
NO. 著者名 書名 出版社 出版年 備考
1 ジェラルド・ダレル 積みすぎた箱船 講談社 1992
2 ルイ・カザミヤン イギリス魂　ーその歴史的風貌ー 社会思想社 1971
3 原実 歴史的風土の保存 アカンサス建築叢書 1981
4 日下部甲太郎 自然を訪ねて　国立公園ビジターセンターガイド１９９６ 国立公園協会 1996
5 樋口忠彦 日本の景観　ふるさとの原型 筑摩書房 1993
6 「HYPER首都」編集委員会 HYPER首都　世界に向けて発信する1000年都市 日本建築センター 1999
7 「いい川・いい川づくり」研究会　編著 私たちの「いい川・いい川づくり」最前線 学芸出版社 2004
8 ｢小樽運河問題｣を考える会　編 小樽運河保存の運動　歴史編・資料編 ｢小樽運河保存の運動｣刊行会 1986 中型
9 「知床で夢を」発刊委員会 知床で夢を　100平方メートル運動の記録と参加者の手紙から 北海道斜里町 1982

10 ２１世紀村づくり塾　企画編集
地域リーダー研修テキストシリーズＮｏ．６　蘇らせよう、中山間地域　これが農山村
の生きる道

２１世紀村づくり塾 1999
11 ATT流域研究所　編 市民環境科学の実践　東京・野川の水系運動 けやき出版 2003
12 NHK取材班 NHK特集　森が危ない 日本放送出版協会 1986
13 NPO法人日本の未来を作る会　編著 日本の未来をつくる　地方分権のグランドデザイン 文藝春秋企画出版部 2009
14 OECD編、宮崎正雄監訳 住みよい街づくり―８０年代の課題― ぎょうせい 1980
15 アッテンボロー、デイビッド、天野隆司・野中浩一　訳 生きものたちの地球 日本放送出版協会 1985
16 アメリカ環境委員会　著、環境情報研究会　訳 環境保全と経済成長　アメリカ環境委員会第３回年次報告 時事通信社 1973 箱入り
17 アメリカ連邦交通省道路局　編、別所正彦・河合恭平　共訳、　猿谷要　解説 アメリカ道路史 原書房 1981
18 アレクサンダー、マグダ・レヴェツ著、池井望　訳 塔の思想　ヨーロッパ文明の鍵 河出書房新社 1972
19 アレン、F.L.著、福田實　訳 アメリカ現代史　下巻　オンリー・エスターデイ 改造社 1950
20 アンダーソン、マーチン著、柴田徳衛・宮本憲一　監訳 都市再開発政策　その批判的分析 鹿島出版会 1971
21 ウェーバー、マックス著、世良晃志郎　訳 都市の類型学 創文社 1964 箱入り
22 ウェストビー、ジャック著　熊崎実　訳 森と人間の歴史 築地書館 1990
23 エールリッヒ、ポール＆アン著、合田周平　訳 ヒューマン・エコロジーの世界　人口と資源と環境と 講談社 1974
24 エッカルト、ヴォルフ・フォン著、小沢明・渋谷盛和　訳 どこに住むべきか　都市の危機を超えて 彰国社 1970
25 エックホルム、E.P.著、石弘之・水野憲一　訳 失われゆく大地　地球に迫る生態学的危機 蒼樹書房 1978
26 エックホルム、E.P.著、石弘之・水野憲一　訳 地球レポート　緑と人間の危機 朝日新聞社 1984
27 エリオット、T.S.、深瀬基寛　訳 文化とは何か 清水弘文堂 1967
28 オーデュボン、ジョン・J.著、スコット・R.・サンダース、西郷容子　訳 オーデュボンの自然誌 宝島社 1994
29 カーソン、レイチェル著、　青樹簗一　訳 生と死の妙薬　自然均衡の破壊者＜化学薬品＞ 新潮社 1964
30 カネッティ、エリアス著、　岩田行一　訳 断ち切られた未来　評論と対話 法政大学出版局 1974
31 カプラ、フリッチョフ著、吉福伸逸・田中三彦　ほか訳 タオ自然学 工作舎 1979
32 カリングワース、J.B.、久保田誠三　監訳 英国の都市農村計画 都市計画協会 1972
33 カルダー、リッチー、小尾信弥　監修、須之部淑男　訳 自然への挑戦　現代人の教養　５ エンサイクロペディア・ブリタニカ日本支社1968
34 ガンサー、ジョン著、内山敏　訳 都市の内幕 タイム・ライフ・インターナショナル1969
35 カントリーサイドコミッション・農村開発企画委員会　編、勝原文夫　訳 イギリスの農業景観　保全と創造 論創社 1984 中型
36 キャメロン、ロバート文、ピエール・サリンジャー　写真、根本長兵衛　訳 パリ空中散歩　知られざるパリの航空写真集 朝日新聞社 1987 大型
37 グレアム・ジュニア、フランク、田村三郎・上遠恵子　訳 〈サイレント・スプリング〉の行くえ　自然の保護と人間の生態 同文書院 1970
38 ケアリー、ジョン著、仙名紀　訳、猿谷要　監修 歴史の目撃者 朝日新聞社 1997
39 コーニッシュ、V.著、東洋恵　訳 風景の見方 中央公論社 1980
40 コップ、イディス著、黒坂三和子・滝川秀子　訳 イマジネーションの生態学　子供時代における自然との詩的共感 思索社 1986
41 ゴルツ、アンドレ、高橋武智　訳 エコロジスト宣言 技術と人間 1980
42 ゴンブリッチ、E.H.著、友部直　訳 美術の歩み　上 美術出版社 1983 改訂新版
43 コンラーツ、ウルリヒ編、阿部公正　訳 世界建築宣言文集 彰国社 1970
44 サートン、ジョージ著、森島恒雄　訳 科学の生命　科学的ヒューマニズム 玉川大学出版部 1974 ２冊
45 サイモンズ、ジョン・オームスビー著、久保貞　ほか訳 ランドスケープ・アーキテクチュア 鹿島出版会 1967 大型
46 さといも　絵・文、臼津地域遠足好適地探検隊　編集 夜のひがたへようこそ 臼杵デザイン会議 1999
47 シヴィック・トラスト著、井出久登・井手正子　訳 プライド・オブ・プレイス 鹿島出版会 1976
48 シャベコフ、フィリップ著、しみずめぐみ・さいとうけんじ　訳 環境主義　未来の暮らしのプログラム どうぶつ社 1998
49 シャベコフ、フィリップ著、しみずめぐみ・さいとうけんじ　訳 地球サミット物語 JCA出版 2003
50 シューマッハー、E.F.、斎藤志郎　訳 人間復興の経済 佑学社 1976
51 シュライバー、H.著、関楠生　訳 道の文化史　一つの交響曲 岩波書店 1962
52 ショート、ケビン著、C.W, ニコル　序文 ケビンの里山自然観察記 講談社 1995
53 シンクタンクせとうち総合研究機構 世界遺産事典 　812全物件プロフィール　2006改訂版 シンクタンクせとうち総合研究機構2006
54 スピーゲル、ハンス・Ｂ.Ｃ.編、田村明　訳 市民参加と都市開発 鹿島出版社 1975
55 スミス、デヴィッド・L.著、川向正人　訳 アメニティと都市計画 鹿島出版会 1977
56 スモン損害賠償研究会　編 スモンと損害賠償 勁草書房 1982 箱入り
57 セーガン、カール著、木村繁　訳 COSMOS　上 朝日新聞社 1980
58 セネット、リチャード、今田高俊　訳 無秩序の活用　都市コミュニティの理論 中央公論社 1975
59 ソーラーシステム研究グループ 循環都市へのこころみ　環境をいかに取り戻すか 日本放送出版協会 1994
60 ソルジェニーツィン、アレクサンドル、木村浩　訳 甦れ、わがロシアよ　私なりの改革への提言 日本放送出版協会 1990
61 ソロー、ヘンリー・Ｄ. 著、真崎義博 新訳・森の生活（ウォールデン） ＪＩＣＣ出版局 1981
62 ソロー、ヘンリー・Ｄ. 著、真崎義博　訳 ザ・リバー 宝島社 1993
63 チャンドラー、ウェンディー、高増泰子　訳 イースターに間にあうかしら　ウェンディさんのB&Bはイギリスでいちばん 山と渓谷社 1999
64 デザイン委員会・イギリス都市計画協会　共編、中津原努・桜井悦子　共訳 新しい街路のデザイン 鹿島出版会 1980



