
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅴ.環境・ロジスティクス関連文献 
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文献一覧（1995年以降） 

 
津久井委員長推薦図書 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

1 書籍 エネルギーを掴む/本間琢也・梶川武信・谷辰夫/講談社ブルーバックス/1977 
2 書籍 人間生活とエネルギー／押田勇男／岩波新書／1984 
3 書籍 縮小文明の展望／月尾嘉男／東京大学出版会／2003 
4 書籍 フードマイレージの試算について／農林水産政策研究レビュー／2001.12 
5 書籍 環境保護運動はどこが間違っているか？／槌田敦／宝島社／1999 
6 書籍 「リサイクル」はしてはいけない環境にやさしい生活をするために／武田邦彦／青

春出版社／2000 
7 報告 エコドライブ推進マニュアル／全日本トラック協会／2001 
8 書籍 LCA実務入門／LCA実務入門編集委員会／産業環境管理協会／1998 

環境and物流  （検索キーワード） 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

9 書籍 シティロジスティクス／谷口栄一、根本敏則／森北出版／2001.1 
10 書籍 現代の新都市物流／谷口栄一[他]／森北出版／2005.3 
11 書籍 物流効率化を促進する環境調和型ロジスティクス／長谷川勇、斉藤伸二／中央経済

社／2005.2 
12 報告 ITSを活用した効率的かつ環境に優しい都市物流システムに関する研究／谷口 栄

一,京都大学／2001-2002 
13 報告 グローバル生産環境下における国際生産・物流シミュレータの開発／平川保博,東京

理科大学[平川保博]／2001-2003 
14 報告 沿海地方物流環境ガイドブック／環日本海経済研究所、新潟県商工労働部商業振興

課／1995.3 
15 報告 岡山県物流ビジョン／岡山県商工労働部／1998.12 
16 報告 環境に配慮した納品物流システム事例調査研究報告書／流通システム開発センター

／2003.3 
17 報告 環境に配慮した物流のすすめ／東京都環境保全局／1997.3 
18 報告 環境を考慮した都市内物流システムの合理化に関する研究／谷口 栄一,京都大学／

1998-1999 
19 報告 環境調和型物流システム標準化に関する調査報告書 2000年度(第 2期)／日本ロジス

ティクスシステム協会／2001.1 
20 報告 環境負荷の少ない物流システム構築のための条件／根本 敏則,一橋大／1998ー1999 

21 報告 研究報告会.第 3回／道路経済研究所／2004.1／(道経研シリーズ;A-110) 

22 報告 効率的で環境にやさしい物流システム[土木学会],[2002]／(土木計画学研究委員会ワ
ンデイセミナーシリーズ;31) 

23 報告 食品流通における環境保全型物流システムの導入と展開に関する研究／尾碕 亨,酪
農学園大学／1999ー2002 

24 報告 食品流通の構造変動とフードシステム／小山周三、梅沢昌太郎／農林統計協会／
2004.10／(フードシステム学全集;第 3巻) 

25 報告 物流・沿道環境・立体道路／高田邦道／地域科学研究会／1997.1／(<地域科学>まち
づくり資料シリーズ;25) 

26 報告 循環型社会の円滑な物流確保に資する交通体系整備方策調査報告書／経済産業省商
務情報政策局／2002.3 
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環境and運輸 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

27 書籍 コミュニティ・ビジネスモデルの診断／同友館／2004.10／(日本経営診断学会論
集;4) 

28 書籍 ロジスティクスと環境／唐澤豊／成山堂書店／2001.8 

29 報告 21世紀の展望／国士舘大学政経学会／国士舘大学政経学会／2001.7 

30 報告 食品流通の構造変動とフードシステム／小山周三,梅沢昌太郎／農林統計協会／
2004.10／(フードシステム学全集;第 3巻) 

31 報告 ロジスティクスの歴史的変化と環境負荷分析に基づくモーダルシフトの可能性につ
いて／苦瀬,博仁,東京商船大学／1999ー2001 

32 書籍 交通と文化の史的融合／三村眞人／八千代出版／2002.12 

33 書籍 日本改造／官公庁図書出版協会／2004.6 

34 書籍 日本の中小企業研究.第 1巻／中小企業総合研究機構／同友館／2003.3／(中総研叢
書;2) 

