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資料ＩＤ 資料情報 請求記号 配置場所

11701169580
環境考古学のすすめ / 安田喜憲著. -- 丸善, 2001.10. -- (丸善ライブラリー ;
349). 202.5//Y62//6958 4F新書版

11701751874
暴走する文明 : 「進歩の罠」に落ちた人類のゆくえ / ロナルド・ライト著 ; 星川淳
訳. -- 日本放送出版協会, 2005.12. 204//W94//5187 3F開架新体系

11700485367
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. -- 日本放送
出版協会, 1995.11. -- (戦後50年その時日本は : NHKスペシャル / NHK取材 210.76//SE64//8536 3F開架新体系

11701553312
ベトナム戦争におけるエージェントオレンジ : 歴史と影響 / レ・カオ・ダイ著. --
文理閣, 2004.4. 223.107//L46//5331 3F開架新体系

11701745108
母は枯葉剤を浴びた : ダイオキシンの傷あと / 中村梧郎著. -- 新版. -- 岩波書
店, 2005.12. -- (岩波現代文庫 ; 社会 125). 223.107//N37//4510 4F文庫版

11701378272
縮小文明の展望 : 千年の彼方を目指して : Media environment / 月尾嘉男著. -
- 東京大学出版会, 2003.6. 304//TS64//7827 4F開架新体系

11790136011
スモール・イズ・ビューティフル : 人間中心の経済学 / E.F.シューマッハー著 ; 小
島慶三,酒井懋訳. -- 講談社, 1986.4. -- (講談社学術文庫 ; [730]). 330//SC8//3601 4F文庫版

11701013788
スモールイズビューティフル再論 / E・F・シューマッハー [著] ; 酒井懋訳. -- 講
談社, 2000.4. -- (講談社学術文庫 ; [1425]). 331.04//SC8//1378 4F文庫版

11701739234
持続可能な発展の経済学 / ハーマン・E・デイリー[著] ; 新田功, 藏本忍, 大森正
之共訳. -- みすず書房, 2005.11. 331//D33//3923 4F開架新体系

11701658061
環境と人間の経済学 / 桂木健次 [ほか] 編著. -- 新版. -- ミネルヴァ書房,
2005.3. -- (Minerva text library ; 38). 331//KA88//5806 4F開架新体系

11790428228
共生の大地 : 新しい経済がはじまる / 内橋克人著. -- 岩波書店, 1995.3. -- (岩
波新書 ; 新赤版 381). 332.107//U15//2822 4F新書版

11701715085
東アジアの経済発展と環境 / 小林弘明, 岡本喜裕編著. -- 日本経済評論社,
2005.3. 332.2//KO12//1508 4F開架新体系

00006154975
人口の原理 / ロバート・マルサス [著] ; 高野岩三郎, 大内兵衞譯. -- 岩波書店,
1935.7. -- (岩波文庫 ; 1196-1197a, 1196-1197). 334.16 B3商学部

11701732148
入門・資源危機 : 国益と地球益のジレンマ / 谷口正次著. -- 新評論, 2005.10.

334.7//TA87//3214 4F開架新体系

11100174538
チェンジング・コース : 持続可能な開発への挑戦 / ステファン・シュミットハイニー,
BCSD著 ; BCSD日本ワーキング・グループ訳. -- ダイヤモンド社, 1992.6. 335.13//SC5//7453 7F新体系

11701558907
環境管理会計入門 : 理論と実践 / 國部克彦編著. -- 産業環境管理協会.

336.84//KO45//5890 4F開架新体系

11701187699
貨幣の生態学 : 単一通貨制度の幻想を超えて / リチャード・ダウスウェイト著 ; 馬
頭忠治, 塚田幸三訳. -- 北斗出版, 2001.7. 337.1//D89//8769 4F開架新体系

11701242619
社会的共通資本 / 宇沢弘文著. -- 岩波書店, 2000.11. -- (岩波新書 ; 新赤版
696). 343.7//U99//4261 4F新書版

11701625177
環境税 : 税財政改革と持続可能な福祉社会 / 足立治郎著. -- 築地書館,
2004.7. 345.1//A16//2517 4F開架新体系

11700480079
環境と消費の社会心理学 : 共益と私益のジレンマ / 広瀬幸雄著. -- 名古屋大
学出版会, 1995.10. 361.4//H72//8007 4F開架新体系

11701678721
環境社会学への招待 : グローバルな展開 / 満田久義著. -- 朝日新聞社書籍編
集部, 2005.5. 361.7//MI63//7872 4F開架新体系

11701617851
環境社会学 : 生活者の立場から考える / 鳥越皓之著. -- 東京大学出版会,
2004.10. 361.7//TO67//1785 4F開架新体系

11701369370
定常型社会 : 新しい「豊かさ」の構想 / 広井良典著. -- 岩波書店, 2001.6. --
(岩波新書 ; 新赤版 733). 364//H71//6937 4F新書版

11701772755
地球環境化学入門 / J.E.アンドリューズ [ほか] 著 ; 渡辺正訳. -- 改訂版. --
シュプリンガー・フェアラーク東京, 2005.10. 450.13//A48//7275 3F開架新体系

11701735661
地球環境の変容 / 大原隆, 西田孝編集. -- 普及版. -- 朝倉書店, 2005.3.

450//O27//3566 3F開架新体系

11701553379
気候変動 : 水没する地球 / ディンヤル・ゴドレージュ著 ; 戸田清訳. -- 青土社,
2004.5. 451.85//G55//5337 3F開架新体系

11701722818
地球温暖化防止の市民戦略 / 気候ネットワーク編. -- 中央法規出版, 2005.9.