65 デティアー、V.G.、桐谷圭治　訳 生態系と人間　昆虫・農薬・植物 岩波書店 1979
66 テトロー、ジョン、アンソニー・ゴス　共著、伊藤滋・伊藤よし子　共訳 都市計画概説　住まいとまちと交通 鹿島出版社 1975
67 デュボス、R.著、田多井吉之介　訳 健康という幻想　医学の生物学的変化 紀伊国屋書店 1964
68 デュボス、ルネ著、長野敬・新村朋美　共訳 内なる神　人間・風土・文化 蒼木書房 1974
69 トマス、キース著、山内昶　監訳 人間と自然界　近代イギリスにおける自然観の変遷 法政大学出版局 1989
70 ナッシュ、ロデリック・F.、岡崎洋　監修、松野弘　訳 自然の権利　環境倫理の文明史 TBSブリタニカ 1993
71 ニューヨーク圏計画協会、ウィリアム・A.・コールドウェル　著、柴田徳衛　編訳 都市政策の市民参加 鹿島出版会 1975
72 ノードハウス、ウイリアム・D.　著、藤目和哉　監訳 原子力と環境の経済学　スウェーデンのジレンマ 電力新報社 1998
73 バーロウ、モード著、市民フォーラム2001　訳 ＢＬＵＥ　ＧＯＬＤ　独占される水資源 市民フォーラム2001事務局 2000
74 パスモア、J.著、間瀬啓允　訳 自然に対する人間の責任 岩波書店 1979
75 ハスラム、マルカム著、高野瑶子　訳 ウィリアムモリスとアーツ＆クラフツ　カーペット　英国・アイルランドにおける展開 千毯館 1995 大型
76 バラクラフ、G.著、前川貞次郎・兼岩正夫　訳 転換期の歴史 社会思想社 1964
77 バラクロウ、G.著、木村尚三郎　訳 文明にとっての変革期 日本放送出版協会 1977
78 ハルプリン、ローレンス著、伊藤ていじ　訳 都市環境の演出　装置とテクスチュア 彰国社 1970
79 ハワード、ロス、マイケル・パーレイ著、田村明　監訳 酸性雨 新曜社 1986
80 ブラウアー、デイビッド、鮫島一彦　監訳 山と川、地球環境修復への道　地球を癒すことにかかわろうとする人々のために 地球・人間環境フォーラム 2000
81 ブラウン、レスター・R.　編著、加藤三郎　監訳 地球白書1991-92　新しい世界秩序を実現するために ダイヤモンド社 1991
82 ブラウン、レスター・R.　編著、本田幸雄　監訳 地球白書　持続可能な社会をめざして 福武書店 1986
83 ブラウン、レスター・R.　編著、本田幸雄　監訳 地球白書　２０００年・人間と環境への提言 ダイヤモンド社 1988
84 ブラウン、レスター・R.編著、浜中裕徳　監訳 地球白書 １９９９－２０００ ダイヤモンド社 1999
85 フランケル、O.H.、M.E. ソレー著、三菱総合研究所　監訳 遺伝子資源　種の保全と進化 家の光協会 1982
86 プリュドム、レミ、高木健次郎　監修、松山恒見　訳 自然と人間の共存　環境管理政策の理論と実際 千曲秀版社 1982 ２冊
87 プルースト、ジャック　監修・解説 フランス百科全書絵引 平凡社 1985 大型
88 ブルックス、ポール著、上遠恵子　訳 生命の棲家 新潮社 1974
89 ベイコン、エドマンド・N.著、渡辺定夫　訳 都市のデザイン 鹿島出版会 1968 大型
90 ヘーガン、W.T.著、西村頼男・野田研一・島川雅史　訳 アメリカ・インディアン史 北海道大学図書刊行会 1991 新装版
91 ペッチェイ、アウレリオ、大来佐武郎　監訳 人類の使命　ローマクラブはなぜ生れたか ダイヤモンド社 1979
92 ベルク、オギュスタン著、宮原信　訳 空間の日本の文化 筑摩書房 1985
93 ベルク、オギュスタン著、三宅京子　訳 風土としての地球 筑摩書房 1994
94 ベルク、オギュスタン著、篠田勝英　訳 風土の日本　自然と文化の通態 筑摩書房 1988
95 ホン、イブリン著、北井一・原後雄太　訳 サラワクの先住民　消えゆく森に生きる 法政大学出版局 1989
96 マクローリン、J.C.著、澤崎坦　訳 イヌ　どのようにして人間の友になったか 岩波書店 1984
97 マッカロー、デール・R.、梶光一・山中正実　編著 世界自然遺産　知床とイエローストーン 知床財団 2006
98 マコーレイ、デビッド著、飯田喜四郎　訳 カテドラル　最も美しい聖堂のできあがるまで 岩波書店 1979 大型
99 マッキベン、ビル著、鈴木主税　訳 自然の終焉　環境破壊の現在と近未来 河出書房新社 1990

100 マン、ロイ著、相田武文　訳 都市の中の川 鹿島出版会 1975 中型
101 マンフォード、著、生田勉　訳 歴史の都市、明日の都市 新潮社 1969 中型
102 ミッチェル、R.J.、M.D.R. リーズ著、松村赳　訳 ロンドン庶民生活史 みすず出版 1971
103 メサロビッチ、M.、E. ペステル著、大来佐武郎　監訳 転機に立つ人間社会　ローマクラブ第２レポート ダイヤモンド社 1975
104 メドウズ、ドネラ・H.、デニス・L. メドウズ　ほか著、大来佐武郎　監訳 成長の限界　ローマクラブ「人類の危機」レポート ダイヤモンド社 1972
105 モース、エドワード・S.著、上田篤・加藤晃規・柳美代子　共訳 日本のすまい　内と外 鹿島出版会 1979
106 モリス、ウィリアム著、川端康雄　訳 ユートピアだより　ウィリアム･モリス・コレクション 晶文社 2003
107 ランデル、ニルス・エリック著、蕨岡小太郎　訳、宇井純　解説 高度福祉国家の公害　環境保護政策批判 鹿島出版会 1972
108 リーダー、W. J.著、小林司・山田博久　訳 英国生活物語 晶文社 1983
109 ルドフスキー、バーナード著、平良敬一・岡野一宇　訳 人間のための街路 鹿島出版会 1973
110 レイチェル・カーソン日本協会　編 『沈黙の春』を読む かもがわ出版 1992
111 ロダン、オーギュスト著、新庄嘉章　訳 フランスの大聖堂　聖地巡礼、そして遺言書 東京創元社 1984
112 ワイツゼッカー、エルンスト・U. フォン著、宮本憲一・楠田貢典・佐々木建　監訳 地球環境政策　地球サミットから環境の２１世紀へ 有斐閣 1994
113 ワトソン、ライアル著、木幡和枝　訳 風の博物誌 河出書房新社 1985
114 ワトソン、ライアル著、木幡和枝・村田恵子・中野恵津子　訳 生命潮流　来たるべきものの予感 工作舎 1981
115 阿部泰隆・淡路剛久　編 環境法 有斐閣 1995 ２冊
116 芦原義信 隠れた秩序　二十一世紀の都市に向って 中央公論社 1986
117 伊東光晴・篠原一　ほか編 岩波講座　現代都市政策Ⅰ　都市政策の基礎 岩波書店 1972 箱入り
118 伊東光晴・篠原一　ほか編 岩波講座　現代都市政策Ⅱ　市民参加 岩波書店 1973 箱入り
119 伊東光晴・篠原一　ほか編 岩波講座　現代都市政策Ⅲ　都市政治の革新 岩波書店 1973 箱入り
120 伊東光晴・篠原一　ほか編 岩波講座　現代都市政策Ⅳ　都市の経営 岩波書店 1973 箱入り
121 伊東光晴・篠原一　ほか編 岩波講座　現代都市政策Ⅴ　シビル・ミニマム 岩波書店 1973 箱入り
122 伊東孝 東京の橋　水辺の都市景観 鹿島出版会 1986
123 伊東孝　編著 水の都、橋の都　モダニズム東京・大阪の橋梁写真集 東京堂出版 1994 大型
124 伊藤訓行 公園を通ってみませんか　京都御苑の四季 淡交社 1996
125 伊藤滋　監修、NKK都市総合研究所　編 トウキョウ・ベイ、トウキョウ・アーバン　世界都市東京圏の役割と将来 ぎょうせい 1991
126 伊藤滋・小林重敬・大西隆　監修、民間都市開発推進機構都市研究センター　編 欧米のまちづくり・都市計画制度　サスティナブル・シティへの途 ぎょうせい 2004
127 伊藤和明 自然とつきあう　実りある環境教育のために　シリーズ・教育をひらく　５ 明治図書出版 1987
128 井原俊一 森に新風が吹く日　里山をみつめて十年 朝日新聞社 1989
129 井出久登 緑地保全の生態学 東京大学出版会 1980



