
   ６月は環境月間です  
 

 

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紹

介します。   

                                                                                                                                                            

環境問題入門  
 

  

タイトル 請求記号  (資料コード) 

地球温暖化の目撃者  小西 雅子／編著  毎日新聞社 2011 451.85/C44 (1108739382) 

地球クライシス  石 弘之／著  洋泉社 2011 S/519/I71 (1108688043) 

環境学入門  神戸大学環境管理センター環境教育専門部会／編  アドスリー  2011 519/Ko13     (1108739333） 

カンタン実験で環境を考えよう  篠原 功治／著  岩波書店 2011 S/519/Sｈ67 (1108943901) 

やさしい環境教室  朝日新聞科学医療グループ／編  勁草書房 2011 519.21/A82 （1108729920） 

写真で見る自然環境再生  自然環境復元協会／編  オーム社 2011 519.81/ Sｈ93  (1108672153) 

環 境 問 題 全 般  
 

  

地球温暖化への 3つの選択  山本 良一／他編著  生産性出版 2011 451.85/C44 (1108714500） 

ウェザー・オブ・ザ・フューチャー  ハイディ・カレン／著  シーエムシー出版 2011 451.85/C95 (1108725993） 

低炭素社会のデザイン  西岡 秀三／著  岩波書店 2011 S451.85/N86   (1108945039） 

環境問題の知識社会学   金子 勇／著  ミネルヴァ書店 2012 519/Ka53     (1108953033） 

グリーンテクノロジー  北島 昌夫／他著  丸善出版 2011 519/Ki65 (1108783588） 

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 519/042 (1108672179） 

現代地球環境論  和田 武／他著  創元社 2011 519/W12    (1108759976） 

日本発!世界を変えるエコ技術  山路 達也／著  ポット出版 2011 519/Y26    (1108708379） 

環境を知る旅  西澤 重雄／著  アドスリー 2012 519.04/N87    (1108776962） 

環境統計集 平成 23年版  環境省総合環境政策局環境計画課 2011 519.05/Ka56 (1107948745） 

平成 22年度環境の状況  環境省 2011 519.1/Ka56 (1107949123） 

滅びゆく季語  久保田 至誠／著  飯塚書店 2011 911.307/Ku14   (1108743905） 

環 境 史  
環境史事典 1927-2006  日外アソシエーツ編集部／編  日外アソシエーツ 2007 519.21/N71    (1108523844） 

環境史年表 明治・大正編  下川 耿史／編  河出書房新社 2003 519.21/Sh52 (1108168566） 

環境史年表 昭和・平成編  下川 耿史／編  河出書房新社 2004 519.21/Sh52 (1108166602） 

20世紀環境史  J.R.マクニール／著  名古屋大学出版会 2011 519.2/Ma23 (1108763622） 

日本環境史概説  井上 堅太郎／著 大学教育出版 2006 519.21/I57 (1108507771） 

20世紀の日本環境史  石井 邦宜／監修  産業環境管理協会 2002 519.21/Sa63 (1107032730） 

公害・環境問題史を学ぶ人のために  小田 康徳／編  世界思想社 2008 519.21/Ko24 (1108562784) 

ナショナル・トラストの軌跡  1895年～1945年  四元 忠博／著  緑風出版 2003 519.83/Y94 (1108033398） 

ゴミと暮らしの戦後 50年史  市橋 貴／編著  リサイクル文化社 2000 518.52/I13 (1106260795） 

『沈黙の春』の 50年  原 強／著  かもがわ出版 2011 519/H31 (1108744531） 

名作の中の地球環境史  石 弘之／著  岩波書店 2011 902.09/I71 (1108697671) 
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京都府の環境 

エコロジー 
 

江戸に学ぶエコ生活術  アズビー・ブラウン／著  阪急コミュニケーションズ 2011 210.5/B77 (1108676089) 

地球環境問題に挑む生態学  日本生態学会／編  文一総合出版 2011 468.04/N71 (1108689223) 

レイチェル・カーソンに学ぶ環境問題  多田 満／著  東京大学出版会 2011 519/Ta16 (1108708106) 

図説世界があっと驚く江戸の元祖エコ生活  菅野 俊輔／監修  青春出版社 2008 519.81/Z8 (1108478775) 