451.85//KI22//2281 3F開架新体系

11701779834
地球温暖化はどこまで解明されたか : 日本の科学者の貢献と今後の展望2006 /
小池勲夫編. -- 丸善, 2006.3. 451.85//KO31//7983 3F開架新体系

11701288422
京都議定書と地球の再生 / 松橋隆治著. -- 日本放送出版協会, 2002.9. --
(NHKブックス ; 949). 451.85//MA76//8842 3F開架新体系

11701731025
渡り鳥から見た地球温暖化 / 中西朗著. -- 成山堂書店, 2005.10.

451.85//N38//3102 3F開架新体系

11700740019
地球温暖化で何が起こるか / スティーヴン・シュナイダー著 ; 田中正之訳. -- 草
思社, 1998.4. -- (サイエンス・マスターズ ; 10). 451.85//SC5//4001 3F開架新体系

11701669860
「新」地球温暖化とその影響 : 生命の星と人類の明日のために / 内嶋善兵衛著.
-- 裳華房, 2005.5. -- (ポピュラーサイエンス ; 267). 451.85//U16//6986 3F開架新体系

11701655778
温暖化の「発見」とは何か / スペンサー・R・ワート [著] ; 増田耕一, 熊井ひろ美
共訳. -- みすず書房, 2005.3. 451.85//W51//5577 3F開架新体系

11701774322
気候パニック / イヴ・ルノワール著 : 神尾賢二訳. -- 緑風出版, 2006.3.

451//L54//7432 3F開架新体系

11701184167
水辺ぐらしの環境学 : 琵琶湖と世界の湖から / 嘉田由紀子著. -- 昭和堂,
2001.12. 452.93//KA13//8416 3F開架新体系

11701640457
水辺の環境ガイド : 歩く・読む・調べる / 平井幸弘著. -- 古今書院, 2005.1.

452.94//H64//4045 3F開架新体系
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11700848259
生命系 : 生物多様性の新しい考え / 岩槻邦男著. -- 岩波書店, 1999.2.

460.4//I97//4825 3F開架新体系

11701724905
有明海の生態系再生をめざして / 日本海洋学会編. -- 恒星社厚生閣, 2005.9.

462.19//N71//2490 3F開架新体系

11790152836
崩壊する地球生態系 / 石弘之著. -- 筑摩書房, 1993.7. -- (ちくま学芸文庫).

468.2//I71//5283 4F文庫版

11701665934
生物多様性はなぜ大切か? / 日高敏隆編. -- 昭和堂, 2005.4. -- (地球研叢
書). 468//H54//6593 3F開架新体系

11790378571
有限の生態学 / 栗原康著. -- 岩波書店, 1994.8. -- (同時代ライブラリー ; 194).

468//KU61//7857 4F文庫版

11701442961
持続不可能性 : 環境保全のための複雑系理論入門 / サイモン・レヴィン著 ; 重
定南奈子, 高須夫悟訳. -- 文一総合出版, 2003.10. 468//L57//4296 3F開架新体系

11701707652
生態系へのまなざし / 鷲谷いづみ, 武内和彦, 西田睦著. -- 東京大学出版会,
2005.8. 468//W44//0765 3F開架新体系

00000955286
エビと日本人 / 村井吉敬著. -- 岩波書店, 1988.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 20).

N485.3//M2//1 3F開架N

17100009624
水俣が映す世界 / 原田正純著. -- 日本評論社, 1989.6.

493.15//H B3生活科学

11701192061
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, 山中由紀共著.
-- 緑風出版, 2001.12. 493.152//KI45//9206 3F開架新体系

11100216693
水俣病事件四十年 / 宮澤信雄著. -- 葦書房, 1997.11.

493.152//MI89//1669 7F新体系

11701421809
ニッポン「亜熱帯」化宣言 : そしてグローバル・ウイルスが逆襲する / 藤田紘一郎
著. -- 中央公論新社, 2003.8. -- (中公新書ラクレ ; 97). 493.8//F67//2180 4F新書版

11700314831
そして僕らはエイズになった / 石田吉明,小西熱子著. -- 晩聲社, 1993.10. --
(ルポルタージュ叢書 ; 38). 493.878//I72//1483 3F開架新体系

11700670638
砂時計のなかで : 薬害エイズ・HIV訴訟の全記録 / 島本慈子著. -- 河出書房新
社, 1997.10. 493.878//SH38//70633F開架新体系

11701226653
胎児の複合汚染 : 子宮内環境をどう守るか / 森千里著. -- 中央公論新社,
2002.4. -- (中公新書 ; 1638). 495.6//MO45//2665 4F新書版

11701698141
グローバル・エイズ : 途上国における病の拡大と先進国の課題 / アリグザンダー・
アーウィン, ジョイス・ミレン, ドロシー・ファローズ著 ; 八木由里子訳. -- 明石書 498.6//I67//9814 3F開架新体系

11701614395
私の「日本エイズ史」 / 塩川優一著. -- 日本評論社, 2004.10.

498.6//SH73//1439 3F開架新体系

11700990713
北欧のエネルギーデモクラシー / 飯田哲也著. -- 新評論, 2000.3.

