先生遺稿・追悼文集刊行会編
171-0-4402 水俣学ブックレット ; 4 = 水俣病事件と認定制度 宮澤信雄 ; 〔編〕熊本学園大学水俣学研究センター

171-0-4403 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 5 = Walk in Minamata, learn from Minamata
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-4410 ごんずい／gonzui　特別記念号特集 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-4414 生ける人形の告発／水俣病15年の記録 首藤留夫
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登録番号 書名 著者等
171-0-4423 「水俣」の言説と表象 〔編〕小林直毅 ; 伊藤守 ほか
171-0-4456 「水俣」の言説と表象 〔編〕小林直毅 ; 伊藤守 ほか
171-0-4458 石牟礼道子全集 ; 不知火 : 第13巻 ; 春の城, 『春の城』をめぐって 石牟礼道子
171-0-4461 アサヒグラフ／The Asahigraph : 水俣病40年 1996年10月11日号 朝日新聞社
171-0-4471 水俣への回帰 原田正純
171-0-4483 水俣五〇年／ひろがる「水俣」の思い 〔編〕最首悟, 丹波博紀
171-0-4488 『水俣病・授業実践のために』 : 学習・資料集 〔編〕水俣芦北公害研究サークル
171-0-4489 『水俣病・授業実践のために』 : 学習・資料集 〔編〕水俣芦北公害研究サークル
171-0-4519 葦北に生きる希望をつくる／平成19年度水俣病情報発信シンポジウム 芦北町環境衛生課
171-0-4520 僕が写した愛しい水俣 塩田武史
171-0-4534 Minamataに学ぶ海外／水銀削減 〔編〕井芹道一
171-0-4538 水俣学ブックレット ; 6 = 水俣病小史 〔編〕高峰武, 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-4548 水俣学ブックレット ; 6 = 水俣病小史 〔編〕高峰武, 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-4553 水俣から、未来へ 〔編〕熊本日日新聞社
171-0-4556 Aera = アエラ : 2008年6月16日号 朝日新聞社編
171-0-4557 水俣病 その歴史と教訓2007 〔編〕水俣市立水俣病資料館
171-0-4563 水俣フォーラムNEWS 水俣フォーラム編集
171-0-4574 水俣湾環境復元事業の概要 熊本県
171-0-4597 水俣学講義 ; 第3集 〔編著〕原田正純

171-0-4603 アサヒグラフ : The Asahigraph ; 坂本しのぶさん世界に訴える(ストックホルム・国連人間環境会議への旅) 1972年6月30日号 朝日新聞社
171-0-4616 水俣病を伝える : 豊饒の浜辺から ; 第五集 水俣病センター相思社編集
171-0-4617 メチル水銀を水俣湾に流す 入口紀男
171-0-4620 メチル水銀を水俣湾に流す 入口紀男
171-0-4625 マイネカルテ : 原田正純聞書 原田正純 [述] ; 石黒雅史
171-0-4629 水俣学講義 ; 第4集 〔編著〕原田正純
171-0-4640 石牟礼道子全集 ; 不知火 : 第14巻 ; 短篇小説・批評, エッセイほか 石牟礼道子
171-0-4644 うたせ船で水俣病を学ぶ講座&シンポジウム : 芦北から不知火海のよみがえりを考える 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-4647 うたせ船で水俣病を学ぶ講座&シンポジウム : 芦北から不知火海のよみがえりを考える 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-4653 月刊スティグマ 第153号 : 2009.3月号 ; 特集 水俣・千葉展から水俣へ 千葉県部落問題啓発センター ; 阿部大成
171-0-4654 うたせ船で水俣病を学ぶ講座&シンポジウム : 芦北から不知火海のよみがえりを考える 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-4659 月刊スティグマ 第153号 : 2009.3月号 ; 特集 水俣・千葉展から水俣へ 千葉県部落問題啓発センター ; 阿部大成
171-0-4661 月刊スティグマ 第154号 : 2009.4月号 ; 特集 千葉のワーカーズ・コレクティブショップ 千葉県部落問題啓発センター ; 阿部大成
171-0-4666 回顧録 : 水俣病の病理学的研究を中心として 衞藤光明
171-0-4674 月刊スティグマ 第155号 : 2009.5月号 ; 特集 隔離差別教育とたたかう 千葉県部落問題啓発センター ; 阿部大成
171-0-4675 水俣のこころ 浅見洋子
171-0-4706 水俣病にみる国家の犯罪 馬場昇
171-0-4714 シンポジウム水俣病事件報道を検証する / マス・コミュニケーション研究 ; 71 日本マス・コミュニケーション学会
171-0-4723 宝子たち / 胎児性水俣病に学んだ50年 原田, 正純