35 報告 運輸・交通と環境.2003年版／国土交通省総合政策局環境・海洋課／交通エコロジ
ー・モビリティ財団／2003.6 

36 報告 環境トランスポート・フォーラム報告書／交通エコロジー・モビリティ財団／1998.3 

37 報告 交通運輸に帰因する大都市環境の診断と対策のためのエキスパートシステム／中村,
英夫,武蔵工業大学／1998-1999 

38 報告 交通需要の地域特性に適合した運輸部門の環境効率向上策とその普及促進策に関す
る研究／国立環境研究所／環境省地球環境局研究調査室／2003 

環境and経営(但し、ＩＳＯ関連を除く） 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

39 書籍 環境問題の経営学(叢書現代経営学)／高橋由明／鈴木幸毅／ミネルヴァ書房／
2005.05 

40 書籍 経営戦略と課業環境／光沢滋朗／中央経済社／2005.05 

41 書籍 企業経営の社会性研究社会貢献・地球環境・高齢化への対応(第２版)／丹下博文／中
央経済社／2005.04 

42 書籍 進化する環境経営／所伸之／税務経理協会／2005.03 

43 書籍 ２１世紀の戦略経営と環境力についての調査研究(生産性研究レポート)第２分冊／
社会経済生産性本部／社会経済生産性本部／2004.10 

44 書籍 持続可能社会構築のフロンティア環境経営と企業の社会的責任(ＣＳＲ)天野明弘／
大江瑞絵／関西学院大学出版会 2004.10 

45 書籍 検証！日本の環境経営わが国の環境経営・環境ビジネスに対する現状認識と問題／
経済産業省／ケイブン出版／2004.09 

46 書籍 新たな規制をビジネスチャンスに変える環境経営戦略／市川芳明／中央法規出版／
2004.07 

47 書籍 エコステージ環境経営評価・支援システム／エコステージ協会／吉沢正／日科技連
出版社／2004.06 

48 書籍 環境監査これからの経営リスクマネジメント環境編／日本監査役協会／日本監査役
協会／2004.01 

49 書籍 グリーンファクトリー環境保全で勝てる経営／木全晃／日本経済新聞社／2004.03 

50 
 
 

書籍 
 
 

