
松下竜一　蔵書目録

（１）松下竜一 著・共著

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

1
草の根通信ずいひつ集
（1995年8月273号～2003年6月367号）

松下竜一 2010 資料室 重要

2 疾風の人　ある草莽伝 松下竜一 朝日新聞社 1979 重要

3 あぶらげと恋文 松下竜一 径書房 1988 重要

4 右眼にホロリ 松下竜一 径書房 1988 重要

5 五分の虫、一寸の魂 松下竜一 教養文庫 1986 重要

6 私の転機
朝日新聞「こころ」の
ページ編

冬樹社 1981 重要

7 住民運動“私”論　実践者から見た自治の思想 中村紀一編 学陽書房 1976 重要

8
住民運動“私”論　実践者から見た自治の思想
（新版）

中村紀一編 創土社 2005 重要

9 私の子育て論 朝日新聞社会部編 朝日新聞社 1981 重要

10 私たちの涙で雪だるまが溶けた
チェルノブイリ支援
運動・九州

チェルノブイリ
支援運動・九州

1995 解説

11 わいわいドタバタ日記　歩みの会２５周年記念誌
歩みの会　25周年
記念誌編集委員会

歩みの会 1999 重要

12 いのちの叫び 藤原書店編集部編 藤原書店 2006 重要

13 いのちの叫び 藤原書店編集部編 藤原書店 2006 重要

14 あの日、あの味 月刊『望星』編
東海教育
研究所

2007 重要

15 昭和、あの日あの味 月刊『望星』編 新潮文庫 2010 重要

16 原子力は誰のものか オッペンハイマー 中公文庫 2002 解説

17
出会いの記憶
ゆふいん文化・記録映画祭の十年

『出会いの記憶』編
集委員会

海鳥社 2010 重要

18 ゴミにまみれて　清掃作業員青春苦悩編 坂本信一 ちくま文庫 2000 解説

19 いま原発「現地」から（80年代別冊4） 『80年代』編集部 野草社 1981 重要

20 脱原発・私の意見（80年代ＮＯ．38） 80年代 野草社 1987 重要

21
現代農業9月増刊
反核反原発ふるさと便り

現代農業 農文協 1988 重要

22
生き方・食い方・かせぎ方
いのちきセンセ奮戦の半生記抄

生き方・食い方・か
せぎ方

径書房 1983 重要

23
文藝1985年2月号
記憶の闇　甲山事件１９７４－１９８４

文藝 河出書房新社 1985 重要

24
群像2000年11月号
あの光源は　ＭＹ　ＡＴＬＡＳ

群像 講談社 2000 重要

25 現代童話Ⅴ　（松下・いのちの火）
今江祥智・山下明
生編

福武文庫 1991 重要

26 松下竜一文集　『九州人』（1968年～1973年） （新木安利編） ファイル 重要

27 松下竜一文集　『九州人』（1973年～1981年） （新木安利編） ファイル 重要

28 松下竜一文集　『九州人』（1985年～1999年） （新木安利編） ファイル 重要

（所蔵場所）資料室…郷土の作家資料室／閉架…2階閉架書庫
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

