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発行年
編
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¥66,000

¥99,000

商品コード
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環境問題は経済発展と隣り合わせに起こることから、経済学からの環境問題へのアプローチに加え、様々な経済活動や社会情勢を捉
えコントロールすることを目的とする政策学の研究、さらには関連する諸科学を総動員した学際的研究が求められている。本事典は、
環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要項目を取り上げ、環境問題の解決のための視座を提供する中項目事典。

LIME3-グローバルスケールのLCAを実現 伊坪 徳宏 ・
稲葉 敦 編著
する環境影響評価手法

2018年 9784621303221

¥33,000

¥50,000

1028700610

本書では、ISO140040(2006)とISO14044(2006)の方法に則り、製品やサービスのライフサイクルでの環境への排出物量や資源の消費量
を計算した後で（ライフサイクルインベントリ分析；LCI）、それらの環境への影響を評価する方法（ライフサイクル影響評価；
LCIA）として、著者らが開発してきた方法であるLIME（Life Cycle Impact Assessment Method based on Endpoint）の最新版
（LIME3）を解説。LIME3では、この方法を世界の各国に広げ、各国の人々の価値観を表現している。

「地球温暖化」狂騒曲
―社会を壊す空騒ぎ― （※）

渡辺

正

著

2018年 9784621303047

¥6,000

¥9,000

1028301502

パリ協定のもとで日本は、２０３０年までに約８０兆円も使いながら、地球を０．００１℃も冷やせないはず。それほど不合理な
「温暖化対策」に、各省庁と大半のメディア、多くの有力研究者は、なぜ喝采を送りつづけるのだろうか？最新の科学情報を使い、
４０年足らずの狂乱史を解剖すると同時に、「温暖化」狂騒曲の不協和音が高まっていく暗がりの中、社会の健全化へと向かう道を
照らし出す一冊。

「地球温暖化」神話 ―終わりの始まり―

渡辺

正

著

2012年 9784621085172

¥4,000

¥6,000

1010995015

有機汚染物質による環境汚染と、汚染物質の動態を支配する法則を理解できるテキスト。汚染物質の発生源の特性、汚染物質の動態
と物性の関連づけについて述べたあと、個々の汚染物質やその応用を説明する。

福島の除染と復興

川﨑

興太 著

2018年 9784621303214

¥23,100

¥35,000

1028506665

著者は，未曾有の原子力災害に対して復興の形づくりを急ぐのではなく，長期にわたって被災者の生活再建と被災地の再生に向けた
課題を把握し，確かな復興政策を確立・充実することを主張する．震災・原発事故に関する多数の資料から，とくに除染と復興に焦
点をあて，これまでの政策の変遷を整理するとともに，著者自身のフィールドワークによる現地調査や被災地の住民意識調査等をま
とめた一冊．

環境とエピゲノム
中尾 光善 著
―からだは環境によって変わるのか?―

2018年 9784621302729

¥7,300

¥10,900

1027296240

本書では、酸素・温度・食事・化学物質・ストレス・時間などの身近な環境を取り上げながら、 細胞が環境をいかに感知し、応答し、
記憶していくのかを、エピジェネティクスをキーワードに読み解きます。 最新の生命科学からみえてきた、環境と健康・病気の関係
を知ることができます。
・表示価格は税抜きです。
・タイトル末尾の(※)はダウンロードが出来ません。
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地球環境学入門

東樋口護著
2015年 9784621089354
¥7,300
¥10,900
1018194143
食と人の長い歴史、好き嫌いを生む味覚、食べ物に潜む恐ろしい病気、栄養学と健康にまつわる話など、さまざまな視点から「食」を考える。英国食品
基準庁の長官を務め、ナイトの称号を持つクレブス卿による、「食」への入門書。
独立行政法人国立環境研究所
2014年 9784621086605 ¥15,900
¥23,800
1016124039
地球温暖化の事典
地球環境研究センター編著
氷が存在できる温度領域での自然科学現象を、物理学・化学・生物学をもとにして取り扱う研究分野「低温科学」の便覧。氷や雪から、地球環境、生命
圏の営みまで、低温・寒冷環境における自然科学のダイナミズムを俯瞰できる。
笠原三紀夫・東野達・
2012年 9784621085288
¥3,600
¥5,300
1010718919
CO2のQ&A50 ―グラフと図表でわかる環境問題―
酒井広平編著
乾燥地における持続可能な土地管理の方法をまとめた一冊。乾燥地の現状や問題を解説し、土壌・植生の劣化、病気や貧困といった問題を防ぎ、持続可
能な生活を維持していくための知恵や技術を紹介する。
鳥取大学乾燥地研究センター
監修 黒崎泰典・黒沢洋一・ 2016年 9784621300299 ¥13,900
¥20,800
1020782147
黄砂 ―健康・生活環境への影響と対策―
篠田雅人・山中典和編
地球環境学に携わる教員が取り組んできた研究および実践活動、卒業生の社会実践など、環境問題の複眼的な捉え方とその多様な解決策に関する研究の
最先端を紹介し、将来社会のあり方を考える。
食 ―90億人が食べていくために―
John Krebs著 伊藤佑子・
2015年 9784621089415
¥3,300
¥5,000
1019315069
伊藤俊洋訳
（サイエンス・パレット 025） （※）
移動現象と物質収支という2つの考え方を軸に、種々の現象を体系的にまとめた入門書。データのとり方やExcelを用いたデータ解析を解説。