130 井上真 コモンズの思想を求めて　カリマンタンの森で考える 岩波書店 2004
131 井上真　編 コモンズ論の挑戦　新たな資源管理を求めて 新曜社 2008
132 磯崎博司 地球環境と国際法 実教出版 1995
133 稲本正 森からの発想　サイエンスとアートをむすぶもの TBSブリタニカ 1988
134 宇井純 谷中村から水俣・三里塚へ　エコロジーの源流 社会評論社 1991
135 宇井純　著、藤林泰・宮内泰介・友澤悠季　編 宇井純セレクション〔1〕　原点としての水俣病 新泉社 2014
136 宇井純　著、藤林泰・宮内泰介・友澤悠季　編 宇井純セレクション〔2〕　公害に第3者はない 新泉社 2014
137 宇井純　著、藤林泰・宮内泰介・友澤悠季　編 宇井純セレクション〔3〕　加害者からの出発 新泉社 2014
138 宇沢弘文・大熊孝　編 社会的共通資本としての川 東京大学出版会 2010
139 宇沢弘文・薄井充裕・前田正尚　編 都市のルネッサンスを求めて　社会的共通資本としての都市１ 理想社 2003
140 宇田英男 誰がパリをつくったか 朝日新聞社 1994
141 羽原清雅 「津和野」を生きる　四〇〇年の歴史と人びと 文藝春秋 2010
142 羽原清雅 「門司港」発展と栄光の軌跡　夢を追った人・街・港 書肆侃侃房 2011
143 瓜生卓造 日本山岳文学史 東京新聞出版局 1979 箱入り
144 塩田庄兵衛 実録　六〇年安保闘争 新日本出版社 1986
145 奥井登美子　編著 アオコに挑んだ地球市民　霞ヶ浦流域・水質調査の十年 北斗出版 1992
146 横山十四男 たまびとの、市民運動から「環境史観」へ 百水社 2004
147 横川節子 イギリス　ナショナル・トラストを旅する 千早書房 2001 ２冊
148 横田光雄 環境問題と地方公共団体 第一法規出版 1982
149 横浜市企画調整局　編集企画 港町・横浜の都市形成史 横浜市企画調整局 1981 大型
150 岡崎文彬 ヨーロッパの名園 朝日新聞社 1973
151 岡崎洋 〈元次官覚書き〉素顔の環境行政　健康、くらし、自然、経済、そして地球環境 エネルギージャーナル社 1990
152 岡崎洋 我は海の子　思いやりにあふれた社会を求めて エネルギー・ジャーナル社 1995
153 下山照夫 ふるさと　せたがや　歴史ハンドブック 相模書房 2004
154 下山照夫　編 武州吉良氏　名残常磐記 岩田書院 1996
155 下總薫 イギリスの大規模ニュータウン 東京大学出版会 1975 中型
156 加藤一郎　編 公害法の生成と展開 岩波書店 1968
157 加藤一郎・森嶋昭夫　ほか監修、安田火災海上保険・安田総合研究所　編 土壌汚染と企業の責任 有斐閣 1996
158 加藤秀俊 イギリスの小さな町から 朝日新聞社 1969
159 加藤秀俊　編 日本の環境教育 河合出版 1991
160 加藤尚武 環境と倫理　自然と人間の共生を求めて 有斐閣 1998
161 家木成夫 環境と都市の公共性 都市文化社 1997
162 河西宏祐　編 戦後日本の争議と人間　千葉大学教養部の教育実践記録 日本評論社 1986
163 花鳥風月編集委員会 花鳥風月のまちづくり　こころと水辺の再生を 中央公論事業出版 2007
164 戒能通孝 法律時評１９５１－１９７３ 慈学社出版 2008 箱入り
165 戒能通孝　編 小繋裁判　最高裁判所における小繋事件の弁論記録 日本評論社 1965 ２冊　箱入り
166 貝塚爽平 東京の自然史 紀伊國屋書店 1979 増補第2版
167 外山紀郎 天神崎の自然を大切にする運動　二十年通史 天神崎の自然を大切にする会 1995
168 角山榮・川北稔　編 路地裏の大英帝国　イギリス都市生活史 平凡社 1982
169 笠信太郎 西洋と日本 朝日新聞社 1953
170 梶本保邦 続々　観光よもやま話 鹿島出版会 1999
171 滑志田隆 地球温暖化問題と森林行政の転換 論創社 2007
172 樺山紘一・坂部恵　ほか編 ２０世紀の定義９　環境と人間 岩波書店 2000
173 鎌倉のまちづくり市民懇談会　編 まちづくりは市民の手で　鎌倉のまちづくり市民懇談会の二十七年 御茶の水書房 1999
174 鎌倉市市民活動センター運営会議　編著 風と潮流　これからの地域と市民社会 ぎょうせい 2000
175 刈田元司　編 都市と英米文字 研究社 1974
176 環境庁「オゾン層保護検討会」　編 オゾン層を守る 日本放送出版協会 1989
177 環境庁１０周年記念事業実行委員会　編 環境庁十年史 環境庁 1982 中型
178 環境庁国際課　監修、国際環境問題研究会　訳 OECDレポート　日本の経験　環境政策は成功したか 日本環境協会 1978
179 環境庁自然保護局　編 自然保護行政のあゆみ　自然公園５０周年記念 環境庁自然保護局 1981 箱入り
180 環境庁長官官房国際課 国連人間環境会議の記録 環境庁長官官房国際課 1972？ ２冊
181 環境庁長官官房国際課　編 ナイロビ会議の記録　UNEP管理理事会特別会合 環境庁長官官房国際課 1982
182 環境庁長官官房総務課　編 地球環境キーワード事典 中央法規出版株式会社 1990
183 関口一郎 関口・文法読本　楽しくドイツ語を！ 郁文堂 1989 第17版
184 関野克 文化財と建築史 鹿島研究所出版会 1969
185 丸岡秀子 めぐり合い百集　信濃折り折りの記 未来社 1978
186 岸俊男　編 都城の生態 中央公論社 1987
187 岩永蓮代 文化財保護ありのまま 六興出版 1987
188 岩村町教育委員会　複製 授業日誌　三好學　編 岩村町教育委員会 1993 箱入り
189 岩村町教育委員会　複製 授業日誌（下）　三好學　編 岩村町教育委員会 1996 箱入り
190 岩村町教育委員会　編 三好學　授業日誌　解説 岩村町教育委員会 1993 箱入り
191 岩波書店編集部 これからどうなる２１　予測・主張・夢 岩波書店 2000
192 岩野礼子 ピーターラビットの村から 晶文社 1995
193 亀井俊介 本のアメリカ 冬樹社 1982
194 亀井俊介　編 文明としてのアメリカ３　アメリカン・ウェイ・オブ・ライフ 日本経済新聞社 1984



195 亀野辰三・八田準一　共著 街路樹・みんなでつくるまちの顔行政マン・市民のための街路樹読本 公職研 1997
196 菊池重三郎 木曾妻籠 中日新聞東京本社　東京新聞出版局1972
197 吉田桂二 民家ウオッチング事典 東京堂出版 1987 中型
198 吉田桂二 日本の町並み探求　伝統・保存とまちづくり 彰国社 1988 箱入り
199 吉田桂二 中山道民家の家 東京堂出版会 1989 中型
200 吉田桂二 地中海を巡る町と住まいの旅 彰国社 1992
201 吉田桂二　著画 図説　世界の民家・町並み辞典 柏書房 1991 大型
202 吉田健一 未知の世界　私の古生物誌 図書出版社 1975
203 吉田稔 望郷の歌　吉丸一昌 臼杵音楽連盟 1988
204 吉田茂 日本を決定した百年 日本経済新聞社 1967
205 吉冨勝・竹内靖雄　編 経済学の遺産　玉野井芳郎著作集１ 学陽書房 1990
206 吉良竜夫 植物と湖の旅 人文書院 1968
207 吉良竜夫 自然保護の思想 人文書院 1976
208 吉良竜夫 地球環境のなかの琵琶湖 人文書院 1990
209 久馬一剛・祖田修　編著 農業と環境 富民協会 1995
210 久保田平夫 公園緑地制度の研究　英国編Ⅰ 公園緑地協会 1953
211 久野収　編 中井正一　美と集団の論理 中央公論社 1962
212 宮崎仁　編 新全国総合開発計画の解説 日本経済新聞社 1969
213 宮川公男 高速道路　何が問題か 岩波書店 2004
214 宮沢弘 新国土計画論　土地利用計画の提唱 有斐閣 1968 箱入り
215 宮地信良 奥日光自然観察ガイド 山と渓谷社 2005
216 宮本憲一 ［公害］の同時代史 平凡社 1984
217 宮本憲一 都市をどう生きるか　アメニティへの招待 小学館 1984 ２冊
218 宮本憲一 日本の環境政策 大月書店 1987
219 宮本憲一 環境と自治　私の戦後ノート 岩波書店 1996
220 宮本憲一 都市政策の思想と現実 有斐閣 1999
221 宮本憲一 思い出の人々と 藤原書店 2001
222 宮本憲一　編 沼津住民運動の歩み 日本放送出版協会 1975
223 宮本憲一　編 公害都市の再生・水俣 筑摩書房 1977
224 宮本常一 日本の中央と地方 未来社 1967
225 宮脇昭 植物と人間　生物社会のバランス 日本放送出版協会 1970
226 牛来昌 大地の遺産　知床からのメッセージ 響文社 2007 特装本
227 魚住侑司　編著 日本の大都市近郊林　歴史と展望 日本林業調査会 1995
228 京都市新聞文化センター　企画編集 世界の歴史都市 京都市総務局歴史都市会議準備室 1987 中型
229 京都府文化財保護基金　編集 文化財の知識 京都府文化財保護基金 1975
230 橋本道夫 私史環境行政 朝日新聞社 1988
231 玉野井芳郎 地域主義の思想 農山漁村文化協会 1979
232 近藤泰年 だれが大地を壊したか　幻影の苫小牧開発 農山漁村文化協会 1989
233 近藤茂夫 イギリスのニュータウン開発 至誠堂 1971
234 隅田川市民交流実行委員会　編 都市の川　隅田川を語る 岩田書院 1995
235 熊本一規

