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国際連合は、1972 年 6 月 5 日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して、毎

年 6 月 5 日を「世界環境デー」と定めており、日本でも「環境基本法」（平成 5 年施行）で「環境の日」と

定めています。京都では 1997 年 12 月「地球温暖化防止京都会議」（COP3）が開かれ「京都議定書」を

議決しました。当館では、環境に関する資料を重点的に収集しています。昨年６月に引き続き、テーマ

別にその一部をご案内します。 

 

入入入 門門門 編編編    
 

  

タイトル 請求記号 (資料コード) 

Q＆A 環境問題 50  三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部編 日本経済新聞出版社 2010 519/Mi63 (1108658863) 

NHK ど～する？地球のあした NHK 出版 2011 519/N71 (1108672369) 

エコで豊かになるヒント 大津 恭子著 ロングセラーズ 2010 519.04/O87 (1108663756)

一一一 般般般 編編編    
 

  

エコ・エコノミー社会構築へ 藤井 石根著    時潮社 2010 519/F57 (1108633155) 

宇宙から地球を診断する   岩田 勉著     エスシーシー 2010 519/I97 (1108889716) 

今、世界で本当に起こっていること  トーマス･M･コスティジェン著 楓書店 2010 519/Ko88 (1108651702) 

食の安全と環境        松永 和紀著      日本評論社 2010 519/Ma83 (1108880665) 

低酸素経済への道 (岩波新書) 諸富 徹他著  岩波書店 2010 S/519/Mo77 (1108883602)

環境科学の基礎 第 2版   岡本 博司著    東京電機大学出版局 2011 519/O42 (1108672179) 

知らないと怖い環境問題   大塚 徳勝著    共立出版 2010 519/O88 (1108889203) 

温室効果ガス 25％削減     森 晶寿他編  昭和堂 2010 519.1/O67 (1108643857) 

気分のエコでは救えない！   杉山 大志他著 日刊工業新聞社 2011     519.1/Su49 (1108680776)

 

シリーズ日本列島の三万五千年－人と自然の環境史1～5湯本 貴和編 文一総合出版2011 

519.21/Sh88 (1108675586)

(1108939883)(1108939891)

(1108939909)(1108939917)

参参参 考考考 図図図 書書書    
環境年表 第 2冊（平成 23.24 年） 国立天文台編 丸善 2011 519.03/Ko49 (1108672229)

環境 NGO 総覧 全国民間環境保全活動団体の概要 平成 20 年版 環境再生保全機構地球環境基金 2008 519.03/N71 (1107832725) 

環境事典 日本科学者会議編 旬報社 2008 519.03/N71 (1108496660) 

地球環境学事典 総合地球環境学研究所編 弘文堂 2010 519.03/So28 (1108657212)

環境統計集 平成 22 年版 環境省総合環境政策局環境計画課 2010 519.05/Ka56 (1107898940)

平成 21 年度環境の状況  環境省 2010 519.1/Ka56 (1107928200) 

環境自治体白書 2010 年版 環境自治体会議編 生活社 2010 519.1/Ka56 (1108906254) 

OECD レポート：日本の環境政策 第３次 OECD 編 中央法規出版 2011 519.1/Ke29 (1108928852) 

環境総合年表 日本と世界 環境総合年表編集委員会編 すいれん舎 2010 519.2/Ka56 (1108916485) 

環境白書 平成 21 年度版  京都府文化環境部環境政策課 2010 K519.21/Ky6 (1107904896)

                 

   



  

   

世世世界界界ののの環環環境境境問問問題題題   
  

タイトル 請求記号 (資料コード) 

世界の先住民環境問題事典  ﾌﾞﾙｰｽ･E･ｼﾞｮﾊﾝｾﾝ著 明石書店 2010 519.03/J62 (1108663806) 

東ｱｼﾞｱの環境賦課金制度    李 秀澈編 昭和堂 2010 519.1/H55 (1108623974) 

中国環境都市               井熊 均他著 日刊工業新聞社 2010 519.1/I38 (1108635127) 

ヨーロッパ環境対策最前線  片野 優著 白水社 2008 519.1/Ka82 (1108493667) 

