
『第15回 環境展 コラボ展示 ＜環境と教育＞』 

エコライフを学ぶ！ 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

江戸に学ぶエコ生活術 
アズビー・ブラウン[著] 
幾島幸子[訳] 

阪急コミュニケーションズ 2011  215/BR 

未来の働き方をデザインしよう 
 : 2030年のエコワークスタイルブック 

石田秀輝,  古川柳蔵,   
コクヨ(株)RDIセンター 

日刊工業新聞社 2011  366.9/IS 

今、始めないと!エネルギー・環境教育 澁澤文隆 東京書籍 2008 375/SH 

あなたの子どもには自然が足りない 
リチャード・ルーブ[著] 
春日井晶子[訳] 

早川書房 2006 379/LO 

生老病死のエコロジー : チベット・ヒマラヤに生きる 奥宮清人[編] 昭和堂 2011 498/OK 

電球1個のエコロジー 
 : 環境単位=2000kcalで何でも測ってみよう 

ガイアプレス・プロジェクト[文] 
永友哲彰[原案] ; 川村易[絵] 

中央法規出版 2006 501/GA 

エコアイデア100+エコデザイン100  ヴィクション・ワークショップ[編] グラフィック社 2011 501/VI 

北斎風循環型社会之解説 環境省廃棄物・リサイクル 
対策部循環型社会推進室 

2008  518/HO//L 

「2050年」から環境をデザインする  
 : 都市・建築・生活の再構築  

日本建築家協会環境行動委員会[編] 彰国社 2007 518/NI 

幸せな未来のつくり方 : 「エコ」 を超えて 
枝広淳子  
ジャパン・フォー・サステナビリティ 

海象社 2010  519/ED 

あんたも私もエコノザウルス : 笑って考える環境問題。 本田亮[著] ; 西岡秀三[監修] 小学館 2001  519/HO 

北欧スタイル快適エコ生活のすすめ  
 : 森の精ムッレに出逢ったスウェーデンの人々のビジョンとは 

高見幸子, 鏑木孝昭 オーエス出版 2000  519/TA 

親が子供に伝えたい「環境」の授業 : 命はつながっている 津川雅彦, 小菅正夫 角川書店 2009 519/TS 

エコロジーをデザインする : エコ・フィロソフィの挑戦 
山田利明,  河本英夫,  稲垣諭[編著] 
長谷川眞理子 [ほか] 著 

春秋社 2013 519/YA 

地球温暖化・CO2・水問題で私たちができること 本郷孔洋 東峰書房 2008 519.1/HO 

ヨーロッパ環境都市のヒューマンウェア 
 : 持続可能な社会を創造する知恵 

枝大橋照 学芸出版社 2007 519.1/OH 

最高の環境建築をつくる方法  
= How to design the ultimate ecological architecture  

山梨知彦, 伊香賀俊治 エクスナレッジ 2013 525/YA 
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タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

デンマークという国自然エネルギー先進国 
 : 「風のがっこう」からのレポート 

ケンジ・ステファン・スズキ 合同出版 2006  302.3/SU 

奇跡のむらの物語 : 1000人の子どもが限界集落を救う! 辻英之[編著] 農山漁村文化協会 2011  371.5/TS 

デンマークの教育に学ぶ 江口千春[著] ; ダム雅子[訳] かもがわ出版 2010  372.3/EG 

『フォルケホイスコーレ』の世界  
 : デンマークで生れたフリースクール グルントウィと民衆の大学 

オウェ・コースゴール, 清水満[編著] 新評論 1993  372.3/KO 

山城中学校のエコな挑戦  
 : 学ぶ力・教師力・学校力を育てるエネルギー環境教育 

京都府木津川市立山城中学校 国土社 2007   375/KI 

ESD入門 : 持続可能な開発のための教育 佐藤真久, 阿部治[編著] 筑波書房 2012   375/SA 

昔話にまなぶ環境 石井正己[編] 三弥井書店 2011  388/IS 

ロラン島のエコ・チャレンジ  
： デンマーク発、100%自然エネルギーの島 

ニールセン北村朊子 
野草社 
(新泉社/発売） 

2012  501/NI 

デンマークの環境に優しい街づくり 福田成美 新評論 1999  518/FU 

地球環境学 : 複眼的な見方と対応力を学ぶ 京都大学地球環境学堂[編] 丸善出版 2014   519/KY 

よくわかる環境教育 水山光春[編著] ミネルヴァ書房 2013  519/MI 

環境学生実践のエコロジー 東京農業大学[編] 誠文堂新光社 2004   519/TO//L 

自然との共生の夢 : エコロジーとドイツ文学 嶋崎啓 [ほか] 
鳥影社 
ロゴス企画部 

2002  940/SH 

タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

都会でできる雨、太陽、緑を活かす小さな家 中臣昌広 農山漁村文化協会 2009   527/NA 

環境にやさしいお買い物 
 : あなたもできるお得なエコライフ「日記」 

山川文子 日刊工業新聞社 2012   590/YA 

ニュージーランドエコ紀行 青柳光郎 七つ森書館 2008  689/AO 

みるエコ : エコロジー映画ガイド みるエコ編集部[編集] 春日出版 2009  778/MI 

教育を環境から考える！ 



タイトル 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

闘う南方熊楠 : 「エコロジー」の先駆者 武内善信 勉誠出版 2012  289.1/MI 

ドイツ環境教育教本 : 環境を守るための宝箱 
ティルマン・ラングナー[著] 
染谷有美子[訳] 

緑風出版 2010  375/LA 

有明海の自然と再生 宇野木早苗 築地書館 2006  462/UN 

地球が教える奇跡の技術  
 : 大自然のすごさを活かす「ネイチャー・テクノロジー」の世界 

石田秀輝  
新しい暮らしとテクノロジーを考える委員会 

祥伝社 2010  504/IS 

都市に自然を回復するには  野村圭佑 どうぶつ社 2004  519.8/NO 

写真で見る自然環境再生 自然環境復元協会[編] オーム社 2011  519.8/SH 

エコライフ : ドイツと日本どう違う 高松平蔵, 高松アンドレア 化学同人 2003  519.8/TA 

バリアフリーな里地・里山の保全・活用ガイド : 英国BTCVに学ぶ

みんな (子供・お年寄り・障碍者 )が参加できる地域の環境保全 
上原三知著 ; 緑の風[編] 

ブイツーソリューション 
(星雲社/発売） 

2012   519.8/UE//L 

エコノザウルスカウントダウン 
本田亮[イラスト・文]  
椎名誠[文] 

小学館 2008   519/HO 

足もとの自然から始めよう 
 : 子どもを自然嫌いにしたくない親と教師のために 

デイヴィド・ソベル[著] 
岸由二[訳] 

日経BP社 2009  519/SO 

つながりを取りもどす時代へ 
 : 持続可能な社会をめざす環境思想 : リサージェンス誌選集 

枝廣淳子[監訳] 大月書店 2009  519/TS 

森林業が環境を創る : 森 (やま) で働いた2000日 安藤勝彦 コモンズ 2004  650/AN 

自然から学ぶ！ 
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