
学情センター２Ｆ企画展示

エネルギーを考える         展示期間：2011.7.14～7.27

書名 巻号次 配置場所 請求記号

デンマークという国自然エネルギー先進国 : 「風のがっこう」からのレポート / ケンジ・ステファン・スズキ著. -- 増補版. -- 合同出版, 2006.2. 4F開架新体系 302.3895//SU96//6068

地域再生学 / 湯浅良雄, 山本修平, 崔英靖編著. -- 晃洋書房, 2011.3. 4F開架新体系 318.6//Y96//0558

デモクラシー・リフレクション : 巻町住民投票の社会学 / 伊藤守 [ほか] 著. -- リベルタ出版, 2005.7. 4F開架新体系 318.841//I89//5853

資源大国ロシアの実像 / 酒井明司著. -- 東洋書店, 2008.10. -- (ユーラシア選書 ; 11). 4F開架新体系 332.38//SA29//7850

持続可能な社会のためのエネルギー環境教育 : 欧米の先進事例に学ぶ / エネルギー環境教育研究会編. -- 国土社, 2008.1. 4F開架新体系 375//E59//1485

22世紀への手紙 : 生命・情報・夢 / 東倉洋一編著 ; 中村桂子 [ほか] 著. -- NTT出版, 2001.3. 3F開架新体系 404//TO42//2323

脱原発へ歩みだす / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.1-2003.7. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 1-3).1 3F開架新体系 408//TA29//9212

脱原発へ歩みだす / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.1-2003.7. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 1-3).2 3F開架新体系 408//TA29//0590

脱原発へ歩みだす / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.1-2003.7. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 1-3).3 3F開架新体系 408//TA29//0655

プルートーンの火 / 高木仁三郎著. -- 七つ森書館, 2001.10. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 4). 3F開架新体系 408//TA29//5222

核燃料サイクル施設批判 / 高木仁三郎著. -- 七つ森書館, 2003.10. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 5). 3F開架新体系 408//TA29//4834

核の時代/エネルギー / 高木仁三郎著. -- 七つ森書館, 2003.1. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 6). 3F開架新体系 408//TA29//3875

市民科学者として生きる / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.3-2004.1. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 7-9).1 3F開架新体系 408//TA29//2486

市民科学者として生きる / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.3-2004.1. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 7-9).2 3F開架新体系 408//TA29//6486

市民科学者として生きる / 高木仁三郎著. -- 1, 2, 3. -- 七つ森書館, 2002.3-2004.1. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 7-9).3 3F開架新体系 408//TA29//7823

鳥たちの舞うとき / 高木仁三郎著. -- 七つ森書館, 2004.3. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 10). 3F開架新体系 408//TA29//3005

子どもたちの未来 / 高木仁三郎著. -- 七つ森書館, 2002.7. -- (高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著 ; 11). 3F開架新体系 408//TA29//5377

高木仁三郎著作集 / 高木仁三郎著. -- 12: 論集. -- 七つ森書館, 2001.10-2004.4. 12: 論集 3F開架新体系 408//TA29//5282

地球環境問題と原子力 / 日本科学者会議編. -- リベルタ出版, 1991.3.  B2中央N N429//N8//1

人工光合成 : 生物学的基礎から工業技術的応用まで : 翻訳版 / Anthony F. Collings, Christa Critchley編 ; 河野智謙監訳. -- エヌ・ティー・エス, 2008.5. 3F開架新体系 431.53//C84//5481

チェルノブイリの森 : 事故後20年の自然誌 / メアリー・マイシオ著 ; 中尾ゆかり訳. -- 日本放送出版協会, 2007.2. 3F開架新体系 468//MY//7102

環境配慮素材と自然エネルギー / 北澤君義, 池田敏彦, 中村正行編著. -- 中央経済社, 2009.3. -- (グリーンMOT叢書). 3F開架新体系 501.4//KI75//6926

これからのエネルギーと環境 : 水・風・熱の有効利用 / 阿部剛久編 ; 松下潤, 黒澤俊雄, 君島真仁著. -- 共立出版, 2005.2. 3F開架新体系 501.6//A12//5179

エネルギーを読む / 芥田知至著. -- 日本経済新聞出版社, 2009.12. -- (日経文庫 ; 1214). 4F新書版 501.6//A39//6088

バイオマスエネルギー利用技術 / 湯川英明監修. -- 普及版. -- シーエムシー出版, 2006.10. -- (CMCテクニカルライブラリー ; 238). 3F開架新体系 501.6//B14//6615

100語でわかるエネルギー / ジャン=マリ・シュヴァリエ著 ; 斎藤かぐみ訳. -- 白水社, 2010.9. -- (文庫クセジュ ; 950). 4F新書版 501.6//C39//5960