公共事業はどこが間違っているのか？　早わかり［入会権・漁業権・水利権］
コモンズ行動学入門ー早わかり〔入会権・漁業権・水利権〕

まな出版企画 2000
236 熊本日日新聞社 水俣から、未来へ 岩波書店 2008
237 桑原武夫・加藤秀俊　編 ２０世紀の様式　かたちと心１９３０－１９７５ 講談社 1975 中型
238 畦倉実 農の風景　都市と土と緑と 朝日新聞社 1986
239 鯨岡亘・中島和子・中島剣山 鯨岡兵輔　名こそ惜しけれ 鯨岡亘 1984
240 原科幸彦 環境アセスメント 放送大学教育振興会 1994
241 原科幸彦 環境アセスメント 放送大学教育振興会 2000 ２冊　改訂版
242 原剛　編著 新・地球環境読本　21世紀への提言とメッセージ 福武書店 1992
243 原田正純 水俣病にまなぶ旅　水俣病の前に水俣病はなかった 日本評論社 1985
244 原田正純 水俣・もう一つのカルテ　水俣＝語りつぎ４ 新曜社 1989
245 原田正純 水俣が写す世界 日本評論社 1989 ２冊
246 原田正純 水俣の視図　弱者のための環境社会学 立風書房 1992
247 原田正純 慢性水俣病・何が病像論なのか 実教出版 1994
248 原田正純 いのちの旅　「水俣学」への軌跡 東京新聞出版局 2002
249 原田正純 金と水銀　私の水俣学ノート 講談社 2002
250 原田正純・宮本憲一 いま、水俣病は？ 岩波書店 1983
251 戸沼幸市編 あづましい未来の津軽　地域学習のための津軽三十三ヶ所めぐり 津軽書房 1982
252 五十嵐文夫 新潟水俣病　おそるべき昭和電工の水銀公害 合同出版 1971
253 五島茂　責任編集 ラスキン　モリス 中央公論社 1979
254 後藤伸・佐々木賢太郎　ほか著 天神崎の自然 牽牛書舎 1986 大型
255 工藤紘一　編 正部家ミヤ昔話集　第4集・遠野むかしばなし 熊谷印刷出版部 1995
256 広木詔三 里山の生態学　その成り立ちと保全のあり方 名古屋大学出版会 2002
257 江山正美 庭の文化史　日本のにわ考 文一総合出版 1978
258 溝上瑛 マスコミ解剖　万余の新聞を読む 解放出版社 1999
259 甲田寿彦 わが存在の底点から　富士公害と私 大和書房 1972



260 甲田壽彦 田子の浦　ヘドロは消えず 朝日新聞社 1979
261 荒垣秀雄 国栄えて山河ほろぶ　ふるさとの自然誌 どうぶつ社 1978
262 荒垣秀雄 自然と人生 講談社 1987
263 荒畑寒村 寒村自伝 論争社 1961 箱入り
264 荒畑寒村 谷中村滅亡史 新泉書 1970
265 荒木茂雄他・真鍋良一・藤田栄 関口存男 三修社 1959
266 高橋浩一郎・岡本和人　編著 ２１世紀の地球環境　気候と生物圏の未来 日本放送出版協会 1987
267 高橋俊一・奥野哲士・宮川進 水が危ない　汚染と飢饉 家の光協会 1981
268 高橋裕　編 首都圏の水　その将来性を考える 東京大学出版会 1993
269 高山英華・伊藤善市　ほか著 日本列島のマスタープラン 日本生産性本部 1968
270 高斉忠男 人間のいる風景　ある編集者の断章 都政人協会 1992
271 高村象平 中世都市の諸相 筑摩書房 1980
272 高田宏 木に会う 新潮社 1989
273 高田宏 ふるさと再び 新潮社 1990
274 高田昇 まちづくり実践講座　育つ都市へ・参加と行動のシステム 学芸出版社 1991
275 高田博厚 人間の風景　高田博厚芸術ノート 朝日新聞社 1972 箱入り
276 合田昭二・有本信昭　編 白川郷　世界遺産の持続的保全への道 ナカニシヤ出版 2004
277 国民文化会議　編、加藤周一・日高六郎　著 同時代人丸山眞男を語る 世織書房 1998
278 国連環境計画　文、国際湖沼環境委員会　訳 湖沼と貯水池の汚染 国際湖沼環境委員会 1994
279 国連事務局　監修、環境庁・外務省　監訳　海外環境協力センター　編集

アジェンダ２１　持続可能な開発のための人類の行動計画　（92'地球サミット採択文
書）

海外環境協力センター 1993
280 黒坂三和子　編 地球規模の創造的なかかわり 思索社 1998
281 黒川宣之 日本型農業の活路　市場開放時代の食と農を考える 日本評論社 1994
282 黒木三郎 雑木林 敬文堂 1992 ２冊　箱入り
283 黒木三郎・山口孝　ほか編 新国有林論　森林環境問題を問う 大月書店 1993
284 今井登志喜 都市發達史研究 東京大学出版 1951 箱入り
285 今西錦司 私の自然観 筑摩書房 1966
286 今西錦司 自然と山と 筑摩書房 1971
287 今泉みね子 フライブルク環境レポート 中央法規出版株式会社 2001
288 根深誠 ブナ原生林　白神山地をゆく 立風書房 1987
289 根深誠　編著 森を考える　白神ブナ原生林からの報告 立風書房 1992
290 根本順吉・新田次郎 病める地球、ガイアの思想　汎気候学講義 朝日出版社 1980
291 佐竹義輔　総監修 野草の本 サンワみどり基金 1988 第2版
292 佐竹義輔監修、中村浩編 牧野富太郎植物記４　庭の花 あかね書房版 1973
293 佐藤悦子 ふるさとの川　城原川　ダムに拠らない治水を探る 書肆草茫々 2007
294 佐藤昌 欧米公園緑地発達史 都市計画研究所 1968 中型
295 佐藤昌 自然保護と緑地保全　欧州における自然環境保全 都市計画研究所 1972 中型
296 佐藤朝泰 関西空港戦争　悲劇を克服した神戸空港の物語 イースト・プレス 1992
297 財団法人　森とむらの会 ２１世紀の森とむらを考える　森とむらの会創立１５年記念 財団法人　森とむらの会 1999
298 財津昌樹

1％あなたはその中にいますか。　環境に無関心。それが地球破壊の最大の凶器となって
いく。　増補改訂版

光村印刷 2004
299 坂口洋一 アメリカと日本の公害法 成文堂 1979
300 三橋規宏 森とCO2の経済学　地球温暖化対策への新提言 PHP研究所 1997
301 三橋規宏　編 地球環境と日本経済　２１世紀の課題に挑む企業人 岩波書店 1999
302 三宅理一 ドイツ建築史　上　建築各国史２　神秘主義の陥穽 相模書房 1981
303 三宅理一 ドイツ建築史　下　建築各国史３　表現主義の跳梁 相模書房 1981
304 三池－２００日の闘いの記録 三池　２００日の斗いの記録　写真集 麥書房 1960
305 三輪福松 イタリア　美術・人・風土 朝日新聞社 1981
306 山下弘文 諫早に死す　山下弘文・自伝 南方新社 2001
307 山元龍三郎 地球異常　気候激変時代への警告 集英社 1993
308 山口義夫 人間中心の世の中を求めて　自分の頭で考え、自分の足で歩む 下町人間のつどい 1997
309 山口周三 イギリスの都市計画　計画許可制度の運用 至誠堂 1970
310 山崎圭一 リオのビーチから経済学　市場万能主義との決別 新日本出版社 2006
311 山折哲雄 日本文明とは何か　パクス・ヤポニカの可能性 角川書店 2004
312 山川菊榮 恐怖に代えて 岩波書店 1953
313 山田宗陸・色川大吉　ほか著 道の文化 講談社 1979
314 山内健雄 植樹・植林のすすめ　緑をふやす基礎と応用 清文社 1983
315 山本正三 ウイリアム・モリスのこと 相模書房 1980
316 山本有三 戰爭と二人の婦人 岩波書店 1938 箱入り
317 史跡足利学校事務所・足利市立美術館　編 足利学校　日本最古の学校　学びのこころとその流れ 足利市教育委員会 2004 中型
318 四谷見附橋研究会　編著 四谷見附橋物語　ネオ・バロックの灯 技報堂出版 1988
319 児玉幸多・仲野浩　編 文化財保護の実務　上・下 柏書房 1979 箱入り
320 寺西俊一 地球環境問題の政治経済学 東洋経済新聞社 1992
321 寺西俊一 新しい環境経済政策　サステイナブル・エコノミーへの道 東洋経済新聞社 2003
322 寺西俊一・石弘光編 環境保全と公共政策　環境経済・政策学第４巻 岩波書店 2002
323 寺西俊一・石田信隆　編著 農林水産業の未来をひらく　自然資源経済論入門　３ 中央経済社 2013
324 自然環境復元研究会　編、杉山恵一　監修 ビオトープ　復元と創造 信山社サイテック 1993 中型



