
　　　　　　　　中央図書館1階にて、このリストの中から何冊か展示・貸出を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　興味のある本は是非手にとって読んでみてください。

書　名 著者ほか 請求記号

1 新しい気候観と日本史の新たな可能性 中塚武 [ほか] 編集. -- 臨川書店, 2021 210.1/439-1//H

2 日本古代の環境への心性史 : 感性から読み解く環境史 三宅和朗著. -- 吉川弘文館, 2021 210.3/2022//H

3 近世都市の常態と非常態 : 人為的自然環境と災害 渡辺浩一, マシュー・デーヴィス編. -- 勉誠出版, 2020 213.6/723//H

4 ラテンアメリカ地球規模課題の実践 畑惠子, 浦部浩之編. -- 新評論, 2021 302.5/151//H

5 コロナ危機と未来の選択 : パンデミック・格差・気候危機への市民社会の提言
アジア太平洋資料センター編 ; 藤原辰史 [ほか] 著. --

コモンズ, 2021
304/1708//H

6 エコロジー社会主義 : 気候破局へのラディカルな挑戦
ミシェル・レヴィー著 ; 寺本勉訳. -- 柘植書房新社,

2020
309.3/214//H

7 地球を壊す暮らし方 : 帝国型生活様式と新たな搾取
ウルリッヒ・ブラント, マークス・ヴィッセン [著]. --

岩波書店, 2021
332/512//H

8 SDGsを考える : 歴史・環境・経営の視点からみた持続可能な社会 高井亨, 甲田紫乃編. -- ナカニシヤ出版, 2020 333.8/627//H

9 環境問題の社会学 : 環境制御システムの理論と応用 茅野恒秀, 湯浅陽一編著. -- 東信堂, 2020 361.7/442//H

10 地球環境学入門 山﨑友紀著. -- 第3版. -- 講談社, 2020 450/35//H

11 地球が燃えている : 気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言
ナオミ・クライン著 ; 中野真紀子, 関房江訳. -- 大月書

店, 2020
451.8/97//H

12 気候変動への「適応」を考える : 不確実な未来への備え 肱岡靖明著. -- 丸善出版, 2021 451.8/98//H

13 地形でとらえる環境と暮らし 西城潔 [ほか] 著. -- 古今書院, 2020 454/11//H

14 米国の再生エネルギー革命 小林健一著. -- 日本経済評論社, 2021 501.6/296//H

15 日本の経済成長とエネルギー : 経済と環境の両立はいかに可能か 野村浩二著. -- 慶應義塾大学出版会, 2021 501.6/300//H

16 水環境ガバナンスの社会学 : 開発・災害・市民参加 帯谷博明著. -- 昭和堂, 2021 517/50//H

17 循環経済 : 理論分析と応用 細田衛士著. -- 岩波書店, 2022 518.5/83//H

20 魔術師と予言者 : 2050年の世界像をめぐる科学者たちの闘い
チャールズ・C.マン著 ; 布施由紀子訳. -- 紀伊國屋書店,

2022.
519/473//H

19 一億人のSDGsと環境問題 藤岡達也著. -- 講談社, 2022. 519/476//H

18 みんなで考える地球環境Q&A145 : 地球に代わる惑星はない
マイク・バーナーズ-リー著 ; 藤倉良訳. -- 丸善出版,

2022
519/479//H

21 環境経済学をつかむ 栗山浩一, 馬奈木俊介著. -- 第4版. -- 有斐閣, 2020 519/280/B/H

22 環境共生の歩み : 四日市公害からの再生・地球環境問題・SDGs
林良嗣 [ほか] 編 ; 野中ともよ [ほか] 著. -- 明石

書店, 2019
519/448//H

23 食・農・環境とSDGs : 持続可能な社会のトータルビジョン 古沢広祐著. -- 農山漁村文化協会, 2020 519/454//H

24 脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流
堅達京子+NHK BS1スペシャル取材班著. -- 山と溪谷社,

2020
519/456//H

25 持続可能な社会のための環境論・環境政策論 白井信雄著. -- 大学教育出版, 2020 519/459//H

26 新・環境倫理学のすすめ 加藤尚武著. -- 増補新版. -- 丸善出版, 2020 519/461//H

27 地球環境問題へのアプローチ 横山丈太郎著. -- 成文堂, 2020 519/462//H

28 環境問題を解く : ひらかれた協働研究のすすめ 近藤康久, 大西秀之編. -- かもがわ出版, 2021 519/463//H

29 地球環境保全論 : 持続可能な社会をめざして 和田武編著 ; 小堀洋美著. -- 創元社, 2021 519/465//H

30 プラネタリーヘルス : 私たちと地球の未来のために
Samuel Myers, Howard Frumkin [編] ; 長崎大学監訳.

