
環境全般（再生可能エネルギー・大気、物質汚染など）
2022.09.27更新

図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

G-001 だれでもできるベランダ太陽光発電 合同出版
自然エネルギー推
進市民フォーラム
編

1999.1

G-002 民家の自然エネルギー技術 彰国社 浦野良美他著 1999.03

G-003
自然エネルギー利用学
  地球環境の再生をめざして

パワー社 清水幸丸編著 1999.07

G-004
家族で学ぶ環境読本
  「正しい」エネルギー

TBSブリタニカ
赤池学・永野祐紀
乃・金谷年展著

1999.08

G-005 緑の壁 建築 杉浦登志彦 2002.08

G-006 自然エネルギーが地域を変える 学芸出版 佐藤　由美 2003.05

G-007 ｴｺﾗｲﾌ＆ｽﾛｰﾗｲﾌを実現する愉しい非電化 洋泉社 藤村　靖之 2004.06

G-008 ペットボトル太陽熱温水器の作り方 パワー社 高野　達男 1998.02

G-009 エネルギー 日本評論社 小島　紀徳 2003.12.10

G-010 バイオマス 日本評論社 奥　彬 2005.04.20

G-011 もうクルマは空気を汚さない 化学工業日報社 石油学会編 2005.12.25

G-012 電球1個のエコロジー 中央法規出版㈱ 荘村　多加志 2006.07.25

G-013 太陽光発電システムがわかる本 工業調査会 小西正暉・鈴木竜宏・蒲谷昌生 2009.03.19

G-014 低炭素社会への挑戦 オーム社 一般社団法人ｴﾈﾙｷﾞｰ・資源学会編 2010.01.25

G-015 よくわかる再生可能エネルギー 学研教育出版 矢沢サイエンスオフィス 2012.2.20

G-016 トコトンやさしい太陽電池の本 日刊工業新聞社
産業技術総合研
究所
太陽光発電研究ｾ

2008.05.23

G-017 トコトンやさしいエネルギーの本 日刊工業新聞社 山﨑耕造著   2005.2.25

G-018 トコトンやさしいバイオガスの本 日刊工業新聞社 澤山茂樹著   2009.6.26

G-019 トコトンやさしい再生可能エネルギーの本 日刊工業新聞社
太田健一郎監修
石原顕光著

  2012.8.25

G-020
脱ダイオキシン社会をめざして
新しいリサイクルシステムの創造

ダイヤモンド社 渡辺雄二著 1999.07

G-021 環境ホルモンのしくみ 日本実業出版社 佐藤淳著 1999.03

G-022 生殖異変　環境ホルモンの反逆 かもがわ出版 井口泰泉 1998.09

G-023 恒常性かく乱物質汚染 合同出版 藤原邦達他監 2000.07

G-024 ひと目でわかる環境ホルモンの見分け方 情報センター出版局 笠井洋子著 1999.02

G-025 ダイオキシンの正体と危ない話 青春出版社 脇本忠明著 1998.09

G-026 ２時間でわかる図解「環境ホルモン」を正しく知る本 中経出版 吉田昌史著 1998.08



G-027 ダイオキシン 100の知識 東京書籍 左巻健男他著 1998.08

G-028 環境ホルモンと日本の危機 東京書籍 小島正美、　井口泰泉著 1998.08

G-029 環境ホルモンとは何か　Ⅰ 藤原書店 綿貫礼子・　武田玲子・　松崎早苗著 1998.07

G-030 環境ホルモンとは何か　Ⅱ 藤原書店 綿貫礼子編 1998.09

G-031 もう水道水は飲めない ミオシン出版 天野博正・　　坂田昌弘著 1998.08

G-032 化学物質の逆襲 リム出版新社 化学物質問題市民研究会編 1999.03

G-033 環境ホルモン＆ダイオキシン 化学同人 「化学」編集部編 2000.04

G-034 環境ホルモンがよくわかる本　      小学館 香川順著 1999.02