501.6//I18//9071 3F開架新体系

11701772508
物質・エネルギー再生の科学と工学 / 葛西栄輝, 秋山友宏著. -- 共立出版,
2006.2. 501.6//KA72//7250 3F開架新体系

11701379353
資源・エネルギーと循環型社会 / 北野大編著 ; 及川紀久雄, 久保田正明共著.
-- 三共出版, 2003.6. 501.6//KI69//7935 3F開架新体系

11701382415
地球持続の技術 / 小宮山宏著. -- 岩波書店, 1999.12. -- (岩波新書 ; 新赤版
647). 501.6//KO65//8241 4F新書版

11701775311
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). 501.6//N37//7531 4F新書版

11701365428
水素エコノミー : エネルギー・ウェブの時代 / ジェレミー・リフキン著 ; 柴田裕之
訳. -- 日本放送出版協会, 2003.4. 501.6//R38//6542 3F開架新体系

11701239037
ファクター4 : 豊かさを2倍に、資源消費を半分に / エルンスト・U・フォン・ワイツ
ゼッカー, エイモリー・B・ロビンス, L・ハンター・ロビンス 著 ; 佐々木建訳. -- 省 501.6//W55//3903 3F開架新体系

11701535764
インバース・マニュファクチャリング ハンドブック : ポストリサイクルの循環型ものづ
くり / 木村文彦 [ほか] 編. -- 丸善, 2004.3. 509.63//KI39//3576 3F開架新体系

11701523059
サステナブルデザイン : 製品開発における環境への配慮 / 山際康之著. -- 丸
善, 2004.4. 509.63//Y23//2305 3F開架新体系

11701685213
エクセル地盤環境学入門 / 石田哲朗著. -- インデックス出版. -- (Excel土木講
座). 511.3//I72//8521 3F開架新体系

11701512516
ウォーター・ビジネス / 中村靖彦著. -- 岩波書店, 2004.2. -- (岩波新書 ; 新赤
版 878). 517//N37//1251 4F新書版

11701354869
水と暮らしの環境文化 : 京都から世界へつなぐ / 槌田劭, 嘉田由紀子編. -- 昭
和堂, 2003.4. 517//TS26//5486 3F開架新体系

11701398718
ごみ読本 / 廃棄物学会編. -- 新版. -- 中央法規出版, 2003.7.

518.52//H15//9871 3F開架新体系

11701451277
ごみから考えよう都市環境 / 川口和英著. -- 技報堂出版, 2003.10.

518.52//KA92//5127 3F開架新体系

11701398890
ゴミポリシー : 燃やさないごみ政策「ゼロ・ウェイスト」ハンドブック / ロビン・マレー
著 ; グリーンピース・ジャパン訳. -- 築地書館, 2003.7. 518.52//MU79//9889 3F開架新体系

11701644558
入門廃棄物の経済学 / リチャード・C・ポーター著 ; 石川雅紀, 竹内憲司訳. --
東洋経済新報社, 2005.2. 518.52//P83//4455 3F開架新体系

11701601012
ごみ問題100の知識 / 左巻健男, 金谷健編著. -- 東京書籍, 2004.9.

518.52//SA57//0101 3F開架新体系

11701708353
ごみプランニング : 廃棄物問題解決のための新手法 / 和田英樹著. -- 築地書
館, 2005.8. 518.52//W12//0835 3F開架新体系

11701572049
ごみを燃やす社会 : ごみ焼却はなぜ危険か / 山本節子著. -- 築地書館,
2004.7. 518.52//Y31//7204 3F開架新体系
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11701252774
循環型社会の公共政策 / 山谷修作編著. -- 中央経済社, 2002.7.

518.52//Y47//5277 3F開架新体系

11701346659
循環型社会を創る : 技術・経済・政策の展望 / エントロピー学会編. -- 藤原書
店, 2003.2. 518.523//E63//4665 3F開架新体系

11700806620
最新リサイクルキーワード / クリーン・ジャパン・センター編. -- 第3版. -- 経済調
査会, 1997.12. 518.523//KU65//06623F開架新体系

11701102359
リサイクル幻想 / 武田邦彦著. -- 文藝春秋, 2000.10. -- (文春新書 ; 131).

518.523//TA59//02354F新書版

11701137181
廃棄物のバイオコンバージョン : ゼロエミッションをめざして / 矢田美恵子, 川口
博子, 佐々木健著. -- 改訂・増補版. -- 地人書館, 2001.4. -- (ニュー エンジニ 518.523//Y66//3718 3F開架新体系

11701448174
リサイクル社会への道 / 寄本勝美著. -- 岩波書店, 2003.10. -- (岩波新書 ; 新
赤版 857). 518.523//Y84//4817 4F新書版

11701542869
循環型社会 : 持続可能な未来への経済学 / 吉田文和著. -- 中央公論新社,
2004.4. -- (中公新書 ; 1743). 518.523//Y86//4286 4F新書版

11700806307
有機廃棄物資源化大事典 / 有機質資源化推進会議編. -- 農山漁村文化協会,
1997.3. 518.523//Y97//0630 3F開架新体系

11701692136
環境の思想と倫理 : 環境の哲学、思想、歴史、運動、政策 / 金子光男, 尾崎和
彦編著. -- 人間の科学新社, 2005.7. 519.04//KA53//9213 3F開架新体系

11701743368
環境 : 安全という価値は… / 松永澄夫編 ; 金子勝 [ほか執筆]. -- 東信堂,
2005.11. 519.04//MA83//4336 3F開架新体系

11701022144
環境話の泉 : みんなで考えよう76のトピックス / 宮田光男編著. -- 裳華房,
2000.5. -- (ポピュラーサイエンス ; 212). 519.04//MI84//2214 3F開架新体系

11200160056
地球環境問題読本 : 21世紀を私たちの手に / 本谷勲著. -- 東洋書店,
1992.11. 519.04//MO89//6005 7F新体系

11701664051
地球環境の教科書10講 / 左巻健男, 平山明彦, 九里徳泰編著. -- 東京書籍,
2005.4. 519.04//SA57//6405 3F開架新体系

11701734458
サスティナブル経済のビジョンと戦略 : 地球再生に向けた論理と知見 / 山本良一
責任編集 ; 内田裕久[ほか著]. -- 日科技連出版社, 2005.5. 519.04//Y31//3445 3F開架新体系

