
資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003372852 SDGs : 危機の時代の羅針盤 南博, 稲場雅紀著 岩波書店 080/IW-4/1854

0003365777 2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 落合陽一著 SBクリエイティブ 304/OC

0003378354 世界がぐっと近くなるＳDGsとボクらをつなぐ本 池上彰監修 学研プラス 333.8/IK

0003152083
東アジアにおける少子高齢化と持続可能な発展 : 日中韓3国の比較
研究

駄田井正[ほか]編 新評論 334.32/DA

0003373180 SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊でしっかりわかる教科書 バウンド著 技術評論社 335.15/BA

0003365044 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド著 技術評論社 335.15/BA

0003378363 知ることから始めよう。岡山のＳDGs ビザゴコンテンツ開発局 ビザゴ 335.15/BI

0003365080
SDGsの基礎 : なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」につ
ながるのか?

事業構想研究所, 白田範史編 ; 沖体
幹 [ほか] 著

事業構想大学院大学
出版部

335.15/JI

0003376690 SDGsが生み出す未来のビジネス 水野雅弘, 原裕著 インプレス 335.15/MI

0003376672 SDGs思考 : 2030年のその先へ17の目標を超えて目指す世界 田瀬和夫, SDGパートナーズ著 インプレス 335.15/TA

0003364823
SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間の安全
保障指標

「人間の安全保障」フォーラム編 ;
高須幸雄編著

明石書店 360/NI

0003247701
Place-Based Education地域に根ざした教育 : 持続可能な社会づく
りへの試み

高野孝子編著 海象社 371.5/TA

0003365759 SDGsを基盤にした大学連携型地域貢献 西嶋啓一郎著 セルバ出版 377.28/NI

0003063090 祝福を受けた不安 : サステナビリティ革命の可能性 ポール・ホーケン著 ; 阪本啓一訳 バジリコ 519/HA

900048831
留学ジャーナル, 38巻2号 通号191, Dec. 2020  一人一人の自分ごと
にするSDGｓの学びかた

国際文化教育センター 国際文化教育センター 雑誌(開架)

SDGsとは



900046407
学校給食, 70巻10号 通号779, 2019年10月1日 特集 ＳＤＧｓと食品
ロス

学校給食研究会 日本給食技術協会 雑誌(資料室)

900047507
Aera, 33巻19号 通号1795, 2020年4月6日 ＳＤＧｓのためのちょ
こっと習慣33

朝日新聞社編 朝日新聞社 雑誌(資料室)

900047329
ブレーン : 広告とマーケティング, 60巻4号 通号717, 2020年4月1日
ＳＤＧｓ時代の新しいパッケージのかたち

誠文堂新光社 雑誌(資料室)

900048320
月刊福祉, 103巻9号, 2020年10月1日 特集 SDGｓは福祉に何をもた
らすか

全国社会福祉協議会 [編] 全国社会福祉協議会 雑誌(資料室)

900048770 月報司法書士, 586号, 2020年12月10日 特集 SDGｓを知ろう 日本司法書士会連合会
日本司法書士会連合
会

雑誌(資料室)

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003279123 ルポ貧困女子 飯島裕子著 岩波書店 080/IW-4/1621