エネルギーの挑戦者たち : プロジェクトenergy / エネルギーフォーラム編. -- エネルギーフォーラム, 2003.9. 3F開架新体系 501.6//E59//2383

21世紀社会の選択 : エネルギー・環境制約下での発展のために / エネルギー・資源学会編. -- 省エネルギーセンター, 2000.1. 3F開架新体系 501.6//E59//6252

低炭素社会への挑戦 : 資源・エネルギー・社会システムから切り開く未来 / エネルギー・資源学会編. -- オーム社, 2010.1. 3F開架新体系 501.6//E59//7237

低炭素社会への選択 : 原子力から再生可能エネルギーへ / 遠州尋美編著. -- 法律文化社, 2010.1. 3F開架新体系 501.6//E63//6696

環境にやさしい新エネルギーの基礎 : よくわかる考え方と実証例 / 藤井照重編著 ; 中塚勉, 土本信孝, 毛利邦彦著. -- 森北出版, 2007.2. 3F開架新体系 501.6//F57//0259

地球を救う21世紀の超技術 / 深野一幸著. -- 広済堂出版, 1994.5.  3F開架新体系 501.6//F72//1308

エネルギー問題の混乱を正す / 星野芳郎著. -- 技術と人間, 1978.10. 1978 B3経済学部 501.6//H

誤解だらけのエネルギー問題 / 浜松照秀著. -- 日刊工業新聞社, 2006.3. 3F開架新体系 501.6//H24//7969

資源の熱エネルギー変換と環境汚染 / 橋口清人, 松原孝史著. -- 工業調査会, 2007.11. 3F開架新体系 501.6//H37//9331

地球温暖化を防止するエネルギー戦略 : 太陽と風は地球環境を救えるか / 林智 [ほか] 著. -- 実教出版, 1997.5. -- (J-JEC環境叢書シリーズ ; 9). 3F開架新体系 501.6//H48//1936

ネガワット : 発想の転換から生まれる次世代エネルギー / ペーター・ヘニッケ, ディーター・ザイフリート著 ; 朴勝俊訳. -- 省エネルギーセンター, 2001.10. 3F開架新体系 501.6//H52//8050

熱エネルギー・環境保全の工学 / 井田民男, 木本恭司, 山崎友紀共著. -- コロナ社, 2002.11. -- (機械系教科書シリーズ ; 13). 3F開架新体系 501.6//I18//1257

自然エネルギー市場 : 新しいエネルギー社会のすがた / 飯田哲也編. -- 築地書館, 2005.3. 3F開架新体系 501.6//I18//5728

北欧のエネルギーデモクラシー / 飯田哲也著. -- 新評論, 2000.3.  3F開架新体系 501.6//I18//9071

アジアのエネルギー・環境と経済発展 / 井出亜夫編著. -- 慶応義塾大学出版会, 2004.4. -- (G-SEC eyes). 3F開架新体系 501.6//I19//4121



書名 巻号次 配置場所 請求記号

私のエネルギー論 / 池内了 [著]. -- 文芸春秋, 2000.11. -- (文春新書 ; 141).  4F新書版 501.6//I35//0241

自然エネルギーの可能性と限界 : 風力・太陽光発電の実力と現実解 / 石川憲二著. -- オーム社, 2010.7. 3F開架新体系 501.6//I76//1950

中国エネルギー事情 / 郭四志著. -- 岩波書店, 2011.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1289). 3F開架新体系 501.6//KA28//8924

ソーラーエネルギー利用技術 : 地球温暖化の抑制と持続可能な発展のために / 金山公夫, 馬場弘共著. -- 森北出版, 2004.5. 3F開架新体系 501.6//KA47//6079

新エネルギー革命 : 実用化直前のクリーンエネルギー群 / 河千田健郎著. -- 雲母書房, 2000.4. 3F開架新体系 501.6//KA91//6837

エネルギーと風車 / 河村哲也著. -- インデックス出版. -- (環境と科学 ; 4).  3F開架新体系 501.6//KA95//7499

みつめよう!我が国のエネルギー : エネルギー環境制約を超えて / 経済産業省資源エネルギー庁編. -- 経済産業調査会, 2001.9. 3F開架新体系 501.6//KE29//3493

エネルギー : 風と太陽へのソフトランディング / 小島紀徳著. -- 日本評論社, 2003.12. -- (シリーズ地球と人間の環境を考える ; 05). 3F開架新体系 501.6//KO39//6862

エネルギー戦後50年の検証 / 松井賢一編著. -- 電力新報社, 1995.7.  7F新体系 501.6//MA77//5836

太陽の恵みバイオマス : CO[2]を出さないこれからのエネルギー / 松村幸彦著. -- コロナ社, 2008.9. -- (シリーズ21世紀のエネルギー / 日本エネルギー学会編 ; 7). 3F開架新体系 501.6//MA82//9660