11700936740
廃棄物図書ガイド : 廃棄物に関連する書籍及び報告書を約3000冊収録した図書
ガイド. -- リサイクル文化社. -- (リサイクル文化 : 生態系との融和をめざすオピニ 519.05//H15//3674 3F開架新体系

11700734400
成功した環境政策 : エコロジー的成長の条件 / マルティン・イェニッケ, ヘルムー
ト・ヴァイトナー編 ; 長尾伸一, 長岡延孝監訳. -- 有斐閣, 1998.4. 519.1//J36//3440 3F開架新体系

11701684752
京都議定書目標達成計画の全容 : チーム・マイナス6% / 地球温暖化対策推進
本部事務局[ほか]監修. -- 小学館クリエイティブ. 519.1//KY6//8475 3F開架新体系

11701765072
スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」 : 安心と安全の国づくりとは何か / 小澤
徳太郎著. -- 朝日新聞社, 2006.2. -- (朝日選書 ; 792). 519.1//O97//6507 3F開架新体系

11701787886
環境行政の理念と実践 : 環境文明社会の実現をめざして / 宇都宮深志著. --
東海大学出版会, 2006.3. 519.1//U96//8788 3F開架新体系

11701367416
環境法入門 / 畠山武道, 大塚直, 北村喜宣著. -- 2版. -- 日本経済新聞社,
2003.5. -- (日経文庫 ; 881). 519.12//H41//6741 4F新書版

11701729169
環境法入門 / 交告尚史 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2005.10. -- (有斐閣アルマ ;
Basic). 519.12//KO42//2916 3F開架新体系

11701672609
地域から考える環境法 / 中山充, 横山信二編著 ; 伊藤浩 [ほか] 著. -- 嵯峨野
書院, 2005.5. 519.12//N45//7260 3F開架新体系

11701672831
はじめての環境経済学 / ジェフリー・ヒール著 ; 細田衛士, 大沼あゆみ, 赤尾健
一訳. -- 東洋経済新報社, 2005.5. 519.13//H51//7283 3F開架新体系

11701766237
実践環境経営論 : 戦略論的アプローチ / 堀内行蔵, 向井常雄著. -- 東洋経済
新報社, 2006.2. 519.13//H89//6623 3F開架新体系

11701334069
図解企業のための環境問題 : 環境とビジネスの関係が驚くほどよくわかる / 井熊
均編著. -- 第2版. -- 東洋経済新報社, 2003.1. 519.13//I38//3406 3F開架新体系

12100013759
グリーンファクトリー : 環境保全で勝てる経営 / 木全晃著. -- 日本経済新聞社,
2004.3. 519.13//KI31//1375 7F新体系

11701352749
エコデザイン革命 : 環境とビジネスの両立 / エコデザイン推進機構, インバース・
マニュファクチャリングフォーラム共編 ; 小澁弘明 [ほか] 共著. -- 丸善, 2003.3. 519.13//KO84//5274 3F開架新体系

11701647882
環境マネジメントハンドブック / 真船洋之助監修・編著 ; 石崎忠司編集代表. --
日本工業新聞社, 2005.1. 519.13//MA28//4788 3F開架新体系

11701479286
経営に活かす環境戦略の進め方 : 環境経営からCSRに向けて / 矢野昌彦 [ほ
か] 共著. -- オーム社, 2004.1. 519.13//Y58//7928 3F開架新体系

11701669647
ISO14000入門 / 吉澤正著. -- 第2版. -- 日本経済新聞社, 2005.5. -- (日経文
庫 ; 1060). 519.13//Y94//6964 4F新書版

11790381997
緑の世界史 / クライブ・ポンティング著 ; 石弘之, 京都大学環境史研究会訳. --
上, 下. -- 朝日新聞社, 1994.6. -- (朝日選書 ; 503,504). 519.2//P79//8199 7F新体系

11790294927
緑の世界史 / クライブ・ポンティング著 ; 石弘之, 京都大学環境史研究会訳. --
上, 下. -- 朝日新聞社, 1994.6. -- (朝日選書 ; 503,504). 519.2//P79//9492 7F新体系

11701634203
環境再生と日本経済 : 市民・企業・自治体の挑戦 / 三橋規宏著. -- 岩波書店,
2004.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 924). 519.21//MI63//3420 4F新書版

11701466580
環境史年表 / 下川耿史編. -- 1868-1926: 明治・大正編, -- 河出書房新社,
2003.11-2004.1. 519.21//SH52//6658 3F開架新体系

11701477785
環境史年表 / 下川耿史編. -- 1926-2000: 昭和・平成編. -- 河出書房新社,
2003.11-2004.1. 519.21//SH52//7778 3F開架新体系

11701288398
環境再生 : 川崎から公害地域の再生を考える / 永井進, 寺西俊一, 除本理史編
著. -- 有斐閣, 2002.9. -- (有斐閣選書). 519.2137//N14//88393F開架新体系
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11700987917
新潟水俣病の三十年 : ある弁護士の回想 / 坂東克彦著. -- 日本放送出版協
会, 2000.1. 519.2141//B18//8791 3F開架新体系

11700438267
おるが水俣 / 鬼塚巌著. -- 現代書館, 1986.7.

