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・・・持続可能な都市へ向けて・・・ 

タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

持続可能な地域実現と協働型ガバナンス : 日米英の事例比較を通じて 斎藤文彦, 白石克孝, 新川達郎[編] 日本評論社 2011 
318/CH/ 
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地域再生滋賀の挑戦 : エコな暮らし・コミュニティ再生・人材育成 
近江環人地域再生学座[編]  
森川稔[責任編著] 

新評論 2011 318/OM 

共創のまちづくり原論 : 環境革命の時代 小松隆二, 白迎玖, 小林丈一 論創社 2010 318.7/KO 

コミュニティパワー : エネルギーで地域を豊かにする 
飯田哲也, 環境エネルギー政策研究所
[編著] 
古屋将太, 吉岡剛, 山下紀明 

学芸出版社 2014 501/II 

都市・地域の持続可能性アセスメント : 人口減少時代のプランニングシステム 
原科幸彦, 小泉秀樹[編著]  
柴田裕希[ほか] 

学芸出版社 2015 518/HA 

ECOシティ : 環境シティ・コンパクトシティ・福祉シティの実現に向けて 丸尾直美[ほか][編著] ; 落合由紀子 中央経済社 2010 518/MA 

都市・地域・環境概論 : 持続可能な社会の創造に向けて 大貝彰, 宮田譲, 青木伸一[編著] 朝倉書店 2013 518/OG 

自然と共生した流域圏・都市の再生 : 流域圏から都市・地域環境の再生を考える 
ワークショップ「自然と共生した流域
圏・都市の再生」実行委員会[編著] 

技報堂出版 2010 518/WA 

五感で楽しむまちづくり : 豊かな暮らし・にぎわい・つながりの創造 
山下柚実[編著] 
荒井真一, 内藤克彦 

学陽書房 2011 518/YA 

フューチャー・デザイン : 七世代先を見据えた社会 西條辰義[編著] 勁草書房 2015 519/SA 

社会文化環境学の創る世界 
東京大学大学院新領域創成科学研究科
環境学研究系[編] 

朝倉書店 2013 519/TO/5 

都市の環境倫理 : 持続可能性、都市における自然、アメニティ 吉永明弘 勁草書房 2014 519/YO 

都市・建築の環境とエネルギー 梅干野晁[編著] 放送大学教育振興会 2014 525/HO 

環境建築・都市への道 : 感性と環境技術を結ぶレーベアム思想  山崎哲哉 鹿島出版会 2012 525/YA 

実践!田舎力 : 小さくても経済が回る5つの方法 金丸弘美 NHK出版 2013 601/KA 

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] 
東京商工会議所 
エコピープル支援協議会編集協力 

ぎょうせい 2010 601/KA 
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・・・環境法と企業責任・・・ 

タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

CSR経営戦略 : 「社会的責任」で競争力を高める  伊吹英子 東洋経済新報社 2014 335.1/IB 

企業が伝える生物多様性の恵み : 環境教育の実践と可能性 石原博, 岩渕真奈美, 湊秋作 経団連出版 2014 335.1/IS 

会社は社会を変えられる : 社会問題と事業を〈統合〉するCSR戦略 岩井克人, 小宮山宏[編著] プレジデント社 2014 335.1/IW 

進化する環境・CSR会計 : マテリアルフローコスト会計から統合報告まで  柴田英樹, 梨岡英理子 中央経済社 2014 336.9/SH 

環境をめぐる公共圏のダイナミズム  池田寛二, 堀川三郎, 長谷部俊治[編著] 法政大学出版局  2012 361.7/IK 

資源の循環利用とはなにか : バッズをグッズに変える新しい経済システム  細田衛士 岩波書店 2015 518/HO 

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 
藤崎香里[訳] 

日経BP社 2015 519/NO 

環境と平和 : より包括的なサステイナビリティを目指して  武内和彦 国際書院 2014 519/TA 

原発・環境問題と企業責任 : 環境経営学の課題  足立辰雄 新日本出版社 2014 519.1/AD 

ベーシック環境六法 淡路剛久[ほか][編集] 第一法規 2014 519.1/AW 

グリーン戦略3つのカギ : 持続可能な低炭素社会の実現 
ガレス・ケーン 
井出宗通[ほか][訳] 

バベルプレス 2012 519.1/KA 

環境法 北村喜宣 弘文堂 2015 519.1/KI 

環境経営意思決定を支援する会計システム  國部克彦[編著] 中央経済社 2011 519.1/KO 

環境訴訟法 越智敏裕 日本評論社 2015 519.1/OC 

環境法案内 坂口洋一 上智大学出版 2015 519.1/SA 

排出権取引 : 理論と実験による制度設計  西條辰義, 草川孝夫 慶應義塾大学出版会 2013 519.1/SA 

環境政策の新展開 
高崎経済大学地域政策 
研究センター[編] 

勁草書房 2015 519.1/TA 
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・・・環境先進国と日本・・・ 

タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

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 PHP研究所 2012 
///S 

PHP新書 
808 

緑の党政権の誕生 : 保守的な地域における環境運動の展開 保坂稔 晃洋書房 2013 315.3/HO 

ドイツ環境都市モデルの教訓 竹ケ原啓介, ラルフ・フュロップ エネルギーフォーラム 2011 318.9/TA 

デンマークのユーザー・デモクラシー : 福祉・環境・まちづくりからみる 
地方分権社会 

朝野賢司[ほか] 新評論 2005 364/AS 

『ニルス』に学ぶ地理教育 : 環境社会スウェーデンの原点 村山朝子 ナカニシヤ出版 2005 375.3/MU 

日本は世界一の環境エネルギー大国 平沼光 講談社 2012 501/HI 

エネルギー基本計画2014 経済産業省資源エネルギー庁[編] 経済産業調査会 2014 501/KE 

21世紀も人間は動物である : 持続可能な社会への挑戦 日本vsスウェーデン 小沢徳太郎 新評論 1996 519/OZ 

低炭素社会への道程 : ドイツの経験と地球温暖化の政治・経済学 遠州尋美, 柏原誠[編著] 法律文化社 2011 519.1/EN 

環境にやさしい国づくりとは? : 日本そしてドイツ K.H.フォイヤヘアト, 中野加都子 技報堂出版 2011 519.1/FE 

先進国の環境ミッション : 日本とドイツの使命 K.H.フォイヤヘアト, 中野加都子 技報堂出版 2008 519.1/FE 

サステナビリティの政策と経営 : 低炭素循環型社会をめぐる日本とスウェーデン 長岡延孝[編著] 晃洋書房 2010 519.1/NA 

スウェーデンに学ぶ「持続可能な社会」 : 安心と安全の国づくりとは何か 小澤徳太郎 朝日新聞社 2006 519.1/OZ 

スウェーデンの環境都市政策 山下潤 古今書院 2015 519.1/YA 

ドイツ環境史 : エコロジー時代への途上で 
フランク・ユーケッター 
服部伸[ほか][訳] 

昭和堂 2014 519.2/UE 

環境にやさしいのはだれ? : 日本とドイツの比較 K.H. フォイヤヘアト, 中野加都子 技報堂出版 2005 519.8/FE 

フライブルク環境レポート 今泉みね子 中央法規出版 2001 519.8/IM 

ドイツ発、環境最新事情 今泉みね子 中央法規出版 2004 519.8/IM/2 


