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地球温暖化

地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬 宏明／著 ベレ出版 2019.12 451.66/ｶﾜ20/ 0015223712

南極と北極　地球温暖化の視点から 山内 恭／著 丸善出版 2020.12 451.977/ﾔﾏ20/ 0015669609

温暖化で日本の海に何が起こるのか　水面下
で変わりゆく海の生態系

山本 智之／著 講談社 2020.8 468.8/ﾔﾏ20/ 0015360571

環境問題の噓　令和版 池田 清彦／著
エムディエヌコー
ポレーション 2020.10 519/ｲｹ20/ 0015612633

地球にやさしい「本当のエコ」 苫米地 英人／著 サイゾー 2021.10 519/ﾄﾏ21/ 0015947161

最近、地球が暑くてクマってます。　シロクマが
教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法

水野 敬也／著 文響社 2021.9 519/ﾐｽ21/ 0015947476

海がやってくる　気候変動によってアメリカ沿岸
部では何が起きているのか

エリザベス・ラッ
シュ／著

河出書房新社 2021.6 519/ﾗﾂ21/ 0015864614

地球温暖化と日本の農業　気温上昇によって
私たちの食べ物が変わる!?

農業・食品産業技
術総合研究機構／
編著

成山堂書店 2020.6 613.1/ﾉｳ20/ 0015340052

気候変動・気象災害

極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか　気象
のしくみを理解し、地球温暖化との関係をさぐる

川瀬 宏明／著 化学同人 2021.8 451.64/ｶﾜ21/ 0015883929

地球に住めなくなる日　「気候崩壊」の避けられ
ない真実

デイビッド・ウォレ
ス・ウェルズ／著

NHK出版 2020.3 451.85/ｳｵ20/ 0015205180

脱炭素社会のためのQ&A　気候変動を乗り越
えて

環境文明21／
編著

環境新聞社 2019.1 451.85/ｶﾝ19/ 0014611628

地球が燃えている　気候崩壊から人類を救うグ
リーン・ニューディールの提言

ナオミ・クライン／著 大月書店 2020.11 451.85/ｸﾗ20/ 0015650989

地球温暖化、北極危機、そして神々の気配 山口 克也／著 現代書林 2020.8 451.85/ﾔﾏ20/ 0015542087

私たちはいつまで危険な場所に住み続けるの
か　自然災害が突き付けるニッポンの超難問

木村 駿／著 日経BP 2021.10 518.87/ﾜﾀ21/ 0015947088

気候変動下の食料安全保障
農政ジャーナ
リストの会

2020.12 611.31/ｷｺ21/ 0015427339

気候大異変　いま地球で何が起こっているの
か

日経サイエンス
編集部／編

日経サイエン
ス

2020.8 L451.85/ﾆﾂ20/ 0015584352

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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地球温暖化対策ー気候変動適応策ー

生態系に学ぶ!“気候変動”適応策と技術　持続
可能な社会実現のための

下平 利和／著 ほおずき書籍 2020.10 451.85/ｼﾓ21/ 0015405368

地球の未来のため僕が決断したこと　気候大
災害は防げる

ビル・ゲイツ／著 早川書房 2021.8 519/ｹｲ21/ 0015905730

気候を操作する　温暖化対策の危険な「最終
手段」

杉山 昌広／著 KADOKAWA 2021.3 519/ｽｷ21/ 0015787518

気候変動への「適応」を考える　不確実な未来
への備え

肱岡 靖明／著 丸善出版 2021.1 519/ﾋｼ21/ 0015733926

「グローバル・サンシャイン計画」で防ぐ劇症型
地球温暖化

本田 幸雄／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング 2021.5 543.8/ﾎﾝ21/ 0015821556

日本の食卓の将来と食料生産の強靱化につい
て考える

大杉 立／[ほか著]
日本学術協
力財団

2021.1 612.1/ｵｵ21/ 0015799539

水害列島日本の挑戦　ウィズコロナの時代の
地球温暖化への処方箋

気候変動による
水害研究会／著

日経BP 2020.11 L369.33/ｷｺ20/ 0015655947

図解でわかるカーボンニュートラル　脱炭素を
実現するクリーンエネルギーシステム

エネルギー総合工
学研究所／編著 技術評論社 2021.9 501.6/ｴﾈ21/ 0015912538

図解でわかるカーボンリサイクル　未来エコ実
践テクノロジー

エネルギー総合工
学研究所／編著 技術評論社 2020.9 501.6/ｴﾈ20/ 0015582380

グリーン・ジャイアント　脱炭素ビジネスが世界
経済を動かす

森川 潤／著 文藝春秋 2021.9 501.6/ﾓﾘ21/ 0015923121

脱炭素DX　すべてのDXは脱炭素社会実現のため
に

メンバーズ・ゼロカー
ボンマーケティング研
究会／著

プレジデント社 2021.9 519.13/ﾒﾝ21/ 0015927213

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題
インフォビジュア
ル研究所／著

太田出版 2019.12 519/ｲﾝ19/ 0015102932

図解でわかる14歳からの脱炭素社会
インフォビジュア
ル研究所／著

太田出版 2021.5 519/ｲﾝ21/ 0015821697

脱プラスチックへの挑戦　持続可能な地球と世
界ビジネスの潮流

堅達 京子／著 山と溪谷社 2020.2 519/ｹﾝ20/ 0015122732

カーボンニュートラル　もうひとつの“新しい日
常”への挑戦

巽 直樹／著
日経BP日本経
済新聞出版本部 2021.10 519/ﾀﾂ21/ 0015933864

地球温暖化　電気の話と、私たちにできること 田中 優／著 扶桑社 2021.9 519/ﾀﾅ21/ 0015912603

モビリティ・ゼロ　脱炭素時代の自動車ビジネス 深尾 三四郎／著 日経BP 2021.10 537.09/ﾌｶ21/ 0015711807

蓄電池社会が拓くエネルギー革命　2050年、電
気代は1/10に

野澤 哲生／著 日経BP 2020.7 540.9/ﾉｻ20/ 0015534696

地域や漁業と共存共栄する洋上風力発電づく
り　海の恵みに感謝

渋谷 正信／著 ロングセラーズ 2021.3 543.6/ｼﾌ21/ 0015436009

バイオプラの教科書　脱炭素時代のグリーン材料 小松 道男／著 日経BP 2021.4 578.4/ｺﾏ21/ 0015795677

脱炭素社会に向けた都市交通政策の展開 秋山 孝正／編著 勁草書房 2021.5 681.8/ｱｷ21/ 0015816549

脱炭素・脱プラスチックへの動きなど　－地球変動緩和策ー
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