EU 環境法           庄司 克宏編著 慶應義塾大学出版会 2009 519.12/E82 (1108612308) 

アメリカの環境訴訟         畠山 武道著 北海道大学出版会 2008  519.12/H41 (1108536986) 

 

世界の環境問題 第１～5巻  川名 英之著 緑風出版 2005～2009 

519.12/Ka96 (1108097575）

（1108385426）(1108462126）

（1108497668）(1108849850)

中国環境ハンドブック 2009-2010 年版 中国環境問題研究会編 蒼蒼社 2009 519.22/C62 (1108841998) 

アジア環境白書 2010/11 日本環境会議「ｱｼﾞｱ環境白書」編集委員会編 東洋経済新報社 2010 519.22/N71 (1108914753) 

自然と経済から見つめる北東アジアの環境 和田 直也他編著 富山大学出版会 2009 519.22/Sh93 (1108590892) 

アジア・太平洋の環境 日･英･中ｷｰﾜｰﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 鵜野 公郎著 風媒社 2010 519.22/U77 (1108654433) 

新･地球環境ビジネス 2009-2011 ｴｺﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄﾜｰｸ編 産学社 2009 519.8/E44 (1108843770) 

生生生物物物多多多様様様性性性   
 

日本の生物多様性 自然環境研究ｾﾝﾀｰ編 環境省自然環境局生物多様性ｾﾝﾀｰ 2010 462.1/Sh93 (1108656792) 

クワガタムシが語る生物多様性 五箇 公一著 創美社 2010 468/G59 (1108654532) 

生物多様性とは何か（岩波新書） 井田 徹治著 岩波書店 2010 S468/I18 (1108890722) 

<図説>生物多様性と現代社会 小島 望著 農山漁村文化協会 2010 468/Ko39 (1108909084) 

生物多様性 100 問 盛山 正仁著 木楽舎 2010 S468/Mo73 (1108654102) 

はじめて学ぶ生物多様性と暮らし･経済 林 希一郎著 中央法規出版 2010 519/H48 (1108652080) 

生物多様性･生態系と経済の基礎知識 林 希一郎編著 中央法規出版 2010 519/Se17 (1108616846) 

企業が取り組む「生物多様性」入門  日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 2010 519.13/Ki16 (1108646553)

70 の企業事例でみる生物多様性読本 日経 BP 環境経営ﾌｫｰﾗﾑ編 日経 BP 社 2010 519.13/N73 (1108910124) 

生物多様性民間参画ガイドライン 環境省自然環境局編 成山堂書店 2010 519.8/Ka56 (1108642958) 

生物多様性国家戦略 2010 環境省編 ビオシティ 2010 519.8/Ka56 (1108890508) 

生物多様性というロジック  及川 敬貴著 勁草書房 2010 519.8/O32 (1108652486) 

生物多様性と農業の未来 農政ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄの会編 農林統計協会 2010 610.4/N97 (1108919455) 

農林水産業を支える生物多様性の評価と課題 日本農学会編 養賢堂 2011 613.6/N71 (1108940089) 

エエエ ネネネ ルルル ギギギ ーーー 問問問 題題題  
自然エネルギーの可能性と限界 石川 憲二著 オーム社 2010 501.6/I76 (1108646504) 

ニッポンの環境エネルギー力 泉谷 渉著 東洋経済新報社 2011 501.6/I99 (1108673706) 

世界を変える、クール・ソリューション 金谷 年展著 ダイヤモンド社 2011 501.6/Ka47 (1108677145) 

王道省エネ推進 小林 彰著 日刊工業新聞社 2010 501.6/Ko12 (1108658210) 

メタノールエコノミー G.A.オラー他著 化学同人 2010 501.6/ O59 (1108903962) 

省エネルギー便覧 2010 年度版  省ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ 2010 501.6/ Sh95 (1108917301)

クリーン＆グリーンエネルギー革命 東京大学ｻｽﾆﾃｲﾅﾋﾞﾘﾃｨ学連携研究機構編 

ダイヤモンド社 2010 

501.6/ To46 (1108877935)




