６月 は

環 境 月 間 です

No.１
平成 22 年 6 月 5 日
発行・京都府立図書館

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。
テーマ別にその一部をご紹介します。
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請求記号 (資料コード)

環境科学 吉原利一編 オーム社 2010

519/Ka56 (1108628676)

低炭素都市 : これからのまちづくり 大西隆編著 学芸出版社 2010

519.1/Te29 (1108618347)

エコ・ウオーズ （朝日新書 227） 朝日新聞特別取材班著 朝日新聞出版 2010

S/519.1/A82 (1108623990)

新・よくわかる ISO 環境法 改訂第 5 版 鈴木敏央著 ダイヤモンド社 2010

519.12/Su96 (1108626993)

なぜ地球の生きものを守るのか 日本生態学会編 文一総合出版 2010

519.8/N71 (1108627025)

一
一般
般編
編
持続可能な未来へ ピーター・センゲ著 日本経済新聞出版社 2010

519.13/J55 (1108622158)

森が消えれば海も死ぬ （ブルーバックス B-1670） 第 2 版 松永勝彦著 講談社 2010

S/519.8/Ma83 (1108622166)

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)

地球を救う 365 の方法 フィリップ・ブルセイエ写真 ピエ・ブックス 2010

E/519/B67 (1108880210)

水環境と地域づくり 中藤康俊著 古今書院 2010

519/N43 (1108617307)

「有限な地球」で 岩渕孝著 新日本出版社 2010

519/I92 (1108626985)

循環から地域を見る 近藤加代子編 海鳥社 2010

519/J96 (1108617315)

日本土壌の有害金属汚染 改訂増補 浅見輝男著 アグネ技術センター 2010

519.5/A86 (1108627017)

よみがえれ知床 （朝日新書 226） 辰濃和男編著 朝日新聞出版 2010

S/519.81/Ta95 (1108624014)

「環境主義」は本当に正しいか? ヴァーツラフ・クラウス著 日経 BP 社 2010

519.1/KL2 (1108623982)

「CO2・25%削減」で日本人の年収は半減する 武田邦彦著 産経新聞出版 2010

519.1/Ta59 (1108620392)

京
京都
都議
議定
定書
書
京都議定書と私たちの挑戦 環境庁地球環境部編 大蔵省印刷局 1998

451.85/Ka56 (1105957474)

京都議定書

451.85/O13 (1105909566)

S.オーバーテュアー著 シュプリンガ－・フェアラーク東京 2001

京都議定書の国際制度

高村ゆかり編 信山社出版 2002

京都議定書は実現できるのか

石井孝明著 平凡社 2004

451.85/Ta45 (1108227081)
S/451.85/I75 (1108228030)

京都議定書目標達成計画の全容 小学館クリエイティブ 2005

519.1/Ky6 (1108295112)

京都議定書目標達成計画の策定 経済産業調査会 2006

519.1/Ke29 (1108104900)

京都議定書をめぐる国際交渉 改訂増補版 慶應義塾大学出版会 2009

519.1/Ky6 (1108589787)

地
地球
球温
温暖
暖化
化
地球温暖化予測の最前線 近藤洋輝著 成山堂書店 2009

451.85/Ko73 (1108606979)

IPCC 地球温暖化第四次レポート IPCC 編 中央法規出版 2009

451.85/Ki22 (1108604461)

温暖化防止のガバナンス 新澤秀則編著 ミネルヴァ書房 2010

519/Ka56/6 (1108876952)

地球温暖化防止の国際的枠組み 環境経済・政策学会編 東洋経済新報社 2010

519.1/Ka56 (1108622141)

地球温暖化対策と資金調達 地球環境戦略研究機関編 中央法規出版 2009

519/C44 (1108869932)

火力発電カギのカギ 相澤善吾著 日本電気協会新聞部 2009

543.4/A26 (1108611060)

地球温暖化問題への農学の挑戦 日本農学会編 養賢堂 2009

610.1/N71 (1108820448)

地球温暖化で日本農業はどう変わる 林陽生著 家の光協会 2009

613.1/H48 (1108615863)

地球温暖化とさかな 水産総合研究センター編著 成山堂書店 2009

663.6/Su51 (1108829720)

地球温暖化を理解するための異常気象学入門 増田善信著 日刊工業新聞社 2010

451/Ma66 (1108618222)

新・地球温暖化対策教科書 山地憲治監修 オーム社 2009

451.85/Sh61 (1108615483)

地球温暖化の最前線 （岩波ジュニア新書 640） 小西雅子著 岩波書店 2009

S/451.85/Ko75 (1108858075)

地球温暖化 （岩波ブックレット No.760） 明日香壽川著 岩波書店 2009

308/I95/760 (1108831171)

よくわかる地球温暖化問題 新版 気候ネットワーク編 中央法規出版 2009

451.85/Ki22 (1108828425)

ココが知りたい地球温暖化 （気象ブックス 026） 成山堂書店 2009

451.85/Ko49 (1108827146)

世界の地球温暖化対策 浅岡美恵編著 学芸出版社 2009

519.1/Se22 (1108604578)
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請求記号 (資料コード)

グリーン・ニューディール 丸善プラネット 2009

519.1/Ka16 (1108616853)

オバマのグリーン・ニューディール 山家公雄著 日本経済新聞出版社 2009

519.1/Y27 (1108592310)

グリーン・ニューディール

ヴァン・ジョーンズ[著] 東洋経済新報社 2009

519.1/J72 (1108601244)

グリーン･ニューディール Perfect Review 末吉竹二郎編著 環境新聞社 2009

519.1/G95 (1108598895)

グリーン・ニューディールで始まるインフラ大転換 井熊均編著 日刊工業新聞社 2009

519.1/G95 (1108603661)

グリーン産業革命 佐和隆光編著 日経 BP 社 2010

519/G95 (1108622133)

グーグルのグリーン戦略 新井宏征著 インプレス R&D 2010

519.13/A62 (1108627009)

排
排出
出権
権
排出権制度の経済理論 前田章著 岩波書店 2009

519.13/Ma26 (1108821065)

排出権市場の価格メカニズム Joost L.M. Kanen 著 金融財政事情研究会 2008

519.13/Ka53 (1108558428)

詳解排出権信託

519.13/C66 (1108472661)

中央三井トラスト・ホールディングス編 中央経済社 2008

排出権取引制度の政治経済学 浜本光紹著 有斐閣 2008

519.13/H24 (1108474295)

キャップ・アンド・トレード 高尾克樹著 有斐閣 2008

519/Ta48 (1108453984)

排出権取引ビジネスの実践 排出権取引ビジネス研究会著 東洋経済新報社 2007

519.13/H15 (1108523836)

地球温暖化対策-排出権取引の制度設計 西條辰義編著 日本経済新聞社 2006

519.1/Sa19 (1108100478)

排出権取引の仕組みと戦略 中央青山ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ認証機構編 中央経済社 2003

519.13/C66 (1108172501)

東京都の温室効果ガス規制と排出量取引 小澤英明著 白揚社 2010

519.1/To46 (1108617323)