171-0-4732 水俣学研究センター資料叢書2　水俣病と学校教育 : 水俣病事件研究交流集会 若手セッションの記録 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-4733 水俣学研究センター資料叢書3 復刻 水俣病論文三部作（1963-1964年) 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-4735 水俣学研究 = Journal of Minamata studies　創刊号 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-4742 なぜ水俣病は解決できないのか 東島, 大
171-0-4743 水俣から未来を見つめて : part2 水俣病裁判提訴40周年・記念誌編集委員会編
171-0-4746 水俣・ほっとはうすにあつまれ! 〔編〕加藤たけ子, 小峯光男
171-0-4749 孤闘 緒方, 正実
171-0-4760 水俣・ほっとはうすにあつまれ! 〔編〕加藤たけ子, 小峯光男
171-0-4761 水俣・ほっとはうすにあつまれ! 〔編〕加藤たけ子, 小峯光男
171-0-4773 水俣学ブックレット ; 8 = 失敗の教訓を活かす : 持続可能な水俣・芦北地域の再構築 宮北隆志著 ; 熊本学園大学水俣学研究センター編
171-0-4790 うたせ船で水俣病を学ぶ講座&講演会 : 命にぎわう海から 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-4795 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-4796 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
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171-0-4798 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-4799 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-4800 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等
171-0-4826 水俣病10の知識 水俣市立水俣病資料館
171-0-4909 部落解放研究くまもと ; 第60号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4910 部落解放研究くまもと ; 第51号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4911 部落解放研究くまもと ; 第52号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4912 部落解放研究くまもと ; 第55号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4913 部落解放研究くまもと ; 第57号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4914 部落解放研究くまもと ; 第58号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-4955 公害患者への接近 : 水俣病患者の調査から 北岡秀郎著
171-0-5000 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-5157 部落解放研究くまもと ; 第61号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5158 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-5309 部落解放研究くまもと ; 第50号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5323 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室編
171-0-5324 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室編
171-0-5325 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室編
171-0-5326 水俣病裁判全史 : 総論編 ; 第1巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5327 水俣病裁判全史 : 責任編 ; 第2巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5328 水俣病裁判全史 : 運動編 ; 第4巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5329 水俣病裁判全史 : 運動編 ; 第4巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5330 水俣病裁判全史 : 総括編 ; 第5巻 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5331 水俣病裁判全史 : 総括編別冊 (水俣病略年表) ; 第5巻別冊 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議〔編〕
171-0-5332 水俣病にたいする企業の責任 : チッソの不法行為 水俣病研究会
171-0-5343 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5397 水俣の教訓を福島へ : 水俣病と原爆症の経験をふまえて 原爆症認定訴訟熊本弁護団編著