0003363853 飢えと豊かさと道徳 ピーター・シンガー著 勁草書房 151.5/SI

0003317897 テクノロジーは貧困を救わない 外山健太郎 [著] ; 松本裕訳 みすず書房 333.8/TO

0003152047 日本を捨てた男たち : フィリピンに生きる「困窮邦人」 水谷竹秀著 集英社 334.424/MI

0003339053 アンダークラス : 新たな下層階級の出現 橋本健二著 筑摩書房 361.85/HA

0003356643 貧困のハローワーク 増田明利著 彩図社 361.85/MA

0003277923 貧困世代 : 社会の監獄に閉じ込められた若者たち 藤田孝典著 講談社 367.6/FU

0003306045 新貧乏物語 : しのび寄る貧困の現場から 中日新聞社会部編 明石書店 368.2/CH

0003176243
貧困の実態とこれからの日本社会 : 子ども・女性・犯罪・障害者、
そして人権

大阪弁護士会編 明石書店 368.2/HI/2

0003373966 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 368.2/IS

貧困をなくそう



0003330158 入門貧困論 : ささえあう/たすけあう社会をつくるために 金子充著 明石書店 368.2/KA

0003288220 経済学者日本の最貧困地域に挑む : あいりん改革3年8カ月の全記録 鈴木亘著 東洋経済新報社 368.2/SU

0003352261 貧困ガバナンス論 : 日本と英国 山本隆著 晃洋書房 368.2/YA

0003352270 貧困プログラム : 行財政計画の視点から
神野直彦, 山本隆, 山本惠子編著 ; 岩
満賢次 [ほか] 著

関西学院大学出版会 369.1/JI

0003351773 貧困と生活困窮者支援 : ソーシャルワークの新展開
埋橋孝文, 同志社大学社会福祉教
育・研究支援センター編

法律文化社 369.2/UZ

0003363488 貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク
「子どもの貧困」に向き合う人々著
; 大西良編著

中央法規出版 369.4/KO

0003276739 子どもの貧困 : 貧困の連鎖と学習支援 宮武正明著 みらい 369.4/MI

0003331959
世界の子どもの貧困対策と福祉関連QOL : 日本、韓国、イギリス、
アメリカ、ドイツ

中嶋和夫, 近藤理恵編著 学文社 369.4/NA

0003249447 貧困の中の子ども : 希望って何ですか 下野新聞子どもの希望取材班著 ポプラ社 369.4/SH

0003306625 子ども食堂をつくろう! : 人がつながる地域の居場所づくり
豊島子どもWAKUWAKUネットワー
ク編著

明石書店 369.4/TO

0003350730 施策に向けた総合的アプローチ 埋橋孝文 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 369.4/UZ

0003377008
子どもの貧困調査 : 子どもの生活に関する実態調査から見えてきた
もの

山野則子編著 明石書店 369.4/YA

0003209201 世界の子育て格差 : 子どもの貧困は超えられるか 内田伸子, 浜野隆編 金子書房 371.4/KA/2

0003292895 スクールソーシャルワークの現場から : 子どもの貧困に立ち向かう 大田なぎさ著 ; 増山均解説 本の泉社 371.43/OT

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003357793 趣味の社会学 : 文化・階層・ジェンダー 片岡栄美著 青弓社 361.5/KA

ジェンダー平等を実現しよう



0003092537
ジェンダー経済格差 : なぜ格差が生まれるのか、克服の手がかりは
どこにあるのか

川口章著 勁草書房 366.38/KA

0003039101 論争日本のワーク・ライフ・バランス 山口一男, 樋口美雄編 日本経済新聞出版社 366.7/YA

0003117397 ジェンダーと社会 : 男性史・軍隊・セクシュアリティ
木本喜美子, 貴堂嘉之編集代表 ; 赤
石憲昭[ほか][著]

旬報社 367.04/KI

0003000057 知っていますか?ジェンダーと人権一問一答 船橋邦子著 解放出版社 367.2/FU

0003331173 ジェンダーで学ぶ社会学 伊藤公雄, 牟田和恵編 世界思想社 367.2/IT

0002713171 ジェンダー・フリーの絵本, 1
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/1

0002713180 ジェンダー・フリーの絵本, 2
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/2

0002713162 ジェンダー・フリーの絵本, 3
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/3

0002713135 ジェンダー・フリーの絵本, 4
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/4

0002713144 ジェンダー・フリーの絵本, 5
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/5