G-035 環境ホルモンから家族を守る50の方法 かんき出版 北野大監修 1998.08

G-036 ダイオキシン・ファミリー 化学物質による地球汚染 北斗出版 中南元著 1999.02

G-037 環境ホルモン　何が問題なのか 岩波書店 田辺信介著 1998.06

G-038
環境シリーズ　 環境ホルモン・ 環境 ドラッグ  
汚染される子供達の未来

一橋出版 山本和信著 2002.09

G-039 アスベスト汚染と健康被害 日本評論社 森永譲二 2005.12.25

G-040
ナチュラルクラフト雑貨　     枝、つる、流木、木の葉・実、石、貝など
身近な自然の素材を使ったカンタン手作り小物

ブティック社 ブティック社編　 1999.1

G-041
自然の神々が住まう家　　　         
身も心もゆったりとやすらぐ我が家がここにある

産調出版 ビヴァリー・パグラム著 1999.01

G-042 炭やき教本　簡単窯から本格窯まで 創森社 恩方一村逸品研究所編 1998.12

G-043 「沈黙の春」を読む かもがわ出版 ﾚｲﾁｪﾙ･ｶ‐ソﾝ日本協会編　 2000.03

G-044 うつのみやの自然 宇都宮市環境部 宇都宮市環境部編　 2002.03

G-045 中学校数学+総合学習　３　　　環境学習の展開　 明治図書　 横地清・菊池乙夫著　 2002.08

G-046 地域発　まちの姿　自治のかたち　 公人社　 市町村シンポジウム実行委員会編　 2002.08

G-047 木の聲 小学館 稲本正著 1997.07

G-048 樹海　夢、森に降りつむ 世界文化社 高橋延清著 1999.1

G-049 メス化する自然 集英社 デボラ・キャドバリー著 1998.02

G-050 生けるもののふるさと森林 新思索社 有澤浩著 2000.07

G-051 森の小さな方舟暮らし 新思索社 畑山博著 2000.09

G-052 たのしい不便 南方新社 福岡賢正著 2000.06

G-053 内なる島　 めるくまーる リチャード・ネルソン著 1999.09

G-054 田園の発見とその再生 晃洋書房
根木昭・根木修・
垣内恵美子・大塚
利昭著

1999.04



G-055 だれがコックロビンを殺したの? 学陽書房 ジーン・クレイグヘッド・ジョージ著 2000.11

G-056
スティング　熱帯雨林の保護を訴えるロックスター 
  （伝記・世界の作曲家）

偕成社 マーシャ・ブロンソン著 1999.03

G-057 ガイアの思想 　　 地球・人間・社会の未来を拓く 生産性出版 田坂広志編 1998.07

G-058 天使は清しき家に舞い降りる 集英社 カレン・ローガン著 1998.03

G-059 石澤清史の人間賛歌 星雲社 石澤清史著 1999.07

G-060 緑の国エコトピア （上）         エコトピア国の出現 ほんの木 ｱｰﾈｽﾄ･ｶﾚﾝﾊﾞｯｸ著 1992.06

G-061 緑の国エコトピア （下）         エコトピア・レポート ほんの木 ｱｰﾈｽﾄ･ｶﾚﾝﾊﾞｯｸ著 1992.07

G-062 僕の村の宝物 情報センター出版局 大西暢夫著　 1998.02

G-063 生態系を破壊する小さなインベーダー 家の光協会 クリス・ブライト著 1999.1

G-064 地球生命圏 工作舎 J・E・ラヴロック著 1984.1

G-065 炭 創森社 岸本定吉著 1998.12

G-066
竹炭・竹酢液のつくり方と使い方　      
農業、生活に竹のパワーを生かす

農文協 池嶋庸元著 1999.04

G-067 竹炭は効く 致知出版社 池嶋庸元著 1999.05

G-068 生命のバランス　人類と生物多様性の危機 青土社 ﾅｲﾙｽﾞ･ｴﾙﾄﾞﾘｯｼﾞ著 1999.11

G-069