171-0-5398 ノーモア・ミナマタ : 解決版 北岡秀郎, 水俣病不知火患者会, ノーモア・ミナマタ国賠等訴訟弁護団編著
171-0-5410 部落解放研究くまもと ; 第62号 熊本県部落解放研究会編
171-0-5416 抜萃のつゞり ; その71 熊平製作所
171-0-5418 水俣みずの樹 藤本　寿子
171-0-5437 水俣みずの樹 藤本　寿子
171-0-5438 空海浄土　（池澤夏樹　個人編集　世界文学全集　Ⅲ-4） 石牟礼道子
171-0-5440 みなまたは終わっていない　水俣病に苦しむ人たちと寄り添う医療者たちの証言 2009～2010 全日本民主医療機関連合会
171-0-5452 水俣学ブックレット　No６　水俣病小史 高峰武著 ; 熊本学園大学水俣学研究センター編
171-0-5463 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課 企画・編集
171-0-5470 水俣学ブックレット　No６　水俣病小史 高峰武著 ; 熊本学園大学水俣学研究センター編
171-0-5471 部落解放研究くまもと ; 第63号 ［編］熊本県部落解放研究会
171-0-5475 時代を聞く 池田理知子　田仲康博
171-0-5496 水俣学講義 ; 第5集 原田正純、花田昌宣
171-0-5497 環境被害のガバナンス　水俣から福島へ 永松俊雄
171-0-5499 原田正純　追悼集　この道を－水俣から 熊本日日新聞社／編
171-0-5507 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-5508 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-5509 石牟礼道子全集・不知火 石牟礼道子
171-0-5510 チッソで働いた蟻のつぶやき 中村和博
171-0-5512 ノーモア・ミナマタ訴訟記録集　3巻セット ノーモア・ミナマタ訴訟記録集編集委員会
171-0-5514 Minamata Bay 1932 Norio Iriguchi
171-0-5518 水俣病と労働者-チッソ水俣の労働者は水俣病とどう向きあったのか‐ 石田博文
171-0-5548 光り海 坂本直充
171-0-5550 蘇生した魂をのせて 石牟礼道子
171-0-5557 水俣1974－2013　－水俣よ　サヨウナラ、コンニチワ－ 小柴一良
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171-0-5567 しん地巡歴 堀田宣之
171-0-5570 棄却・「患者切捨への反撃」　※禁帯出※ 「患者切捨への反撃」編集委員会／編
171-0-5571 新潟水俣病未認定患者の生活と被害－社会学的調査報告－　※禁帯出※ 東京都立大学人文学部・飯島伸子研究室／法政大学社会学部・船橋晴俊研究室
171-0-5572 水俣病患者補償に関する調査報告（１）～（４）　※禁帯出※ 富樫貞夫／丸山定巳
171-0-5573 棄却・「患者切捨への反撃」　※禁帯出※ 「患者切捨への反撃」編集委員会／編
171-0-5574 国・熊本県の責任を断罪した　水俣病第３次訴訟判決　※禁帯出※ 水俣病訴訟弁護士団／編
171-0-5575 国・熊本県の責任を断罪した　水俣病第３次訴訟判決　※禁帯出※ 水俣病訴訟弁護士団／編
171-0-5576 国・熊本県の責任を断罪した　水俣病第３次訴訟判決　※禁帯出※ 水俣病訴訟弁護士団／編
171-0-5577 再び国・熊本県の責任を断罪した　水俣病第３次訴訟判決　熊本地方裁判所　第２陣　※禁帯出※ 水俣病訴訟弁護団／編
171-0-5578 水俣病問答集　※禁帯出※ 熊本県水俣病相談事務所／編
171-0-5579 水俣病問答集 熊本県水俣病相談事務所／編
171-0-5580 水俣病問答集 熊本県水俣病相談事務所／編
171-0-5590 水俣病の景観史研究にむけた予察 下田健太郎
171-0-5596 福岡高裁が断罪した　患者切り捨ての構造　※禁帯出※ 水俣病訴訟弁護団／編
171-0-5625 水俣病関係資料集 熊本民医連記録集編集委員会
171-0-5626 水俣病関係資料集 熊本民医連記録集編集委員会
171-0-5627 水俣病関係資料集 熊本民医連記録集編集委員会
171-0-5628 水俣病 : 20年の研究と今日の課題 有馬澄雄／編
171-0-5629 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課　企画／編集
171-0-5630 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課　企画／編集
171-0-5631 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課　企画／編集
171-0-5632 うたせ船で水俣病を学ぶ講座 芦北町役場環境衛生課　企画／編集
171-0-5633 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病と向きあった労働者の軌跡 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-5634 水俣病問題の概要　※禁帯出※ 衆議院調査局環境調査室／編
171-0-5635 認定制度への挑戦　※禁帯出※ 水俣病研究会／編
171-0-5636 水俣病にたいする企業の責任　※禁帯出※ 水俣病研究会／編
171-0-5637 水俣病にたいするチッソ・行政・医学の責任　※禁帯出※ 水俣病研究会／編