29 松下竜一さんを偲ぶ集い 草の根の会編 草の根の会 2004 重要

30
松下竜一編映画アルバム　1
（静かなる男、太陽は光り輝く、荒鷲の翼、他）

重要

31
松下竜一編映画アルバム　2
（花咲ける騎士道、青ひげ、ボルジア家の毒薬、
他）

重要

32
松下竜一編映画アルバム　3
（殺人狂時代、モダン・タイムズ、他）

重要

33
松下竜一編映画アルバム　4
（八月十五日夜の茶屋、バラの刺青、他）

重要

34
松下竜一編映画アルバム　5
（イヴの総て、裸足の伯爵夫人、ジュリアス・シー
ザー、他）

重要

35
松下竜一編映画アルバム　6
（白鯨、アフリカの女王、暴力教室、他）

重要

36
松下竜一編映画アルバム　7
（歴史は女で作られる、パリの気まぐれ娘、他）

重要

37
松下竜一編映画アルバム　8
（アパッチ砦、平原児、他）

重要

38
松下竜一編映画アルバム　9
（オクラホマ、旅情、悪魔のような女、ナポリの饗
宴、他）

重要

39
松下竜一編映画アルバム　10
（居酒屋、禁じられた遊び、ガラスの城、他）

重要

40
松下竜一編映画アルバム　11
（波止場、ベビイドール、群衆の中の一つの顔、
他）

重要

41
松下竜一編映画アルバム　12
（シェーン、追想、ジャンヌ・ダーク、他）

重要

42
松下竜一編映画アルバム　13
（夜の騎士道、夜ごとの美女、リラの門、他）

重要

43
松下竜一編映画アルバム　14
（ヘッドライト、遥かなる国から来た男、幸福への
招待、他）

重要

44
松下竜一編映画アルバム　15
（オルフェ、双頭の鷲、港のマリー、他）

重要

45 かもめ来るころ　松下竜一と洋子 ふたくちつよし脚本 トム・プロジェクト 2009 重要

重要

46 豆腐屋の四季　第1回 楠田芳子・脚本 朝日放送・制作 1969.7.17

47 豆腐屋の四季　第2回 7.24

48 豆腐屋の四季　第3回 7.31

49 豆腐屋の四季　第4回 8.7

50 豆腐屋の四季　第5回 8.14

51 豆腐屋の四季　第6回 8.21

52 豆腐屋の四季　第7回 8.28

53 豆腐屋の四季　第8回 9.4

54 豆腐屋の四季　第9回 9.11

55 豆腐屋の四季　第10回 9.18

56 豆腐屋の四季　第11回 9.25

松下竜一編映画アルバム

『豆腐屋の四季』脚本　1969年7月17日～1970年1月8日　毎週木曜日21時30分～22時15分放送

※リング部分破損、取扱注意
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

57 豆腐屋の四季　第12回 10.1 重要

豆腐屋の四季　第13回
10.17
（注1）

59 豆腐屋の四季　第14回 10.16

60 豆腐屋の四季　第15回 10.23

61 豆腐屋の四季　第16回 10.30

62 豆腐屋の四季　第17回 11.6

63 豆腐屋の四季　第18回 11.13

64 豆腐屋の四季　第19回 11.20

65 豆腐屋の四季　第20回 11.27

66 豆腐屋の四季　第21回 12.4

67 豆腐屋の四季　第22回 12.11

68 豆腐屋の四季　第23回 12.18

69 豆腐屋の四季　第24回 12.25

70 豆腐屋の四季　第25回 1970.1.1

71 豆腐屋の四季　第26回（最終回） 1.8

（２）松下竜一論

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

72 清新な光景の軌跡　西日本戦後文学史 花田俊典 西日本新聞社 2002 重要

73 抵抗人名録 佐高　信 金曜日 2008 重要

74 サークル村の磁場上野英信・谷川雁・森崎和江 新木安利 海鳥社 2011 重要

75
望星2005年4月
草の根に拠り、ぜいたくに生きた友

林えいだい 東海教育研究所 2005 重要

76
望星2008年10月
不良老人伝

望星 東海教育研究所 2008 重要

77
望星2014年1月
生活感覚から生まれた闘い

林田英明 東海教育研究所 2014 重要

78 今だからこそ松下竜一 矢口孝芳編 中津北高校出版 2010 重要

79 文学カフェ　2 猪原孝人 彩図社 2008 重要

80
ひろば北九州2004年11月号
轟良子　海峡の風35　松下竜一

ひろば北九州 北九州都市協会 2004 重要

81 男たちの天地
今井美沙子・中野
章子

樹花舎 1997 重要

82 無名者の歌 近藤芳美 新塔社 1974 重要

83 アカンサスの庭 近藤芳美 国際図書 1965

84 青春の碑　第一部 近藤芳美 筑摩書房 1979

85 青春の碑　第二部 近藤芳美 筑摩書房 1979

86 少年の詩 近藤芳美 筑摩書房 1980

87 歌い来し方 近藤芳美 岩波新書 1986

88 近藤芳美私註 吉田漱 潮汐社 1976

58

（注1）放送日10月17日（木）は脚本表紙の記載通り。10月9日（木）の間違いか
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（３）環境・公害・反原発・人権問題関係図書

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

89 耶馬の里ばなし 松下康子 草の根の会 1986 重要

90 乳房なくとも 持永珪子 持永珪子 1987 重要

91 つらつら椿 自見恵子 自見恵子 2002 重要

92 まだ居るような 大島由美子 一光社 1984 重要

93 昼も夜も人の匂いに充ちて 山口明 湯川書房 1993 重要

94
娘天音妻ヒロミ
重い障害を持つこどもと父の在り方

山口平明
ジャパン

マシニスト
1997 重要

95 天音 山口ヒロミ 自然食通信社 2001 重要

96 不思議の天音 山口平明・ヒロミ
ジャパン

マシニスト
2000 重要

97 イノチの天音 山口平明・ヒロミ
ジャパン

マシニスト
2001 重要

98 冬の銀河 草伏村生 不知火書房 1992 重要

99 戦争への抵抗力を培うために 林田英明 せいうん 2008 重要

100 めだかの列島 今井美沙子 清流出版 2002 重要

101 スロー快楽主義宣言！ 辻信一 集英社 2004 重要

102 風の化石 高瀬省三 筑摩書房 2002 重要

103 宮沢賢治の冒険 新木安利 海鳥社 1995 重要

104 日本ペンクラブ五十年史 日本ペンクラブ編 日本ペンクラブ 1987 重要

105 野草処方集 山本廣史 葦書房 1990 重要

106 いのちの質を求めて　ホスピス病棟日誌 下稲葉康之
いのちの
ことば社

1998 重要

107 スロービジネス 中村隆市・辻信一 ゆっくり堂 2004 重要

108 エイズ患者診ます 西村有史 青木書店 1997 重要

109 大阪弁「ほんまもん」講座 札埜和男 新潮社 2006 重要

110 人らしく生きよう　国労冬物語 ビデオプレス編 ビデオプレス 2001 重要

111 いのちの底が抜けたア 石元シゲ子 径書房 1984 重要

112 ボタ山の見える教育 横川輝雄 碧天舎 2002 重要

113 瀬戸内離島物語 福島菊次郎 社会評論社 1989 重要

114 日本の名随筆49　父 山田太一編 作品社 1986 重要

115 ひとすじの道 酒迎天信 東北海道商事 2003 重要

116 極楽村　壁新聞四十八選 久保山教善 海鳥社 2007 重要

117 米軍と農民 阿波根昌鴻 岩波新書 1973 重要

118 評伝平野遼 秋山敬 九州文学社 2000

119 ドキュメント甲山事件 丹治初彦・甲田律 市民評論社 1978 重要

120
証言台の子どもたち
甲山事件園児供述の構造

浜田寿美男 日本評論社 1986 重要

121 けっこうおもしろい授業をつくる 松森俊尚 現代書館 2014 重要

122 餓鬼者　共に学び、共に生きる子どもたち 松森俊尚 生活書院 2012 重要

草の根の会他関係図書
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

123 私の青春 小川京子 小川京子 2009 重要

124 与えられた人々 小川京子 小川京子 2011 重要

125 私の三十代　須賀敦子さんの死によせて 小川京子 小川京子 2012 重要

126 偲ぶ草　大北純三 大北信子 大北信子 2000 重要

127 おさんどん奮戦記　『草の根通信』連載随筆集 小澤民子 海鳥社 2007 重要

128
私たちはいつまでも忘れない
岩手・宮城・福島・・・

木戸満知子 本の泉社 2011 重要

129 現代日本朝日人物事典 朝日新聞社編 朝日新聞社 1990 重要

130 生物界における共生と多様性 川那部浩哉 人文書院 1996 重要

131 環境権
大阪弁護士会環境
権研究会

日本評論社 1973 重要

132 公害原論　1 宇井純 亜紀書房 1971 重要

133 公害原論　2 宇井純 亜紀書房 1971 重要

134 公害原論　3 宇井純 亜紀書房 1971 重要

135 公害　原点からの告発
宇井純・宮本憲一・
宮脇昭

講談社 1971 重要

136 公害の法律相談
谷口知平・沢井裕
他編

有斐閣 1971 重要

137 田子の浦ヘドロは消えず 甲田寿彦 朝日新聞社 1979 重要

138 油濁の海 田尻宗昭 日本評論社 1981 重要

139 環境と人間　公害に学ぶ 木野茂編 東京教学社 1995 重要

140 海はだれのものか　沿岸開発を糺す 西尾建
リサイクル

文化社
1982 重要

141 有明海異変
古川清久・米本慎
一

不知火書房 2003 重要

142 環境百科　危機のエンサイクロペディア 市川定夫他監修 駿河台出版 1992 重要

143 環境破壊のメカニズム 田中優 北斗出版 1998 重要

144
ドキュメント日本の公害　7
大規模開発

川名英之 緑風出版 1992 重要

145 海の「守り人」論　漁業権と地先権 浜本幸生監修 れんが書房新社 1996 重要

146
自然保護事典　2
海

全国自然保護連合
編

緑風出版 1995 重要

147 公害・労災・職業病年表 飯島伸子編
公害対策技術

同友会
1977 重要

148 アメリカはなぜダム開発をやめたのか
公共事業チェック機
構を実現する議員
の会

築地書館 1996 重要

149
自然の権利　報告日本における「自然の権利」運
動

自然の権利セミ
ナー報告書作成委
員会

山羊社 1998 重要

150 干潟の生物観察ハンドブック
秋山章男・松田道
夫

東洋館出版社 1974 重要

151 原発はなぜこわいか 小野周監修 高文研 1980 重要

152 チェルノブイリ最後の警告 高木仁三郎 七つ森書館 1986 重要

153 チェルノブイリ原発事故　経セミ増刊 大石進編 日本評論社 1986 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