低温科学便覧 = Handbook of low temperature
science （※）

北海道大学低温科学研究所編

2015年

9784621089644

¥33,000

¥49,500

1019533030

同位体とはなにかを解説し、大自然の探求や環境汚染、化学工業製品、医療など生活圏内の諸現象の原因究明と安全確保のために活躍する同位体の姿を
浮き彫りにする。「同位体学」の現場の声を伝える手引書。

環境汚染化学 ―有機汚染物質の動態から探る―
（※）

水川薫子・高田秀重著

2015年

9784621089682

¥11,900

¥17,900

1019315067

大量消費、大量廃棄社会における技術開発から、資源・エネルギー・環境への負荷の少ない持続可能社会に移行する際に必要となる技術開発のエッセン
スを提供。二酸化炭素排出原単位など、実用的な資料を豊富に掲載する。
乾燥地を救う知恵と技術 ―砂漠化・土地劣化・ 鳥取大学乾燥地研究センター
2014年 9784621087534 ¥11,300
¥16,900
1016973303
監修
干ばつ問題への対処法―
廃棄物の処理工程、安全管理、資源化等、廃棄物全般における安全についてまとめたレファレンスブックです。廃棄物管理者や廃棄物処理設備設計技術
者、廃棄物行政担当者が日々の業務に活かし、少しでも事故を未然に防げるよう、また事故の拡大を防げるよう、処理工程や管理の安全について貴重な
事故事例をもとに科学的に解説します。

地球環境学 ―複眼的な見方と対応力を学ぶ―
（京大人気講義シリーズ）

京都大学地球環境学堂編

2014年

9784621088074

¥5,300

¥8,000

1015731402

本書「環境リスク 再考」では、「内分泌かく乱化学物質に対するリスク評価」など、わが国におけるリスク評価の成功と失敗の3つの事例を糸口に、
現在のリスク評価の根底にある問題点をひとつひとつ浮き彫りにています。

環境問題に取り組むための移動現象・物質収支入
門 ―現象の定式化・モデル化・データ解析の基 松藤敏彦著
礎―

2014年

9784621088531

¥10,600

¥15,900

1017973270

エネルギーと環境の双方に関する身近で関心の高い問題について５０のテーマを選び、基本データ（図表）を示しながら平易に解説。各項目とも見開き
２ページ完結で見やすく構成。
馬淵久夫・宮崎 章・
2013年 9784621086773
¥9,900
¥14,900
1013312291
同位体環境分析
山下信義編
好評書「環境と健康」の続刊。市民が、環境と健康についての誤解を解き、常識を持って情報の正しさを判断し、非常識な報道は批判する。これが、環
境問題の真の解決への近道である。本書は、著者の個人的ｗｅｂサイト「市民のための環境学ガイド」のトピックスを選択、加筆・編集したもの。特に
がん・アレルギー・トルマリン・電磁波等のテーマについて、わかりやすく解説している。
グリーンテクノロジー
北島昌夫・山本靖・佐野健二
2011年 9784621084571
¥7,100
¥10,600
1013867164
著
―持続可能社会を拓く技術開発の指針―
グローバルな見方、考え方により、地球環境問題について正しく理解・判断する為の基礎知識を解説。
武田信生監修
廃棄物安全処理・リサイクル 2010年 9784621082737 ¥29,700
¥44,600
1009767739
廃棄物安全処理・リサイクルハンドブック
ハンドブック編集委員会 編
平成２１年４月に改正・施行された水道水質基準に関する水道法の一部改定に準拠。同基準の基準値・目標値の見直しや項目の移動・追加を反映させる
とともに，各物質の健康への影響（毒性・発がん性）・基準値設定の根拠・浄水方法等を分かりやすく解説。さらにＷＨＯガイドライン，ＥＵ飲料水指
令の最新値との比較や諸データを最新の資料に基づき一新。

環境リスク再考 ―化学物質のリスクを制御する
新体系―

鈴木規之著

2009年

9784621081839

¥7,100

¥10,600

1009767742

エコロジー運動の哲学的・倫理学的基礎の解明をめざして生まれた環境倫理学。この新しい思想を鏡にして未来の思想や文化の姿を映し出し、将来に対
する責任を問う。
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