経営に活かす環境戦略の進め方環境経営からＣＳＲに向けて／矢野昌彦／オーム社

／2004.01 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

51 書籍 中小企業の新しい「環境経営」入門／岡崎亘博／山中芳夫／チクマ秀版社／2003.12 

52 書籍 サービス論から環境経営論へ生命の再生産の視点から／武藤幸裕(1955-)／丸善仙台
出版サービスセンター／2003.06 

53 書籍 経営診断の社会性を考える(日本経営診断学会論集)資源・環境を意識して／日本経営
診断学会／同友館／2003.10 

54 書籍 環境問題と経営診断／岸川善光／合力栄／同友館／2003.10 

55 書籍 環境マネジメントシステムと環境監査環境経営学／鈴木幸毅／鈴木幸毅／税務経理
協会／2003.10 

56 書籍 環境経営戦略事典／産業調査会事典出版センター／2003.05 

57 書籍 図解「環境経営」が会社の将来を決める！２時間でわかる／唐住尚司／中経出版／
2003.09 

58 書籍 環境立国宣言環境と両立した企業経営と環境ビジネスのあり方／経済産業省環境政
策課／ケイブン出版／2003.08 

59 書籍 環境経営の教科書メカニズムチャートでわかる！／渡辺パコ／かんき出版／
2003.08 

60 書籍 現代経営と経営学史の挑戦(経営学史学会年報)グローバル化・地球環境・組織と個人
／経営学史学会／文真堂 2003.05 

61 書籍 環境問題と経営学(経営学のフロンティア)／貫隆夫／奥林康司／中央経済社／
2003.05 

62 書籍 環境経営なるほどＱ＆Ａ環境先進企業へのヒント／中央青山監査法人／中央青山
PWCサステナビリティ研究所／中央経済社／2003.05 

63 書籍 環境経営への挑戦 Eco-ecoマネジメントのすすめ方／高達秋良／日本工業新聞社／
2003.04 

64 書籍 ２１世紀環境経営とコミュニケーション／遠藤堅治／電通／2002.10 

65 書籍 循環型社会の企業経営(環境経営学)(改訂版)／鈴木幸毅／税務経理協会／2002.11 

66 書籍 環境経営論の構築(朝日大学産業情報研究所叢書)／長岡正／成文堂／2002.10 

67 書籍 環境保全と企業経営(「環境経済・政策学会」年報)／環境経済政策学会／東洋経済新
報社／2002.10 

68 書籍 現代経営戦略論環境と共生から見直す／足立辰雄／八千代出版／2002.05 

69 書籍 環境経営入門サスティナブルマネジメントを目指して／環境経営学会／日本工業新
聞社／2002.03 

70 書籍 環境経営学の確立に向けて(環境経営学)(改訂版)／鈴木幸毅／税務経理協会／
2002.01 

71 書籍 地球環境問題と各国・企業の環境対応(環境経営学)／鈴木幸毅／税務経理協会／
2001.10 

72 書籍 図解環境と経営がわかる本／森田浩史／日本実業出版社／2001.09 

73 書籍 環境ビジネスの展開(環境経営学)環境に優しい企業への変革／鈴木幸毅／関根雅則
／税務経理協会／2001.08 

74 書籍 企業経営の社会性研究社会貢献・地球環境・高齢化への対応／丹下博文／中央経済
社 2001.09 

75 書籍 地球環境と企業経営環境経営をリードする経済人たち／三橋規宏／東洋経済新報社
／2001.09 

76 書籍 ＩＢＭの環境経営世界共通の環境マネジメント・システム／山本和夫／国部克彦／
東洋経済新報社／2001.08 

77 書籍 住まい発"環境革命"ディスポーザーが日本を変える！非常識が勝った大逆転の経営
戦略／鶴蒔靖夫／ＩＮ通信社／2001.08 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

