
資料コード タイトル 著者名 出版社 刊行年

1110792809 生物多様性と地球の未来 ジョナサン・シルバータウン／編 朝倉書店 2018

1110484712 となりの生物多様性 宮下直／著 工作舎 2016

1110418637 生物多様性（中公新書） 本川 達雄／著 中央公論新社 2015

1110433644 生き物の環境科学 河内 俊英／著 海鳥社 2015

1110370192 生物多様性のしくみを解く 宮下 直／著 工作舎 2014

1110389879 きずなの生態学 土屋 誠／著 東海大学出版部 2014

1110098033 学んでみると生態学はおもしろい 伊勢 武史／著 ベレ出版 2013

1110074745 世界自然遺産と生物多様性保全 吉田 正人／著 地人書館 2012

1108714625 私たちにたいせつな生物多様性のはなし 枝廣 淳子／著 かんき出版 2011

1108654532 クワガタムシが語る生物多様性 五箇 公一／著 創美社 2010

1108654094 生物多様性　私と地球を元気にする方法 長谷川 明子／著 技報堂出版 2010

1108909084 <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

1108422302 生物の多様性ってなんだろう? 京都大学総合博物館／編 京都大学学術出版会 2007

1110794631 写真に残された絶滅動物たち最後の記録 エロル・フラー／著 エクスナレッジ 2018

1110897962 トラ学のすすめ　アムールトラが教える地球環境の危機 関啓子／著 三冬社 2018

1110887054 絶滅危惧の地味な虫たち（ちくま新書） 小松貴／著 筑摩書房 2018

1110790399 鳥の箱舟 ジョエル・サートレイ／写真 日経ナショナルジオグラフィック社 2018

1110745286 動物の箱舟 ジョエル・サートレイ／写真・著 日経ナショナルジオグラフィック社 2017

1110759238 ENDANGERED　絶滅の危機にさらされた生き物たち ティム・フラック／著 青幻舎インターナショナル 2017

1110280326 京都府レッドデータブック　2015 京都府自然環境保全課／企画 サンライズ出版 2015

1110542337 消えゆく熱帯雨林の野生動物（DOJIN選書） 松林 尚志／著 化学同人 2015

1110427604 6度目の大絶滅 エリザベス・コルバート／著 NHK出版 2015

1110332820 鳥の絶滅危惧種図鑑 マーティン・ウォルター／著 緑書房 2013

1108724814 ナショナルジオグラフィックの絶滅危惧種写真集 ジョエル・サートレイ／著 Pヴァイン・ブックス 2011

1108697028 ホットスポット最後の楽園（ＮＨＫスペシャル） NHK「ホットスポット」プロジェクト／編 NHK出版 2011

1108735307 これが見納め　絶滅危惧の生きものたち、最後の光景 ダグラス・アダムス／[著] みすず書房 2011

1108650845 森の声がきこえますか 藤原 幸一／写真・文 PHP研究所 2010

1108642826 地球の声がきこえる 藤原 幸一／著 講談社 2010

1108620293 絶滅危惧の生きもの観察ガイド 西日本編 川上 洋一／著 東京堂出版 2010

1108907518 生物多様性（ニュートンムック） ニュートンプレス 2010

1108652502 NO WAY HOME　生きる場所がなくなった野生動物 デイヴィッド・S.ウィルコブ／著 バベルプレス 2010

1106272659 絶滅動物誌 今泉 忠明／著 講談社 2000

1106049842 消えゆくものたち ダイアン・アッカーマン／著 筑摩書房 1999

1110026778 地球温暖化はどれくらい「怖い」か? 江守 正多／編著 技術評論社 2012

1108689223 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

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

1108668862 生きもの異変 「生きもの異変」取材班／著 産経新聞出版 2010

1108524115 不都合な真実　ECO入門編 アル・ゴア／著 ランダムハウス講談社 2007

  京都府立図書館　令和元年６月環境月間　１階コーナー「つながるいのち」ブックリスト　　　

生物多様性

地球温暖化

絶滅種・絶滅危惧種



資料コード タイトル 著者名 出版社 刊行年

1110896311 海の世界地図 Don Hinrichsen／[著] 丸善出版 2018

1110708615 海のミュージアム ルイス・ブラックウェル／著 創元社 2017

1110812722 魚が食べられなくなる日（小学館新書） 勝川俊雄／著 小学館 2016

1110568373 乱獲 レイ・ヒルボーン／著 東海大学出版部 2016

1110579420 魚たちとワシントン条約 中野秀樹／編 文一総合出版 2016

1110366687 水産海洋学入門 水産海洋学会／編 講談社 2014

1110024799 海の放射能汚染 湯浅 一郎／著 緑風出版 2012

1110100573 魚のいない世界 マーク・カーランスキー／著 飛鳥新社 2012

1107923375 生命のざわめき水辺のにぎわい
童夢FRONT MOOK編集部
／編集・制作

リバーフロント整備センター 2010

1110493929 林業がつくる日本の森林 藤森隆郎／著 築地書館 2016

1110418900 人類最後の日 宮脇 昭／著 藤原書店 2015

1110227897 教養としての森林学 日本森林学会／監修 文永堂出版 2014

1110138110 桜がなくなる日（平凡社新書） 岩槻 邦男／著 平凡社 2013

1110348727 ミツバチ大量死は警告する（集英社新書） 岡田 幹治／著 集英社 2013

1110338389 多種共存の森 清和 研二／著 築地書館 2013

1110093349 虫がいない鳥がいない 久志 冨士男／著 高文研 2012

1108942929 さとやま（岩波ジュニア新書） 鷲谷 いづみ／著 岩波書店 2011

1108943372 森林破壊の歴史 井上 貴子／編著 明石書店 2011

1108905371 蝶コレクターの黒い欲望 ピーター・ラウファー／著 河出書房新社 2010

1108863166 翳りゆく楽園　外来種vs.在来種の攻防をたどる 五箇公一／著 小学館クリエイティブ 2017

1110737580 終わりなき侵略者との闘い アラン・バーディック／著 ランダムハウス講談社 2009

1110786488 生態資源 山田勇／編 昭和堂 2018

1110749403 SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営 藤田香／著 日経BP社 2017

1110754098 サステイニング・ライフ エリック・チヴィアン／編著 東海大学出版部 2017

1110501325 エコカルチャーから見た世界 門脇 仁／著 ミネルヴァ書房 2015

1108975754 動物を守りたい君へ（岩波ジュニア新書） 高槻 成紀／著 岩波書店 2013

1108672369 NHKど～する?地球のあした NHK出版／編 NHK出版 2011

1108652080 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

1108646553 企業が取り組む「生物多様性」入門 足立 直樹／監修 日本能率協会マネジメントセンター 2010

1107564211 地球の悲鳴　　環境問題の本100選 陽 捷行／著 アサヒビール 2007

1110836952 レイチェル=カーソン（Century Books） 太田哲男／著 清水書院 2016

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

1108708106 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

1108429760 レイチェル・カーソン 上岡 克己／編著 ミネルヴァ書房 2007

1106244989 失われた森　レイチェル・カーソン遺稿集 レイチェル・カーソン／著 集英社 2000

1105088122 『沈黙の春』の世界 原 強／著 かもがわ出版 1998

1100175114 沈黙の春 レイチェル・カーソン／[著] 新潮社 1992

1104003585 生と死の妙薬 レーチェル・カーソン／著 新潮社 1964
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