519.2194//O66//38263F開架新体系

11701757228
環境共同体としての日中韓 / 寺西俊一監修 ; 東アジア環境情報発伝所編. --
集英社, 2006.1. -- (集英社新書 ; 0326B). 519.22//TE56//5722 4F新書版

11701775642
地球環境保全への途 : アジアからのメッセージ / 寺西俊一, 大島堅一, 井上真
編. -- 有斐閣, 2006.3. -- (有斐閣選書 ; [1665]). 519.22//TE56//7564 3F開架新体系

11701757335
ディープ・エコロジーの原郷 : ノルウェーの環境思想 / 尾崎和彦著. -- 東海大
学出版会, 2006.1. 519.2389//O96//57333F開架新体系

11701634732
環境ホルモンと水生生物 / 川合真一郎著. -- 成山堂書店, 2004.12. -- (ベル
ソーブックス ; 019). 519.4//KA93//3473 3F開架新体系

11701733930
土壌・地下水汚染の情報公開50のポイント / 相澤渉著. -- 工業調査会,
2005.11. 519.5//A26//3393 3F開架新体系

11701519636
拡大する土壌・地下水汚染 : 土壌汚染対策法と汚染の現実 / 畑明郎著. -- 世
界思想社, 2004.3. -- (Sekaishiso seminar). 519.5//H41//1963 3F開架新体系

11701164888
土壌・地下水汚染 : 広がる重金属汚染 / 畑明郎著. -- 有斐閣, 2001.10. -- (有
斐閣選書). 519.5//H41//6488 3F開架新体系

11701356062
土壌汚染その総合的対策 : 調査技術、法律、鑑定、土地利用 / 資産評価政策
学会編集. -- ぎょうせい, 2003.3. 519.5//SH89//5606 3F開架新体系

11701636786
土壌汚染リスク : 「現場」の実態と解決モデル / 高杉晋吾著. -- ダイヤモンド社,
2004.11. 519.5//TA54//3678 3F開架新体系

11701727684
産廃ビジネスの経営学 / 石渡正佳著. -- 筑摩書房, 2005.10. -- (ちくま新書 ;
561). 519.7//I82//2768 4F新書版

11701241223
山が消えた : 残土・産廃戦争 / 佐久間充著. -- 岩波書店, 2002.6. -- (岩波新
書 ; 新赤版 789). 519.7//SA45//4122 4F新書版

11701678499
新・廃棄物学入門 / 田中勝著. -- 中央法規出版, 2005.5.

519.7//TA84//7849 3F開架新体系

17100181266
厚生省薬害史 : 行政の歪が見えてくる¦厚生省薬事関連訴訟の軌跡 / 富家孝著.
-- 三一書房, 1997.11. -- (三一新書 ; 1179). 519.79//F73//8126 7F新体系

11700708735
ノーモア薬害 : 薬害の歴史に学び、その根絶を / 片平洌彦著. -- 増補改訂版.
-- 桐書房, 1997.12. 519.79//KA81//0873 3F開架新体系

11700771949
農薬の空中散布と環境ホルモン : 空散反対住民訴訟からのアピール / 久慈力
著. -- 新泉社, 1998.7. 519.79//KU25//7194 3F開架新体系

11700674952
薬害はなぜ隠されたのか : “生け贄"にされた医師の告発 / 水沢溪著. -- 三一
書房, 1997.9. 519.79//MI96//7495 3F開架新体系

11700827337
危機に立つ人間環境 : 「食」と環境の化学 / 田坂興亜著. -- 光村教育図書,
1999.1. -- (ICU選書). 519.79//TA92//2733 3F開架新体系

11701680081
WHO化学物質の生殖リスクアセスメント : 有害影響の評価プロセス / [World
Health Organization編] ; 小林剛翻訳・註解. -- エヌ・ティー・エス, 2005.5. 519.79//W88//8008 3F開架新体系

11700977157
共感する環境学 : 地域の人びとに学ぶ / 嘉田由紀子, 槌田劭, 山田國廣編著.
-- ミネルヴァ書房, 2000.2. -- (シリーズ「環境・エコロジー・人間」 ; 別巻1). 519.8//KA13//7715 3F開架新体系

11701740661
絶滅危機生物の世界地図 / Richard Mackay[著] ; 武田正倫, 川田伸一郎訳. --
丸善, 2005.11. 519.8//MA21//4066 3F開架新体系

11700829432
自然の権利 / ロデリック・F・ナッシュ著 ; 松野弘訳. -- 筑摩書房, 1999.2. -- (ち
くま学芸文庫). 519.8//N55//2943 4F文庫版

11701569003
自然再生 : 持続可能な生態系のために / 鷲谷いづみ著. -- 中央公論新社,
2004.6. -- (中公新書 ; 1752). 519.8//W44//6900 4F新書版

11701588243
NHK地球だい好き環境新時代 / NHK「新環境」プロジェクト編. -- 日本放送出版
協会, 2004.7. 519.81//N69//8824 3F開架新体系

11701659085
生態学からみた里やまの自然と保護 / 日本自然保護協会編集. -- 講談社,
2005.4. 519.81//N71//5908 3F開架新体系

11701751601
環境にやさしいのはだれ? : 日本とドイツの比較 / K.H. フォイヤヘアト, 中野加都
子著. -- 技報堂出版, 2005.12. 519.834//F23//5160 3F開架新体系

11701757756
自然保護の神話と現実 : アフリカ熱帯降雨林からの報告 / ジョン・F.オーツ著 :
浦本昌紀訳. -- 緑風出版, 2006.2. 519.844//O11//5775 3F開架新体系

11701677988
アマゾン : 保全と開発 / 西澤利栄 [ほか] 著. -- 朝倉書店, 2005.4.

519.862//N87//7798 3F開架新体系

11701340439
環境問題の考え方 / 天野明弘著. -- 関西学院大学出版会, 2003.1.