154 ベラルーシの旅
チェルノブイリ支援
運動九州編

チェルノブイリ
支援運動九州

1997 重要

155 チェルノブイリとともに　１０年のあゆみ 深江守編
チェルノブイリ
支援運動九州

2000 重要

156 チェルノブイリからの伝言
日本チェルノブイリ
連帯基金編

オフィスエム 2000 重要

157 なぜ脱原発なのか？ 西尾漠 緑風出版 2003 重要

158 原発・最後の賭け 西尾漠 アンヴィエル 1981 重要

159 原発の現代史 西尾漠 技術と人間 1988 重要

160 プルトニウム生産工場の恐怖 西尾漠 創史社 1993 重要

161 脱！　プルトニウム社会 西尾漠 七つ森書館 1993 重要

162 脱原発しかない 西尾漠 第三書館 1988 重要

163 原発のゴミはどこにいくのか最終処分場のゆくえ 西尾漠編 創史社 2001 重要

164 原発ゴミの危険なツケ最終処分場のゆくえ２ 西尾漠編 創史社 2003 重要

165 われらチェルノブイリの虜囚 高木仁三郎他 三一書房 1987 重要

166 プルトニウムの未来 高木仁三郎 岩波書店 1994 重要

167 原発事故はなぜくりかえすのか 高木仁三郎 岩波書店 2000 重要

168 高木仁三郎が語るプルトニウムのすべて 高木仁三郎
原子力資料

情報室
1994 重要

169 原子力神話からの解放 高木仁三郎 光文社 2000 重要

170 証言　核燃料サイクル施設の未来は 高木仁三郎 七つ森書館 2000 重要

171 科学の「世紀末」 高木仁三郎・関曠野 平凡社 1987 重要

172 原発はなぜ危険か 田中三彦 岩波書店 1990 重要

173 放射能が走る　核燃料輸送白書
核燃料輸送反対全
国交流会編

日本評論社 1994 重要

174 いのちと核燃と六ヶ所村 島田恵 八月書館 1989 重要

175 六ヶ所村　核燃基地のある村と人々 島田恵 高文研 2001 重要

176 核の影を追って　ビキニからチェルノブイリへ 豊崎博光 ＮＴＴ出版 1996 重要

177 もんじゅ事故と日本のプルトニウム政策
もんじゅ事故総合評
価会議

七つ森書館 1997 重要

178 危険な話　チェルノブイリと日本の運命 広瀬隆 八月書館 1987 重要

179 眠れない話　刻々と迫り来る日本の大事故 広瀬隆 八月書館 1988 重要

180 最後の話　死の灰と世紀末 広瀬隆 八月書館 1991 重要

181 ジキル博士のハイドを探せ 広瀬隆 ダイヤモンド社 1988 重要

182
下北半島の悪魔　核燃料サイクルと原子力マフィ
アの陰謀

広瀬隆 ＪＩＣＣ出版局 1988 重要

183 四番目の恐怖 広瀬隆・広河隆一 講談社 1988 重要

184 チェルノブイリ報告 広河隆一 岩波書店 1991 重要

185 原子力帝国 ロベルト・ユンク アンヴィエル 1977 重要

186 被曝国アメリカ　放射線災害の恐るべき実体
ハーヴィ・ワッサー
マン他

早川書房 1983 重要

187 放射能汚染の現実を超えて 小出裕章 北斗出版 1992 重要

188 モルロアの証言　仏領ポリネシアの被曝者たち
グリーンピースイン
ターナショナル編

グリーンピース
インターナショナル 1991 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

189 巻原発・住民投票への軌跡 桑原正史・桑原三恵 七つ森書館 2003 重要

190 人形峠ウラン公害ドキュメント 榎本益美 北斗出版 1995 重要

191 隠された核事故　恐怖の原潜・核兵器 梅林宏道 創史社 1989 重要

192 反原発新聞　縮刷版　0号～100号
反原発運動全国連
絡会編

野草社 1986 重要

193 反原発新聞　縮刷版　第2集　101号～160号
反原発運動全国連
絡会編

野草社 1992 重要

194 反原発新聞　縮刷版　第3集　161号～240号
反原発運動全国連
絡会編

反原発運動
全国連絡会

1998 重要

195 ソフト・エネルギー・パス エイモリー・ロビンズ 時事通信社 1979 重要

196 反核・反原発・エコロジー 土井淑平 批評社 1986 重要

197 原子力神話の崩壊 土井淑平 批評社 1988 重要

198 環境と生命の危機 土井淑平 批評社 1990 重要

199 高速増殖炉もんじゅ　巨大核技術の夢と現実 小林圭二 七つ森書館 1994 重要

200 原発ジプシー 堀江邦夫 現代書館 1979 重要

201
ＮＵＫＥＳ　ＭＡＮＵＡＬ
原発のない未来への参考書

ＢＡＰ 大和書房 1989 重要

202
反原発事典
反原子力発電編

反原発事典編集委
員会

現代書館 1978 重要

203
反原発事典　2
反原子力文明編

反原発事典編集委
員会

現代書館 1979 重要

204 原子力発電とはなにか 緑の会編 野草社 1981 重要

205 核のゴミがなぜ六ヶ所に 平野良一・西尾漠 八月書館 1996 重要

206 放射能毒性事典 ロザリー・バーテル 技術と人間 1987 重要

207 ハイテク地球汚染
ジェームズ・ベリー
ニ

ダイヤモンド社 1990 重要

208 原発は地球を救わない　地球温暖化問題と原発 黒田真樹
原子力資料

情報室
1990 重要

209 日常に忍び込む放射能 同時代批評 青峰社 1989 重要

210 合成洗剤は地球を汚す 石川貞二・鈴木紀雄 日本消費者連盟 1989 重要

211 石油と原子力に未来はあるか 槌田敦 亜紀書房 1978 重要

212 ヒロシマ・ナガサキ 現代出版編集部 現代出版 1982 重要

213 それでもあなたは原発なのか 林田英明 南方新社 2014 重要

214 市民電力会社をつくろう！ 小坂正則 影書房 2012 重要

215 まだ、まにあうのなら（「湧」増刊1987） 甘蔗珠恵子 地湧社 1987 重要

216
『高レベル放射性廃棄物地層処分の技術的信頼
性』批判

高木学校地層処分
問題研究グループ

原子力資料
情報室

2000 重要

石牟礼道子　著書・関連資料

217 苦海浄土　わが水俣病 石牟礼道子 講談社 1969 重要

218 流民の都 石牟礼道子 大和書房 1973 重要

219 常世の樹 石牟礼道子 葦書房 1975 重要

220 わが死民　水俣病闘争 石牟礼道子編 現代評論社 1972 重要

221 水俣まんだら 木野茂・山中由紀 るな書房 1996 重要

222 近代への呪術師　石牟礼道子 羽生康二 雄山閣 1982 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

