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図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

D-001 ガイア・シンフォニー間奏曲 インファス 龍村仁著 1995.05

D-002 青い地球、病める星 自由国民社 前田和久著 1998

D-003 森のシナリオ　写真物語　森の生態系 八坂書房 西口親雄著 1999

D-004 エルニーニョと地球環境 成山堂書店
気象影響・
利用研究会編

1999

D-005 湖の環境と法　琵琶湖のほとりから 信山社 阿部泰隆編 1999

D-006
森なしでは生きられないヨーロッパ・
自然美とエコロジーの文化史

築地書館 J・ヘルマント編著 1999

D-007 よみがえれアサザ咲く水辺　 　霞ヶ浦からの挑戦 文一総合出版
鷲谷いづみ・
飯島博編

1999

D-008 森林の１００不思議 東京書籍 日本林業技術協会編 1998

D-009 日本森林紀行　森のすがたと特性 八坂書房 大場秀章著 1997.01

D-010 新装版　生態の事典 東京堂出版 沼田真編 1993.07

D-011 森と文明 晶文社 ジョン・パーリン著 1994

D-012 日本の森を支える人たち 晶文社 中沢和彦著 1992.11

D-013 森はすべて魚つき林 北斗出版 柳沼武彦著 1999

D-014
雑木林をつくる 人の手と自然の対話
・里山作業入門 改訂新版

白水社・星雲社発売 倉本宣ほか編著 1998

D-015 潮だまりの海藻に聞く海の自然史 岩波書店 宮田昌彦著 1999

D-016 モイヤー先生、三宅島で暮らす どうぶつ社 ｼﾞｬｯｸ・T・ﾓイヤー著 1996

D-017 サンゴの海に生きる 農文協 野地元基著 1990

D-018 上高地の谷からﾊﾟｰｸレンジャーと歩く国立公園 八坂書房 百武充著 1997

D-019 エルニーニョ ｾﾞｽﾄ出版事業部 マイケル・グランツ著 1998

D-020 アマゾン開拓は夢のごとし 草思社 安井宇宙著 1998

D-021 小笠原自然年代記　自然史の窓3 岩波書店 清水善和著 1998

D-022 温暖化に追われる生き物たち 築地書館 堂本暁子他著 1997

D-023 ｻﾗﾜｸの風 ﾎﾞﾙﾈｵ・熱帯雨林に暮らす人びと 現代書館 内田道雄著 1999

D-024 ドードーの歌　上 河出書房新社 ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ・ｸｫﾒﾝ著 1997

D-025 ドードーの歌　下 河出書房新社 ﾃﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ・ｸｫﾒﾝ著 1997

D-026 ｽｰｼﾞｰの贈りも 共に生きる地球の仲間たち 海竜社 中川志郎著 1999



D-027 海に潜る　地球環境のいま 筑摩書房 永田雅一著 1998

D-028 地球を守る 山と峡谷社 桐生広人編著 1999

D-029 傷だらけの神々の山 -立山・白山の自然は今 山と峡谷社 近藤泰年著 1996

D-030 アメリカ森林開発史 古今書院 餅田治之 1984.03

D-031 森の博物館 小学館 稲本正著 1999.03

D-032 大雪山の森番 農文協 西野辰吉文 1999

D-033 森と文明の物語 筑摩書房 安田喜憲著 1995.05

D-034 森の水のサイエンス 東京書籍 日本林業技術協会編 1989.04

D-035 樹と森のものがたり つげ書房新社 西口親雄著 1999

D-036 森の木の１００不思議 東京書籍 日本林業技術協会編 1996

D-037 失われ行く森の自然誌　熱帯林の記憶 東海大学出版会 大井徹著 1999

D-038 日本の森林植生（補訂版） 築地書館 山中二男著 2001

D-039 セコイアの森　カリフォルニアの大自然 八坂書房 V・R・ジョンストン著 1997

D-040 熱帯雨林 岩波書店 湯本貴和著 1999

D-041 沈黙の川 築地書館 ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾏｯｶﾘｰ著 1998

