
No. タイトル 著者・編者 出版社 出版年 資料ID 請求記号 配架場所

1 オリンピック大百科
クリス・オクスレード,

デーヴィッド・ボールハイマー著
あすなろ書房 2008 10101221452106 080/CH/45:L 市:1F大型

2 異議あり!新国立競技場 : 2020年オリンピックを市民の手に 森まゆみ編 岩波書店 2014 21032000149530 081/IW/895 市:1F

3 見えがくれする都市 : 江戸から東京へ 槙文彦他著 鹿島出版会 1980 21032000127102 081/SD/162 市:1F

4 環境デザインの思想 三輪正弘著 鹿島出版会 1991 10101220160829 081/SD/216 市:1F

5 東京オリンピック : 1960年代 苅谷剛彦編 ; 山口二郎 [ほか]著 岩波書店 2015 21032000248112 217.6/KU/4 市:1F

6 東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜編著 日本経済評論社 2009 10101221613096 217.6/OI 市:1F

7 東京をどうするか : 福祉と環境の都市構想 渡辺治, 進藤兵編 岩波書店 2011 10101221739430 318.2/WA 市:1F

8 この真実を知るために : 地球温暖化 : 何が起きるのか? どう克服するのか? 西岡秀三監修 ニュートンプレス 2010 10101221719080 451/CH 市:1F

9 温暖化の世界地図 Kirstin Dow, Thomas E.Downing著; 近藤洋輝訳 丸善出版 2012 21032000068734 451/DO 市:1F

10 私たちにたいせつな生物多様性のはなし 枝廣淳子著 かんき出版 2011 10101221778761 468/ED 市:1F

11 地図で読む日本の再生可能エネルギー : 持続可能な地域がわかる! 永続地帯研究会編著 旬報社 2013 21032000121309 501/EI 市:1F

12 「再生可能エネルギー」のキホン 本間琢也, 牛山泉, 梶川武信著
ソフトバンク

クリエイティブ
2012 21032000034686 501/HO 市:1F

13
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 2013 21032000262743 501/IM 市:1F

14 持続可能なエネルギー : 「数値」で見るその可能性 デービッド J.C.マッケイ著 ; 村岡克紀訳 産業図書 2010 10101221720194 501/MA 市:1F

15 再生可能エネルギーと地域再生 諸富徹編著 日本評論社 2015 21032000251725 501/MO 市:1F

16 資源小国ニッポンの挑戦 産経新聞東京経済部編著 産経新聞出版 2007 10101221398934 501/SA 市:1F

17 暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 : ゼロから始める 田中充, 白井信雄, 馬場健司編著 家の光協会 2014 21032000177215 501/TA 市:1F

18 やってみよう雨水利用 : まちをうるおすみんなの工夫 グループ・レインドロップス編著 北斗出版 1994 10101220725540 517/GU 市:1F
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19 東京アーカイブス : よみがえる「近代東京」の軌跡 芦原由紀夫著 山海堂 2005 10101221234508 518/AS 市:1F

20 地上資源が地球を救う : 都市鉱山を利用するリサイクル社会へ 馬場研二著 技報堂出版 2008 10101221494771 518/BA 市:1F

21 ごみと日本人 : 衛生・勤倹・リサイクルからみる近代史 稲村光郎著 ミネルヴァ書房 2015 21032000233913 518/IN 市:1F

22 オリンピック・シティ東京 : 1940・1964 片木篤著 河出書房新社 2010 10101221646253 518/KA 市:1F

23 東京都市計画物語 越沢明著 日本経済評論社 1991 10101220158590 518/KO 市:1F

24  呼吸する緑の壁-バイオラング バイオラング実行委員会監修 マルモ出版 2005 10101221262056 518/KO 市:1F

25 ヒートアイランド対策 : 都市平熱化計画の考え方・進め方 空気調和・衛生工学会編 オーム社 2009 10101221575070 518/KU 市:1F

26 エコサイクル社会 丸尾直美, 西ヶ谷信雄, 落合由紀子著 有斐閣 1997 10101220595159 518/MA 市:1F

27  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 ; 落合由紀子著 中央経済社 2010 10101221667919 518/MA 市:1F

28 東京のインフラストラクチャー : 巨大都市を支える 中村英夫, 家田仁編著 ; 東京大学社会基盤学教室著 技報堂出版 2004 10101221158070 518/NA 市:1F

29 ごみを資源にまちづくり : 肥料・エネルギー・雇用を生む 中村修著 農文協 2017 21032000365593 518/NA 市:1F

30 都市この小さな国の
リチャード・ロジャース, アン・パワー著 ;

太田浩史 [ほか] 訳
鹿島出版会 2004 21032000278690 518/RO 市:1F

31 都市 : この小さな惑星の
リチャード・ロジャース, フィリップ・グムチジャン著 ;