223 苦海浄土の世界 新井豊美 れんが書房新社 1986 重要

224 水俣映画遍歴　記録なければ事実なし 土本典明 新潮社 1988 重要

225 わが映画発見の旅　不知火海水俣病元年の記録 土本典明 筑摩書房 1979 重要

226 鎮魂歌・女の平和 砂田　明 不知火選書 1988 重要

227 海よ母よ子どもらよ 砂田　明 樹心社 1983 重要

228 祖さまの郷土水俣から 砂田　明 講談社 1975 重要

川原一之　著書・関連資料

229 辺境の石文 川原一之 径書房 1986 重要

230 針穴からみたニッポン 川原一之 本多企画 1991 重要

231 アートは君のハンディのなかに 川原一之 たんぽぽの家 2000 重要

232 土呂久羅漢 川原一之 影書房 1994 重要

233 土呂久の女衆 川原一之
土呂久被害者

の会
1987 重要

234 浄土むら土呂久 川原一之 筑摩書房 1988 重要

235 輝く闇　芥川仁写真集 芥川仁 葦書房 1991 重要

236 記録・土呂久
土呂久を記録する
会編

本多企画 1993 重要

237 鉱毒・土呂久事件 田中哲也 三省堂 1981 重要

その他の環境問題資料

238 百姓は米をつくらず田をつくる 前田俊彦 海鳥社 2003 重要

239 瓢鰻まんだら　追悼・前田俊彦
前田俊彦追悼録刊
行会

農文協 1994 重要

240 ええい、くそっ
前田俊彦追悼文集
編集委員会

前田俊彦追悼文
集編集委員会

1993 重要

241 闘いとエロス 森崎和江 三一書房 1970 重要

242 かりうどの朝 森崎和江 深夜叢書社 1974 重要

243 カネミが地獄を連れてきた 矢野トヨコ 葦書房 1987 重要

244 検証・ハンセン病史 熊本日日新聞社編 河出書房新社 2004 重要

徳永進　著書・関連資料

245 死の中の笑み 徳永進 ゆみる出版 1982 重要

246 隔離 徳永進 ゆみる出版 1982

247 三月を見る　死の中の生、生の中の死 徳永進 論楽社 1992

248 野の花診療所まえ 徳永進 講談社 2002

249 こんなときどうする？ 徳永進 岩波書店 2010

250 沖縄「旗めいわく」裁判記 下嶋哲朗 社会評論社 1994

251
白地も赤く百円ライター
知花昌一　新非国民事情

下嶋哲朗 社会評論社 1989

252 ニッポンからの贈り物 下嶋哲朗 講談社 1986

253 消えた沖縄女工 下嶋哲朗 未来社 1986

254 野底マーペー 下嶋哲朗 晩聲社 1981

255 豚と沖縄独立 下嶋哲朗 未来社 1997

256 アメリカ国家反逆罪 下嶋哲朗 講談社 1993
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

257 生き残る　沖縄・チビチリガマの戦争 下嶋哲朗 晶文社 1991

258 謎の森に棲む古賀政男 下嶋哲朗 講談社 1989

259 ドキュメント憲法を獲得する人びと 田中信尚 岩波書店 2002

260 時代を刻む 鎌田　慧 七つ森書館 2003

261 日没国物語　上　改訂版 原秀雄 新宿書房 1984

262 日没国物語　下　改訂版 原秀雄 新宿書房 1984

263 俳句往還 穴井太 本多企画 1995

264 穴井太　花神現代俳句 穴井太 花神社 1997

265 穴井太句集 穴井太 ふらんす堂 1994

266 吉良常の孤独 穴井太 葦書房 1997

267 山頭火の世界 穴井太 本多企画 1990

268 四季を見る 寺井谷子 梅里書房 2002

269 涙壷 石田比呂志 砂子屋書房 1999

270 石田比呂志全歌集 石田比呂志 砂子屋書房 2001

271 昭和万葉秀歌二 岡井隆 講談社 1984

272 歌人松倉米吉　その人とふるさと
歌人・松倉米吉顕
彰の会

歌人・松倉米吉
顕彰の会

1975

273 評伝反戦川柳人・鶴彬 一叩人 鶴彬研究会 1983

274 中野鈴子　付遺稿・私の日暮し他 大牧冨士夫 幻野工房 1997

275 台湾の大和魂 林えいだい 東方出版 2000

276 望郷　鉱毒は消えず 林えいだい 亜紀書房 1972

277 嗚咽する海　ＰＣＢ人体実験 林えいだい 亜紀書房 1974

278 筑豊坑夫塚 林えいだい 晩聲社 1978

279
東九州自動車道予定路線反対期成会
7月ニュース

岡本栄一
東九州自動車道
予定路線反対

期成会
1999

280
資料（青）
大分合同新聞昭和20～30年日出生台・十文字原
演習場　（占領軍・演習関係）

山下恭子 1997

281
資料（緑）
大分合同新聞昭和20～30年日出生台・十文字原
演習場　（占領軍犯罪、軍事裁判）

山下恭子 1997

282
資料（黄）
大分合同新聞昭和20～30年日出生台・十文字原
演習場　（占領軍・県民生活関係）

山下恭子 1997

283
資料（桃）
大分合同新聞昭和20～30年日出生台・十文字原
演習場　（総合記事・縮小版）

山下恭子 1997

上野英信　著書・関連資料

284 追われゆく坑夫たち 上野英信 岩波新書 1960 重要

285 追われゆく坑夫たち 上野英信
岩波同時代ライ

ブラリー
1994 重要

286 地の底の笑い話 上野英信 岩波新書 1967 重要

287 どきゅめんと筑豊 上野英信 社会新報 1969 重要

288 骨を噛む 上野英信 大和書房 1973 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

289 天皇陛下万歳　爆弾三勇士序説　新装版 上野英信 筑摩書房 1972 重要

290 天皇陛下万歳　爆弾三勇士序説　新装版 上野英信 ちくま文庫 1995 重要

291 廃鉱譜 上野英信 筑摩書房 1978 重要

292 出ニッポン記 上野英信 潮出版社 1977 重要

293 出ニッポン記 上野英信 教養文庫 1995 解説

294 親と子の夜 上野英信 未来社 1982 重要

295 ひとくわぼり 上野英信 裏山書房 1982 豪華本

296 眉屋私記 上野英信 潮出版社 1984 重要

297 上野英信集　1　話の坑口 上野英信 径書房 1985 重要

298 上野英信集　2　奈落の星雲 上野英信 径書房 1985 重要

299 上野英信集　3　燃やしつくす日日 上野英信 径書房 1985 重要

300 上野英信集　4　闇を砦として 上野英信 径書房 1985 重要

301 上野英信集　5　長恨の賦 上野英信 径書房 1986 重要

302 写真万葉録筑豊　1　人間の山
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1984 重要

303 写真万葉録筑豊　2　大いなる火　上
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1984 重要