0002713153 ジェンダー・フリーの絵本, 6
橋本紀子, 朴木佳緒留, 村瀬幸浩編
集

大月書店 367.2/JY/6

0003353624 ジェンダーから見た世界史 : 歴史を読み替える 三成美保, 姫岡とし子, 小浜正子編 大月書店 367.2/MI

0003151399
中東・北アフリカにおけるジェンダー : イスラーム社会のダイナミ
ズムと多様性

ザヒア・スマイール・サルヒー編著
; 鷹木恵子[ほか]訳

明石書店 367.2/SA

0003368376 生き延びるための思想 上野千鶴子著 岩波書店 367.2/UE

0003353633 歴史を読み替えるジェンダーから見た日本史
久留島典子, 長野ひろ子, 長志珠絵
編

大月書店 367.21/KU

0003209185 格差を超え公正な社会へ : 教育・就労・ジェンダー・社会保障 平岡公一[ほか]編 金子書房 371.4/KA



0002740963 鳴り響く性 : 日本のポピュラー音楽とジェンダー 北川純子編 勁草書房 764.7/KI

0002908545 スポーツ・ジェンダー学への招待 飯田貴子, 井谷惠子編著 明石書店 780.13/ID

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003161251 地下水は語る : 見えない資源の危機 守田優著 岩波書店 080/IW-4/1374

0003267712 水の未来 : グローバルリスクと日本 沖大幹著 岩波書店 080/IW-4/1597

0003083976 トイレの話をしよう : 世界65億人が抱える大問題 ローズ・ジョージ著 ; 大沢章子訳 日本放送出版協会 383.9/GE

0003371640 トイレ : 排泄の空間から見る日本の文化と歴史 屎尿・下水研究会編著 ミネルヴァ書房 383.9/SH

0003123742 水環境の気象学 : 地表面の水収支・熱収支 近藤純正編著 朝倉書店 451/KO

0003224048 水の歴史
ジャン・マトリコン著 ; 遠藤ゆかり
訳

創元社 452.9/MA

0003362481 瀬戸内海流域の水環境 : 里水
小野寺真一, 齋藤光代, 北岡豪一編
著

吉備人出版 452.9/ON

0003337442 水と調理のいろいろ : 調理で水の特性を感じる 香西みどり著 光生館 498.55/KA

0003147993 水が世界を支配する
スティーブン・ソロモン著 ; 矢野真
千子訳

集英社 517.2/SO

0003236842 防災を考える : 水・土砂災害適応策の深化に向けて 日本河川協会編 技報堂出版 517.57/NI

0003371122 水を分かつ : 地域の未来可能性の共創 窪田順平編 勉誠出版 517/KU

0003204135 水の未来 : 世界の川が干上がるとき : あるいは人類最大の環境問題 フレッド・ピアス著 ; 古草秀子訳 日経BP社 517/PE

0002733146 おいしい水安全な水 左巻健男著 日本実業出版社 518.12/SA

安全な水とトイレを世界中に



0003225714 水処理技術 : ポイント解説 和田洋六著 東京電機大学出版局 518.15/WA

0002966323
すべての人にやさしいトイレをめざして「公共交通ターミナルにお
ける高齢者・障害者等の移動円滑化ガイドライン検討委員会」トイ

交通エコロジー・モビリティ財団編
著

交通エコロジー・モ
ビリティ財団

518.51/KO

0003163004 水辺をつたえる水辺でつながる リバーフロント整備センター編集
リバーフロント整備
センター

519.4/RI/2010

0003247023 イタイイタイ病の社会経済学 : 水俣病と比較して 松波淳一著 桂書房 519.5/MA

0003369935 みどりによる環境改善 : 大気・水・土壌の環境浄化 戸塚績編著 ; 小川和雄 [ほか] 著 朝倉書店 519/TO

0003213858 世界の変なトイレ
モーナ・E・グレゴリー, シアン・
ジェームズ[著] ; [清宮真理翻訳]

エクスナレッジ 528.1/GR

0003371668 トイレ学大事典 日本トイレ協会編 柏書房 528.1/NI

0003353268 暮らしと人を見守る水センシング技術
暮らしと人を見守る水センシング技
術研究調査委員会監修

シーエムシー出版 571.1/KU

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003134905 中国エネルギー事情 郭四志著 岩波書店 080/IW-4/1289