野城智也, 和田淳, 手塚貴晴訳
鹿島出版会 2002 21032000278704 518/RO 市:1F

32 かえよう東京 : 世界に比類のない国際新都心の形成
都心のあたらしい街づくりを考える会

都市構造検討委員会編
鹿島出版会 2017 21032000336755 518/TO 市:1F

33 NEXTOKYO : 「ポスト2020」の東京が世界で最も輝く都市に変わるために 梅澤高明, 楠本修二郎著 日経BPマーケティング 2017 21032000359232 518/UM 市:1F

34 地球を救う365の方法 フィリップ・ブルセイエ写真 ; 柳沢幸雄監修 ピエ・ブックス 2010 10101221643211 519/BO 市:1F

35 文系のための環境科学入門 藤倉良, 藤倉まなみ著 有斐閣 2016 21032000290046 519/FU 市:1F

36 ほんとうの環境問題 池田清彦, 養老孟司著 新潮社 2008 10101221461784 519/IK 市:1F
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37 環境倫理入門 : 地球環境と科学技術の未来を考えるために 近畿化学協会化学教育研究会編著 化学同人 2012 21032000061187 519/KI 市:1F

38 資源利用と循環型社会 小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2010 10101221707759 519/SA/3 市:1F

39 ブックガイド環境倫理 : 基本書から専門書まで 吉永明弘著 勁草書房 2017 21032000382897 519/YO 市:1F

40 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 吉永明弘著 勁草書房 2014 21032000148797 519/YO 市:1F

41 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 2015 21032000257944 519.1/ON/3 市:1F

42 資源を未来につなぐ 亀山康子, 馬奈木俊介編 岩波書店 2015 21032000244176 519.1/ON/5 市:1F

43 気分のエコでは救えない! : データから考える地球温暖化 杉山大志, 星野優子, 石井孝明著 日刊工業新聞社 2011 10101221738654 519.1/SU 市:1F

44 サステイナブル・スイス : 未来志向のエネルギー、建築、交通 滝川薫著 学芸出版社 2009 10101221587877 519.1/TA 市:1F

45 新幹線公害 : 高速文明の社会問題 船橋晴俊 [ほか] 著 有斐閣 1985 10101221023868 519.2/FU 市:1F

46 建築家、走る 隈研吾著 新潮社 2013 21032000083555 520/KU 市:1F

47 宇宙太陽光発電所 : 新太陽光エネルギー社会と宇宙生存学が明日をつくる 松本紘著
ディスカヴァー・

トゥエンティワン
2011 21032000078578 540/MA 市:1F

48 わかりやすい風力発電 西方正司, 甲斐隆章共編 オーム社 2013 21032000080106 540/NI 市:1F

49 「太陽電池」のキホン 佐藤勝昭著
ソフトバンク

クリエイティブ
2011 10101221760790 540/SA 市:1F

50 よくわかる太陽電池 齋藤勝裕著 日本実業出版社 2009 10101221553514 540/SA 市:1F

51 すぐわかる!燃料電池 (fuel cell) の仕組み : 21世紀の世界を変えるテクノロジー 秋元格, 千葉三樹男, 山本寛著 かんき出版 2001 10101220926783 570/AK 市:1F

52 「燃料電池」のキホン : 水素と酸素から高い効率で電気をつくる! 本間琢也, 上松宏吉著
ソフトバンク

クリエイティブ
2010 10101221695858 570/HO 市:1F

53 もくざいと環境 : エコマテリアルへの招待 桑原正章編 海青社 1994 10101220336366 650/MO 市:1F

54 自転車コミュニティビジネス : エコに楽しく地域を変える
近藤隆二郎編著 ;

五環生活, 輪の国びわ湖推進協議会著
学芸出版社 2013 21032000088794 685/KO 市:1F

法政大学市ケ谷図書館

第19回環境展コラボ展示　　　≪環境とオリンピック≫



No. タイトル 著者・編者 出版社 出版年 資料ID 請求記号 配架場所

55 エコツーリズムを学ぶ人のために 真板昭夫, 石森秀三, 海津ゆりえ編 世界思想社 2011 21032000008073 689/MA 市:1F

56 地域資源を守っていかすエコツーリズム : 人と自然の共生システム 敷田麻実, 森重昌之編著 講談社 2011 10101221786900 689/SH 市:1F

57 アテネからアテネへ : オリンピックの軌跡 広畑成志著 本の泉社 2004 10101221185752 780/HI 市:1F

58 新国立競技場、何が問題か : オリンピックの17日間と神宮の杜の100年 槇文彦, 大野秀敏編著 平凡社 2014 21032000161009 780/MA 市:1F

59 オリンピックのすべて : 古代の理想から現代の諸問題まで
ジム・パリー, ヴァシル・ギルギノフ著 ;

舛本直文訳・著
大修館書店 2008 10101221472328 780/PA 市:1F

60 オリンピック・スタディーズ : 複数の経験・複数の政治 清水諭編 せりか書房 2004 10101221179809 780/SH 市:1F

61 新幹線50年の技術史 : 高速鉄道の歩みと未来 曽根悟著 講談社 2014 21032000152212
:S ブルーバックス

B-1863
市:1F文庫新書

62 現代建築のトリセツ : 摩天楼世界一競争から新国立競技場問題まで 松葉一清著  PHP研究所 2016 21032000277236
:S

PHP新書1044
市:1F文庫新書

63 東京オリンピック : 「問題」の核心は何か 小川勝著 集英社 2016 21032000291484
:S

集英社新書
市:1F文庫新書

64 東京都市計画の遺産 : 防災・復興・オリンピック 越澤明著 筑摩書房 2014 21032000182731
:S

ちくま新書1094
市:1F文庫新書

65 東京遺産 : 保存から再生・活用へ 森まゆみ著 岩波書店 2003 10101221106925
:S

岩波新書 新赤版858
市:1F文庫新書
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