304 写真万葉録筑豊　3　大いなる火　下
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1985 重要

305 写真万葉録筑豊　4　カンテラ坂
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1985 重要

306
写真万葉録筑豊　5　約束の楽土
ブラジル編

上野英信・趙根在
監修

葦書房 1984 重要

307
写真万葉録筑豊　6　約束の楽土
パラグアイ・アルゼンチン・ボリビア編

上野英信・趙根在
監修

葦書房 1984 重要

308 写真万葉録筑豊　7　六月一日
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1985 重要

309 写真万葉録筑豊　8　地ぞこの子
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1986 重要

310 写真万葉録筑豊　9　アリラン峠
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1986 重要

311 写真万葉録筑豊　10　黒十字
上野英信・趙根在
監修

葦書房 1986 重要

312 追悼上野英信 追悼録刊行会編 裏山書房 1989 重要

313 上野英信の肖像 岡友幸編 海鳥社 1989 重要

314 上野英信と沖縄 追悼文集刊行会編 ニライ社 1988 重要

315 甦る郷土の作家たち
山口郷土作家研究
会編

四季出版 1988 重要

316 上野英信の生誕地にて　その他 中野真琴 中野真琴 1992 重要

317 筑豊炭坑絵巻 山本作兵衛 葦書房 1973 重要

318 沖縄・西表炭坑史 三木健 日本経済評論社 1996 重要

319 定本山本詞歌集
山本詞定本歌集刊
行世話人

裏山書房 1985 重要

320 上野英信　人・仕事・時代
井手俊作・田代俊
一郎

櫂歌書房 1988 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

321
こみち通信15
追悼・上野英信

こみち通信 径書房 1988 重要

322
記録1988年2月号
追悼・上野英信

記録 記録社 1988 重要

323
むらぎも通信54
追悼・上野英信

むらぎも通信
兵庫解放教育

研究会
1988 重要

324 惜別上野英信さん
上野英信告別式実
行委員会

実行委員会 1987 重要

325 キジバトの記 上野晴子 海鳥社 1998 重要

326
天籟通信393
追悼・上野晴子さん

天籟通信 天籟俳句会 1997 重要

327 蕨の家 上野　朱 海鳥社 2000 重要

328 ノンフィクションの言語 篠田一士 集英社 1985 重要

329 戦争と筑豊の炭坑　私の歩んだ道
戦争と筑豊の炭坑
編集委員会

海鳥社 1999 重要

その他の重要な人権・環境問題等資料

330 タスケテクダサイ　仁保事件と岡部保さん 金重剛二 理論社 1970 重要

331 定本伊藤保歌集 伊藤保 白玉書房 1964 重要

332 津田治子の歌と生涯
川合千鶴子・成瀬
晶子他

古川書房 1979 重要

333 スズメの四季 小林清之介 文芸春秋新社 1963 重要

334 下筌ダム　蜂之巣城騒動日記 室原知幸 学風社 1960 重要

335 公共事業と基本的人権
下筌・松原ダム問題
研究会編

帝国地方行政
学会

1972 重要

大杉栄・伊藤野枝　著書・関連資料

336 日本脱出記・獄中記 大杉栄 現代思潮社 1976 重要

337 大杉栄選　無政府主義の哲学Ⅱ 大杉栄 現代思潮社 1976 重要

338 日本の名著46　大杉栄 大杉栄 中央公論社 1969 重要

339 近代日本思想大系20　大杉栄集 大杉栄 筑摩書房 1974 重要

340 悪戯　復刻版 大杉栄 黒色戦線社 1921 重要

341 漫文漫画　復刻版 大杉栄 黒色戦線社 1922 重要

342 二人の革命家　復刻版 大杉栄・伊藤野枝 黒色戦線社 1922 重要

343 無政府地獄　大杉栄襍記 安成二郎 新泉社 1973 重要

344 大杉栄　自由への疾走 鎌田慧 岩波書店 1997 重要

345 大杉栄追想　大杉・野枝・宗一死因鑑定書 黒色戦線社 1984 重要

346 伊藤野枝全集　上 伊藤野枝 学芸書林 1970 重要

347 伊藤野枝全集　下 伊藤野枝 学芸書林 1970 重要

348 自由それは私自身　評伝・伊藤野枝 井手文子 筑摩書房 1979 重要

349 ダダイスト辻潤 玉川信明 論創社 1984 重要

350 九月は苦の月
橘宗一少年の墓碑
保存会

同保存会 1985 重要

351 墓標なきアナキスト像 逸見吉三 三一書房 1976 重要

352 獄窓から 和田久太郎 幻燈社 1971 重要

353 死の懺悔 古田大次郎 春秋社 1926 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

354 死の懺悔　完全版 古田大次郎 黒色青年社 1983 重要

355 一無政府主義者の回想 近藤憲二 平凡社 1965 重要

356 わたしの回想　上　父堺利彦と同時代の人びと 近藤真柄 ドメス出版 1981 重要

357 わたしの回想　下　赤瀾会とわたし 近藤真柄 ドメス出版 1981 重要

358 内山愚童 森長英三郎 論創社 1984 重要

359 アナキズム文学史 秋山　清 筑摩書房 1975 重要

360 日本無政府主義運動史　第一編 大島英三郎編 黒色戦線社 1982 重要

361 日本無政府主義運動史　第二編 大島英三郎編 黒色戦線社 1979 重要

362 必然の出会い 伊藤ルイ 記録社 1991 重要

363 ＜くに＞を超えた人びと 佐藤文明 社会評論社 1997 重要

364 民主主義の英雄たち 岩田静淡 青灯展望社 1959 重要

365 明治の旗風　自由民権運動 坂本六良
護憲反安保
県民連合

1977 重要

366 高尾平兵衛　永久革命への騎士 萩原晋太郎
リベルテール

の会
1972 重要

367 山鹿泰治　人とその生涯 向井孝 自由思想社 1984 重要

368 山鹿泰治　人とその生涯 向井孝 青蛾房 1974 重要

369 痴人の繰言　一アナキストの思い出 岩佐作太郎
日本アナキスト

クラブ
1983 重要

370 大杉栄追悼号 祖国と自由 文明批評社 1925 重要

371 黒パン　中濱鐡著作集 祖国と自由 文明批評社 1925 重要

372 金子文子　自己・天皇制国家・朝鮮人 山田昭次 影書房 1996 重要

373 大正アナキストの夢　渡辺政太郎とその時代 多田茂治 土筆社 1992 重要

374 あの狼煙はいま

東アジア反日武装
戦線への死刑・重