171-0-5638 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5639 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5640 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5641 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5642 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5643 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5644 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5645 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-5661 のさり　水俣漁師、杉本家の記憶より 藤崎童子
171-0-5662 患者さんが教えてくれた　水俣病と原田正純先生 外尾誠
171-0-5663 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水銀ゼロをめざす世界　水銀条約と日本の課題 熊本学園大学水俣学研究センター　中地重晴
171-0-5665 保存版　八代・水俣・葦北の今昔 (監修)麦島　勝
171-0-5671 水俣病の科学 西村肇, 岡本達明
171-0-5694 葭の渚　石牟礼道子自伝 石牟礼道子
171-0-5716 患者さんが教えてくれた　水俣病と原田正純先生 外尾誠
171-0-5717 よかたい先生　水俣から世界を見続けた医師　原田正純 三枝三七子
171-0-5719 宇井純セレクション１　原点としての水俣病 宇井純
171-0-5720 宇井純セレクション２　公害に第三者はない 宇井純
171-0-5721 宇井純セレクション３　加害者からの出発 宇井純
171-0-5732 心とからだに聴く話 原田正純
171-0-5747 心とからだに聴く話 原田正純
171-0-5831 水俣病問題の概要　※禁帯出※ 衆議院調査局環境調査室／編
171-0-5836 水俣学研究 = Journal of Minamata studies　足立明先生追悼号 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5859 遺言　対談と往復書簡 志村ふくみ、石牟礼道子
171-0-5860 原田正純の道 佐高信
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171-0-5861 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣からのレイトレッスン 熊本学園大学水俣学研究センター

171-0-5863
英語版・日本語版　ノーモア・ミナマタ　司法による解決の道　Court Battles over a Pollution-Related Disease The Case of
Minamata Disease

(編)水俣病不知火患者会、ノーモア・水俣国賠等訴訟弁護団、ノーモア・ミナマタ編集委員会
(監訳)鳥飼香代子、土肥勲嗣

171-0-5864 花の億土へ 石牟礼道子
171-0-5865 KAWADE道の手帖　石牟礼道子　魂の言葉、いのちの海 石牟礼道子
171-0-5867 写真で読む　水俣を忘れない 桑原史成
171-0-5905 ここすぎて　水の径 石牟礼道子
171-0-5906 日本文学全集24　石牟礼道子 石牟礼道子
171-0-5907 いま、「水俣」を伝える意味　原田正純講演録 「水俣」を子どもたちに伝えるネットワーク、多田治、池田理知子
171-0-5935 部落解放研究くまもと : 第26号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5936 部落解放研究くまもと : 第27号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5937 部落解放研究くまもと : 第32号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5938 救現
171-0-5947 部落解放研究くまもと ; 第70号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5948 部落解放研究くまもと ; 第68号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5949 部落解放研究くまもと ; 第67号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5950 部落解放研究くまもと ; 第64号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5954 水俣学研究 = Journal of Minamata studies　原田正純先生追悼号 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5955 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5956 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5957 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5958 水俣学研究 = Journal of Minamata