325 自然保護年鑑編集委員会　編 自然保護年鑑　昭和62年版 日正社 1987 中型
326 自然保護年鑑編集委員会　編 自然保護年鑑２（平成1・2年版) 日正社 1989 中型
327 自由民主党都市政策調査会　編 都市政策大綱（中間報告） 自由民主党広報委員会出版局 1968 再版
328 鹿児島環境学研究会　編 鹿児島環境キーワード事典 南方新社 2009
329 鹿児島大学　鹿児島環境学研究会　編 鹿児島環境学　Ⅰ 南方新社 2009
330 鹿児島大学　鹿児島環境学研究会　編 鹿児島環境学　Ⅱ 南方新社 2010
331 鹿児島大学　鹿児島環境学研究会　編 鹿児島環境学　Ⅲ 南方新社 2011 ２冊
332 室田武 エネルギーとエントロピーの経済学　石油文明からの飛躍 東洋経済新報社 1979
333 室田武 地球環境の経済学 実務教育出版 1995
334 室田武・三俣学 入会林野とコモンズ　持続可能な共有の森 日本評論社 2004
335 柴田徳衛 日本の清掃問題　ゴミと便所の経済学 東京大学出版会 1961
336 柴田徳衛 日本の都市政策　その政治経済学的考察 有斐閣 1978
337 柴田徳衛 都市と人間 東京大学出版会 1985
338 若山茂樹 世界の湖沼保全　琵琶湖からの旅 実教出版 1995
339 若林敬子 日本のむらむら、昔と今　人口から見た九篇 ハーベスト社 2011 ２冊
340 守山弘 自然を守るとはどういうことか 農文協 1988
341 酒井憲一

教え子のノートが記した歴史的講義　西村幸夫「都市保全計画」＆東大研究室ホーム
ページ熟年聴講生日誌

アメニティライフ 2004
342 酒井憲一 都市美協会運動と橡内吉胤 東京農業大学出版会 2008
343 酒井憲一 酒井憲一詩集 UNO MUSIC 2014
344 秋元松代 菅江真澄 朝日新聞社 1977
345 秋山智英 魅せられた森の不思議 第一プランニングセンター 2003
346 週刊「エネルギーと公害」編集部　編 エネルギーと公害総覧　第３巻　環境・開発問題10年の総括と1980年代への展望 エネルギー・ジャーナル社 1978
347 週刊「エネルギーと公害」編集部　編 エネルギーと公害総覧（全２巻）　第４巻・第５巻セット エネルギー・ジャーナル社 1983 箱入り
348 除本理史 環境被害の責任と費用負担 有斐閣 2007
349 小笠原克 小樽運河戦争始末 朝日新聞社 1986
350 小此木啓吾 あなたの身近な「困った人たち」の精神分析　パーソナリティ　そのミクロな狂い 大和書房 1995
351 小山善彦

人間居住環境創造における企業参加の可能性　英国グラウンドワーク・システムの我が
国への適用可能性にかんする研究

環境情報科学センター 1991 中型
352 小川晃一 英国社会における伝統と変化　（上）　コミュニティの実態的研究 御茶の水書房 1973 箱入り
353 小倉康彦 山の見方・買い方　山で失敗しないために 清文社 1981
354 小池康夫 自然をいかす！命を救う！　環境を守るしごと 日経事業出版社 1998
355 小島亮一 ヨーロッパ手帳 朝日新聞社 1961
356 小椋純一 絵図から読み解く人と景観の歴史 雄山閣出版株式会社 1992
357 小林章夫 田園とイギリス人　神が創りし天地で 日本放送出版協会 1997
358 松井雅彦・藤井経三郎・浅井義泰　共著 街はクロスワード　虫の目都市図鑑 洋泉社 1987
359 松浦晃一郎 世界遺産　ユネスコ事務局長は訴える 講談社 2008
360 松本文雄 自然総有論　入山権思想と近郊里山保全を中心とする メタ・ブレーン 2008 中型
361 松本榮一　監修、朝日新聞社　編 鎌倉の美術 朝日新聞社 1958 大型
362 沼田真 環境教育論　人間と自然のかかわり 東海大学出版会 1982
363 沼田眞　監修 環境教育のすすめ 東海大学出版会 1987
364 上田篤 ラビリンスの都市 中央公論社 1983
365 上田篤・野口美智子　編 数寄町家　文化研究 鹿島出版会 1978
366 上嶋英機・中原紘之　ほか編著 海と陸との環境共生学　海陸一体都市をめざして 大阪大学出版会 2004
367 上野邦一 描いて学ぶ　私が訪れた建物・町・遺跡 連合出版 2006 中型
368 植田和弘 環境と経済を考える 岩波書店 1998
369 植田和弘・落合仁司　ほか著 環境経済学 有斐閣 1991
370 新沢嘉芽統・岡本雅美 利根川の水利 岩波書店 1988 増補版
371 新田次郎 神通川 立風書房 1971
372 新島善直・村山醸造 森林美学〔覆刻版〕 北海道大学図書刊行会 1991
373 森まゆみ 反骨の公務員、町をみがく　内子町・岡田文淑の町並み、村並み保存 亜紀書房 2014
374 森啓 市民文化と文化行政 学陽書房 1988
375 森島昭夫　監修 生存の条件　生命力溢れる太陽エネルギー社会へ 公益法人旭硝子財団 2010 箱入り
376 森島昭夫　監修 「生存の条件」を読み解くために　データ集 公益法人旭硝子財団 2010 箱入り
377 森本幸裕・夏原由博　編著 いのちの森　生物親和都市の理論と実践 京都大学学術出版会 2005
378 森林・林業行政研究会　編 森林・林業と行政 清文社 1982
379 森林フォーラム実行委員会 森林から都市を結ぶ　森林フォーラム'87-'88 日本経済評論社 1987
380 森林フォーラム実行委員会　編 熱帯雨林そして日本　森林フォーラム'89-'90 日本経済評論社 1990
381 森林文化協会　編著 森林環境２００４ 築地書館 2004
382 榛村純一 森と木と清流の文化 清文社 1998
383 神岡浪子 日本の公害史 世界書院 1987
384 神足勝浩 熱帯林のゆくえ　みどりの国際協力 築地書館 1987
385 神代雄一郎 アメリカの環境　都市・建築・芸術 井上書院 1971
386 進士五十八 日本庭園の特質 様式・空間・景観 東京農業大学出版会 1987 中型
387 進士五十八 アメニティ・デザイン　ほんとうの環境づくり 学芸出版 1992
388 進士五十八 都市、緑と農　「農」が担う地球の未来 東京農大出版会 2000
389 進士五十八 ボランティア時代の緑のまちづくり　環境共生都市の実際 東京農業大学出版会 2008



390 進士五十八 グリーン・エコライフ　「農」とつながる緑地生活 小学館 2010
391 進士五十八　編集代表 環境市民とまちづくり１　自然共生編 ぎょうせい 2002 ２冊
392 進士五十八・畦倉実　著、上田頴人　写真 風景考　市民のための風景読本 マルモ出版 2002
393 進士五十八・白幡洋三郎　編 造園を読む　ランドスケープの四季 彰国社 1993
394 人間環境問題研究会　編集 環境問題の国際的動向　環境法研究　第３号 有斐閣 1975
395 陣内秀信 世界の都市の物語　１２　東京 文藝春秋 1992
396 水みち研究会　編 水みちを探る　井戸湧泉と地下水の保全のために けやき出版 1992
397 水俣病研究会 水俣病にたいする企業の責任　チッソの不法行為 水俣病を告発する会 1970
398 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議　編 水俣病裁判　人間の尊厳をかけて かもがわ出版 1997
399 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病裁判　全史　第一巻　総論編 日本評論社 1998 箱入り
400 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病裁判　全史　第二巻　責任編 日本評論社 1999 箱入り
401 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病裁判　全史　第三巻　被害・世論編 日本評論社 2000 箱入り
402 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病裁判　全史　第四巻　運動編 日本評論社 2001 箱入り
403 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病裁判　全史　第五巻　総括編 日本評論社 2001 箱入り
404 水俣病被害者・弁護団全国連絡会議編 水俣病略年表 日本評論社 2001 箱入り
405 瀬戸内晴美 美は乱調にあり 文藝春秋 1966
406 瀬田信哉 再生する国立公園　日本の自然と風景を守り、支える人たち アサヒビール 2009
407 星野芳郎 反公害の論理 勁草書房 1972 箱入り
408 清水幾太郎 ジョージ・オーウェル「一九八四年」への旅 文藝春秋 1984
409 生物多様性政策研究会　編 生物多様性キーワード事典 中央法規出版株式会社 2002
410 西江雅之 花のある遠景　東アフリカにて せりか書房 1975
411 西山松之助 浮世絵散歩　江戸と東京 人物往来社 1964
412 西山夘三 歴史的景観とまちづくり 都市文化社 1990
413 西山夘三 京都の景観　私の遺言 かもがわ出版 1994
414 西山夘三　監修　財団法人観光資源保護財団　編 歴史的町並み事典 柏書房 1981 中型
415 西村幸夫 歴史を生かしたまちづくり　英国シビック・デザイン運動から 古今書院 1993
416 西村幸夫 アメリカの歴史的環境保全 実教出版 1994
417 西村幸夫 CIVIC TRUST 英国の環境デザイン《1978～1991》 駸々堂出版 1995 大型
418 西村幸夫 環境保全と景観創造　これからの都市風景へ向けて 鹿島出版会 1997
419 西村幸夫 町並みまちづくり物語 古今書院 1997
420 西村幸夫・町並み研究会　編著 都市の風景計画　欧米の景観コントロール　手法と実際 学芸出版社 2000 中型
421 西村幸夫・埒正浩　編著 証言・町並み保存 学芸出版社 2007
422 斉藤一雄・田畑貞寿　編著 緑の環境デザイン　庭から国立公園まで 日本放送出版協会 1985
423 石井邦宜　監修、産業環境管理協会　編 ２０世紀の日本環境史 産業環境管理協会 2002 中型
424 石弘之 地球生態系の危機　アフリカ奥地からのリポート 筑摩書房 1987
425 石弘之 地球破壊　七つの現場から 朝日新聞社 1990
426 石田幸彦 あなたの川は元気ですか　川仲間を求めます 星雲社 2002
427 石本礼子 ブダペストの春から秋　主婦のつづる東欧の生活模様 恒文社 1975
428 石牟礼道子 椿の海の記 朝日新聞社 1976
429 石牟礼道子 天の魚 筑摩書房 1979
430 川喜田二郎　編著、ヒマラヤ保全協会　企画 ヒマラヤに架ける夢　エコロジーと参画に基づいた山村活性化 文眞堂 1995 ２冊
431 川上幸男　総監修 花の本 サンワみどり基金 1990
432 川添登 裏側から見た都市　生活史的に 日本放送出版協会 1982
433 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第１巻　公害の激化 緑風出版 1987 ２冊
434 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第２巻　環境庁 緑風出版 1988
435 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第４巻　足尾・水俣・ビキニ 緑風出版 1989
436 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第５巻　総合開発 緑風出版 1990 ２冊
437 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第６巻　首都圏の公害 緑風出版 1991
438 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第７巻　大規模開発 緑風出版 1992
439 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第８巻　空港公害 緑風出版 1993
440 川名英之 ドキュメント　日本の公害　第１３巻　アジアの環境破壊と日本 緑風出版 1996
441 泉桂子 近代水源林の誕生とその軌跡　森林と都市の環境史 東京大学出版会 2004
442 泉靖一 フィールド・ノート（野帖）　文化人類学・思索の旅 新潮社 1967
443 全国なぎさシンポジウム組織委員会　編 なぎさ・甦るフロンティア　第１回全国なぎさシンポジウムから ぎょうせい 1989
444 全国自然保護連合　編 自然は泣いている　自然破壊黒書 社会問題調査会 1972 中型　２冊
445 全国自然保護連合　編 終わりなき戦い　自然破壊黒書２ 社会問題調査会 1974 中型
446 全国町並み保存連盟　編著 新・町並み時代　まちづくりへの提案 学芸出版社 1999
447 全国伝統的建造物群保存地区協議会　編著