ネイチュア・フィーリング　　　　 　   
 からだの不自由な人たちとの自然観察

平凡社 自然保護協会編 1994.1

G-070 バクテリアのはなし 日本実業出版社 生田哲著 1999.02

G-071 樹木からのメッセージ 樹木の危険度診断 誠文堂新光社 藤井栄二郎他訳　 1998.03

G-072 押花で楽しむリサイクルアート　 かんたんアイディア 日本ｳﾞｫｰｸﾞ社 杉野宣雄著 1999.04

G-073 未来の川のほとりにて　-吉野川メッセージ- 山と峡谷社 梅原猛他著 1997.06

G-074 白保
情報センター出版
局

中村征夫著 1990.12

G-075 記憶の島・小笠原 桜桃書房 友永成太著 2001.01

G-076 木の見かた、楽しみかた 　 ツリーウォッチング入門 朝日新聞社 八田洋章著 1998.05

G-077 快適田舎暮らしのすすめ 双葉社 信太一高著 1999.08

G-078 田んぼが好きだ！　　田んぼに学んだ自然保護 地人書館 金田正人著 1999.04

G-079 森を守る文明・支配する文明 PHP研究所 安田喜憲著 1997.1

G-080 森を調べる50の方法 東京書籍 日本林業技術協会編 1998.02

G-081 ルポ・日本の川 緑風出版 石川徹也著 1999.1

G-082 自然環境とのつきあい方１　山とつきあう 岩波書店 岩田修二著 1997.05



G-083 自然環境とのつきあい方２　森とつきあう 岩波書店 渡邊定元著 1997.06

G-084 自然環境とのつきあい方３ 　川とつきあう 岩波書店 小野有五著 1997.11

G-085 自然環境とのつきあい方４　湿地といきる 岩波書店 樋口広芳他著 1997.08

G-086 自然環境とのつきあい方５　海岸とつきあう 岩波書店 小池一之著 1997.08

G-087 自然 三省堂 伊東俊太郎著 1999.01

G-088
フィールドガイドシリーズ１　　              
  自然観察ハンドブック

平凡社 自然保護協会編 1994.07

G-089 きらわれものの草の話　雑草と人間 岩波書店 松中昭一著 1999.05

G-090 自然の世界の歩き方50 平凡社 加藤則芳著 2001.01

G-091 にっぽん自然派オヤジ列伝 山海堂 新垣譲著 1999.08

G-092 親子で楽しむフィールド遊び きんのくわがた社 加藤俊二著 2000.03

G-093 ホタルの里づくり 信山社出版 自然環境復元研究会編 1991.04

G-094 林野庁フォレスターが選んだ森と樹木のフィールドガイド 山と峡谷社 林野庁森歩き研究会編　 1995.05

G-095 多摩川ガイドブック　東京湾から源流へ けやき出版 津波克明他取材・写真 1999.08

G-096 環境スペシャリストをめざす 東京教育情報センター 川口和英著 2001.01

G-097 自然と環境の全資格ガイド 学習研究社 志村隆編　 2000.11

G-098 自然と環境の資格と仕事がわかる本 法学書院 法学書院編集部編　 1999.09

G-099 自然保護レンジャーになるには ぺりかん社
自然保護レン
ジャー研究会編

1994.05

G-100 環境を守るしごと 日経事業出版社 日経事業出版社編 1999.12

G-101 ジョニー・ハイマスのこよみ 農林統計協会
ジョニー・ハイ
マス著

1996.04

G-102 緑の国　オークヴィレッジ 世界文化社 稲本正、オークヴィレッジ著 1998.08

G-103 自然との共生をめざす環境学習 玉川大学出版部
北野日出男・樋
口利彦著

2002.08

G-104
家族で楽しむベランダビオト-プ
　　-窓辺に作る自然池

毎日新聞社
南孝彦・虫ﾒｶﾞﾈ
研究所

2001.08