studies　創刊号 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5963 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣からのレイトレッスン 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-5964 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病と向きあった労働者の軌跡 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-5965 熊本学園大学・水俣学ブックレット　いのちをつなぐ　～水俣、福島、東北～ 熊本学園大学水俣学研究センター　花田昌宣、中地重晴（編）
171-0-5966 水俣病（中国語版） 原田正純
171-0-5967 水俣病（中国語版） 原田正純
171-0-5985 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病６０年の歴史の証言と今日の課題 花田昌宣　中地重晴（編）
171-0-5987 終わっとらんばい! ミナマタ: 看護師・山近峰子が見つめた水俣病 矢吹 紀人
171-0-5993 部落解放研究くまもと ; 第72号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-5997 水俣・女島の海に生きる　わが闘病と認定の半生 緒方正実　阿部浩　久保田好生　高倉史朗　牧野喜好
171-0-5998 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-5999 いのちの旅／「水俣学」への軌跡 原田正純

171-0-6000
岩波ブックレットNo.９４８　水俣病を知っていますか　公式確認から６０年　なぜ今も続いているのか？　人物とともにたどる事
件の軌跡 高峰　武

171-0-6001 ふたり　皇后美智子と石牟礼道子 高山　文彦
171-0-6002 水俣の海辺に「いのちの森」を 石牟礼道子　宮脇昭
171-0-6003 熊本学園大学・水俣学ブックレット　九州・熊本の産業遺産と水俣 熊本学園大学水俣学研究センター　中地重晴・花田昌宣（編）
171-0-6004 聖バーソロミュー病院１８６５年の症候群　有機水銀中毒症の発生は日本でも１９３２年には予見可能であった 入口紀男
171-0-6005 宇井純セレクション１　原点としての水俣病 宇井純
171-0-6006 宇井純セレクション２　公害に第三者はない 宇井純
171-0-6007 宇井純セレクション３　加害者からの出発 宇井純
171-0-6010 「じゃなかしゃば」　新しい水俣 吉井　正澄
171-0-6011 チッソ支援の政策学／政府金融支援措置の軌跡 永松俊雄
171-0-6012 資料から学ぶ水俣病　水俣病事件の基礎資料１５タイトル　相思社資料室　前編 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-6013 図解水俣病　水俣病歴史交証館展示図録 〔編〕水俣病センター相思社
171-0-6014 「じゃなかしゃば」　新しい水俣 吉井　正澄
171-0-6047 水俣・女島の海に生きる　わが闘病と認定の半生 緒方正実　阿部浩　久保田好生　高倉史朗　牧野喜好
171-0-6048 水俣・女島の海に生きる　わが闘病と認定の半生 緒方正実　阿部浩　久保田好生　高倉史朗　牧野喜好
171-0-6056 部落解放研究くまもと ; 第73号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6057 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病６０年の歴史の証言と今日の課題 花田昌宣　中地重晴（編）
171-0-6058 熊本学園大学・水俣学ブックレット　九州・熊本の産業遺産と水俣 熊本学園大学水俣学研究センター　中地重晴・花田昌宣（編）
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登録番号 書名 著者等
171-0-6064 環境被害のガバナンス 永松俊雄
171-0-6069 水俣病の病態に迫る　チッソ水俣病関西訴訟資料に基づいて 横田憲一
171-0-6070 評伝　石牟礼道子　渚に立つひと 米本浩二
171-0-6087 水俣を伝えたジャーナリストたち 平野恵嗣
171-0-6107 ＜水俣病＞事件の61年-未解明の現実を見すえて- 富樫貞夫
171-0-6108 ＜水俣病＞事件の61年-未解明の現実を見すえて- 富樫貞夫
171-0-6109 見捨てられた水俣病患者たち　救済を待つ人びと 水俣病不知火患者会、　北岡秀郎
171-0-6206 水俣病の病態に迫る　チッソ水俣病関西訴訟資料に基づいて 横田憲一
171-0-6209 環境白書　循環型社会白書/生物多様性白書　地域循環共生圏の創出による　持続可能な地域づくり　平成30年度版 環境省

171-0-6215 いま何が問われているか　水俣病の歴史と現在
花田昌宣、久保田好生（編）　高峰武、矢作正、久保田好生、中地重晴、森下直紀、除本理
史、多田治、　白木喜一郎、田嶋いづみ、花田昌宣（著）

171-0-6219 部落解放研究くまもと ; 第75号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6228 回顧録 : 水俣病の病理学的研究を中心として 衞藤光明
171-0-6229 回顧録 : 水俣病の病理学的研究を中心として 衞藤光明
171-0-6232 水俣胎児との約束 : 医師・板井八重子が受けとったいのちのメッセージ 矢吹紀人