未来へ続く歴史のまちなみ　伝建地区とまちづくり　全国の重要伝統的建造物群保存地
区の紹介

全国伝統的建造物群保存地区協議会　2001
448 足田輝一 樹の文化誌 朝日新聞社 1985
449 村井吉敬・甲斐田万智子 誰のための援助？ 岩波書店 1987
450 村松貞次郎 日本近代建築史ノート　西洋館を建てた人々 南洋堂 1965
451 村松貞次郎 日本近代建築の歴史 日本放送出版協会 1977
452 村松貞次郎 町並み巡り　故里を訪ねて 新建築社 1985
453 村上光彦 大佛次郎　その精神の冒険 朝日新聞社 1977
454 村上明夫 環境保護の市民政治学　見沼田んぼからの緑のメッセージ 第一書林 1990



455 村尾行一 緑のコンビナート　山林に国富存す 清文社 1981
456 太田哲男 レイチェル＝カーソン 清水書院 1997
457 太田博太郎 歴史的風土の保存 彰国社 1981 ２冊
458 太田博太郎 建築史の先人達 彰国社 1983
459 大井道夫 風景への挽歌　私の自然保護論 アンヴィエル 1978
460 大岡信　編 日本の色 朝日新聞社 1979
461 大熊孝 洪水と治水の河川史　水害の制圧から受容へ 平凡社 1988
462 大熊孝 川がつくった川、人がつくった川　川がよみがえるためには ポプラ社 1995
463 大崎正治 水と人間の共生　その思想と生活空間 農山漁村文化協会 1986
464 大鹿卓 渡良瀬川 講談社 1970
465 大鹿卓　著、石牟礼道子　解題 谷中村事件　ある野人の記録　田中正造伝 新泉社 1972
466 大場達之　総監修 高山植物の本 サンワみどり基金 1992
467 大政正隆 森に学ぶ 東京大学出版会 1983
468 大西國太郎 都市美の京都　保存・再生の論理 鹿島出版会 1992
469 大西國太郎・朱自煊　編、井上直美　監訳 中国の歴史都市　これからの景観保存と町並みの再生へ 鹿島出版社 2001
470 大石武一 尾瀬までの道　緑と軍縮を求めて サンケイ出版 1982 ２冊
471 大谷幸男 空地の思想 北斗出版 1979
472 大野の水を考える会 おいしい水は宝もの　［大野の水を考える会］の活動記録 築地書館 1988
473 大来佐武郎　監修 地球の未来を守るために　環境と開発に関する世界委員会 福武書店 1987
474 大来佐武郎　監修、OECD環境委員会　編集 共存の条件　経済と生態系の相互依存 公害対策技術同友会 1983
475 大佛次郎 人間と文明を考える　水の音　大佛次郎エッセイ・コレクション２ 小学館 1996
476 大佛次郎・串田孫一　文、緑川洋一　写真 日本の美と自然　国立公園 淡交社 1969 大型
477 滝沢行雄 しのびよる公害　新潟水俣病 野島出版 1970
478 只木良也 森と人間の文化史 日本放送出版協会 1988 ２冊
479 谷川俊太郎　詩、瀬川康男　絵 ことばあそびうた 福音館書店 1973
480 淡路剛久 環境権の法理と裁判 有斐閣 1980
481 淡路剛久・植田和弘　ほか編 自然と人間　リーディングス環境　第１巻 有斐閣 2005
482 地域交流センター　企画

いい空気の本　都市と住宅の快適な空気環境を考える　第二回空気アメニティシンポジ
ウムからの報告

地域交流出版 1990
483 地球・人間環境フォーラム 環境要覧　2005/2006 古今書院 2005
484 地球・人間環境フォーラム 環境要覧　2000/2001 古今書院 2000
485 地球の友　編 市民が地球を採点した　地球サミット’90 岩波書店 1991
486 竹内均・島津康男 現代地球科学　自然のシステム工学 筑摩書房 1969
487 竹内謙 環境自治体　地球からの政治変革をめざして PHP研究所 1993
488 竹澤哲夫 全農林裁判闘争史 全農林労働組合 2003
489 筑波常治 自然と文明の対決 日本経済新聞社 1977
490 中河原理 オペラ鑑賞辞典 東京堂出版 1990
491 中山雅治 環境立国への道 大成出版社 2003
492 中村紀一・宮崎省吾　ほか著 住民運動"私"論　実践者からみた自治の思想 学陽書房 1976
493 中村政則　編 年表昭和史　１９２６～２００３　増強版 岩波書店 2004
494 中村明 文章をみがく 日本放送出版協会 1991
495 中村良夫 湿地転生の記　風景学の挑戦 岩波書店 2007
496 中谷健太郎 湯布院幻燈譜 海鳥社 1995
497 中田乙一 縮刷丸の内今と昔 三菱地所株式会社 1952
498 中島晃 住民運動勝利の時代 かもがわ出版 1990
499 中島松樹　編 軽井沢避暑地１００年 国書刊行会 1987 大型
500 中皮腫・じん肺・アスベストセンター　編 アスベスト禍はなぜ広がったのか　日本の石綿産業の歴史と国の関与 日本評論社 2009
501 中野好夫 歴史の中の肖像画　デーモンに憑かれた人間 筑摩書房 1974
502 中野美代子 辺境の風景　日本と中国の国境意識 北海道大学図書刊行会 1979
503 朝日出版社　編 シンポジウム　緑と生活 朝日新聞社 1984
504 朝日新聞「地球サミット」取材班　編 「地球サミット」ハンドブック 朝日新聞社 1992
505 朝日新聞社 世界の市民住宅 朝日新聞社 1978
506 朝日新聞社　編 重要紙面でみる朝日新聞９０年　１８７９－１９６９ 朝日新聞社 1969 中型
507 朝日新聞社　編 緑と文明 朝日出版社 1982
508 朝日新聞社編 日本とアメリカ 朝日新聞社 1971
509 朝日新聞社論説委員会室　編 地球人の世紀へⅡ　環境問題を考える視点 風濤社 1999
510 朝日新聞小樽通信局　編 小樽　坂と歴史の港町 新北海道教育新報社 1979
511 長谷川徳之輔 東京の宅地形成史　「山の手」の西進 住まいの図書館出版局 1988
512 長谷川堯 都市廻廊　あるいは建築の中世主義 相模書房 1975 箱入り
513 長峯晴夫 第三世界の地域開発　その思想と方法 名古屋大学出版会 1985
514 長野博一 ひとりぼっちのらいおん 福音館書店 1972
515 鳥越皓之・嘉田由紀子　編 水と人の環境史　琵琶湖報告書 株式会社御茶の水書房 1984
516 津田邦宏 屋久杉が消えた谷 朝日新聞社 1986
517 椎名慎太郎 精説　文化財保護法 新日本法規出版 1977
518 槌田敦・岸本重陳　編 生命系の経済に向けて　玉野井芳郎著作集２ 学陽書房 1990
519 辻川一徳　編 ロンドンぬきの英国旅行　カントリーサイドの魅力 サイマル出版会 1983