0003194152 自治体のエネルギー戦略 : アメリカと東京 大野輝之著 岩波書店 080/IW-4/1424

0003205810 エネルギーを選びなおす 小澤祥司著 岩波書店 080/IW-4/1451

0003234875 原発社会からの離脱 : 自然エネルギーと共同体自治に向けて 宮台真司, 飯田哲也著 講談社 080/KO/2112

0003164627 資源・食糧・エネルギーが変える世界 後藤康浩著 日本経済新聞出版社 334.7/GO

0003197500 資源エネルギー政策をめぐる日豪関係 並河良一著
中京大学総合政策学
部

334.7/NA

0003166747 エネルギーの科学 : 宇宙圏から生物圏へ 一丸節夫著 東京大学出版会 423.4/IC

エネルギーをみんなに　そしてクリーンに



0003158389 熱とエネルギーを科学する 化学工学会SCE・Net編 東京電機大学出版局 426/KA

0003215325 不確実性時代のエネルギー選択のポイント Jo Hermans著 ; 村岡克紀訳 丸善出版 501.6/HE

0003144803 1億3000万人の自然エネルギー : renewable energy society 飯田哲也著 講談社 501.6/ID

0003209416
再生可能エネルギーが一番わかる : 太陽光、風力、地熱、バイオマ
ス発電の実務と実際

今泉大輔著 技術評論社 501.6/IM

0003293990 実装可能なエネルギー技術で築く未来
化学工学会エネルギー部会・骨太の
エネルギーロードマップ第2版製作

化学工業社 501.6/KA

0003159037 図解新エネルギーのすべて 化学工学会SCE・Net編 丸善出版 501.6/KA

0003258062
ゼロから見直すエネルギー : 節電、創エネからスマートグリッドま
で

化学工学会緊急提言委員会編 丸善出版 501.6/KA

0003222400
誰も答えない!太陽光発電の大疑問 : エネルギー供給技術を評価す
る視点

近藤邦明著 不知火書房 501.6/KO

0003159500 これからのエネルギーのはなし : どうなる石油?電力?次世代? 茂木源人著
日本能率協会マネジ
メントセンター

501.6/MO

0003258026 再生可能エネルギーを考える : 原発に有終の美を 村原正隆著 パワー社 501.6/MU

0003097032 環境・自然エネルギー革命 : 食料・エネルギー・水の地域自給 中村太和著 日本経済評論社 501.6/NA

0003178381 図解エネルギー・経済データの読み方入門
日本エネルギー経済研究所計量分析
ユニット編

省エネルギーセンター 501.6/NI

0003317735 地域分散型エネルギーシステム 大島堅一, 高橋洋編著 日本評論社 501.6/OS

0003224486 バイオマスエネルギー・ビジネス 小澤祥司, 浦上健司著 七つ森書館 501.6/OZ

0003257583 バイオマスは地球を救う : エネルギー政策の大転換を迫る アウグスト・ラッガム著 ; 西川力訳 現代人文社 501.6/RA

0003159564 エネルギー工学 関井康雄, 脇本隆之著 電気書院 501.6/SE



0003194321 資源・エネルギー工学要論 世良力著 東京化学同人 501.6/SE

0003221421 自然エネルギーと環境の事典 北海道自然エネルギー研究会編著 東洋書店 501.6/SH

0003251689
都市エネルギーシステム入門 : 住宅・建築・まちの省エネ・低炭素
化

下田吉之著 学芸出版社 501.6/SH

0003261514 なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか 田口理穂著 学芸出版社 501.6/TA