刑攻撃とたたかう支
援連絡会議

インパクト出版会 1996 重要

375 反日思想を考える　死刑と天皇制

東アジア反日武装
戦線への死刑・重
刑攻撃とたたかう支
援連絡会議

軌跡社 1991 重要

376 「即位の礼」と大嘗祭　歴史家はこう考える 歴史学研究会他編 青木書店 1990 重要

377 大嘗祭に対する国費支出は憲法違反
「即・大」いけん訴訟
団編

明石書店 1990 重要

378 靖国違憲訴訟 大江志乃夫 岩波書店 1991 重要

379 自衛隊よ、夫を返せ！ 田中信尚 教養文庫 1988 重要

380 反忠　神坂哲の７２万字 田中伸尚 一葉社 1996 重要

381 監獄法改悪 監獄法研究会編 緑風出版 1986 重要

382 監獄の現在　法学セミナー増刊 成沢寿信編 日本評論社 1988 重要

383 死刑制度と私たち 玉光順正他編 東本願寺出版部 1992 重要

384
「オウムに死刑を」にどう応えるか
年報死刑廃止96

年報・死刑廃止編
集委員会

インパクト出版会 1996 重要

385 国家の暴力と人民の権利 上田誠吉 新日本出版社 1973 重要

386 明けの星を見上げて　大道寺将司獄中書簡集 大道寺将司 れんが書房新社 1984 重要
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

387 叫び声は獄舎を越えて　荒井まり子獄中書簡集
荒井まり子さんの保
釈をかちとるかい編

荒井まり子さん
の保釈をかちと

るかい編
1980 重要

388 子ねこチビンケと地しばりの花 荒井まり子 風塵社 2010 重要

389 爆弾世代の証言　東京拘置所・死刑囚監房から 片岡利明 三一書房 1985 重要

390 慈愛による差別 北村小夜 軌跡社 1991 重要

391 本当の自分を生きたい　死刑囚木村修治の手記 木村修治 インパクト出版会 1995

392 ベイルート1982年夏 重信房子 話の特集 1984

393 日本赤軍　20年の軌跡 日本赤軍 話の特集 1993

394 日本赤軍派　その社会学的物語
パトリシア・スタイン
ホフ

河出書房新社 1991

395 「合祀」いやです　自衛官合祀拒否訴訟の記録
中谷康子さんを支
える全国連絡会

新教出版社 1993

396 こっき・こっか考 大賀美弥子他編 径書房 1993

397 天皇学事始め
古田武彦・鎌倉孝
夫他

論創社 1990

398 天皇代替わり儀式の歴史的展開
岩井忠熊・岡田精
司編

柏書房 1989

399 天皇百話　上の巻
鶴見俊輔・中川六
平編

ちくま文庫 1989

400 天皇百話　下の巻
鶴見俊輔・中川六
平編

ちくま文庫 1989

401 部落解放基本法制定をめざして
部落解放基本法制
定要求国民運動中
央実行委員会

部落解放基本
法制定要求国
民運動中央実
行委員会

1985

402 関東大震災中国人大虐殺 仁木ふみ子 岩波書店 1991

403 朝鮮・中国と帝国日本 井口利起 岩波書店 1995

404
奪われた居住の権利
阪神大震災と国際人権規約

熊野勝之編著 エピック 1997

明治期　関連資料

405 「明治維新」の哲学 市井三郎 講談社 1967 重要

406 近代天皇制研究序説 下山三郎 岩波書店 1967

407 日本近代国家の形成 原口　清 岩波書店 1968

408 日本の思想20　幕末思想家 鹿野政直編 筑摩書房 1969

409 明治・思想の実像 坂野潤治 創文堂 1977

410 民権と国権のはざま 上村希美雄 葦書房 1976

山代巴　　著書・関連資料

411 囚われの女たち　１霧氷の花 山代巴 径書房 1980

412 囚われの女たち　２金せん花と秋の蝶 山代巴 径書房 1981

413 囚われの女たち　３出船の笛 山代巴 径書房 1981

414 囚われの女たち　４トラジの歌 山代巴 径書房 1982

415 囚われの女たち　５転機の春 山代巴 径書房 1982

416 囚われの女たち　６さそりの眼の下で 山代巴 径書房 1983

417 囚われの女たち　８不逞のきずな 山代巴 径書房 1984
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

418 囚われの女たち　９火の文字を仰いで 山代巴 径書房 1985

419 岩でできた列島 山代巴 径書房 1990

420 荷車の歌 山代巴 径書房 1990

（４）郷土関係図書

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

421 中津三保村　史蹟散歩 佐藤正義 叢文社 1977 重要

422 天狗たちの森　求菩提山と修験道 恒遠俊輔 葦書房 2001 重要

423 久留島武彦・年譜 勢家肇
わらべの館

久留島記念室
1986 重要

424 花も苦もある航空隊　十七歳の青春 寺司勝次郎 寺司版画工房 2002 重要

425 百点・百話　版画と随筆 寺司勝次郎 寺司版画工房 2005 重要

426 ブタとスッパンプウ　豊後ことばのアジとコク 寺司勝次郎 寺司版画工房 1995 重要

427 あゝ紅の血は燃ゆる
大分県勤労動員学
徒を綴る会

大分県勤労動
員学徒を綴る会

1979 重要

428 中津藩　蘭学の光芒　豊前中津医学史散歩 川嶌真人
西日本臨床
医学研究所

2001

429 医療法人玄真堂20周年記念誌 玄真堂 玄真堂 2001

430 惣町大帳　第一輯 半田隆夫　校訂
中津藩史料

刊行会
1975

431 惣町大帳　第二輯 半田隆夫　校訂
中津藩史料

刊行会
1976

432 惣町大帳　第三輯 半田隆夫　校訂
中津藩史料

刊行会
1976

433 扇城異聞 赤松文二郎編 名著出版 1974

434 天領日田 坂本武信 天領日田刊行会 1971

435 宇佐航空隊の世界Ⅳ 山田裕子 豊の国宇佐市塾 1998

436 合本美夜古文化
井本清美・山内公
二編

美夜古文化
懇話会

1971

437 ふるさと歴史年表　中津・耶馬溪・宇佐・築上 今永正樹編
ふるさと豊前

中津の会

438 医も亦自然に従う　村上医家事歴志 今永正樹 村上医家史料館 1982

439 大分県政党史の研究 野田秋生 山口書店 1990

440 中津自由民権運動史 岩田英一郎 岩田英一郎 1972 重要

441 増田宗太郎歌集 増田宋太郎 鮎書房 1944 重要

442 小幡英之助先生 今田見信
小幡先生

伝記刊行会
1940

443 麻生豊の世界 鹿瀬島元子 豊の国宇佐市塾 1991

444 京築風土記 山内公二
美夜古

郷土史学校
1977

445 大分人脈 小田泰秀編 西日本新聞社 1970
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（５）福沢諭吉論