エネルギー工学入門 : 太陽・原子力・核融合 / 宮本健郎著. -- 培風館, 1996.4.  7F新体系 501.6//MI77//7301

図解水素エネルギー最前線 / 文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向研究センター編著. -- 工業調査会, 2003.7. 3F開架新体系 501.6//MO24//0857

低炭素社会におけるエネルギーマネジメント = Energy management in a low-carbon society / 村上周三 [ほか] 著. -- 慶應義塾大学出版会, 2010.3. 3F開架新体系 501.6//MU43//8930

環境・自然エネルギー革命 : 食料・エネルギー・水の地域自給 / 中村太和著. -- 日本経済評論社, 2010.1. 3F開架新体系 501.6//N37//6686

原子力と環境 / 中村政雄著. -- 中央公論新社, 2006.3. -- (中公新書ラクレ ; 210).  4F新書版 501.6//N37//7531

エコ・エネ都市システム : 21世紀の都市エネルギーと熱利用技術 / 西村隆夫, 小俣富男, 荻須吉洋編. -- 省エネルギーセンター, 1999.3. 3F開架新体系 501.6//N84//7999

エネルギーと私たちの社会 : デンマークに学ぶ成熟社会 / ヨアン・S. ノルゴー, ベンテ・L. クリステンセン [著] ; 飯田哲也訳. -- 新評論, 2002.4. 3F開架新体系 501.6//N96//2738

世界のエネルギー展望 / OECD, IEA編 ; 経済産業省資源エネルギー庁長官官房国際課監訳. -- 2002, 2004. -- エネルギーフォーラム, 2003.8-.2004 3F開架新体系 501.6//O71//4340

再生可能エネルギーの政治経済学 : エネルギー政策のグリーン改革に向けて / 大島堅一著. -- 東洋経済新報社, 2010.3. 3F開架新体系 501.6//O77//4459

水素社会宣言 : "減炭"政策のために / 最首公司著. -- エネルギーフォーラム, 2005.11. 3F開架新体系 501.6//SA22//4310

バイオマスが拓く21世紀エネルギー : 地球温暖化の元凶CO2排出はゼロにできる / 坂井正康著. -- 森北出版, 1998.10. 3F開架新体系 501.6//SA29//7697

資源小国ニッポンの挑戦 / 産経新聞東京経済部編著. -- 産経新聞出版, 2007.4.  7F新体系 501.6//SA65//4488

資源論入門 : 地球環境の未来を考える / 佐々木信行著. -- コロナ社, 2001.3.  3F開架新体系 501.6//SA75//1318

エネルギー・自然・地域社会 : 戦後エネルギー地域政策の一史的考察 / 笹生仁著. -- ERC出版, 2000.10. 7F新体系 501.6//SA77//8125

自然エネルギーが地域を変える : まちづくりの新しい風 / 佐藤由美著. -- 学芸出版社, 2003.5. 3F開架新体系 501.6//SA85//7571

2010年日本エネルギー計画 : 地球温暖化も原発もない未来への選択 / 市民エネルギー研究所著. -- ダイヤモンド社, 1994.4. 7F新体系 501.6//SH48//5848

バイオマス技術ハンドブック : 導入と事業化のノウハウ / 新エネルギー財団編. -- オーム社, 2008.10. 3F開架新体系 501.6//SH57//1976

日本の未来社会 : エネルギー・環境と技術・政策 / 城山英明, 鈴木達治郎, 角和昌浩編著. -- 東信堂, 2009.11. 3F開架新体系 501.6//SH89//6004

自然エネルギー100%コミュニティをめざして / 「自然エネルギー促進法」推進ネットワーク編. -- かもがわ出版, 2002.3. 7F新体系 501.6//SH93//0292

太陽エネルギー利用技術 : 太陽光・熱の有効利用 / 藤井石根編著. -- 工業調査会, 1991.10. 3F開架新体系 501.6//TA25//7502

省エネルギーシステム概論 : 21世紀日本のエネルギーシステムの選択 / 田中俊六著. -- オーム社, 2003.12. 3F開架新体系 501.6//TA84//4699

飽食のエネルギー : 現代文明の落とし穴 / 田中紀夫著. -- 日本経済評論社, 2001.9.  3F開架新体系 501.6//TA84//6012

エネルギーと国の役割 : 地球温暖化時代の税制を考える / 十市勉, 小川芳樹, 佐川直人共著. -- コロナ社, 2001.5. -- (シリーズ21世紀のエネルギー / 日本エネルギー学会編 ; 2). 3F開架新体系 501.6//TO26//3155