-- 丸善出版, 2022
519/475//H

31 環境法basic = Essentials of environmental law 大塚直著. -- 第3版. -- 有斐閣, 2021 519.1/378/C/H

32 エコロジーの世紀と植民地科学者 : イギリス帝国・開発・環境 水野祥子著. -- 名古屋大学出版会, 2020 519.1/434//H

33 環境政策論講義 : SDGs達成に向けて 竹本和彦編. -- 東京大学出版会, 2020 519.1/437//H

　　環境の本2022

中央図書館で所蔵している環境に関する本のリストです。
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書　名 著者ほか 請求記号

34 環境政策の変貌 : 地球環境の変化と持続可能な開発目標 勝田悟著. -- 中央経済社, 2020 519.1/442//H

35 国際環境法講義
西井正弘, 鶴田順編 ; 西井正弘 [ほか] 著. -- 有信堂高文

社, 2020
519.1/443//H

36 アメリカ環境法
ダニエル・A.ファーバー著 ; 辻雄一郎 [ほか] 訳. -- 勁

草書房, 2020
519.1/446//H

37 環境・エネルギー問題の政策評価 鄭雨宗著. -- 日本評論社, 2020 519.1/450//H

38
環境政策の効果と環境配慮行動の分析 : 地域の自然環境の保全と創出の

行動経済学
村上一真著. -- 日本評論社, 2021 519.1/451//H

39 気候危機とコロナ禍 : 緑の復興から脱炭素社会へ : 21世紀の新環境政策論松下和夫 [著]. -- 文化科学高等研究院出版局, 2021 519.1/452//H

40 自治体環境行政の基礎
筑紫圭一著 ; 北村喜宣, 山口道昭, 出石稔編. -- 有斐閣,

2020
519.1/453//H

41 アメリカ気候変動法と政策 : カリフォルニア州を中心に 辻雄一郎 [ほか] 編著. -- 勁草書房, 2021 519.1/454//H

42 概説EU環境法 = A guide to EU environmental law 中西優美子著. -- 法律文化社, 2021 519.1/457//H

43 環境規制と企業行動 永里賢治著. -- 文眞堂, 2021 519.1/458//H

44 気候変動と政治 : 気候政策統合の到達点と課題 平田仁子著. -- 成文堂, 2021 519.1/462//H

45 カーボンゼロの衝撃 : グリーン経済戦争下の市場新ルール 菊地正俊著. -- 中央経済社, 2021 519.1/463//H

46 ハイブリッド環境法
西村智朗, 山田健吾編著 ; Uchralt Otede [ほか] 著. --

嵯峨野書院, 2022
519.1/473//H

47 環境問題と法 : 身近な問題から地球規模の課題まで 鶴田順 [ほか] 編. -- 法律文化社, 2022 519.1/474//H

48 消えゆくアラル海 : 再生に向けて 石田紀郎著. -- 藤原書店, 2020. 519.2/90//H

49 生き続ける水俣病 : 漁村の社会学・医学的実証研究 井上ゆかり著. -- 藤原書店, 2020 519.2/91//H

50 現代アジアと環境問題 : 多様性とダイナミズム 豊田知世 [ほか] 編著. -- 花伝社, 2020 519.2/92//H

51 人新世を問う : 環境、人文、アジアの視点
寺田匡宏, ダニエル・ナイルズ編著. -- 京都大学学術出

版会, 2021
519.2/93//H

52 環境史 : 環境変化の緩和と適応 勝田悟著. -- 中央経済社, 2022 519.2/96//H

53 海洋プラスチックごみ問題の真実 : マイクロプラスチックの実態と未来予測 磯辺篤彦著. -- 化学同人, 2020. -- (DOJIN選書 ; 86) 519.4/19//H

54 フィールドから考える地域環境 : 持続可能な地域社会をめざして
小島聡, 西城戸誠, 辻英史編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ

書房, 2021
519.8/374/B/H

55 はじめて学ぶ生物文化多様性
敷田麻実, 湯本貴和, 森重昌之編著 ; ドウノヨシノブ漫画. -- 講

談社, 2020.
519.8/400//H

56 地域水力を考える : 日本とアフリカの農村から 伊谷樹一, 荒木美奈子, 黒崎龍悟編. -- 昭和堂, 2021 543.3/13//H

57 みんなでつくる「いただきます」 : 食から創る持続可能な社会
田村典江, クリストフ・D.D.ルプレヒト, スティーブン・

R.マックグリービー編. -- 昭和堂, 2021
611.3/197//H

58 わが国の森林環境税 : 恒久的な水源涵養の保全に向けて 中山惠子著. -- 中京大学経済学部, 2021 651.1/40//H

59 森林と法 小賀野晶一, 奥田進一編. -- 成文堂, 2021 651.1/41//H

60 日本森林行政史の研究 : 環境保全の源流 西尾隆著. -- 増補新装版. -- 東京大学出版会, 2021 651.2/17//H

61 ノーライフ・ノーフォレスト : 熱帯林の「価値命題」を暮らしから問う 柳澤雅之, 阿部健一編著. -- 京都大学学術出版会, 2021 653.1/14//H

62 東アジアの自然観 : 東アジアの環境と風俗 ハルオ・シラネ編. -- 文学通信, 2021 904/569-4//H

64 生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs 高橋進著. -- 筑摩書房, 2021 中央新書・文庫

65 環境社会学入門 : 持続可能な未来をつくる 長谷川公一著. -- 筑摩書房, 2021 中央新書・文庫

66 気候崩壊 : 次世代とともに考える 宇佐美誠著. -- 岩波書店, 2021 中央新書・文庫

67 グリーン・ニューディール : 世界を動かすガバニング・アジェンダ 明日香壽川著. -- 岩波書店, 2021 中央新書・文庫

63 ネイチャー資本主義 : 環境問題を克服する資本主義の到来 夫馬賢治著. -- PHP研究所, 2022 中央新書・文庫

68 地球の未来のため僕が決断したこと : 気候大災害は防げる ビル・ゲイツ著 ; 山田文訳. -- 早川書房, 2021 JK/1600//H

このリスト以外にも環境保全や自然に関する本を図書館では所蔵しています。探してみませんか。

2