家は夏も冬も旨とすべし  加藤 大志朗／著  日本評論社 2012 527/Ka86 (1108798792) 

本当にすごいエコ住宅をつくる方法  野池 政宏／他著  エクスナレッジ 2011 527/N93 (1108755602) 

節電住宅  白岩 且久／著  同時代社 2011 527/Sh82 (1107946913) 

節電の達人  村井 哲之／著  朝日新聞出版 2011 S/540.93/Mu41 (1108708122) 

愉しい電力自給自足生活  電力自給自足生活研究会／編著  洋泉社 2011 543/D59 (1108757285) 

電気に頼らない涼しい生活   加藤 清彦／他監修   河出書房新社 2011 590/D58 (1108699602) 

節電・エコ生活 50の知恵  船瀬 俊介／著  徳間書店 2011 590/F89 (1108703883) 

東日本大震災と環境 
原発と自治体 「核害」とどう向き合うか  金井 利之／著  岩波書店 2012 308/I95/831 (1108952910) 

放射能汚染ほんとうの影響を考える   浦島 充佳／著   化学同人 2011 493.19/U84 (1108719780) 

これでわかるからだのなかの放射能   安斎 育郎／著  合同出版 2011 493.19/A49 (1108708304) 

災害時の栄養・食糧問題   日本栄養・食糧学会／監修  建帛社 2011 498.59/Sa17 (1108747880) 

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) 

地震と下水道 月刊下水道編集部／編  環境新聞社 2011 518.2/Ka56 (1108738715) 

東日本大震災からの復興まちづくり  佐藤 滋／編  大月書店 2011 518.8/H55 (1108770171) 

環境自治体白書 2011年版  環境自治体会議  生活社 2011 519.1/Ka56 (1108947381) 

環境防災学  竹林 征三／著  技報堂出版 2011 519.9/Ta58 (1108719897) 

東日本大震災の教訓 都市・建築編  日経 BP社 2011 524.91/H55 (1108699685) 

災害に強い電力ネットワーク  横山 隆一／編著  早稲田大学出版部 2011 543.1/Y79 (1108755529) 

原発事敀と食品安全  遠藤 保雄／著  農林統計出版 2012 543.5/E59 (1108798859) 

瓦礫を活かす「森の防波堤」が命を守る  宮脇 昭／著  学研パブリッシング 2011 S/653.9/Mi87 (1108729722) 

森里海連環学 改訂増補  山下 洋／監修  京都大学学術出版会 2011 656.5/Ky6 (1108728385) 

                                    

タイトル 請求記号 (資料コード) 

環境白書  平成 23年度版  京都府文化環境部環境政策課 2011 K/519.21/Ky6 (1107959205) 

新京都府環境基本計画  京都府 2010 K/519.1/ Ky6  (1107959247) 

新京都府環境基本計画のあらまし  京都府文化環境部環境政策課／編  京都府 2010 K/519.1/Ky6 (1107959197) 

京都府レッドデータブック 2002 上・下  京都府企画環境部環境企画課 2002 K/462.16/Ky6/1  (1106980798)他 

京都府レッドデータブック[普及版] 2003  サンライズ出版 2003 K/462.16/Ky6  (1107068593) 

京都・滋賀体験型環境学習ガイド  京都府企画環境部環境企画課 2002 K/519/Ky6  (1107061747) 

京の環境共生推進計画環境レポート 平成23年度版 京都市環境政策局環境企画部環境総務課2012 K/519.21/Ky6 (1107965277) 

京都市の地球温暖化対策 平成 23年度版 京都市環境政策局地球温暖化対策室  2012 K/451.85/Ky6 (1107965335) 

京都「カーボン・ゼロ都市化」に向けての提言  京都経済同友会 2009 K/519.1/Ky6  (1107871962) 

持続可能な地域づくり  京都自治体問題研究所／他編  田中プリント 2009 K/519.1/Ky6  (1107872531) 

水が語る京の暮らし  鈴木 康久／著  白川書院 2010 K/216.2/Su96 (1108908953) 

京からの名水巡り 5000km  宗宮 功／著  北斗書房 2011 K/452.9/So37 (1107943902) 

★ 京都府の施策等はホームページ「環境・自然・動植物」でご覧になれます。  http://www.pref.kyoto.jp/103.html 