171-0-6234 水俣病訴訟判決資料集 (民事・行政) 環境庁環境保健部特殊疾病対策室／編
171-0-6247 8のテーマで読む水俣病 高峰武
171-0-6251 不知火の海にいのちを紡いで　すべての水俣病被害者救済と未来への責任 矢吹紀人(著)　水俣病不知火患者会（編）
171-0-6262 水俣病小史 二塚信
171-0-6267 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6281 桑原史成写真集　水俣事件　The Minamata Disaster Documentary Photographer Kuwabata Shisei 桑原史成
171-0-6293 8のテーマで読む水俣病 高峰武
171-0-6294 ＜水俣病＞事件の61年-未解明の現実を見すえて- 富樫貞夫
171-0-6295 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6296 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6297 部落解放研究くまもと ; 第76号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6309 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病を学ぶ、水俣の歩き方 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-6330 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6331 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6332 水俣学研究 = Journal of Minamata studies　原田正純先生追悼号 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6340 いっちうんめぇ水らった／聞き書き・新潟水俣病 〔編〕新潟水俣病聞き書き集制作委員会
171-0-6347 うたせ船で水俣病を学ぶ講座　第11回　過去・現在・未来・命紡ぐ海へ 芦北町住民生活課　環境対策係
171-0-6348 うたせ船で水俣病を学ぶ講座　第11回　過去・現在・未来・命紡ぐ海へ 芦北町住民生活課　環境対策係
171-0-6352 部落解放研究くまもと ; 第77号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6353 部落解放研究くまもと ; 第74号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6354 部落解放研究くまもと ; 第71号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6356 熊本学園大学・水俣学ブックレット　水俣病を学ぶ、水俣の歩き方 熊本学園大学水俣学研究センター
171-0-6363 うたせ船で水俣病を学ぶ講座　第11回　過去・現在・未来・命紡ぐ海へ 芦北町住民生活課　環境対策係
171-0-6371 うたせ船で水俣病を学ぶ講座　第9回　未来に残そう美しい不知火海 芦北町住民生活課　環境対策係
171-0-6373 水俣学研究 = Journal of Minamata studies 熊本学園大学水俣学研究センター ; 熊本学園大学水俣学研究編集委員会
171-0-6378 Recent advances in minamata disease studies : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; 高橋, 等　Tadao　Tsubaki,  Hitoshi Takahashi
171-0-6385 水俣病大学　第3期テキスト　第1分冊 認定NPO法人　水俣フォーラム
171-0-6386 水俣病大学　第3期テキスト　第3分冊 認定NPO法人　水俣フォーラム
171-0-6387 水俣病大学　第3期テキスト　第2分冊 認定NPO法人　水俣フォーラム
171-0-6389 たねをまいて 水俣市・水俣市立図書館
171-0-6405 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
171-0-6406 日本の歴史と人権問題 大阪人権歴史資料館
171-0-6407 水俣病大学　第1期テキスト 認定NPO法人　水俣フォーラム
171-0-6410 部落解放研究くまもと ; 第78号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6414 水俣学研究資料叢書Ⅴ　海録　女島に生きた漁民 岩本廣喜（著）、井上ゆかり（編）
171-0-6430 水俣学講義 ; 第4集 〔編著〕原田正純
171-0-6432 Ｗ. ユージンスミス　水俣　生　その神聖と冒涜　(W. Eugene Smith MINAMATA LIFE SACRED AND PROFANE) W. ユージン・スミス, アイリーン M. スミス
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登録番号 書名 著者等
171-0-6437 水俣病の民衆史 岡本達明
171-0-6441 水俣病の民衆史　第五巻　補償金時代1973-2003 岡本達明
171-0-6442 水俣病の民衆史 岡本達明
171-0-6443 水俣病の民衆史 岡本達明
171-0-6444 水俣病の民衆史 岡本達明
171-0-6446 水俣病の民衆史 岡本達明