G-105 生態学からみた里やまの自然と保護 講談社 石井　実 2005.04.10

G-106 身近な水の環境科学　－源流から干潟まで 朝倉書店
日本陸水学会東
海支部会

2010.1.20

G-107 水環境と地域づくり 古今書院 中藤康俊 2010.01.10

G-108 第17回全国都市緑化とちぎフェア
第17回全国都市緑化とちぎ
フェア実行委員会

第17回全国都市緑
化とちぎフェア実行委
員会編

2001

G-109 「田んぼの学校」入学編 農村環境整備センター 宇根豊著 2000.03

G-110 「田んぼの学校」まなび編 農村環境整備センター 湊秋作著 20020.8



G-111 「田んぼの学校」あそび編 農村環境整備センター 湊秋作著 2001.03

G-112 あのころ、 今 、これから・・・ 小学館 鮫島純子著 2000.09

G-113 モルジブが沈む日 日本放送出版協会 ボブ・リース著 2002.08

G-114 宮大工と歩く千年の古寺 祥伝社 松浦昭次著 2002.12

G-115 えこよみ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ社 奈良麻子 2006.11.25

G-116 PLAY FOR JAPAN 講談社 持田　克己 2011.4.25

G-117 KOZUEメソッド 講談社 安藤梢 2012.12.20

G-118 関東 大人のための工場見学＆社会科見学 メイツ出版㈱ TOKYO休日ネットワーク 2012.6.25

G-119 日本の大工道具 技を伝えるもう一つの手 社団法人 全日本建築士会 前場　幸治 2002.3.25

G-120 地球環境よくなった？ コモンズ アースデイ2000日本編 1999.1

G-121 「省エネ・リサイクル支援法」利用の手引き 省エネルギーセンター 通商産業省環境立地局編 1994.02

G-122 小型水車制作ガイドブック パワー社 藤原良樹他著　 1993.05

G-123 作ってみようソーラーカー パワー社 城上保他著　 1994.08

G-124 太陽でお料理ソーラークッカー パワー社
クリーンエネルギー
利用研究会編

1995.09

G-125 太陽と賢くつきあう太陽生活入門 パワー社 谷辰夫・田中忠良著　 1992.06

G-126 家庭で楽しむ太陽電池工作 パワー社 角川浩著　 1995.09

G-127 太陽電池博士による太陽電池もの知り博士になる本 パワー社 桑野幸徳著　 1993.04

G-128 やり方いろいろ 太陽光発電実例集 パワー社 桜井薫編　 1993.07

G-129 風との対話手作り風車ガイド パワー社 松本文雄・牛山泉著　 1995.11

G-130 やさしい未来へ！　 自然エネルギー実例集 パワー社 桜井薫他著　 1994.06

G-131 初めての太陽光発電 パワー社 桜井薫著　 1995.06

G-132 自然エネルギーの実験 パワー社 金網均著　 1981.08

G-133 マンガ生活塾　省エネ・節電編 - （株）東芝 －

G-134 よくわかる環境ホルモン学 環境新聞社 養老孟司他著 1998.06

G-135 ダイオキシンの現実 岩波書店 宮田秀明・保田行雄著 1999.08

G-136 母乳とダイオキシン 岩波書店 本郷寛子著 1999.06

G-137 ダイオキシン汚染 法研 青山貞一著 1998.02

G-138 ダイオキシン汚染列島　日本への警告 かんき出版 ﾀﾞｲｵｷｼﾝを考える会編 1997.09



G-139 ダイオキシン 岩波書店 宮田秀明著 1999.03

G-140 図解　ひと目でわかる「環境ﾎﾙﾓﾝ」ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 講談社 志村岳編著 1999.02