519//A43//4043 3F開架新体系

11701699487
戦争はいかに地球を破壊するか : 最新兵器と生命の惑星 / ロザリー・バーテル
著 ; 中川慶子, 稲岡美奈子, 振津かつみ訳. -- 緑風出版, 2005.8. 519//B38//9948 3F開架新体系

11701218213
環境革命の時代 : 21世紀の環境概論 / 地球環境戦略研究機関編. -- 東京書
籍, 2002.2. 519//C44//1821 3F開架新体系

11701246271
環境経済学入門 / バリー・C・フィールド著 ; 秋田次郎, 猪瀬秀博, 藤井秀昭訳.
-- 日本評論社, 2002.6. 519//F25//4627 3F開架新体系

11701644442
環境経済論 / 古林英一著. -- 日本経済評論社, 2005.1.

519//F92//4444 3F開架新体系

11701682269
環境経済学 : 理論と実践 / N. ハンレー, J. ショグレン, B. ホワイト [著] ; 政策科
学研究所環境経済学研究会訳. -- 勁草書房, 2005.5. 519//H29//8226 3F開架新体系

11701141472
Q&A環境問題の基礎知識 / 平松紘著. -- 明石書店, 2001.5.

519//H65//4147 3F開架新体系
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11701462571
21世紀型環境学入門 : 地球規模の循環型社会をめざす / 本多淳裕著. -- 技報
堂出版, 2003.1. -- (はなしシリーズ). 519//H84//6257 3F開架新体系

11701739572
環境経済学入門 / 石橋春男, 島田千秋, 山本慶子共著. -- 泉文堂, 2005.11.

519//I71//3957 3F開架新体系

11701246990
地球環境新時代 : これだけは知っておきたい環境問題 / 石澤清史, 松田美夜子
著. -- 中央法規出版, 2002.6. 519//I84//4699 3F開架新体系

11701684216
政治的エコロジーの歴史 / ジャン・ジャコブ著 ; 鈴木正道訳. -- 緑風出版,
2005.6. 519//J12//8421 3F開架新体系

11701417906
手にとるように環境問題がわかる本 : 生活との関わりからエコビジネスまで / かん
き出版編集部, ビッグペン編著. -- かんき出版, 1997.5. 519//KA56//1790 3F開架新体系

11701710763
新・環境倫理学のすすめ / 加藤尚武著. -- 丸善, 2005.8. -- (丸善ライブラリー ;
373). 519//KA86//1076 4F新書版

11701604859
環境ホルモンとダイオキシン : 人間と自然生態系の共存のために / 彼谷邦光著.
-- 裳華房, 2004.9. -- (ポピュラーサイエンス ; 264). 519//KA98//0485 3F開架新体系

11701716281
持続可能な社会のための環境学習 : 知恵の環を探して / 木俣美樹男, 藤村コノ
ヱ共編著. -- 培風館, 2005.4. 519//KI31//1628 3F開架新体系

11701735547
これからの環境科学 : 自然環境と人間社会を総合的に考える / 小島次雄, 川平
浩二, 藤倉良編著. -- 化学同人, 2005.4. 519//KO39//3554 3F開架新体系

11701760446
エコロジストのための経済学 / 小島寛之著. -- 東洋経済新報社, 2006.2.

519//KO39//6044 3F開架新体系

11701161017
ホルモン・カオス : 「環境エンドクリン仮説」の科学的・社会的起源 / シェルドン・ク
リムスキー [著] ; 松崎早苗, 斉藤陽子訳. -- 藤原書店, 2001.9. 519//KR5//6101 3F開架新体系

11701240639
環境を守るほど経済は発展する : ゴミを出さずにサービスを売る経済学 / 倉阪秀
史著. -- 朝日新聞社, 2002.6. -- (朝日選書 ; 706). 519//KU55//4063 3F開架新体系

11701738939
風景のなかの環境哲学 / 桑子敏雄著. -- 東京大学出版会, 2005.11.

519//KU96//3893 3F開架新体系

11701301241
環境ホルモンの最前線 / 松井三郎[ほか]著. -- 有斐閣, 2002.11. -- (有斐閣選
書 ; [1654]). 519//MA77//0124 3F開架新体系

11701729383
環境学 / 松尾友矩著. -- 岩波書店, 2005.4. -- (シリーズ現代工学入門).

519//MA85//2938 3F開架新体系

11700850792
ダイオキシン / 宮田秀明著. -- 岩波書店, 1999.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 605).

519//MI84//5079 4F新書版

11701597236
環境 / 諸富徹著. -- 岩波書店, 2003.10. -- (思考のフロンティア).

519//MO77//9723 3F開架新体系

11701235100
思想としての地球 : 地球環境論講義 / 長崎浩著. -- 太田出版, 2001.10.

519//N21//3510 3F開架新体系

11701443159
アプローチ環境ホルモン : その基礎と水環境における最前線 / 日本水環境学会
関西支部編. -- 技報堂出版, 2003.9. 519//N71//4315 3F開架新体系

11701546696
新・環境科学への扉 / 日本環境学会編集委員会編. -- 有斐閣, 2001.2. -- (有
斐閣コンパクト). 519//N71//4669 3F開架新体系

11700848655
気象と地球の環境科学 / 二宮洸三著. -- オーム社, 1999.2.

519//N76//4865 3F開架新体系

11701404318
環境ホルモン : 人心を「攪乱」した物質 / 西川洋三著. -- 日本評論社, 2003.7.
-- (シリーズ地球と人間の環境を考える ; 04). 519//N83//0431 3F開架新体系

11701477280
ヒトは環境を壊す動物である / 小田亮著. -- 筑摩書房, 2004.1. -- (ちくま新書 ;
452). 519//O17//7728 4F新書版

11701729292
環境のための数学 / 小川束著. -- 朝倉書店, 2005.3.