D-042 森林の生態 共立出版 菊沢喜八郎著 1999

D-043 海からの贈り物 東京書籍 天野礼子著 1997

D-044 川は生きているか 岩波書店
天野礼子著、
伊藤孝司写真

1998

D-045 森の聖者（ミューア） 山と峡谷社 加藤則芳著 1999

D-046 消えゆくものたち　超稀少動物の生 筑摩書房 ﾀﾞｲｱﾝ・ｱｯｶｰﾏﾝ著 1999

D-047 自然へのまなざし 紀伊國屋書店 岸由二著 1996

D-048 ちくま新書068　自然保護を問いなおす 筑摩書房 鬼頭秀一著 1996

D-049 システムとしての「森－川－海」 漁村林の視点から 農文協 長崎福三著 1998

D-050 沖縄の自然を知る 築地書館
池原貞雄・
加藤祐三編著

1997

D-051 日本の渚　失われゆく海辺の自然 岩波書店 加藤真著 1999

D-052 日本の森林　国有林を荒廃させるもの 中央公論新社 四手井綱英著 1999

D-053 写真集　釧路湿原 時事通信社
後藤昌美写真・
Ｃ・Ｗ・ニコル著

1997

D-054 湿原の宇宙 天使の降り立つところ　尾瀬 小学館 谷川洋一著 1999



D-055 ブナの森 平凡社 太田威著 1995

D-056 地球のしくみ ナツメ社 児玉浩憲著 2000

D-057 ｲｷﾞﾘｽ緑の庶民物語 もうひとつの自然環境保全史 明石書店 平松紘著 1999

D-058 磯焼けの海を救う 農文協 境一郎著 1997

D-059 生態系と地球環境の仕組み 日本実業出版社 大石正道著 1999

D-060 超暴論！ 地球 温暖化へ挑戦する４４の法則 東京図書出版会 近堂浩正著 2002

D-061 続 身近な地球環境問題 －酸性雨を考える- コロナ 社 
（ 社）日本化学会・
 酸性雨問題研究
会

2002

D-062 たぐいまれな地球 今、私 たちがここにいる不思議 日本放送出版協会 松本俊博著 2002

D-063 新地球宣言　 世界再生への道 ビジネス 社 高木善之著 2001

D-064 白神山地と共に歩む道 V 現代書館
能代山本広域市
町村圏組合編

2002

D-065 一秒の世界 ダイヤモンド社 山本良一 2003

D-066 素敵な宇宙船地球号　 １ ﾃﾚﾋﾞ朝日事業部出版社 2001

D-067 素敵な宇宙船地球号　 ２ ﾃﾚﾋﾞ朝日事業部出版社 2001

D-068 天体ウオッチング 林 完次 実業之日本社 1999

D-069 東京のかぞえかた 吉田 稔 情報センター出版局 2003

D-070 地球環境報告Ⅱ 岩波新書 石　弘之 1998

D-071 水の環境戦略 岩波新書 中西準子 1994

D-072 地球をこわさない生き方の本 岩波書店 槌田　劭 1990

D-073 歴史が教えるエコライフ　１　生活編 (財）省エネルギーセンター 谷口研語編 2001

D-074 歴史が教えるエコライフ　２　技術編 (財）省エネルギーセンター 谷口研語編 2002

D-075 歴史が教えるエコライフ　３　風土編 (財）省エネルギーセンター 谷口研語編 2002

D-076 縮小文明の展望 東京大学出版会 月尾嘉男 2003

D-077 カタツムリが、おしえてくれる！ ダイヤモンド社 赤池学・金谷年展 2004

D-078 地球のなおし方 ダイヤモンド社
ﾄﾞﾈﾗ・H・ﾒﾄﾞｳｽﾞ/ﾃﾞ
ﾆｽ・L・ﾒﾄﾞｳｽﾞ/枝
廣淳子

2005

D-079 渡り鳥から見た地球温暖化 成山堂書店 中西　朗 2005

D-080 ＜新＞地球温暖化とその影響 裳華房 内嶋善兵衛 2005

D-081 レモンジュースの雨 築地書館
読売新聞社地球
環境取材班

1990

D-082 宙の名前 角川書店 林　完次 1999



D-083 日本のモノづくりはいつの時代も世界のお手本なんです。 （株）ウエッジ 赤池　学 2001

D-084 オゾン・コネクション 日本評論社
小田切力・
藤本祐一（訳）

2005

D-085 海と環境 講談社 日本海洋学会編 2001

D-086 地球環境問題ってなに？ 現代企画室 池内了 2006

D-087 環境問題がわかる本 かんき出版
UFJ総合研究所環
境・
エネルギー部/地球

2002

D-088 手にとるように環境問題がわかる本 かんき出版 三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ部 2008.01.22