G-141 環境ホルモン汚染 かんき出版 中原英臣・二木昇平著 1998.05

G-142
「ゴミ焼却」が赤ちゃんを殺すとき
しのびよるﾀﾞｲｵｷｼﾝ汚染をどうくい止めるか

合同出版
「止めよう！　ダイ
オキシン汚染」さい
たま実行委員会編

1998.09

G-143 よくわかるダイオキシン汚染 合同出版 宮田秀明著 1998.04

G-144
よくわかる環境ホルモンの話
ホルモン撹乱作用とからだのしくみ

合同出版 北條祥子著 1998.07

G-145
宮田秀明の[ダイオキシン]問題Ｑ＆Ａ　みんなでまなぶ基礎
知識

合同出版 宮田秀明著 1998.09

G-146 非イオン系合成洗剤 合同出版 小林勇著 1995.05

G-147 環境ホルモンから子供を守る コモンズ マイケル・スモーレンほか著 1998.1

G-148 環境ホルモンの避け方 コモンズ 天笠啓祐著 1998.06

G-149
「お役所」からダイオキシン 　　         
 間違いだらけの環境政策への処方箋

彩流社 上野壽著 1998.07

G-150 明日なき汚染　　環境ホルモンとダイオキシンの家 集英社 能登春男・あきこ著 1999.04

G-151 猛毒ﾀﾞｲｵｷｼﾝから子どもを守る100の知恵 主婦の友社
子育てと環境を考
える会編、宮田秀
明監修

1998.08

G-152 胎児からの警告 環境ホルモン・ダイオキシン複合汚染 小学館 長山淳哉著 1999.11

G-153 環境ホルモン55の大疑問 青春出版社 井口泰泉監修 1998.1

G-154 危険な暮らし　猛毒物質・病原菌ファイル 晩聲社 天笠啓祐著 1999.11

G-155 ダイオキシンの原因を断つ コモンズ 槌田博著 1999.04

G-156
環境モルモンから身を守る食べ方
大部分は食べ物から体内へ

女子栄養大学出版部 足立礼子著 1999.1

G-157 話題の科学物質100の知識 東京書籍 左巻建男著 1999.08

G-158 親子で読む環境ホルモンってなぁに？ 毎日新聞社 辻万千子・　河村宏著 1999.01

G-159
どうしたらいいの？　環境ホルモン
身近にあふれる化学物質に対処する方法

読売新聞社 浦野紘平編著 1999.04

G-160 室内化学汚染 シックハウスの常識と対策 講談社 田辺新一著 1998.07

G-161 蝕まれる人体　クスリと化学物質 つげ書房新社 松下一成著 1999.04

G-162 環境ホルモン　人類の未来は守られるか 丸善 高杉のぼる、井口泰泉編 1998.09

G-163 君はエントロピーを見 たか? - 地球生命の 経済学 朝日文庫 室田　武 1991.04

G-164 酸性雨 日本評論社 畠山史郎 2003.02.20

G-165 湖の環境学 古今書院 平井幸弘著 1995.1

G-166 やさしい環境問題のはなし 法学書院 横田弘幸著 1997.06



G-167 必読！ 環境本１００ 平凡社 石　弘之 2001.03

G-168 ニューナチュラルハウスブック 産調出版 デヴィッド・ピアソン著 1999.1

G-169 増山たづ子徳山村写真全記録 影書房 増山たづ子著 1997.07

G-170 自然とともに生きる女たち 晶文社 アン・ラバスティール著 1987.07

G-171 7/10（セブンテンス） 工作舎
ジェームズ・ハミルト
ン＝パターソン著

1995.06

G-172 水=生命をはぐくむもの 紀伊國屋書店 ラザフォード・プラット著 1997.06

G-173 縄文杉の木陰にて（増補新版）　-屋久島通信 新宿書房 山尾三省著 1994.09

G-174 大絶滅 平河出版社 ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ･M･ﾗｳﾌﾟ著 1996.04