78 書籍 経営環境論(日本経営学基礎シリーズ)(第２版)／小椋康宏／学文社／2001.04 

79 書籍 環境経営戦略のノウハウここまでは知っておきたい／朝日監査法人／東京経済情報
出版／2001.05 

80 書籍 トヨタ「環境経営」ゼロエミッションへの挑戦／千葉三樹男／かんき出版／2001.03 

81 書籍 検証！環境経営への軌跡／グリーンフォーラム２１／山口民雄／日刊工業出版プロ
ダクション(日刊工業新聞社) ／2001.03 

82 書籍 企業経営のための環境会計／日本公認会計士協会／日経ＢＰ社(日経ＢＰ出版センタ
ー) ／2000.12 

83 書籍 環境経営のためのＰＲＴＲシステム導入ハンドブック／生田孝史／濱崎博／日本法
令／2000.11 

84 書籍 環境会計と情報開示(環境経営学)／鈴木幸毅／税務経理協会／2000.11 

85 書籍 図解ひとめでわかる環境経営／稲永弘／浦出陽子／東洋経済新報社／2000.11 

86 書籍 企業別環境経営実例集産業のグリーン化と環境格付け／エコビジネスネットワーク
／産学社／2000.11 

87 書籍 環境経営戦略環境リストラクチャリングと人材育成／宜川克／三修社／2000.11 

88 書籍 環境経営最前線／日本環境倶楽部／大成出版社／2000.10 

89 書籍 環境会計のための情報システム環境経営への新しい測定アプローチ／石川昭／古田
洋／環境新聞社／2000.08 

90 書籍 環境経営の基本知識循環型経済社会とマーケティング戦略／片山又一郎／プレイヤ
ー・コーポレーション(評言社) ／2000.08 

91 書籍 パワーイノベーション(環境経営)５／寺本義也／原田保／同友館／2000.05 

92 書籍 経営管理と環境管理(新版)／上武健造／八千代出版 2000.01 

93 書籍 循環型社会の企業経営(環境経営学)／鈴木幸毅／税務経理協会／2000.04 

94 書籍 ２１世紀の環境経営環境管理・会計の方向性を探る／日経産業消費研究所／日経産
業消費研究所(日本経済新聞社) ／1999.02 

95 書籍 エコデザイン戦略環境経営／山本良一／益田文和／ダイヤモンド社／1999.12 

96 書籍 ＣＯ２・リサイクル対策総覧環境経営・政策・制度編／山中唯義／マイガイア(通産
資料調査会) ／1999.10 

97 書籍 自動車整備白書(経営環境変化対応シリーズ)平成１１年版／日本自動車整備振興会
連合会／日本自動車整備振興会連合会／1999.08 

98 書籍 環境経営学の確立に向けて(環境経営学)／鈴木幸毅／税務経理協会／1999.11 

99 書籍 地球環境時代の国際経営／安室憲一／白桃書房／1999.10 

100 書籍 経営管理と環境管理／上武健造／八千代出版／1998.03 

101 書籍 環境経営ゼロマネジメントへの挑戦／日本経済新聞社／日本経済新聞社／1999.04 

102 書籍 環境経営論(自然環境と人間の存在)２／松行康夫／北原貞輔／税務経理協会／
1999.01 

103 書籍 森と緑の教育現場から新時代の環境保全と企業経営の接点を求めて３／篠田暢之／
碩文社／1997.06 

104 書籍 よくわかる環境経営(PHP Business Selection)「容器包装リサイクル法」から「グリ
ーン調達」まで／林田学／PHP研究所／1998 

105 書籍 経営環境論(日本経営学基礎シリーズ)／小椋康宏／学文社／1998.04 

106 書籍 環境経営論(自然破壊と修復のつなひき)１／北原貞輔／松行康夫／税務経理協会／
1998.04 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

107 書籍 環境経済学概論エコロジーと新しい経営戦略／後藤公彦／朝倉書店／1998.03 

108 書籍 環境調和型企業経営／佐々木弘／文真堂／1997.11 

109 書籍 エコのパワー環境産業革命に挑む前川製作所の有機経営／徳丸壮也／ダイヤモンド
社／1997.09 

110 書籍 経営環境の変化に対応した企業の教育訓練に関する調査研究報告書／兵庫県労働経
済研究所／1986.03 

111 書籍 環境の世紀の経営学持続可能な社会をつくる経済主体／大嶋茂男／家の光協会／
1995.10 

サステナブル 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

112 書籍 サステナビリティ革命／ポール・ホーケン[他]／ジャパンタイムズ／1995.7 

113 書籍 サステナブル・カンパニー／山本良一／ダイヤモンド社／2001.12 

114 書籍 サステナブル経営／日本地域社会研究所－日本地域社会研究所／2004.5／(コミュ
ニティ・ブックス) 

115 書籍 サステナブル建築と政策デザイン／村上周三／慶應義塾大学出版会／2002.5 

116 書籍 サステナブル社会への道筋／月尾嘉男／東洋経済新報社／1996.6 

117 書籍 サステナブル時代のコミュニケーション戦略／宮田穣／同友館／2004.10 

118 書籍 サステナブルデザイン／山際康之／丸善／2004.4 

119 書籍 サステナブル・デモクラシー／アダム・プシェヴォルスキ[他] ／日本経済評論社／
1999.3 

120 書籍 サステナブルな都市交通システムを目指して－日本都市計画学会関西支部サステナ
ビリティ研究グループ／2001 

121 書籍 東南アジアサステナブル世界への挑戦／加茂利男,遠州尋美.ーー有斐閣／1998.2／
(有斐閣選書) 

122 書籍 マクロシフト／アービン・ラズロ[他]／文春ネスコ／2002.3 

123 書籍 環境プレイヤーズ・ハンドブック.2005／電通エコ・コミュニケーション・ネットワ
ーク／ダイヤモンド社／2004.9 

持続可能 

 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

124 書籍 地球市民になるための学び方(全３巻)「持続可能な開発のための教育」に向けて／東
京国際大学／下羽友衛／日本図書センター／2005.05 

125 書籍 持続可能な地域社会のデザイン(Tajimi City Booklet)／植田和弘／公人の友社／
2005.04 

126 書籍 持続可能な発展のための人間の条件／中島正博／大学教育出版／2005.04 

127 書籍 持続可能な都市欧米の試みから何を学ぶか／福川裕一／矢作弘／岩波書店／
2005.04 

128 書籍 市民活動論(有斐閣コンパクト)持続可能で創造的な社会に向けて／後藤和子／福原
義春／有斐閣／2005／04 

129 書籍 持続可能な社会のための環境学習知恵の環を探して／木俣美樹男／藤村コノヱ／培
風館／2005.04 

130 書籍 ヒューマン・エコロジー入門持続可能な発展へのニュー・パラダイム／ジェラルド・
Ｇ．マーテン／天野明弘／有斐閣／2005.02 

131 書籍 持続可能な「社会的経済」への革新生命地域づくりで経済的基盤をつくる／生活ジ
ャーナル(生命地域) ／2004.04 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

