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N080-25-1221
グリーン資本主義 : グローバル「危機」克服
の条件

佐和隆光著 岩波書店 2009.12

N080-25-1289 中国エネルギー事情 郭四志著 岩波書店 2011.1

N080-25-1367 グリーン経済最前線
井田徹治, 末吉竹二
郎著

岩波書店 2012.5

N080-25-1424 自治体のエネルギー戦略 : アメリカと東京 大野輝之著 岩波書店 2013.5

N081-14-2115
グリーン・エコノミー : 脱原発と温暖化対策の
経済学

吉田文和著 中央公論新社 2011.6

N081-14-2120
気候変動とエネルギー問題 : CO[2]温暖化
論争を超えて

深井有著 中央公論新社 2011.7

N081-20-1250 スマートグリッドがわかる 本橋恵一著
日本経済新聞
出版社

2011.11

N081-20-1255 再生可能エネルギーがわかる 西脇文男著
日本経済新聞
出版社

2012.2

N081-20-1279 環境経済入門 三橋規宏著
日本経済新聞
出版社

2013.3

N302.38-146-113 エネルギー安全保障 : ロシアとEUの対話 坂口泉, 蓮見雄 [著] 東洋書店 2007.1

N302.38-146-139 北東アジアのエネルギー国際関係 伊藤庄一 [著] 東洋書店 2009.6

N312.2-26
新大陸主義 : 21世紀のエネルギーパワー
ゲーム

ケント・E・カルダー著 潮出版社 2013.5

N317.9-38 「防災大国」キューバに世界が注目するわけ
中村八郎, 吉田太郎
著

築地書館 2011.11

N332.38-147
石油国家ロシア : 知られざる資源強国の歴
史と今後

マーシャル・I. ゴールド
マン著

日本経済新聞
出版社

2010.2

N334.7-21 資源エネルギー政策をめぐる日豪関係 並河良一著
中京大学総合
政策学部

2013.3 / ([東京] : 日本経済評論社)

N501-31B 私のエネルギー論 池内了著 文芸春秋 2000.11

N501-35 世界のエネルギー展望 OECD, IEA編
エネルギー
フォーラム

2003.8

N501-39 資源小国ニッポンの挑戦
産経新聞東京経済部
編著

産経新聞出版 2007.4

N501-40
新時代の「能源」フロンティア : 初めて語る日
中石油・エネルギー協力の真実

高見澤学著 リブロ 2007.9

N501-41
環境ビジネス革命 : 新エネルギーという巨大
産業

フレッド・クラップ, ミリア
ム・ホーン著

河出書房新社 2009.5

N501-42 エネルギー経済とエコロジー 室田武著 晃洋書房 2006.5

N501-43 偽善エネルギー 武田邦彦著 幻冬舎 2009.11

N501-44
再生可能エネルギー"先進国"インド : 知ら
れざる巨大市場の素顔

和田幸子著 日報出版 2010.5
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N501-47
知っておきたいエネルギーの基礎知識 : 光・電
気・火力・水力から原子力まで各種エネルギーを
徹底解説!

斎藤勝裕著
ソフトバンククリ
エイティブ

2010.8

N501-49
持続可能なエネルギー : 「数値」で見るその
可能性

デービッド J.C.マッケイ
著

産業図書 2010.11

N501-52
文系人のためのエネルギー入門 : 考エネル
ギー社会のススメ

小池康郎著 勁草書房 2011.9

N501-53 北米新エネルギー・環境ビジネスガイドブック
ジェトロ(日本貿易振興
機構)編集

ジェトロ(日本貿
易振興機構)

2011.9

N501-54
拡大する世界の再生可能エネルギー : 脱原
発時代の到来

和田武, 木村啓二著 世界思想社 2011.1

N501-55 バイオエネルギー大国ブラジルの挑戦 小泉達治著
日本経済新聞
出版社

2012.1

N501-59
欧州のエネルギー自立地域 : 100%再生可
能へ!

滝川薫編著 学芸出版社 2012.3

N519-365 Towards sustainable energy systems
German Advisory
Council on Global
Change

Earthscan 2004

N519-382
北東アジアの環境戦略 : エネルギー・ソ
リューション

NIRA北東アジア環境
配慮型エネルギー利
用研究会編

日本経済評論
社

2004.3

N519-469
チェコ共和国のエネルギー・環境政策と環境
保全

岩田裕著 文理閣 2008.11

N519-470
環境問題を経済から見る : なぜ日本はEUに
追いつけないのか

福島清彦著 亜紀書房 2009.1

N519-511 ゼミナール環境経済学入門 前田章著
日本経済新聞
出版社

2010.9

N543-38
今こそ、エネルギーシフト : 原発と自然エネル
ギーと私達の暮らし

飯田哲也, 鎌仲ひとみ
著

岩波書店 2011.5

N543-49
原子力発電をどうするか : 日本のエネルギー
政策の再生に向けて

橘川武郎著
名古屋大学出
版会

2011.8
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