G-175 大地の川　-蘇れ、日本のふるさとの川 草思社 関正和著 1994.1

G-176 回帰する月々の記-続・縄文杉の木陰にて 新宿書房 山尾三省著 1990.07

G-177 アラスカ原野行 平河出版社 ジョン・マクフィ著 1988.06

G-178 フランク・ソーヤーの生涯 平河出版社 フランク・ソーヤー著 1991.06

G-179 ひとりぼっちの叛乱  とうちゃん、巻機山に生きろ 山と峡谷社 豊田和弘著 1996.1

G-180 なわばりの文化史　　海・山・川の資源と民俗社会 小学館 秋道智彌著 1995.03

G-181 沈黙の春 新潮社 R・カーソン著 1987.05

G-182 レイチェル・カーソン 新潮社 P・ブルックス著 1992.06

G-183
伝記シリーズ＜生き方の研究＞運命の海に出会って   レイ
チェル・カーソン

角川書店 マーティー・ジェザー著 1994.08

G-184 センス・オブ・ワンダー 新潮社 R・カーソン著 1996.07

G-185
レイチェル・カーソン
　「沈黙の春」で地球の叫びを伝えた科学者

偕成社 ｼﾞﾝｼﾞｬｰ･ﾜｽﾞﾜｰｽ著 1999.06

G-186 楽園のつらい日々 農文協
デビッド＆ミッキ＝
コルファックス著

1996.12

G-187 森と氷河と鯨 世界文化社 星野通夫写真・著 1996.12

G-188 ガイアの時代 工作舎 J・ラヴロック著 1989.1

G-189 自然に還る　増補新装版 春秋社 福岡正信著 1993.04

G-190 川の思想 山と峡谷社 梅原猛他著 1994.06

G-191 無２ 春秋社 福岡正信著 1985.07

G-192 無１　神の革命 春秋社 福岡正信著 1985.07

G-193 海辺 平河出版社 レイチェル・カーソン著 1987.09

G-194
伝記シリーズ＜生き方の研究＞
大自然を守った巨人　ジョン・ミュア

角川書店 ｼﾞﾝｼﾞｬｰ･ﾜｽﾞﾜｰｽ著 1994.03



G-195 森と海とマチを結ぶ 北斗出版 矢間秀次郎編著 1992.1

G-196 コルテスの海 工作舎 J・スタインベック著 1992.12

G-197 炭焼日記（宇江敏勝の本　2） 新宿書房 宇江敏勝 1996.11

G-198 土の100不思議 東京書籍 日本林業技術協会編著 1990.02

G-199 バイオフィリア　人間と生物の絆 平凡社 E・O・ウィルソン著 1994.06

G-200 ここで暮らす楽しみ 山と峡谷社 山尾三省著 1999.01

G-201 〔森の思想〕が人類を救う 小学館 梅原猛著 1991.1

G-202 木を植えた人 こぐま社 ジャン・ジオノ著 1989.1

G-203 ハワイ 太平洋の自然と文化の交差点 社会評論社 津田道夫著 1998.07

G-204 ハワイの自然 古今書院 清水善和著 1998.03

G-205 東京湧水探訪 けやき出版 百瀬千秋著 1995.07

G-206 森よ生き返れ 大日本図書 宮脇昭著 1999.07

G-207 緑の世界史（上） 朝日新聞社
クライブ・ポンティン
グ著、
石弘之・京都大学

1994.06

G-208 緑の世界史（下） 朝日新聞社
クライブ・ポンティン
グ著、
石弘之・京都大学

1994.06

G-209 木と緑の１２か月　屋久島の時間 工作舎 星川淳著 1995.06

G-210 核事故に備えろ 学習研究社 林義人・山崎智嘉著　 2000.02

G-211 入門環境汚染のトキシコロジー 化学同人 S・F・ザクゼウスキー著 1999.04

G-212 ひまなし山暮らし 筑摩書房 布施知子他著 1996.11

G-213 原発避難と創発的支援 本の泉社
髙橋若菜 監修
田口卓臣・松井克
浩

2016

G-214 越境大気汚染の比較政治学 千倉書房 髙橋若菜 2017

G-215 原発ホワイトアウト 講談社文庫 若杉冽 2015.06.12

G-216 原発ホワイトアウト 講談社文庫 若杉冽 2015.06.12

G-217 東京ブラックアウト 講談社文庫 若杉冽 2014.12.22

G-218 東京ブラックアウト 講談社文庫 若杉冽 2014.12.22

G-219 雨ニモマケズ えにし書房
ルーシーバーミンガム
デイヴィッドマクニール

2016.12.25

G-220 お母さんを支えつづけたい 本の泉社
髙橋若菜
田口卓臣

2014.11.13

G-221 お母さんを支えつづけたい 本の泉社
髙橋若菜
田口卓臣

2014.11.13

G-222 17都県　放射能測定マップ＋読み解き集 みんなのデータサイト出版 荒木直子 2019.03.18



G-223 17都県　放射能測定マップ＋読み解き集 みんなのデータサイト出版 荒木直子 2019.03.18

G-224 隠された健康障害　低周波音公害の真実 かもがわ出版 汐見文隆 1999.11.25

G-225 環境問題のｳｿ 株式会社筑摩書房 池田清彦 2006.02..10

G-226 木炭の博物誌 (株)総合科学出版 岸本定吉 1984.07.25

G-227 ダイオキシンの原因を断つ コモンズ 槌田博 1999.04.05

G-228 吾輩ハ病メル地球デアル 創栄出版 前田愚老父 1996.04.26

G-229 図解でわかるカーボンリサイクル 技術評論社
エネルギー総合化
学研究所

2020.12.09

G-230 ６０分でわかる！カーボンニュートラル超入門 ㈱技術評論社 前田雄大 2022.1.4