D-089 地球温暖化のしくみ ナツメ社 寺門　和夫 2008

D-090 ふたりのイエローコスモス 編集　田中宏 2008

D-091 地球温暖化、しずみゆく楽園　ツバル 小学館 山本敏晴 2008

D-092 地球を救うエコ数字 小学館 左巻健男 2008

D-093 地球を救う　365の方法 ﾋﾟｴ・ﾌﾞｯｸｽ 柳沢　幸雄 2010

D-094 地球環境とエコの基本 秀和ｼｽﾃﾑ 吉村　忠与志 2009

D-095 新・地球温暖化対策教科書 オーム社 山地憲治 2009

D-096 リサイクル　コリンはエコ戦士 さ・え・ら書房 サンディ・マカーイ 2005

D-097 森と木と人の暮らし 農文協 鈴木京子・赤堀楠雄 2010

D-098 生物多様性と現代社会「生命の環」30の物語 農文協 小島望 2011

D-099 豊かな日本の生物環境資源 農文協 藤巻宏他編 1991

D-100 里山の自然をまもる 築地書館
石井実・植田邦
彦・
重松敏則

2000

D-101 小笠原　緑の島の進化論 白水社 青山潤三 1998

D-102 里地里山　文化論　上 農文協 養父　志乃夫 2009

D-103 里地里山　文化論　下 農文協 養父　志乃夫 2009

D-104 里地里山　文化論　上 農文協 養父　志乃夫 2009

D-105 里地里山　文化論　下 農文協 養父　志乃夫 2009

D-106 環境がわかる絵本 山と渓谷社 佐伯　平二 2001.12

D-107 自然生態修復工学入門 農文協 養父　志乃夫 2003

D-108 新台所からの地球環境 ㈱ぎょうせい 環境総合研究所編 2007

D-109 地球の声に耳をすませて くもん出版 大木聖子 2012

D-110 地球温暖化の目撃者 毎日新聞社 小西雅子 2011



D-111 むらの自然をいかす 岩波書店 守山弘 2000

D-112 さとやま 岩波ジュニア新書 鷲谷いづみ著 2015

D-113 里山の環境学 東京大学出版会
武内和彦・
鷲谷いずみ・恒川
篤史

2012

D-114 環境を守るとはどういうことか 岩波書店
尾関周二
環境思想・教育研
究会

2016.11.17

D-115 新版 環境とつきあう５０話 岩波書店 森住　明弘 2014

D-116 地球温暖化は解決できるのか パリ協定から未来へ！ 岩波書店 小西雅子 2016

D-117 アマゾン　未踏の大自然 タイムライフブックス トム・スターリング 1973

D-118 ソビエトの砂漠地帯　未踏の大自然 タイムライフブックス ジョージ・セイント・ジョージ 1974

D-119 中米のジャングル　未踏の大自然 タイムライフブックス ドン・モウザー 1975

D-120 生活環境の科学-環境保全への参加行動- 学文社 佐島群巳・横川洋子 2006.09.10

D-121 マンガ　環境問題が驚異的によくわかる 白揚社 L・ゴニック他著 1998.12

D-122 よくわかる地球温暖化問題 中央法規出版 荘村多加志 2000.6.30

D-123 プラスチックスープの海 NHK出版
チャールズ・モア
カッサンドラ・フィリッ
プス

2018.12.25

D-124 星空年鑑2019 アストロアーツ 川口雅也 2018.11.30

D-125 図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 太田出版 インフォビジュアル研究所 2020.12.27

D-126 図解でわかる14歳からの水と環境問題 太田出版 インフォビジュアル研究所 2020.04.30

D-127 1秒の世界 ダイヤモンド社 山本良一 2003.06.12

D-128 1秒の世界② ダイヤモンド社 山本良一 2008.12.11