0003225581 「エネルギー学」への招待 : 持続可能な発展に向けて 内山洋司編著 ; 国吉浩 [ほか] 共著 コロナ社 501.6/UC

0003128425 図解新エネルギー早わかり 早稲田聡著 中経出版 501.6/WA

0003271127 再生可能エネルギーの真実 山家公雄編著
エネルギーフォーラ
ム

501.6/YA

0003164654 探求 : エネルギーの世紀, 上 ダニエル・ヤーギン著 ; 伏見威蕃訳 日本経済新聞出版社 501.6/YE/1

0003164663 探求 : エネルギーの世紀, 下 ダニエル・ヤーギン著 ; 伏見威蕃訳 日本経済新聞出版社 501.6/YE/2

0003151504 地産地消のエネルギー : EIMY : energy in my yard 新妻弘明著 NTT出版 501.9/NI

0003264462 エネルギー転換をどう進めるか 新澤秀則, 森俊介編 岩波書店 519.1/NI

0003154283 電力改革 : エネルギー政策の歴史的大転換 橘川武郎著 講談社 540.93/KI

0003163951
スマートエネルギーネットワーク最前線 : 新エネルギー促進、制御
技術からシステム構築、企業戦略、自治体実証試験まで

新日本編集企画編集 エヌ・ティー・エス 543.1/SH

0003195426
電力供給が一番わかる : 発電送電のしくみを通して未来のエネル
ギーを考える

今泉大輔著 技術評論社 543/IM

0003223827 エネルギー資源・パワープラントを知り尽くす 杉田英昭著 成山堂書店 543/SU

0003207583 太陽電池のエネルギー変換効率 喜多隆編著 コロナ社 549.51/KI



0003255007 海洋エネルギー利用技術 : 発電のしくみとその事例
近藤俶郎編著 ; 経塚雄策 [ほか] 共
著

森北出版 558.6/KO

900047912
日経デザイン, 397号, 2020年6月24日 特集 ＳＤＧｓ最初の1歩 廃棄
物から価値を生む

日経BP社 雑誌(資料室)

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003004439 地域の力 : 食・農・まちづくり 大江正章著 岩波書店 080/IW/4/1115

0003328229 まちづくり都市金沢 山出保著 岩波書店 080/IW-4/1739

0002890299 大型店とまちづくり : 規制進むアメリカ、模索する日本 矢作弘著 岩波書店 080/IW-4/960

0002915853 まちづくりと景観 田村明著 岩波書店 080/IW-4/985

0003376716 持続可能なまちづくり : データで見る豊かさ 馬奈木俊介, 中村寛樹, 松永千晶著 中央経済社 318.6/MA

0003016653 世界遺産と地域再生 : 問われるまちづくり 毛利和雄著 新泉社 318.6/MO

0003266939 地方創生まちづくり大事典 : 地方の未来、日本の未来 竹本昌史著 国書刊行会 318.6/TA

0002857589 街づくりとリーダーシップ 蓑原敬編著 学芸出版社 318.7/MI

0003094808 日本まちづくり事典 井上繁著 丸善 318.7/MI

0002854944 市民版まちづくりプラン実践ガイド 渡辺俊一, 太田守幸編著 学芸出版社 318.7/MI

0200034902 世界まちづくり事典 井上繁著 丸善 318.9/IN

0003376538 防災・環境とまちづくり 本堂やよい, 八木絹執筆 かもがわ出版 318/SH/1

0002910652 岡山県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 岡山県保健福祉部障害福祉課編集
吉備高原保健福祉の
むら事業団