132 書籍 地球よ永遠なれ！持続可能な開発のための７章／石塚義高／近代文芸社／2004.12 

133 書籍 持続可能な成長のための品質機能展開 JISＱ9025の有効活用法とその事例／吉沢正
／大藤正／日本規格協会／2004.12 

134 書籍 持続可能な地域経済の再生地域の現場に学ぶ／東北開発研究センター／ぎょうせい
／2004.11 

135 書籍 森林の持続可能性その歴史、挑戦、見通し／ドナルド・Ｗ．フロイド／村嶌由直／
日本林業調査会／2004.11 

136 書籍 持続可能社会構築のフロンティア環境経営と企業の社会的責任(CSR)／天野明弘／
大江瑞絵／関西学院大学出版会／2004.10 

137 書籍 持続可能な廃棄物処理のために総合的アプローチとＬＣＡの考え方／フォーブズ・
Ｒ．マクドゥーガル／松藤敏彦／技報堂出版／2004.10 

138 書籍 社会環境学のアイデンティティ持続可能な経済社会システムの実現／野上健治／学
文社／2004.10 

139 書籍 ナチュラル・アドバンテージ有機農法に学ぶビジネスの持続可能性とローハス企業
／アラン・ヒークス／ネクサスインターコム有限会社／ネクサスインターコム(星雲
社)／2004.09 

140 書籍 生物環境科学入門持続可能な社会をめざして／水谷広／森北出版／2004.10 

141 書籍 ゼロからわかる生態学環境・進化・持続可能性の科学／松田裕之／共立出版／
2004.09 

142 書籍 持続可能な地域社会のデザイン(講座新しい自治体の設計)生存とアメニティの公共
空間／植田和弘／有斐閣 2004.08 

143 書籍 環境税税財政改革と持続可能な福祉社会／足立治郎／築地書館／2004.07 

144 書籍 自然再生(中公新書)持続可能な生態系のために／鷲谷いづみ／中央公論新社／
2004.06 

145 書籍 社会的責任マネジメント企業の持続可能な発展と安全確保／清水克彦／共立出版／
2004.06 

146 書籍 ソーラーエネルギー利用技術地球温暖化の抑制と持続可能な発展のために／金山公
夫／馬場弘／森北出版／2004.05 

147 書籍 循環型社会(中公新書)持続可能な未来への経済学／吉田文和／中央公論新社／
2004.04 

148 書籍 ヨハネスブルグ・サミットからの発信「持続可能な開発」をめざしてーアジェンダ
２１／週刊「エネルギーと環境」編集部／エネルギージャーナル社／2003.11 

149 書籍 中心市街地再生と持続可能なまちづくり／中出文平／地方都市研究会／学芸出版社
(京都)／2003.11 

150 書籍 地球憲章持続可能な未来に向けての価値と原則／地球憲章推進日本委員会／ぎょう
せい／2003.10 

151 書籍 持続可能な開発／ジェニファー・Ａ．エリオット／古賀正則／古今書院／2003.10 

152 書籍 新たな森林管理持続可能な社会に向けて／藤森隆郎(1938ー)／全国林業改良普及協
会／2003.03 

153 書籍 総合政策学の最先端(市場・リスク・持続可能性岡部光明)１／梅垣理郎／慶応義塾大
学出版会／2003.10 

154 書籍 よくわかる地球環境工学持続可能な開発のために／金成英夫／東洋書店／2003.08 

155 書籍 ビオシティ(特集：持続可能なヒューマン・エコデザイン)NO.26／ビオシティ(信山
社出版)／2003.08 

156 書籍 クォリティマネジメントシステム持続可能な成長の指針／自己評価の指針／日本格
協会／日本規格協会／2003.08 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

157 書籍 日本再生のルール・ブック(海象ブックレット)ナチュラル・ステップと持続可能な社
会／高見幸子／海象社(文京区)／2003.07 

158 書籍 持続可能な交通へシナリオ・政策・運動／上岡直見／緑風出版／2003.07 

159 書籍 持続可能な地球環境を未来へリオからヨハネスブルグまで／太田宏／毛利勝彦／大
学教育出版／2003.04 

160 書籍 持続可能な発展のための環境会計／石津寿惠／白桃書房／2003.03 

161 書籍 持続可能な事業にするための環境ビジネス学／勝田悟／中央経済社／2003.04 

162 書籍 持続可能な消費と生活者(放送大学教材)／原ひろ子／小沢紀美子／放送大学教育振
興会(日本放送出版協会)2003／03 

163 書籍 持続可能な地域づくりのためのガイドブック／環境省総合環境政策局／ぎょうせい
／2002.09 

164 書籍 環境を平和学する！「持続可能な開発」からサブシステンス志向へ／戸崎純／横山
正樹／法律文化社／2002.06／220,21cmISBN:4589025930¥2,205(税込) 