520 坪井清足 埋蔵文化財と考古学 平凡社 1986 箱入り
521 鶴見和子 漂泊と定住と　柳田国男の社会変動論 筑摩書房 1977
522 鶴見和子・新崎盛暉　編 地域主義からの出発　玉野井芳郎著作集　３ 学陽書房 1990
523 帝国書院編集部 標準高等地図　ー最新版ー 帝国書院 1972
524 天野久彌 いざ議会　御谷騒動回想記 御谷を考える会 1984 2版　５冊
525 田尻宗昭　編 提言・東京湾の保全と再生 日本評論社 1988
526 田尻宗昭記念基金　編 なにやってんだ　行動しよう　田尻賞の人びと アットワークス 2008
527 田村紀雄　編 私にとっての田中正造 総合労働研究所 1987
528 田村明 都市を計画する 岩波書店 1977
529 田村明 都市と個性とはなにか　都市美とアーバンデザイン 岩波書店 1984 ２冊
530 田村明 まちづくりの発想 岩波書店 1987
531 田村明 都市ヨコハマ物語 時事通信社 1989
532 田村明 江戸東京まちづくり物語　生成・変動・歪み・展望 時事通信社 1992
533 田村明 イギリスは豊かなり 東洋経済新聞社 1995
534 田村明 美しい都市景観を作る　アーバンデザイン 朝日新聞社 1997 ２冊
535 田村明 イギリスは奥が深い 東洋経済新報社 1998
536 田村明 自治体学のすすめ 公人の友社 2000
537 田村明 都市プランナー　田村明の闘い　横浜〈市民の政府〉をめざして 学芸出版 2006
538 田村明 「市民の政府」論　「都市の時代」の自治体学　Civics 市民政治　１ 生活社 2006
539 田村明 東京っ子の原風景　柿の実る家の昭和史 公人社 2009
540 田中角栄 日本列島改造論 日刊工業新聞社 1972
541 田中正大 日本の自然公園　自然保護と風景保護 相模書房 1981 ２冊
542 田中文男 関東の住まい　日本列島民家の旅８　関東 ＩＮＡＸ出版 1996
543 田嶋義介 自治体が地方政府になる　分権論 公人の友社 2004
544 田畑貞寿・井手久登　他編著 緑と居住環境 古今書院 1984
545 田畑貞寿・田代順孝　編著 市民ランドスケープの展開 環境コミュニケーションズ 2006
546 渡辺洋三 土地と財産権 岩波書店 1977
547 渡良瀬川研究会　編 田中正造と足尾鉱毒事件研究　１ 伝統と現代社 1978
548 渡邉健二　編 わたしたちの自然環境プロジェクト　２１世紀の自然はわたしたちが守る 学習研究社 2002 中型
549 都市住宅編集部　編 都市と保存　上巻 鹿島出版会 1975 大型
550 都市住宅編集部　編 都市と保存　下巻 鹿島出版会 1975 大型
551 都留重人 公害の政治経済学 岩波書店 1972
552 都留重人 環境教育　何が規範か 岩波書店 1982
553 都留重人　編 現代資本主義と公害 岩波書店 1968 ２冊
554 島津康男　訳 環境アセスメント　原則と方法　スコープリポート１ 環境情報科学センター 1975
555 東海財団　編 大阪　私の散歩道 東海財団 1981
556 東京・生活者ネットワーク・東京の水を考える会　著 どうなっているの？東京の水　市民の手による水白書 北斗出版 1990
557 東京都公害研究所 公害と東京都 東京都公害研究所 1970
558 東京都公害研究所　編 公害と東京都 東京都広報室 1970
559 東京農業大学　編集 環境学生のススメ ぎょうせい 2002
560 東京農大せたがや100の素顔編集委員会　編 せたがや100の素顔　もうひとつのガイドブック 東京農大出版会 2002
561 東山魁夷 風景との対話 新潮社 1967
562 東秀紀 東京駅の建築家　辰野金吾伝 講談社 2002
563 東良三 自然保護の父ジョン・ミュア 山と渓谷社 1972 ２冊　箱入り
564 筒井清忠　編 新しい教養を拓く　文明の違いを超えて 岩波書店 1999
565 筒井迪夫 森林文化への道 朝日新聞社 1995 ２冊
566 筒井迪夫 森への憧憬　第１集・心に残るドイツの林学者たち 林野弘済会 2000
567 藤井正大 歴史の町並みを歩く 実業日本社 1977
568 藤井満 石鎚を守った男　峰雲行男の足跡 創風社出版 2006
569 藤原肇　著、MONOまちづくり研究会　編 ものづくり都市の再生 ぎょうせい 2005
570 藤原邦達 住民運動読本　公害反対・消費者運動のすすめ方 新時代社 1974
571 藤森照信 明治の東京計画 岩波書店 1982 箱入り
572 藤森照信　文、増田彰久　写真 建築探偵東奔西走 朝日新聞社 1988
573 藤谷豊 しれとこの町で　斜里町長の手記 毎日新聞社 1978
574 藤田治彦 ナショナル・トラストの国　イギリスの自然と文化 淡交社 1994 中型
575 藤本正利さんを偲ぶ懇談会実行委員会　編 小繋事件と藤本政利 藤本正利さんを偲ぶ懇談会実行委員会2003 中型
576 藤本猛 林業経営の法律実務 清文社 1982
577 読売新聞水戸支局　編著 霞ヶ浦 筑波書林 1989
578 奈良国立博物館　編 奈良国立博物館百年の歩み 奈良国立博物館 1995 大型
579 那谷敏郎　文、橋本治朗　写真 歴史の町並　カラー 淡交社 1975
580 内山節 自然・労働・共同社会の理論　新しい関係論をめざして 農山漁村文化協会 1989
581 内山節 時間についての十二章　哲学における時間の問題 岩波書店 1993
582 内山節 森にかよう道　知床から屋久島まで 新潮社 1994
583 内山節 里の在処 新潮社 2001
584 内山節 怯えの時代 新潮社 2009



585 内山節 共同体の基礎理論　自然と人間の基層から 農文協 2010
586 内山節　編 ≪森林社会学≫宣言　森と社会の共生を求めて 有斐閣 1989 ２冊
587 内水護　編 資料足尾鉱毒事件 亜紀書房 1971 箱入り
588 内田祥哉 【対訳】現代建築の造られ方 市ヶ谷出版社 2002 中型
589 内田芳明 風景と都市の美学　南北ヨーロッパの旅から 朝日新聞社 1987
590 南博方・大久保規子 要説　環境法 有斐閣 2002
591 南博方・大久保規子 要説　環境法 有斐閣 2003 第2版
592 南博方・大久保規子 要説　環境法 有斐閣 2006 第3版
593 難波宮跡訴訟記録保存会　編 難波宮跡の保存と裁判 第一法規 1980 箱入り
594 日下田紀三 日下田紀三写真集　屋久島の四季 八重岳書房 1982 大型
595 日下部甲太郎 自然への招待　国立公園・国定公園・原生自然環境保全地域・自然環境保全地域ガイド 国立公園協会 1993
596 日光東照宮林務部　編 太郎杉問題証言集 日光東照宮林務部 1970
597 日本の宝・鹿児島の石橋を考える全国連絡会議　編 歴史的文化遺産が生きるまち　鹿児島・甲突川の石橋保存をめぐって 東京堂出版 1995
598 日本河川協会　編 河川文化　河川文化を語る会講演集　（その１） 日本河川協会 1999
599 日本環境会議　編 環境基本法を考える　JEC主催／専門家・市民シンポジウムの記録および関係資料集 実教出版 1994
600 日本環境会議／「アジア環境白書」編集委員会　編、淡路剛久・寺西俊一 アジア環境白書　1997/98 東洋経済新報社 1997
601 日本環境会議／「アジア環境白書」編集委員会　編、淡路剛久・寺西俊一 アジア環境白書　2000/01 東洋経済新報社 2000 ３冊
602 日本環境会議／「アジア環境白書」編集委員会　編、淡路剛久・寺西俊一　監訳 アジア環境白書　2003/04 東洋経済新報社 2003
603 日本環境会議／「アジア環境白書」編集委員会　編、淡路剛久・寺西俊一　監訳 アジア環境白書　2006/07 東洋経済新報社 2006
604 日本環境教育フォーラム・安田火災海上保険　編 市民のための環境講座［下巻］ 中央法規出版 1997
605 日本計画行政学会　編　内藤正明・西岡秀三・原科幸彦　著者代表 環境指標　その考え方と作成手法 学陽書房 1986
606 日本建築学会　編 日本の民家２　町家・町並編 日本建築学会 1981 大型　付録あり
607 日本建築学会　編 景観法と景観まちづくり 学芸出版社 2005 中型
608 日本住宅会議 これで良いのか日本の住居　第1回研究集会の記録　日本住宅会議双書　2 ドメス出版 1983
609 日本住宅会議 すまいと人権　第1回日本住宅会議の記録　日本住宅会議双書　１ ドメス出版 1983
610 日本住宅会議 住宅の改革の課題　第2回日本住宅会議の記録　日本住宅会議双書　３ ドメス出版 1984
611 日本住宅会議 住居法をめざして　第2回研究集会の記録　日本住宅会議双書　4 ドメス出版 1984
612 日本地域開発センター　編 地方都市の再生　田園都市を考える秩父会議 清文社 1981
613 日本都市センター 世界の新都市開発 日本都市センター 1965 中型
614 日本土地法学会　編 土地所有権の制限・日照権 有斐閣 1974
615 日本弁護士連合会公害対策：環境保全委員会　編 森林の明日を考える　自然享有権の確立をめざして 有斐閣 1991
616 日本放送協会　編 大学講座　日本の近代建築 日本放送出版協会 1981
617 忍田聡子　著、鈴木吉彦　監修 3連式　食品交換表による料理交換カード　楽々選べる糖尿病の献立 医歯薬出版株式会社 2000
618 能呂田芳成　編著 公園・緑地政策 産業能率短期大学　出版部 1975
619 梅棹忠夫 地球時代の日本人 中央公論社 1974
620 梅棹忠夫　編 地球時代の人類学　対談集 中央公論社 1978
621 萩原昇 イタイイタイ病との闘い 朝日新聞社 1968
622 萩野三七・森安彦　ほか文、東京にふる里をつくる会　編 世田谷区の歴史 名著出版 1979
623 畑壌　編・解説 入会　戒能通孝著作集Ⅴ 日本評論社 1977
624 畠山重篤 森は海の恋人 北斗出版 1994
625 畠山武道 アメリカの環境保護法 北海道大学図書刊行会 1992 ２冊
626 八甫谷邦明 まちのマネジメントの現場から　自己変革するまちづくり組織 学芸出版社 2003
627 半田真理子 都市に森をつくる　私の公園学 朝日新聞社 1985
628 飯島伸子 環境問題と被害者運動 学文社 1984
629 飯島伸子　編著 公害・労災・職業病年表 公害対策技術同好会 1977 中型
630 樋口陽一・大須賀明 日本国憲法資料集 三省堂 1989 第2版
631 尾河直太郎 江戸・水の生活誌　利根川・荒川・多摩川 新草出版 1986
632 尾高煌之助・西沢保　編 回想の都留重人　資本主義、社会主義、そして環境 勁草書房 2010
633 尾瀬の自然を守る会　編 尾瀬を守る　自然保護運動25年の歩み 上毛新聞社 1997
634 尾島俊雄 この都市のまほろば 消えるもの、残すもの、そして創ること 中央公論新社 2005
635 尾島俊雄 この都市のまほろば VOL.2 消えるもの、残すもの、そして創ること 中央公論新社 2006
636 尾島俊雄 この都市のまほろば VOL.3 消えるもの、残すもの、そして創ること 中央公論新社 2007
637 尾島俊雄 都市環境学へ 鹿島出版社 2008
638 尾島俊雄 この都市のまほろば VOL.4 消えるもの、残すもの、そして創ること 中央公論新社 2008
639 尾島俊雄 この都市のまほろば VOL.5 消えるもの、残すもの、そして創ること 中央公論新社 2009
640 琵琶湖百科編集委員会 知ってますかこの湖を　びわ湖を語る50章 サンライズ出版 2001
641 蛭川久康・井上宗和 テムズの流れに沿って 大修館書店 1979 中型
642 品田穣 ヒトと緑の空間 東海大学出版会 1980
643 富山県土木部建築住宅課　編 住まいと街なみ百年のあゆみ アドインテック 1983 大型
644 冨山暢 よみがえる霞ヶ浦　生成・過去・現在・未来 霞ヶ浦水質浄化対策研究会 1994
645 武居二郎・尾崎博正　監修 庭園史をあるく　日本・ヨーロッパ編 昭和堂 1998
646 武蔵野市　編 武蔵野市百年史　資料編Ⅱ　下 武蔵野市 1995 箱入り
647 武谷三男　編 公害・安全性・人権 読売新聞社 1962
648 武内和彦・鷲谷いづみ・恒川篤史 里山の環境学 東京大学出版会 2001
649 部落解放同盟中央本部　編 全国水平社五十年史 部落解放中央出版局 1971 中型