369.12/OK

住み続けられるまちづくり



0002914981
デイ・サービスからまちづくりへ : 主婦たちがつくったNPO「コス
モスの家」

渡辺ひろみ編著 自治体研究社 369.26/WA

0003069789 安全・安心の環境づくり : 地域で守る・自分で守る 小宮信夫編集代表 ぎょうせい 369.4/KO/4

0003376681 まちづくりの福祉社会学 : これからの公民連携を考える 杉岡直人著 中央法規出版 369/SU

0002982881 大学地域論のフロンティア : 大学まちづくりの展開 伊藤眞知子[ほか]編著 論創社 377.1/IT

0002936950 学校を基地に「お父さんの」まちづくり : 元気コミュニティ!秋津 岸裕司著 太郎次郎社 379.021/KI

0002687603 日本の水文化 : 水をいかした暮らしとまちづくり 三和総合研究所編 ミネルヴァ書房 517/SA

0003288202 まちづくりの仕事ガイドブック : まちの未来をつくる63の働き方 饗庭伸[ほか]編著 学芸出版社 518.8/AI

0002850642
ユニバーサルデザインのまちづくり : みんなに優しいまちを目指し
て

樗木武著 森北出版 518.8/CH

0002854882 自治体まちづくり : まちづくりをみんなの手で! 原昭夫著 学芸出版社 518.8/HA

0003251394 まちづくりの方法 日本建築学会編 丸善 518.8/MA/1

0003251303 地球環境時代のまちづくり 日本建築学会編 丸善 518.8/MA/10

0003251385 町並み保全型まちづくり 日本建築学会編 丸善 518.8/MA/2

0003033529 まちづくりの百科事典 似田貝香門[ほか]編集委員 丸善 518.8/NI

0300021952 都市保全計画 : 歴史・文化・自然を活かしたまちづくり 西村幸夫著 東京大学出版会 518.8/NI

0003251465 まちづくり学 : アイディアから実現までのプロセス 西村幸夫編 ; 西村幸夫[ほか]著 朝倉書店 518.8/NI

0002677152 環境に配慮したまちづくり : 地方自治体の責任 尾島俊雄, 村上公哉著 早稲田大学出版部 518.8/OS



0003246482 都市再生・街づくり学 : 大阪発・民主導の実践 大阪市街地再開発促進協議会編 創元社 518.8/OS

0002855076 現代のまちづくりと地域社会の変革 白石克孝[ほか]共著 学芸出版社 518.8/SH

0003255141 まちをつくるプロセス : RIAの手法 新建築社 518.8/SH

0002854659
福祉のまちづくりキーワード事典 : ユニバーサル社会の環境デザイ
ン

田中直人編著 学芸出版社 518.8/TA

0003170634 メタボリズムの交通・都市論 : 人と車の共生をめざした街づくり 安藤郁夫著 文芸社 518.84/AN

0003355217 電柱のないまちづくり : 電線類地中化の実現方法
電線のない街づくり支援ネットワー
ク編著

学芸出版社 518.84/MA

0003268255
Hello, Mirai Tokyo 虎ノ門ヒルズからはじまる,あたらしいまちづく
り

新建築社 525.1/SH

0003126663 経済効果を生み出す環境まちづくり 環境まちづくり研究会編著 ぎょうせい 601.1./KA

0003261532
LRTと持続可能なまちづくり : 都市アメニティの向上と環境負荷の
低減をめざして

青山吉隆, 小谷通泰編著 学芸出版社 681.8/AO

0300023358
富山ライトレールの誕生 : 日本初本格的LRTによるコンパクトなま
ちづくり

富山ライトレール記録誌編集委員会
編集

富山市 686.9/TO

0003032353 観光振興と魅力あるまちづくり : 地域ツーリズムの展望 佐々木一成著 学芸出版社 689.21/SA

資料ID タイトル 著者 出版者 請求記号

0003056148 イワシと気候変動 : 漁業の未来を考える 川崎健著 岩波書店 080/IW-4/1192

0003134316 低炭素社会のデザイン : ゼロ排出は可能か 西岡秀三著 岩波書店 080/IW-4/1324

0003247541 異常気象と地球温暖化 : 未来に何が待っているか 鬼頭昭雄著 岩波書店 080/IW-4/1538

0003308174 新ビジョン2050 : 地球温暖化、少子高齢化は克服できる 小宮山宏, 山田興一著 日経BP社 304/KO

気候変動に具体的な対策を