171-0-6448 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 17 = A Walk to Learn about Minamata Disease
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-6450 道子の草文 石牟礼道子
171-0-6451 不敗のドキュメンタリー　水俣を撮りつづけて 土本典昭
171-0-6452 ていねいに生きて行くんだ　本のある生活 前山光則

171-0-6457 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 17 = A Walk to Learn about Minamata Disease
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-6458 水俣学ブックレット(Minamata Studies Booklet) ; 17 = A Walk to Learn about Minamata Disease
熊本学園大学水俣学研究センター(Open Research Center for Minamata Studies,
Kumamoto Gakuen University)

171-0-6459 部落解放研究くまもと ; 第79号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-6466 うたせ船で水俣病を学ぶ講座　第12回　しぜんと人・人と人　未来に向けたもやい直し 芦北町住民生活課　環境対策係
171-0-6470 常世の船を漕ぎて　熟成版 緒方正人、辻　信一
171-0-6475 水俣病　Y氏裁決放置事件資料集 有馬澄雄編
171-0-6476 生き続ける水俣病 井上ゆかり
171-0-6483 日本におけるメチル水銀中毒事件研究２０２０ 水俣病研究会
171-0-6505 水俣病の医学 : 病像に関するQ&A 〔編〕水俣病医学研究会
171-0-6517 部落解放研究くまもと ; 第80号 ［編］熊本県部落解放研究会
171-0-6525 図説　水俣病研究 熊本大学水俣病研究会
171-0-6536 水俣に生きた労働者―チッソと新日窒労組の59年 編　富田義典　花田昌宣　チッソ労働運動史研究会
171-0-6538 部落解放研究くまもと；第81号 ［編］熊本県部落解放研究会
171-0-6600 部落解放研究くまもと；第57号 〔編〕熊本県部落解放研究会
171-0-702 いま、水俣病は?／岩波ブックレット ; no.23 原田正純, 宮本憲一
171-0-703 水俣の啓示 : 不知火海総合調査報告 ; 下 色川大吉〔編〕
171-0-707 水俣病 : 20年の研究と今日の課題 有馬澄雄編
171-0-709 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 都留重人[ほか]編
171-0-710 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 都留重人[ほか]編
171-0-711 愛しかる生命いだきて／水俣の証言 〔編〕山本茂雄
171-0-712 水俣／縮刷版 〔編〕水俣病を告発する会
171-0-714 ミナマタ病三十年・国会からの証言 馬場のぼる
171-0-715 わが死民／水俣病闘争 〔編〕石牟礼道子
171-0-716 聞書水俣民衆史 : 村に工場が来た 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-717 聞書水俣民衆史 : 村の崩壊 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-718 聞書水俣民衆史 : 合成化学工場と職工 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-719 聞書水俣民衆史 : 植民地は天国だった 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-720 聞書水俣民衆史 : 明治の村 〔編〕岡本達明, 松崎次夫
171-0-721 下下戦記 吉田司
171-0-723 苦海浄土／わが水俣病 石牟礼道子
171-0-727 流民の都 石牟礼道子
171-0-728 水俣 '68-'72／深き淵より : 塩田武史写真報告 塩田武史
171-0-729 花帽子 : 坂本しのぶちゃんのこと／Shinobu-san : to gather a life 〔文〕石牟礼道子 ; 〔写真〕W・ユージン・スミス, アイリーンM・スミス
171-0-730 水俣 : 写真集 Smith, W. Eugene, ; Smith, Aileen Mioko ; 中尾, ハジメ[訳]
171-0-731 水俣 : 写真集 Smith, W. Eugene, ; Smith, Aileen Mioko ; 中尾, ハジメ[訳]
171-0-732 水俣 : 写真集 Smith, W. Eugene, ; Smith, Aileen Mioko ; 中尾, ハジメ[訳]
171-0-8 Minamata disease : methylmercury poisoning in Minamata and Niigata, Japan 椿, 忠雄 ; Irukayama, Katsuro
171-1-49051 地域人 第35号　特集　新しい水俣をつくる 地域構想研究所
171-1-49052 地域人 第35号　特集　新しい水俣をつくる 地域構想研究所
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