519//O24//2929 3F開架新体系

11701401512
OECD世界環境白書 : 2020年の展望 / OECD環境局著 ; 環境省地球環境局監
訳. -- 中央経済社, 2002.8. -- (OECD叢書). 519//O71//0151 3F開架新体系

11701677806
環境思想キーワード / 尾関周二, 亀山純生, 武田一博編著. -- 青木書店,
2005.5. 519//O98//7780 3F開架新体系

11700981886
南極発・地球環境レポート : 異変観測の最前線から / 斎藤清明著. -- 中央公論
新社, 2000.2. -- (中公新書 ; 1519). 519//SA25//8188 4F新書版

11701660380
ごみの環境経済学 / 坂田裕輔著. -- 晃洋書房, 2005.4.

519//SA37//6038 3F開架新体系

11701735802
環境経済学 / H. ジーベルト著 ; 大沼あゆみ監訳. -- シュプリンガー・フェアラー
ク東京, 2005.4. 519//SI2//3580 3F開架新体系

11701772292
マネジメントの生態学 : 生態文化・環境回復・環境経営・資源循環 = ECO-
management / 鈴木邦雄著. -- 共立出版, 2006.2. 519//SU96//7229 3F開架新体系

11700811786
自分の暮らしがわかるエコロジー・テスト : 環境問題は生活のエコ度チェックから
/ 高月紘編著. -- 講談社, 1998.12. -- (ブルーバックス ; B-1237). 519//TA55//1178 4F新書版

17100258056
やってみようエコチェック:環境をよくする25のヒント / 高月紘、堀孝弘[共著]. --
講談社, 2002.3. 519//TA55//5805 7F新体系

11701679760
エコブームを問う! : 東大生と学ぶ環境学 = Aren't we in eco-boom? : students at
the University of Tokyo work on the environment issues / 東京大学環境三四郎 519//TO46//7976 3F開架新体系

11700377374
地球環境キーワード : 環境経済学で読み解く / 植田和弘監修. -- 有斐閣,
1994.9. -- (有斐閣双書 . Keyword series). 519//U48//7737 3F開架新体系

11701344845
ダイオキシン : 神話の終焉(おわり) / 渡辺正, 林俊郎著. -- 日本評論社,
2003.1. -- (シリーズ地球と人間の環境を考える ; 02). 519//W46//4484 3F開架新体系

11701461094
最新暮らしの中の環境問題Q&A : 水・空気・食品・生活・健康 / 山口英昌編著. -
- ミネルヴァ書房, 2000.2. -- (シリーズ・暮らしの科学 ; 14). 519//Y24//6109 3F開架新体系
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11701672872
環業革命 / 山根一眞著. -- 講談社, 2005.5.

519//Y36//7287 3F開架新体系

11701459585
いちばん大事なこと : 養老教授の環境論 / 養老孟司著. -- 集英社, 2003.11. --
(集英社新書 ; 0219B). 519//Y84//5958 4F新書版

11701164136
IT汚染 / 吉田文和著. -- 岩波書店, 2001.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 741).

519//Y86//6413 4F新書版

11701390988
環境ホルモンと人類の未来 / 吉沢逸雄, 三浦敏明, 伊藤慎二共著. -- 三共出
版, 2003.6. -- (地球環境サイエンスシリーズ / 多賀光彦監修 ; 14). 519//Y94//9098 3F開架新体系

00001095645
公害摘発最前線 / 田尻宗昭著. -- 岩波書店, 1980.2. -- (岩波新書 ; 黄-111).

N519.5//T9//1 3F開架N

11701605161
世界の自然遺産 : ナショナルジオグラフィックが訪れた / 尾澤和幸編集 ; 北村京
子 [ほか] 訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィッ L519.8//O97//0516 3F開架新体系

11701722198
「環境建築」読本 : 地球と暮らしのしくみから建築のデザインを考える / 日本建築
家協会環境行動委員会編. -- 彰国社, 2005.10. 520.4//N71//2219 3F開架新体系

11701683564
環境と共生する建築25のキーワード / 大西正宜著. -- 第2版. -- 学芸出版社,
2005.6. 520.4//O66//8356 3F開架新体系

11701386226
サステイナブルハウジング : 地球にやさしい資源循環型住宅 / 資源循環型住宅
技術開発プロジェクト編. -- 東洋経済新報社, 2003.6. 527//SH29//8622 3F開架新体系

11700540955
人形峠ウラン公害ドキュメント / 榎本益美著 ; 小出裕章解説. -- 北斗出版,
1995.4. 539.69//E63//4095 3F開架新体系

11701656438
JCO臨界事故その全貌の解明 : 事実・要因・対応 / 日本原子力学会JCO事故調
査委員会著. -- 東海大学出版会, 2005.2. 539.99//N71//5643 3F開架新体系

11701593474
JCO事故後の原子力世論 / 岡本浩一, 宮本聡介編. -- ナカニシヤ出版,
2004.4. 539//O42//9347 3F開架新体系

11700540971
チェルノブイリの真実 / 広河隆一著. -- 講談社, 1996.4.

543.5//H71//4097 3F開架新体系

11700352682
高速増殖炉もんじゅ : 巨大核技術の夢と現実 / 小林圭二著. -- 七つ森書館.

543.5//KO12//5268 3F開架新体系

11700757716
原子力と共存できるか / 小出裕章,足立明著. -- かもがわ出版, 1997.11.

543.5//KO29//5771 3F開架新体系

11700544270
原発事故……その時、あなたは! / 瀬尾健著. -- 風媒社, 1995.6.

543.5//SE76//4427 3F開架新体系

11700612739
金属産業の技術と公害 / 畑明郎著. -- アグネ技術センター.