0003376592 気候変動下の水・土砂災害適応策 : 社会実装に向けて 池田駿介 [ほか] 編集 近代科学社 369.33/IK

0002650375 気候変動論 住明正[ほか]著 岩波書店 450.8/IW/11

0003195999
大気の進化46億年O[2] (さんそ) とCO[2] (にさんかたんそ) : 酸素
と二酸化炭素の不思議な関係

田近英一著 技術評論社 450/TA

0003155708 都市の気候変動と異常気象 : 猛暑と大雨をめぐって 藤部文昭著 朝倉書店 451.08/FU

0003076711 地球システム科学の基礎 : 変わりつづける大気環境
T.E. Graedel, P.J. Crutzen著 ; 河村
公隆, 和田直子訳

学会出版センター 451.3/GR

0003214837 地球温暖化バッシング : 懐疑論を焚きつける正体
レイモンド・S･ブラッドレー著 ; 藤
倉良, 桂井太郎訳

化学同人 451.35/BR

0003185135 温暖化の世界地図
Kirstin Dow, Thomas E.
Downing[著] ; 近藤洋輝訳

丸善出版 451.35/DO

0003271065 地球温暖化との闘い : すべては未来の子どもたちのために
ジェイムズ・ハンセン著 ; 中小路佳
代子訳

日経BP社 451.35/HA

0003168965 二つの温暖化 : 地球温暖化とヒートアイランド 甲斐憲次編著 成山堂書店 451.35/KA

0003376663 13歳からの環境問題 : 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 志葉玲著 かもがわ出版 451.35/SH

0003164869 気候システム論 : グローバルモンスーンから読み解く気候変動 植田宏昭著 筑波大学出版会 451.4/UE

0003043847 千年前の人類を襲った大温暖化 : 文明を崩壊させた気候大変動
ブライアン・フェイガン著 ; 東郷え
りか訳

河出書房新社 451.8/FA

0003191508 正しく理解する気候の科学 : 論争の原点にたち帰る 中島映至, 田近英一著 技術評論社 451.8/NA

0003273238 チェンジング・ブルー : 気候変動の謎に迫る 大河内直彦著 岩波書店 451.8/OK

0003215423 気候変動に適応する社会
田中充, 白井信雄編 ; 地域適応研究
会著

技報堂出版 451.8/TA

0003215585 極端化する気候と生活 : 温暖化と生きる 吉野正敏著 古今書院 451.8/YO



0003082157 気候変動がわかる気象学 住明正著 NTT出版 451/SU

0003376332
図解でわかるカーボンリサイクル : 未来エコ実践テクノロジー :
CO[2]を利用する循環エネルギーシステム

エネルギー総合工学研究所編著 技術評論社 501.6/EN

0003267990
驀進する世界のグリーン革命 : 地球温暖化を越え、持続可能な発展
を目指す具体的アクション

橋爪大三郎編 ; 橋爪大三郎 [ほか]
著

ポット出版 519/HA

0003072900 地球の将来 : 環境破壊と気候変動の驚異 勝田悟著 学陽書房 519/KA

0003318027 これがすべてを変える : 資本主義vs.気候変動, 下
ナオミ・クライン [著] ; 幾島幸子,
荒井雅子訳

岩波書店 519/KL/2

0003070504 温暖化と資源問題の現実的解法 : 持続可能社会へ向けた 御園生誠著 丸善 519/MI

0003258197 気候カジノ : 経済学から見た地球温暖化問題の最適解
ウィリアム・ノードハウス著 ; 藤﨑
香里訳

日経BP社 519/NO

0003241503
人類の選択のとき : 地球温暖化と海面の上昇 : 生命圏の崩壊はすで
に始まっている

岡留恒健著 現代企画室 519/OK

0003138074 気候工学入門 : 新たな温暖化対策ジオエンジニアリング 杉山昌広著 日刊工業新聞社 519/SU

0002973373 2050年脱温暖化社会のライフスタイル : IT社会のエコデザイン
東京大学RCAST脱温暖化IT社会
チーム, 電通消費者研究センター編

電通 519/TO

0003191580 狙われる日本の環境技術 : 競争力強化と温暖化交渉への処方箋 上野貴弘, 本部和彦編著
エネルギーフォーラ
ム

519/UE

0003159788
温暖化が進むと「農業」「食料」はどうなるのか? : 日本の農業の
品質と収穫量を守る対策

杉浦俊彦著 技術評論社 613.1/SU
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