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

446 西郷隆盛　福沢諭吉の証言 坂元盛秋 新人物往来社 1977

447 福沢諭吉　思想と政治との連関 遠山茂樹 東大出版会 1970

448 福沢諭吉の思想形成 今永清二 勁草書房 1979

449 福沢諭吉 ひろたまさき 朝日新聞社 1976

450 福沢諭吉研究 ひろたまさき 東大出版会 1976

451 父諭吉を語る 福沢先生研究会編 福沢先生研究会 1958

452 福沢諭吉論考 伊藤正雄 吉川弘文館 1969

（６）詩歌

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

八木重吉　　著書・関連資料

453 定本八木重吉詩集　改訂　普及版 八木重吉 弥生書房 1958 重要

454 八木重吉全集　第一巻　秋の瞳 八木重吉 筑摩書房 1982 重要

455 八木重吉全集　第二巻　貧しき信徒 八木重吉 筑摩書房 1982 重要

456 八木重吉全集　第三巻　初期詩編・日記 八木重吉 筑摩書房 1982 重要

457 八木重吉 関　茂 新教出版社 1965 重要

458 わが妻うつくし 山田野理夫 秋元書房 1968 重要

459 琴はしずかに 吉野登美子 弥生書房 1976 重要

460 やわらかな心 吉野秀雄 講談社 1966 重要

461 含紅集 吉野秀雄 弥生書房 1967 重要

462 小説・吉野秀雄先生 山口瞳 文芸春秋 1969 重要

庄野潤三　　著書・関連資料

463 プールサイド小景・静物 庄野潤三 新潮文庫 1965

464 ザボンの花 庄野潤三 角川文庫 1972

465 絵合せ 庄野潤三 講談社文庫 1977

466 水の都 庄野潤三 河出文庫 1983

467 早春 庄野潤三 中公文庫 1986

468 浮き燈臺 庄野潤三 新潮社 1961

469 つむぎ唄 庄野潤三 講談社 1963

470 夕べの雲 庄野潤三 講談社 1965 重要

471 流れ藻 庄野潤三 新潮社 1967

472 小えびの群れ 庄野潤三 新潮社 1970 重要

473 クロッカスの花 庄野潤三 冬樹社 1970

474 屋根 庄野潤三 新潮社 1971

475 明夫と良二 庄野潤三 岩波書店 1972

476 野鴨 庄野潤三 講談社 1973

477 庭の山の木 庄野潤三 冬樹社 1973

478 現代の文学18　庄野潤三 庄野潤三 講談社 1974
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