165 書籍 環境白書平成１４年版／環境省総合環境政策局／ぎょうせい／2002 

166 書籍 われら共有の農業持続可能な農業の確立に向けて／東京農工大学／古今書院／
2002.04 

167 書籍 アジアにおける持続可能で平和なエネルギーのためのネットワークエネルギー市場
再構築～公正で持続可能な社会へ向けて／原子力資料情報室／2001.12 

168 書籍 森林ビジネス革命環境認証がひらく持続可能な未来／マイケル・Ｂ．ジェンキンス
／エミリー・Ｔ．スミス／築地書館／2002.02 

169 書籍 エコデザイン持続可能な生産と消費のための将来性あるアプローチ／永田勝也／ミ
クニヤ環境システム研究所株式会社／ミクニヤ環境システム研究所／2001.10 

170 書籍 環境問題と国際協力持続可能な開発に向かって／鳥飼行博／青山社(相模原)／
2001.02 

171 書籍 コンパクトシティ持続可能な社会の都市像を求めて／海道清信／学芸出版社(京都
／)2001.08 

172 書籍 持続可能な社会への英知世界に学ぶ暮らし方・生き方／大久保昇／オーク／2001.08 

173 書籍 持続可能な社会をめざす大量リサイクルでは資源循環できない／中村正子／柘植書
房新社／2001.05 

174 書籍 ２１世紀の羅針盤"持続可能な社会"めざして／静岡新聞社／静岡新聞社／2001.03 

175 書籍 持続可能な社会への選択未来ある２１世紀のために／入江政昭／文芸社／2000.08 

176 書籍 ジェンダーの生活経済論(Minerva福祉ライブラリー)持続可能な消費のために／伊
藤セツ／ミネルヴァ書房／2000.08 

177 書籍 コンパクトシティ持続可能な都市形態を求めて／マイク・ジェンクス／エリザベ
ス・バートン／阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワ／2000.03 

178 書籍 森との共生(丸善ライブラリー)持続可能な社会のために／藤森隆郎／丸善／2000.06 

179 書籍 持続可能な日本土木哲学への道／吉原進／技報堂出版／2000.05 

180 書籍 持続可能(サステイナブル)な地域社会をめざして(武蔵工業大学横浜社会人大学講座)
都筑環境情報フォーラム／武蔵工業大学環境情報学部／1999.10 

181 書籍 環境問題への誘い(早稲田大学教育総合研究所叢書)持続可能性の実現を目指して／
北山雅昭／学文社／2000.03 

182 書籍 ２１世紀の問題群持続可能な発展への途／佐和隆光／新曜社／2000.03 

183 書籍 持続可能な社会のための消費者教育環境・消費・ジェンダー／松葉口玲子／近代文
芸社／2000.02 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

184 書籍 持続可能な社会をめざして COP3(地球温暖化防止京都会議)NGOー国際市民／ヤマ
セミ／1998.05／223p 30cm¥1,050(税込)入手不可 

