
法政大学小金井図書館 
2015年度 展示 第16回環境展 コラボ展示 ≪環境と生態≫  

タイトル 著者・編者 出版社 出版年 請求記号 

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 408/B59/1670/S 

地球変動研究の最前線を訪ねる : 人間と大気・生物・水・土壌の環境 小川利紘, 及川武久, 陽捷行編 アサヒビール 2010 450/O24 

地球温暖化とその影響: 生態系・農業・人間社会 内嶋善兵衛著 裳華房 1996 451.3/U16 

大阪湾 : 環境の変遷と創造 生態系工学研究会編 恒星社厚生閣 2009 452.2/Se19 

世界海の百科図鑑 : 生態系・環境から地形・資源・保全まで 
ジョン・パーネット編 
川口弘一, 平啓介監訳 

東洋書林 2004 452/P42//L 

サンゴ礁のちむやみ : 生態系サービスは維持されるか 土屋誠, 藤田陽子著 東海大学出版会 2009 455.9/Ts32  

地球に未来はあるか : 地球温暖化・森林伐採・人口過密 G.R.テイラー著 ; 大川節夫訳 みすず書房 1998 460/Ta98 

有機物負荷と環境浄化 微生物生態研究会編 学会出版センター 1984 465/B47/12  

微生物生態学の新たな展開とその手法 日本微生物生態学会編 学会出版センター 1992 465/B47/18 

バイオフィルム入門 : 環境の世紀の新しい微生物像 
日本微生物生態学会 
バイオフィルム研究部会編著 

日科技連出版社 2005 465/N71 

水質汚濁と生態系 手塚泰彦著 共立出版 1972 468.08/Se19/34 

環境生態学入門 青山芳之著 オーム社 2008 468/A58 

図説生態系の環境 浅枝隆編著 朝倉書店 2011 468/A81 

水と生命と人間 
チャールズ・フレデリック・ 
ヒックリング著 ; 中西正己 [ほか] 訳 

紀伊国屋書店 1978 468/H54  
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環境変動と生物集団 河野昭一, 井村治共編 海游舎 1999 468/Ka96 

生態系のふしぎ  
: 失われた環境はどこまで再生できる?生態系でいちばん弱い立場の生き物は? 

児玉浩憲著 
ソフトバンク 
クリエイティブ 

2009 468/Ko18//S 

生態と環境 松本忠夫著 岩波書店 1993 468/Ma81 

集団と環境の生物学 松本忠夫編著 
放送大学教育 
振興会 

2003 468/Ma81 

環境を診断する : 五感による生態学 森下郁子著 中央公論社 1981 468/Mo65  

地球環境問題に挑む生態学 日本生態学会編 ; 仲岡雅裕責任編集 文一総合出版 2011 468/N71 

自然保護と生態学 沼田真著 共立出版 1973 468/N99a 

生態系と地球環境のしくみ 大石正道著 日本実業出版社 1999 468/O33//KAI 

生態環境科学概論 : 地圏・水圏・気圏の総合科学 上村賢治 [ほか] 著 講談社 1997 468/Se19  

環境大気と生態 三寺光雄著 共立出版 1971 468/Se19-1/1 

食べて、食べられて、まわる : 環境適応と多様化の道をたどる  高橋英一著 研成社 2009 468/Ta33  

生態系再生の新しい視点 : 湖沼からの提案 高村典子編著 共立出版 2009 468/Ta45  

「地球生態学」で暮らそう 槌田敦著 ほたる出版 2009 468/Ts26 

地球生命は自滅するのか? : ガイア仮説からメデア仮説へ 
ピーター・D.ウォード著 
長野敬, 赤松真紀訳 

青土社 2010 468/W38  

自然環境とエコロジー 高木勇夫, 丸田恵美子著 日科技連出版社 1996 472.1/Ta29 

ミジンコ : その生態と湖沼環境問題 花里孝幸著 名古屋大学出版会 1998 485/H28 
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植生と開発保全 宮脇昭 [ほか] 著 彰国社 1982 510.8/D81/3 

海洋「水域」のうつろ : 地球の温暖化に向けて、海域環境創造の新技術! 赤井一昭著 星雲社 2008 517.8/A29 

河川生態環境評価法 : 潜在自然概念を軸として 玉井信行, 奥田重俊, 中村俊六編 東京大学出版会 2000 517/Ta77 

河川生態環境工学 : 魚類生態と河川計画 玉井信行, 水野信彦, 中村俊六編 東京大学出版会 1993 517/Ta77 

生態系にやさしい下水道をめざして 
生態系との共生をはかる 
下水道のあり方検討会編 

技報堂出版 2001 518.2/Se19 

地球環境と東京 : 歴史的都市の生態学的再生をめざして 河原一郎著 筑摩書房 2001 518.8/Ka92 

地球生態学 和田英太郎著 岩波書店 2002 519.08/Ka56/3 

中国の環境政策生態移民 : 緑の大地、内モンゴルの砂漠化を防げるか? 小長谷有紀, シンジルト, 中尾正義編 昭和堂 2005 519.1/Ko71 

水環境と生態系の復元 : 河川・湖沼・湿地の保全技術と戦略 
National Research Council編 
浅野孝, 大垣真一郎, 渡辺義公監訳  

技報堂出版 1999 519.4/N57a 

迫りくる地球の限界 
レスター・R・ブラウン編著 
澤村宏監訳 

ダイヤモンド社 1994 519.5/C44/94-95 

環境と生態系の復権 ハイライフ出版 1985 519.5/Ka56-24 

自然環境系 河村武, 岩城英夫編 朝倉書店 1988 519.5/Ka56-27/1 

いま環境を考える : 人間と自然との調和を求めて 瀬川道治編 共立出版 1983 519.5/Se16 

遥かなる楽園 : 環境破壊と文明 
ジョン・セイモアー,  
ハーバート・ジラルデット著 
加藤辿, 大島淳子訳 

日本放送出版協会 1988 519.5/Se98 

農業新戦略 菅原聡 [ほか] 編 共立出版 1987 519.5/Sh69b/2 
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環境の危機 石弘之監修 平凡社 1991 519.8/1 

エコロジーの新秩序 : 樹木,動物,人間 リュック・フェリ著 ; 加藤宏幸訳 法政大学出版局 1994 519.83/1 

生物多様性とその保全 
井上民二, 和田英太郎編  
箕浦幸治 [ほか] 執筆 

岩波書店 1998 519/I95/5 

環境ホルモンとダイオキシン : 人間と自然生態系の共存のために 彼谷邦光著 裳華房 2004 519/Ka98//KAI 

生態系と自然共生社会 小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2010 519/Ko65/4 

リモートセンシングからみた地球環境の保全と開発 村井俊治, 宮脇昭, 柴崎亮介編 東京大学出版会 1995 519/Mu41 

河川の水質と生態系 : 新しい河川環境創出に向けて 河川環境管理財団編 技報堂出版 2007 519.4/Ka74 

「悪魔のサイクル」へ挑む 
 : 地球にはCO2を急増させる仕掛けが隠されていた!! 

西沢潤一, 上野勲黄共著 東洋経済新報社 2005 519/N87//KAI 

環境保全・創出のための生態工学 岡田光正, 大沢雅彦, 鈴木基之編著 丸善 1999 519/O38 

微生物生態工学 : 環境問題解決の原理と実例 大森俊雄 [ほか] 共著 昭晃堂 2003 519/O63 