479 鍛冶屋の馬 庄野潤三 文芸春秋社 1976

480 引潮 庄野潤三 新潮社 1977

481 御代の稲妻 庄野潤三 講談社 1979

482 屋上 庄野潤三 講談社 1980

483 陽気なクラウン・オフィス・ロウ 庄野潤三 文芸春秋社 1984

484 インド綿の服 庄野潤三 講談社 1988

485 庄野潤三ノート 阪田寛夫 冬樹社 1975

486 白い帆船 庄野英二 創文社 1971

487 庄野英二全集第二巻 庄野英二 偕成社 1979

岡部伊都子　　著書・関連資料

488 加茂川日記 岡部伊都子 藤原書店 2002

489 加茂川のほとりで 岡部伊都子 毎日新聞社 1985

490 加茂川のほとりで　その2 岡部伊都子 毎日新聞社 1986

491 古都ひとり 岡部伊都子 新潮社 1963

492 美を求める心 岡部伊都子 講談社 1969

493 おりおりの心 岡部伊都子 大和書房 1970

494 御伽草子歩く 岡部伊都子 新潮社 1973

495 紅のちから 岡部伊都子 大和書房 1983

496 シカの白ちゃん 岡部伊都子 筑摩書房 1983

497 いのち明かり 岡部伊都子 大和書房 1987

498 伊都子南島譜 岡部伊都子 海風社 1988

499 言の葉かずら 岡部伊都子 冬樹社 1989

500 露きらめく　伊都子短章 岡部伊都子 創元社 1991

501 生きるこだま 岡部伊都子 岩波書店 1992

502 こころからこころへ 岡部伊都子 弥生書房 1993

503 夢をつらねる 岡部伊都子 毎日新聞社 1994

504 朱い文箱から 岡部伊都子 岩波書店 1995

505 流れゆく今 岡部伊都子 河原書店 1996

506 沖縄の骨 岡部伊都子 岩波書店 1997

507 こころ花あかり 岡部伊都子 海竜社 1998

508 能つれづれ　こころの花 岡部伊都子 檜書店 1999

509 未来はありますか　おもいを語る 岡部伊都子 昭和堂 1999

510 京色のなかで 岡部伊都子 藤原書店 2001

511 弱いから折れないのさ 岡部伊都子 藤原書店 2001

512 朝鮮母像 岡部伊都子 藤原書店 2004

513 岡部伊都子集　1　いのちの襞 岡部伊都子 岩波書店 1996

514 岡部伊都子集　2　暮しのこころ 岡部伊都子 岩波書店 1996

515 岡部伊都子集　3　玉ゆらめく 岡部伊都子 岩波書店 1996

516 岡部伊都子集　4　古都ひとり 岡部伊都子 岩波書店 1996

517 岡部伊都子集　5　ずいひつ白 岡部伊都子 岩波書店 1996

16



（７）その他の資料

№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

佐高信　　著書・関連資料

518 日本官僚白書 佐高信 講談社 1986

519 佐高信の筆刀両断 佐高信 社会思想社 1989

520 佐高信の筆刀両断　新装版 佐高信 七つ森書館 2003

521 日本出直し白書 佐高信編著 社会思想社 1993

522 時代を読む　青春読書日記 佐高信 実業の日本社 1994

523 人生のうた 佐高信 講談社 1994

524 良日本主義の政治家　いま、なぜ石橋湛山か 佐高信
東洋経済
新報社

1994

525 日本への毒薬　13人の激辛断罪裁判 佐高信 徳間書店 1995

526 佐高信の直球曲球 佐高信 ダイヤモンド社 1996

527 佐高信の寸鉄刺人 佐高信 講談社 1997

528 対談集　佐高信が行く　地の巻 佐高信 ダイヤモンド社 1998

529 鵜の目鷹の目佐高の目　2 佐高信 読売新聞社 1998

530 バブル・パージ 佐高信
東洋経済
新報社

1998

531 佐高信の政経外科Ⅱ　日本は頭から腐る 佐高信 毎日新聞社 2000

532 佐高信の政経外科Ⅲ　中坊公平への手紙 佐高信 毎日新聞社 2001

533 佐高信の政経外科Ⅳ　泣くより怒れ 佐高信 毎日新聞社 2002

534 佐高信の政経外科Ⅴ　許されざる者 佐高信 毎日新聞社 2003

535 経済戦犯　日本をダメにした9人の犯罪 佐高信 徳間書店 2001

536 中坊公平的正義とは
佐高信・宮崎学編
著

社会思想社 2001

537 佐高信が褒める　今、この人を見よ！ 佐高信 光文社 2001

538 私を変えた百冊の本 佐高信 実業の日本社 2002

539 変わり者が日本を救う　異端という才能 佐高信 光文社 2002

540 手紙の書き方 佐高信 岩波書店 2002

541 佐高信の教育革論 佐高信 七つ森書館 2003

542 佐高流経済学入門 佐高信 晶文社 2003

543 面々授受　市民久野収の生き方 佐高信 岩波書店 2003

映画関係資料

544 世界映画名作前史　戦前編 猪俣勝人 現代教養文庫 1974

545 世界映画名作前史　戦後編 猪俣勝人 現代教養文庫 1974

546 世界映画名作前史　現代編 猪俣勝人 現代教養文庫 1975

547 アメリカンニューシネマ名作全史 田山力哉 現代教養文庫 1981

548 アメリカンニューシネマ名作全史　2 田山力哉 現代教養文庫 1989

549 アメリカンニューシネマ名作全史　3 田山力哉 現代教養文庫 1994

550 ヨーロッパニューシネマ名作全史 田山力哉 現代教養文庫 1982

551 ヨーロッパニューシネマ名作全史　3 田山力哉 現代教養文庫 1994

552 現代ヨーロッパ映画の監督たち 田山力哉 現代教養文庫 1990
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

553 映画イヤーブック　1991 江藤努編 現代教養文庫 1991

554 映画イヤーブック　1992 江藤努編 現代教養文庫 1992

555 映画イヤーブック　1993 江藤努編 現代教養文庫 1993

556 映画イヤーブック　1994 江藤努編 現代教養文庫 1994

557 映画イヤーブック　1995 江藤努編 現代教養文庫 1995

558 映画イヤーブック　1996 江藤努編 現代教養文庫 1996

559 映画イヤーブック　1997 江藤努編 現代教養文庫 1997

560 映画366日館 石子順 現代教養文庫 1985

561 映画の名画座259本だて 橋本勝 現代教養文庫 1990

562 やぶにらみ世界娯楽映画史 児玉数夫 現代教養文庫 1978

563 洋画ベスト＆ヒット作全集 筈見有弘編著 講談社＋α 文庫 1994

564 決定版名作外国映画コレクション
田山力哉・山根祥
敬

講談社 1994

565 日本映画ベスト150 文藝春秋編 文春文庫 1989

566 洋画ベスト150　大アンケートによる 文藝春秋編 文春文庫 1988

567 洋画ベスト100　戦後生まれが選ぶ 文藝春秋編 文春文庫 1995

568 女優ベスト150　大アンケートによる 文藝春秋編 文春文庫 1990

569 洋・邦名画ベスト150　中・上級編 文藝春秋編 文春文庫 1992

570 洋画・邦画ラブシーンベスト150 文藝春秋編 文春文庫 1990

571 ミステリーサスペンス洋画ベスト150 文藝春秋編 文春文庫 1991

572 ビデオが大好き365夜 文藝春秋編 文春文庫 1991

573 私の映画の部屋 淀川長治 文春文庫 1985

574 ヴィヴィアン・リー アン・エドワース 文春文庫 1985

575 映画館が学校だった　わたしの青春記 佐藤忠男 講談社文庫 1985

576 フランス映画旅行 池波正太郎 新潮文庫 1988

577 映画百年の事件簿 内藤誠 角川文庫 1995

578 映画字幕五十年 清水俊二 早川文庫 1987

579 世界映画エロティシズム物語 児玉数夫 旺文社文庫 1984

580 破滅の美学　ヤクザ映画への鎮魂曲 笠原和夫 幻冬舎文庫 1997

581 映画ガイドブック2000 ちくま文庫 2000

582 ブラウン管の映画館 和田誠 ちくま文庫 1995

583 今日も映画日和
和田誠・川本三郎
他

文春 1999

584 映画と私　シネマエッセー集　1 藤岡成一編 藤岡成一 1998

585 映画と私　シネマエッセー集　2 藤岡成一編 藤岡成一 1999

586 映画と私　シネマエッセー集　5 藤岡成一編 藤岡成一 2002

587 朝までビデオ　洋画ベストカタログ
キーワード事典編
集部編

洋泉社 1989

588
朝までビデオ　洋画ベストカタログ　3
映画クルージング

キーワード事典編
集部編

洋泉社 1990

589
朝までビデオ　洋画ベストカタログ　6
シネアストの現在

キーワード事典編
集部編

洋泉社 1990
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№ 書名 著者 出版社 出版年 所蔵場所 備考

590
朝までビデオ　洋画ベストカタログ　7
ニュービデオファイル

キーワード事典編
集部編

洋泉社 1991

591 映画の現在形
キーワード事典編
集部編

洋泉社 1989

592 80’ｓ　イン・フィルム
キーワード事典青
木透編著

洋泉社 1991

593 アレクセイと泉 本橋成一 小学館 2002

594 戦後キネマ旬報ベスト・テン全史1946－1996 キネマ旬報増刊 キネマ旬報社 1997

595 世界映画作品・記録全集　1987版 キネマ旬報増刊 キネマ旬報社 1987

596 世界映画作品・記録全集　1989版 キネマ旬報増刊 キネマ旬報社 1989

597 外国映画イヤーブック　1990 スクリーン特編版 近代映画社 1990

598 外国映画イヤーブック　1991 スクリーン特編版 近代映画社 1991

599 シネマクラブ　2　外国映画編1999－2000 ピア ピア 1999

植物関係資料

600 野草図鑑　1　つる植物の巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

601 野草図鑑　2　ゆりの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

602 野草図鑑　3　すすきの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

603 野草図鑑　4　たんぽぽの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

604 野草図鑑　5　すみれの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

605 野草図鑑　6　おきなぐさの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1984

606 野草図鑑　7　さくらそうの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1985

607 野草図鑑　8　はこべの巻
長田武正・長田喜
美子

保育社 1985

608 野草図鑑　別巻総さくいん
長田武正・長田喜
美子

保育社 1985

609 野草ハンドブック　1　春の花 冨成忠夫 山と渓谷社 1974

610 野草ハンドブック　2　夏の花 冨成忠夫 山と渓谷社 1974

611 野草ハンドブック　3　秋の花 冨成忠夫 山と渓谷社 1974

612 花鳥小事典 山本健吉他監修 講談社 1979

追加資料

613 草の根通信　1号、2号、3号　309号、310号

614 草の根通信　2号　（ファイル）

615 「松下竜一　その仕事」展　資料
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