185 書籍 グリーンディベロップメント環境と調和する持続可能な発展に向けて／Rocky 
Mountain Insti／石黒隆敏／丸善／1999.09 

186 書籍 持続可能な日本(シリーズ２１世紀の生活価値展望)循環型社会への道／油谷遵／辻
中俊樹／游商品環境デザイン研究所(パーソナルケア) ／1999.04 

187 書籍 社長のろまんは社員のフマン持続可能な循環型社会をめざして／永野正展／相愛／
1999.07 

188 書籍 グローバル・フェミニズム女性・環境・持続可能な開発／ロッシ・ブライドッチ／
寿福真美／青木書店／1999.08 

189 書籍 グローバル時代の環境戦略持続可能な世界の発展をめざして／経済協力開発機構／
井上昭正／三修社／1999.08 

190 書籍 ＤＳＭの時代(早稲田大学理工総研シリーズ)持続可能なエネルギー供給を目指して
／尾島俊雄／田中俊彦／早稲田大学出版部／1999.05 

191 書籍 産業と地球環境地球環境危機と持続可能なシステムの構築 1999年版／産業技術会
議／産業技術会議／1999.02 

192 書籍 持続可能な日本(シリーズ２１世紀の生活価値展望)循環型社会への道／油谷遵／辻
中俊樹／游商品環境デザイン研究所(みき書房)／1999.04 

193 書籍 エコ・エフィシェンシーへの挑戦持続可能発展のための産業界のリーダーシップ／
リビノ・Ｄ．デシモン／山本良一／日科技連出版社／1998.11 

194 書籍 岩波講座地球環境学(持続可能な社会システム内藤正明)１０／高橋裕／岩波書店／
1998.06 

195 書籍 持続可能な成長と新たな経済社会モデルの構築97年度経済情勢報告／連合総合生活
開発研究所／第一書林 1997.11 

196 書籍 新・地球環境論持続可能な未来をめざして／和田武／創元社(大阪)／1997.11 

197 書籍 環境研究・環境技術ビジョン持続可能な未来のために／環境庁／国立印刷局／
1997.08 

198 書籍 金融市場と地球環境持続可能な発展のためのファイナンス革命／シュテファン・シ
ュミットハイニー／環境と金融に関する研究会／ダイヤモンド社／1997.06 

199 書籍 持続可能な水環境政策／菅原正孝／技報堂出版／1997.05 

200 書籍 平和研究(特集：「持続可能な発展」と日本の選択)第２１号／日本平和学会(早稲田
大学出版部)／1996.11 

201 書籍 産業エコロジー持続可能な地球社会に向けて／トーマス・Ｅ．グレーデル／Ｂ．Ｒ．
アレンビー／トッパン／1996.10 

202 書籍 新たな時代の食料生産システム低投入・持続可能な農業に向けて／システム農学会
／農林統計協会／1996.07 

203 書籍 ２１世紀も人間は動物である持続可能な社会への挑戦日本ｖｓスウェーデン／小沢
徳太郎／新評論／1996.07 

204 書籍 持続可能性の経済学循環型社会をめざして／慶応義塾大学経済学部環境プロジェク
ト／慶応義塾大学出版会／1996.04 

205 書籍 ゼロ・エミッション持続可能な産業システムへの挑戦／フリッチョフ・カプラ／ギ
ュンター・Ａ．パウリ／ダイヤモンド社／1996.03 

206 書籍 持続可能リサイクル設計入門(エコマテリアルシリーズ)／長井寿／化学工業日報社
／1995.11 

207 書籍 サステイナブル・コミュニティ持続可能な都市のあり方を求めて／川村健一／小門
裕幸／学芸出版社(京都)／1995.11 
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 分類 タイトル／著者・編者／出版社・発行元／発行年月 

208 書籍 環境の世紀の経営学持続可能な社会をつくる経済主体／大嶋茂男／家の光協会／
1995.10 

209 書籍 環境ラベル持続可能社会の実現に向けてエコマークから環境調和型／産業環境管理
協会(丸善)／1995.08 

210 書籍 ディープ・エコロジー考持続可能な未来に向けて／フリッチョフ・カプラ／アーネ
スト・カレンバック／佼成出版社／1995.06 

211 書籍 循環の経済学持続可能な社会の条件／室田武／学陽書房／1995.04 

212 書籍 環境保全と経済の発展持続可能な発展を目指して／大蔵省財政金融研究所／環境保
全型の経済発展の在り方に関する研究／ダイヤモンド社／1994.09 

212 書籍 新しい環境経済学持続可能な発展の理論／デーヴィド・Ｗ．ピアース／和田憲昌／
ダイヤモンド社／1994.09 

213 書籍 チェンジング・コース持続可能な開発への挑戦／シュテファン・シュミットハイニ
ー／持続可能な開発のための経済人会議／ダイヤモンド社／1992.06 

214 書籍 持続可能性への挑戦(2010年への選択シリーズ)国民生活のゆとりとバランスをめざ
して／経済企画庁総合計画局／国立印刷局／1991.10 

215 書籍 持続可能な成長の政治経済学エコノミーとエコロジーの統合／ジム・マクニール／
日米欧委員会／ダイヤモンド社／1991.11 

216 書籍 地球白書持続可能な社会をめざして／レスター・Ｒ．ブラウン／本田幸雄／ベネッ
セコーポレーション／1986.03 

217 書籍 ノーマンの技術文明論持続可能社会への展望／コリン・ノーマン／青山貞一／学陽
書房／1982.08 

 