560.92//H41//1273 3F開架新体系

11700540484
マンガンぱらだいす : 鉱山に生きた朝鮮人たち / 田中宇著. -- 風媒社, 1995.9.

560.96//TA84//4048 3F開架新体系

11700865451
谷中村滅亡史 / 荒畑寒村著. -- 岩波書店, 1999.5. -- (岩波文庫).

561.9//A62//6545 4F文庫版

11790301391
土呂久羅漢 / 川原一之著. -- 影書房, 1994.9.

561.98//KA92//0139 3F開架新体系

11700709121
炭坑(やま)の灯は消えても : 三池鉱炭じん爆発によるCO中毒の33年 / 原田正純
著. -- 日本評論社, 1997.12. 567.9//H32//0912 3F開架新体系

11700878645
三池炭鉱 : 同時代ドキュメント : 1963年炭じん爆発を追う / 森弘太, 原田正純著.
-- 日本放送出版協会, 1999.6. 567.9//MO45//7864 3F開架新体系

00000352450
石油文明の次は何か / 槌田敦著. -- 農山漁村文化協会, 1981.5. -- (人間選書
; 61). N568.9//T2//1 B2中央N

11701710581
紙はよみがえる : 日本文化と紙のリサイクル / 岡田英三郎著. -- 雄山閣,
2005.2. 585.6//O38//1058 3F開架新体系

11701623008
地域再生へのアプローチ : 環境か破滅か / 北村修二著. -- 古今書院, 2004.11.

601.1//KI68//2300 4F開架新体系

12100029599
英国の持続可能な地域づくり : パートナーシップとローカリゼーション / 中島恵理
著. -- 学芸出版社, 2005.7. 601.33//N34//2959 7F新体系

11701649912
食料・資源・環境問題を考える / 細川隆雄編著. -- 晃洋書房, 2005.2.

611.3//H94//4991 4F開架新体系

11701718683
環境地球マネジメント入門 : 地球環境問題におけるモデリングとマネジメント / 松
村寛一郎, 玄場公規著. -- 白桃書房, 2005.9. 611.3//MA82//1868 4F開架新体系

11701726611
里と森の危機 (クライシス) : 暮らし多様化への提言 / 佐藤洋一郎著. -- 朝日新
聞社, 2005.10. -- (朝日選書 ; 786). 612.1//SA85//2661 4F開架新体系

11701653385
土壌圏と地球温暖化 / 木村眞人, 波多野隆介編. -- 名古屋大学出版会,
2005.2. 613.5//KI39//5338 4F開架新体系

11701717032
農業と環境汚染 : 日本と世界の土壌環境政策と技術 / 西尾道徳著. -- 農山漁
村文化協会, 2005.3. 613.5//N86//1703 4F開架新体系

11701730753
エコ&ヒーリング・ランドスケープ : 環境配慮と癒しの環境づくり / 豊田幸夫著. --
鹿島出版会, 2005.11. 629//TO83//3075 4F開架新体系

11701779479
世界森林報告 / 山田勇著. -- 岩波書店, 2006.3. -- (岩波新書 ; 新赤版 999).

652//Y19//7947 4F新書版

11700755371
ナージャの村 / 本橋成一写真. -- 平凡社, 1998.6.

L748//MO83//5537 3F開架新体系

11701133164
ゲランドの塩物語 : 未来の生態系のために / コリン・コバヤシ著. -- 岩波書店,
2001.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 730). 669.0235//KO12//33 4F新書版

17100049968
水俣 : 写真集 / W. ユージン・スミス, アイリーン M. スミス著 ; 中尾ハジメ訳. --
新装版. -- 三一書房, 1991.12. 748//S B3生活科学L
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11790311044
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
本典昭著. -- 未来社, 1976. 778.7//TS29//1104 3F開架新体系

11701532043
複合汚染 / 有吉佐和子著. -- 49刷改版. -- 新潮社, 2002.5. -- (新潮文庫 ; あ
-5-12). 913.6//A78//3204 4F文庫版

00001135797
苦海浄土 : わが水俣病 / 石牟礼道子著. -- 講談社, 1969.

N915.9//I1//1 3F開架N

11700684647
あたりまえに生きたい : あるエイズ感染者の半生 / 赤瀬範保著. -- 木馬書館,
1991.6. 916//A32//8464 3F開架新体系

11300266688
沈黙と爆発 : ドキュメント「水俣病事件」 1873-1995 / 後藤孝典著. -- 集英社,
1995.5. -- (Shueisha nonfiction). 916//G72//6668 7F新体系

11200297619
常世の舟を漕ぎて : 水俣病私史 / 緒方正人語り ; 辻信一構成. -- 世織書房,
1996.4. 916//O23//9761 7F新体系

11701790773
沈黙の春 / レイチェル・カーソン [著] ; 青樹簗一訳. -- 62刷改版. -- 新潮社,
2004.6. -- (新潮文庫 ; カ-4-1). 933.7//C22//9077 4F文庫版

11700468066
森の生活 : ウォールデン / H.D.ソロー著 ; 飯田実訳. -- 上 -- 岩波書店,
1995.9. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-307-1,2). 934//TH8//6806 4F文庫版

11700468074
森の生活 : ウォールデン / H.D.ソロー著 ; 飯田実訳. -- 下. -- 岩波書店,
1995.9. -- (岩波文庫 ; 赤(32)-307-1,2). 934//TH8//6807 4F文庫版

11700684597
エイズと闘った少年の記録 / ライアン=ホワイト, アン=マリー=カニンガム著 ; 加藤
耕一訳. -- ポプラ社, 1992.7. -- (心にのこる文学 ; 7). 936//W68//8459 3F開架新体系
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