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水俣病を知っていますか 高峰武著 岩波書店 2016 市:1F 081/IW/948
 21032000270495

「環境を守る」とはどういうことか : 環境思想入門 尾関周二, 環境思想・教育研究会編 岩波書店 2016 市:1F 081/IW/960 21032000304080

地域の力 : 食・農・まちづくり 大江正章著 岩波書店 2008 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1115) 10101221449083

歴史的環境 : 保存と再生 木原啓吉著 岩波書店 1982 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 黄-216) 10101200725120

環境とつきあう50話 森住明弘著 岩波書店 1993 市:1F文庫新書 :S(岩波ジュニア新書 ; 225) 10101220253487

江戸日本の転換点 : 水田の激増は何をもたらしたか 武井弘一著 NHK出版 2015 市:1F文庫新書 :S(NHKブックス ; 1230) 21032000220846

苦海浄土 : わが水俣病 石牟礼道子著 講談社 1972 市:1F文庫新書 :S(講談社文庫 ; い-11-1) 10101220707925

農から環境を考える : 21世紀の地球のために 原剛著 集英社 2001 市:1F文庫新書 :S(集英社新書 ; 0092G) 10101221032891 

いちばん大事なこと 養老孟司著 集英社 2003 市:1F文庫新書 :S(集英社新書 ; 0219B) 10101221115096

沈黙の春 レイチェル・カーソン著 ; 青樹簗一訳 新潮社 1992 市:1F文庫新書 :S(新潮文庫 ; カ-4-1) 10101220408928

自然保護を問いなおす : 環境倫理とネットワーク 鬼頭秀一著 筑摩書房 1996 市:1F文庫新書 :S(ちくま新書 ; 068) 10101220764155

四大公害病 : 水俣病、新潟水俣病、イタイイタイ病、四日市公害 政野淳子著 中央公論新社 2013 市:1F文庫新書 :S(中公新書 ; 2237) 21032000124227

水の環境史 : 「京の名水」はなぜ失われたか 小野芳朗著 PHP研究所 2001 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 153) 10101220886099

環境問題とは何か 富山和子著 PHP研究所 2001 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 175) 10101220918799 

環境先進国・江戸 鬼頭宏著 PHP研究所 2002 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 198) 10101220975962

「日本の四季」がなくなる日 : 連鎖する異常気象 中村尚著 小学館 2015 市:1F 451/NA 21032000253175

環境史から学ぶ地球温暖化 杉山大志著 エネルギーフォーラム 2012 市:1F 519.2/SU 21032000034236

低酸素経済への道 諸富徹, 浅岡美恵著 岩波書店 2010 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1241) 10101221655538  

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 2011 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1324) 10101221777420

エネルギーを選びなおす 小澤祥司著 岩波書店 2013 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1451) 21032000123255

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 2015 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1538) 21032000214757

ルポにっぽんのごみ 杉本裕明著 岩波書店 2015 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1555) 21032000236661

生命の政治学 : 福祉国家・エコロジー・生命倫理 広井良典著 岩波書店 2015 市:1F文庫新書 :S(岩波現代文庫 ; 学術 ; 324) 21032000145704

森が消えれば海も死ぬ : 陸と海を結ぶ生態学 松永勝彦著 講談社 2010 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-1670) 10101221640808

地球をめぐる不都合な物質 : 拡散する化学物質がもたらすもの 日本環境化学会編著 講談社 2019 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-2097) 21032000437543

ヒマラヤ世界 : 五千年の文明と壊れゆく自然 向一陽著 中央公論新社 2009 市:1F文庫新書 :S(中公新書 ; 2026) 10101221609781

リサイクルと世界経済 : 貿易と環境保護は両立できるか 小島道一著 中央公論新社 2018 市:1F文庫新書 :S(中公新書 ; 2489) 21032000385020

100語でわかるエネルギー
ジャン=マリ・シュヴァリエ著 ;

斎藤かぐみ訳
白水社 2010 市:1F文庫新書 :S(文庫クセジュ ; 950) 10101221694983

世界遺産にされて富士山は泣いている 野口健著 PHP研究所 2014 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 934) 21032000164938

地球はもう温暖化していない : 科学と政治の大転換へ 深井有著 平凡社 2015 市:1F文庫新書 :S(平凡社新書 ; 791) 21032000246489
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「エネルギー自治」で地域再生! : 飯田モデルに学ぶ 諸富徹著 岩波書店 2015 市:1F 081/IW/926 21032000226852

データでわかる世界と日本のエネルギー大転換 レスター・R.ブラウン, 枝廣淳子著 岩波書店 2016 市:1F 081/IW/943 21032000258207

プラスチック汚染とは何か 枝廣淳子著 岩波書店 2019 市:1F 081/IW/1003 21032000435532

知っておきたい自然エネルギーの基礎知識 : 太陽光・風力・水力・地熱か

らバイオマスまで地球にやさしいエネルギーを徹底解説!
細川博昭著

ソフトバンク

クリエイティブ
2012 市:1F 501/HO 21032000029259

水の未来 : グローバルリスクと日本 
 沖大幹著 岩波書店 2016 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1597) 21032000271440 

歩く、見る、聞く人びとの自然再生 宮内泰介著 岩波書店 2017 市:1F文庫新書 :S(岩波新書 ; 新赤版 1647） 21032000314549

フードバンクという挑戦 : 貧困と飽食のあいだで 
 大原悦子著 岩波書店 2016 市:1F文庫新書 :S(岩波現代文庫 ; 社会 ; 297) 21032000267915 

人が集まる建築 : 環境×デザイン×こどもの研究 
 仙田満著 講談社 2016 市:1F文庫新書 :S(講談社現代新書 ; 2366) 21032000272218 

分散型エネルギー入門 : 電力の地産地消と再生可能エネルギーの活用 伊藤義康著 講談社 2012 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-1772) 21032000017692 

図解・燃料電池自動車のメカニズム

: 水素で走るしくみから自動運転の未来まで
川辺謙一著 講談社 2016 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-1959) 21032000262867 

夢の新エネルギー「人工光合成」とは何か

: 世界をリードする日本の科学技術
光化学協会編 ; 井上晴夫監修 講談社 2016 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-1980) 21032000291271 

地球46億年気候大変動

: 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現在・未来
横山祐典著 講談社 2018 市:1F文庫新書 :S(ブルーバックス ; B-2074) 21032000407288 

この国の未来へ : 持続可能で「豊か」な社会 佐和隆光著 筑摩書房 2007 市:1F文庫新書 :S(ちくま新書 ; 641) 10101221363243 

食料を読む 鈴木宣弘, 木下順子著 日本経済新聞出版社 2010 市:1F文庫新書 :S(日経文庫 ; 1215) 10101221661953

SDGs入門 村上芽, 渡辺珠子著 日本経済新聞出版社 2019 市:1F文庫新書 :S(日経文庫 ; 1408） 21032000437195

森と人間の文化史 只木良也著 日本放送出版協会 2010 市:1F文庫新書 :S(NHKブックス ; 1167) 10101221704890

海の色が語る地球環境 : 海洋汚染と水の未来
 功刀正行著 PHP研究所 2009 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 637) 10101221617679 

資源がわかればエネルギー問題が見える : 環境と国益をどう両立させるか 鎌田浩毅著 PHP研究所 2012 市:1F文庫新書 :S(PHP新書 ; 808) 21032000024486 

桜がなくなる日 : 生物の絶滅と多様性を考える 岩槻邦男著 平凡社 2013 市:1F文庫新書 :S(平凡社新書 ; 686) 21032000103378 
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