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✿人類からみる

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

イワシとニシンの江戸時代 武井弘一／編 吉川弘文館 2022 1111279129

図説人新世 ギスリ・パルソン／著 東京書籍 2021 1111277669

気候変動から読みなおす日本史 1～6 中塚武／監修 臨川書店 2021 1111094643他

図説世界の地域問題100 漆原 和子／編ほか ナカニシヤ出版 2021 1111288179

気候で読み解く人物列伝　日本史編 田家康／著 日経BP日本経済新聞出版本部 2021 1111215057

人類と気候の10万年史 中川毅／著 講談社 2017 1110709076

天災から日本史を読みなおす 磯田 道史／著 中央公論新社 2015 1110514815

一万年前 安田 喜憲／著 イースト・プレス 2014 1110353883

気候変動と縄紋文化の変化 安斎 正人／著 同成社 2014 1110390471

自然災害と民俗 野本 寛一／著 森話社 2013 1110115233

気候変動の考古学 安斎 正人／著 同成社 2012 1110053020

日本中世の気候変動と土地所有 西谷地 晴美／著 校倉書房 2012 1108954288

気象を操作したいと願った人間の歴史 ジェイムズ・ロジャー・フレミング／著 紀伊國屋書店 2012 1110027784

極寒のシベリアに生きる 高倉 浩樹／編 新泉社 2012 1110021753

古代日本の気候と人びと 吉野 正敏／著 学生社 2011 1108745785

世界史を変えた異常気象 田家 康／著 日本経済新聞出版社 2011 1108744291

江戸の自然災害 野中 和夫／編 同成社 2010 1108880699

気候文明史 田家 康／著 日本経済新聞出版社 2010 1108622000

近世の環境と開発 根岸 茂夫／編 思文閣出版 2010 1108924869

畜産と気象 柴田 正貴／編著 成山堂書店 2010 1108889401

環境変化と縄文社会の幕開け 藤山 龍造／著 雄山閣 2009 1108603109

災害と江戸時代 江戸遺跡研究会／編 吉川弘文館 2009 1108577691

写真が語る地球激変 フレッド・ピアス／[編]著 ゆまに書房 2008 1108447390

古代文明と気候大変動 ブライアン・フェイガン／著 河出書房新社 2005 1108085497

西暦535年の大噴火 デイヴィッド・キーズ／著 文芸春秋 2000 1106234923

日本人の源流をさぐる 西岡 秀雄／著 セントラル・プレス 1991 1100076684

地球温暖化による社会影響 地球温暖化影響研究会／編 技報堂出版 1990 1100150265

気候変動と人間社会 朝倉 正／著 岩波書店 1985 1101290284

世界の食糧と異常気象 久保 祐雄／編著 農林統計協会 1982 1101025011

歴史からみた気候変動
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✿自然からみる

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

海がやってくる エリザベス・ラッシュ／著 河出書房新社 2021 1111249189

天変地異の地球学 藤岡換太郎／著 講談社 2022 1111311682

富士山噴火の考古学 富士山考古学研究会／編 吉川弘文館 2020 1111201388

繰り返す天変地異 マイケル・R.ランピーノ／著 化学同人 2019 1111045926

地球46億年気候大変動 横山祐典／著 講談社 2018 1111006001

海の温暖化 日本海洋学会／編集 朝倉書店 2017 1110740907

異常気象で読み解く現代史 田家康／著 日本経済新聞出版社 2016 1110472683

気候変動で読む地球史 水野一晴／著 NHK出版 2016 1110581244

人間環境革命の世紀 功刀 正行／著 東洋書店 2015 1110414032

鮮新世から更新世の古海洋学 小泉 格／著 東京大学出版会 2014 1110197363

西暦536年の謎の大噴火と地球寒冷期の到来 河合 潤／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014 1110163274

極端化する気候と生活 吉野 正敏／著 古今書院 2013 1110322888

気候で読み解く日本の歴史 田家 康／著 日本経済新聞出版社 2013 1110320775

太陽黒点と気候・社会変動 住田 紘／著 ナカニシヤ出版 2012 1110081039

歴史を変えた火山噴火 石 弘之／著 刀水書房 2012 1108776897

森林破壊の歴史 井上 貴子／編著 明石書店 2011 1108943372

地球環境46億年の大変動史 田近 英一／著 化学同人 2009 1108840693

気候と人間の歴史・入門 E.ル=ロワ=ラデュリ／[著] 藤原書店 2009 1108855659

壊れゆく地球 スティーヴン・ファリス／著 講談社 2009 1108816305

千年前の人類を襲った大温暖化 ブライアン・フェイガン／著 河出書房新社 2008 1108493923

世界の環境地図 原 剛／監修 青春出版社 2008 1108456375

北極大変動 NHK「北極大変動」取材班／著 日本放送出版協会 2008 1108571470

ヒマラヤと地球温暖化 中尾 正義／編 昭和堂 2007 1108520576

人類紀自然学 人類紀自然学編集委員会／編著 共立出版 2007 1108518687

気候変動の文明史 安田 喜憲／著 NTT出版 2004 1108076116

地震と噴火の日本史 伊藤 和明／著 岩波書店 2002 1106997594

歴史を変えた気候大変動 ブライアン・フェイガン／著 河出書房新社 2001 1106019076

夏が来なかった時代 桜井 邦朋／著 吉川弘文館 2003 1108139179

環境変動と地球砂漠化 門村 浩／[ほか]著 朝倉書店 1991 1105040065

✿動植物からみる

タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料コード

クマゼミから温暖化を考える 沼田英治／著 岩波書店 2016 1110538889

地球温暖化と植物の不思議 日本雑学研究会／著 明治書院 2010 1108645324

地球温暖化と昆虫 桐谷 圭治／編 全国農村教育協会 2010 1108880954

渡り鳥から見た地球温暖化 中西 朗／著 成山堂書店(発売) 2008 1108464601

昆虫と気象 桐谷 圭治／著 成山堂書店 2002 1108187145

大気環境変化と植物の反応 野内 勇／編著 養賢堂 2001 1105595639

温暖化に追われる生き物たち 堂本 暁子／編 築地書館 1998 1101806329