650 風景協曾　編纂 日本風景讀本 古今書院 1937 箱入り
651 服部英二　監修 文化の多様性と通底の価値　聖俗の拮抗をめぐる東西対話 麗澤大学出版会 2007
652 福岡克也 エコロジー経済学　生態系の管理と再生戦略 有斐閣 1998
653 福岡正信 無Ⅰ　神の革命 春秋社 1985
654 文化財保護委員会　監修 日本の文化財　Ⅰ・Ⅱ 第一法規出版株式会社 1960 中型
655 文化財保護委員会　監修、文化財協会　編 学習指導における文化財の手引 日本教育新聞社 1952
656 文化財保護委員会　編 文化財保護の歩み 大蔵省　(印刷) 1960
657 文化財保存全国協議会　編 文化遺産の危機と保存運動 青木書店 1971
658 文化庁 「ことば」シリーズ１４　あいさつと言葉 文化庁 1981
659 文化庁　編 国宝・重要文化財建造物目録 文化庁 1990 箱入り
660 文化庁　編 国宝・重要文化財建造物目録 文化庁 1999 箱入り
661 文化庁文化財保護部建造物課　編 歴史的集落・町並みの保存　重要伝統的建造物群保存地区　ガイドブック 文化庁文化財保護部建造物課 2000
662 平井正穂 イギリス文学史 筑摩書房 1971
663 平野一郎 人権問題ノオト シェリー企画出版 1994
664 片桐新自　編 歴史的環境の社会学 新曜社 2000
665 保屋野初子 長野の「脱ダム」、なぜ？ 築地書館 2001
666 保田博・竹内啓　監修 環境保全と経済の発展　持続可能な発展を目指して ダイヤモンド社 1994
667 豊橋自然歩道推進協議会　編 豊橋自然歩道 豊橋文化協会 1980
668 北野康 化学の目でみる地球の環境　空・水・土 裳華房 1993 第2版
669 堀尾輝久・河内徳子　編 平和・人権・環境　教育国際資料集 青木書店 1998
670 本間啓　総監修 続・樹の本 サンワみどり基金 1993 第4版
671 本郷滋 ドキュメント０．２５　日本版マスキー法は成功したか 日本環境協会 1978
672 本多勝一 山登りは道草くいながら 実業之日本社 1988
673 本多勝一 はるかなる東洋医学へ 朝日新聞社 1997
674 本多勝一 疋田桂一郎という新聞記者がいた 新樹社 2009
675 本谷勲　編著 都市に泉を　水辺環境の復活 日本放送出版協会 1987
676 毎日新聞社　編 骨を喰う川　イタイイタイ病の記録 毎日新聞社 1971
677 毎日新聞社・２１世紀危機警告委員会　編 環境の世紀へ　地球・市場・人間の共生 毎日新聞社 1997
678 末永雅雄・井上光貞　編 高松塚古墳と飛鳥 中央公論社 1972
679 民俗文化映像研究所　編 合掌造り民家はいかに生まれるか　白川郷・技術伝承の記録 白川村教育委員会 1995 中型
680 毛利正直 大石兵六夢物語 セイカ食品株式会社 1987
681 木村尚三郎 都市文明の源流 東京大学出版会 1977
682 門田勲 外国拝見 朝日新聞社 1975 箱入り
683 野上豊一郎 西洋見学 日本評論社 1941 箱入り
684 野村好弘　編 社寺林と法　社寺林の保存に関する法学的研究 ぎょうせい 1989
685 野村惠二 陽明学研究 世界思想社 1974 箱入り
686 野田宇太郎 風景と文学 文一総合出版 1979
687 野田宇太郎 信濃甲斐文学散歩 文一総合出版 1979 箱入り
688 野田野鳥同好会 清水公園・座生沼の四季 野田野鳥同好会 1986
689 矢間秀次郎　編著 森と海とマチを結ぶ　林系と水系の環境論 北斗出版 1992
690 矢作弘 町並み保存運動　in U.S.A. 学芸出版社 1989 ×2冊
691 矢守一彦 都市図の歴史　世界編 講談社 1975
692 矢吹紀人 水俣病の真実　被害の実態を明らかにした藤野糺医師の記録 大月書店 2005
693 柳沼武彦 木を植えて魚を殖やす 家の光協会 1995
694 有志記者の会　編 若い記者たちへ　松井やよりの「遺言」 樹花社 2003
695 立花隆 イラク戦争・日本の運命・小泉の運命 講談社 2004
696 立松和平 日本列島の香り　国立公園紀行 毎日新聞社 1998
697 林屋辰三郎　編 歴史のなかの都市 日本放送出版協会 1982
698 林迪廣・江頭邦道 歴史的環境権と社会法　法理・裁判・実態調査 法律文化社 1984 箱入り
699 鈴江恵子 ドイツ　グリーン・ツーリズム考　田園ビジネスを創出したダイナミズム 東京農大出版会 2008
700 鈴木伸治 今、田村明を読む　田村明著作選集 春風社 2016
701 鈴木武男 いま環境研究に期待すること 実教出版 1994
702 鈴木茂・小淵港　編 リゾートの総合的研究―国民の「休養権」と公共責任― 晃洋書房 1991
703 鈴木龍也・富野暉一郎　編著 コモンズ論再考 晃洋書房 2006
704 和泉真理 英国の農業環境政策 富民協会 1989
705 和辻哲郎 風土　人間学的考察 岩波書店 1963 改版　箱入り
706 和田武 地球環境問題入門 実教出版 1994
707 脇坂誠　総監修 樹の本 サンワみどり基金 1993 第5版
708 廣岡朧 地球よ　ごめんなさい　廣岡朧　詩集 ひまわり書房 2001
709 髙村ゆかり・亀山康子　編 地球温暖化交渉の行方　京都議定書第一約束期間後の国際制度設計を展望して 大学図書 2005