エネルギー工学 = Energy engineering / 牛山泉, 山地憲治共編. -- オーム社, 2010.2. -- (地球環境テキストブック). 3F開架新体系 501.6//U94//8854

飛躍するドイツの再生可能エネルギー : 地球温暖化防止と持続可能社会構築をめざして / 和田武著. -- 世界思想社, 2008.7. 3F開架新体系 501.6//W12//7028

藻類バイオマス : 新しいエネルギー / 渡邉信編. -- みみずく舎.  3F開架新体系 501.6//W46//6221

バイオマスが世界を変える : 日独の比較政策研究 / 薮下義文著. -- 晃洋書房, 2008.3. 3F開架新体系 501.6//Y12//2736

エネルギー・セキュリティ : 理論・実践・政策 / 矢島正之著. -- 東洋経済新報社, 2002.5. 3F開架新体系 501.6//Y16//3781

エネルギーの科学 : 人類の未来に向けて / 安井伸郎著. -- 三共出版, 2005.4.  3F開架新体系 501.6//Y64//5893

バイオエネルギー最前線 : 持続社会へむけて / 横山伸也著. -- 森北出版, 2001.4.  3F開架新体系 501.6//Y79//3263

21世紀のエコロジー社会 : エネルギー・経済・環境政策・教育 / エコロジー社会構築研究会編. -- 七つ森書館, 2001.2. 3F開架新体系 519//E19//1722

環境問題を経済から見る : なぜ日本はEUに追いつけないのか / 福島清彦著. -- 亜紀書房, 2009.1. 3F開架新体系 519//F84//3683

生命環境化学入門 : 地球を救う科学技術 / 福住俊一編. -- 朝倉書店, 2011.1.  3F開架新体系 519//F85//9458



書名 巻号次 配置場所 請求記号

21世紀が危ない : 環境問題とエネルギー / 小島紀徳著. -- コロナ社, 2001.4. -- (シリーズ21世紀のエネルギー / 日本エネルギー学会編 ; 1). 3F開架新体系 519//KO39//4811

知って得する環境・エネルギー・生命の科学 / 土屋晋著. -- 講談社, 2003.4.  3F開架新体系 519//TS32//5534

エコ・ウオーズ : 低炭素社会への挑戦 / 朝日新聞特別取材班著. -- 朝日新聞出版, 2010.3. -- (朝日新書 ; 227). 4F新書版 519.1//A82//8956

世界の地球温暖化対策 : 再生可能エネルギーと排出量取引 / 浅岡美恵編著 ; 新澤秀則, 千葉恒久, 和田重太著. -- 学芸出版社, 2009.8. 3F開架新体系 519.1//A88//2012

チェコ共和国のエネルギー・環境政策と環境保全 / 岩田裕著. -- 文理閣, 2008.11.  3F開架新体系 519.1//I97//2220

サステイナブル・スイス : 未来志向のエネルギー、建築、交通 = Nachhaltige Schweiz : Energie, Architektur, Mobilit◆U00E4◆t auf dem Weg in die Zukunft / 滝川薫著. -- 学芸出版社, 2009.5. 3F開架新体系 519.1//TA71//9255

日欧エネルギー・環境政策の現状と展望 : 環境史との対話 / 田北廣道著. -- 九州大学出版会, 2004.7. 3F開架新体系 519.1//TA73//8901
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東京電力 : 原発にゆれる電力 / 角瀬保雄, 谷江武士著. -- 大月書店, 1990.11. -- (日本のビッグ・ビジネス ; 08). B2中央N N540.92//K2//1
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ドキュメント原発建設 : 世界一の「巨大科学」に挑んだ男たち / 二見喜章著. -- 世界日報社, 1992.9. B2中央N N543.4//F1//1
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太陽エネルギー利用技術 / 日本太陽エネルギー学会編. -- オーム社, 2006.8.  3F開架新体系 543.7//N71//4441

人工光合成と有機系太陽電池 : 最新の技術とその研究開発 / 日本化学会編. -- 化学同人, 2010.7. -- (CSJ Current Review ; 02). 3F開架新体系 543.7//N71//6502

太陽光が育くむ地球のエネルギー : 光合成から光発電へ / 濱川圭弘, 太和田善久編著. -- 大阪大学出版会, 2009.10. -- (阪大リーブル ; 18). 3F開架新体系 543.8//H23//4975

太陽光発電システムがわかる本 / 小西正暉, 鈴木竜宏, 蒲谷昌生共著. -- オーム社, 2011.4. 3F開架新体系 543.8//KO75//2384

粉体技術が挑む究極のエネルギーと環境調和 : 粉が支える豊かな未来 / 内藤牧男, 牧野尚夫編著. -- 日刊工業新聞社, 2010.2. 3F開架新体系 571.2//N29//8861
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