
進士　五十八 アメニティデザイン　ほんとうの環境づくり 学芸出版社 ¥2,940 平成　4年6月

進士　五十八　監修 生き物緑地活動を始めよう-環境NPOマネジメント入門 風土社 ¥2,940 平成12年3月

進士　五十八 環境市民とまちづくり　1　自然共生編 ぎょうせい ¥2,300 平成14年12月

進士　五十八 環境市民とまちづくり　2　環境共生編 ぎょうせい ¥2,300 平成15月4月

進士　五十八 環境市民とまちづくり　3　地域共生編 ぎょうせい ¥2,300 平成15年3月

進士　五十八監修、農村環境整備センター編 実践ガイド　田園自然再生 農山漁村文化協会(農文協） ¥2,940 平成21年11月

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 ¥1,575 平成22年3月

進士　五十八　杉山　恵一　共編著 自然環境復元の技術 朝倉書店 ¥5,775 平成　4年6月

亀山　章 生態工学 朝倉書店 ¥3,675 平成14年4月

亀山　章　倉本　宣　日置　佳之　共著 自然再生―生態工学的アプローチ ソフトサイエンス社 ¥9,450 平成17年4月

亀山　章　小林　達明　倉本　宣　日置　佳之　共著 生物多様性緑化ハンドブック―豊かな環境と生態系を保全・創出するための計画と技術 地人書館 ¥3,990 平成18年3月

井手　久登　亀山　章　葉山　嘉一　共著 緑地生態学　ランドスケープ・エコロジー 朝倉書店 ¥4,410 平成5年11月

森本  幸裕  亀山 章 　共著 ミティゲーション―自然環境の保全・復元技術 ソフトサイエンス社 ¥9,975 平成13年9月

森本　幸裕　夏原　由博　共著 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 ¥2,940 平成17年5月

森本  幸裕　小林　達明　共著 最新環境緑化工学 朝倉書店 ¥4,095 平成19年4月

養父　志乃夫 自然生態修復工学入門―荒廃した里山を蘇らせる 農山漁村文化協会 ¥2,800 平成14年6月

養父　志乃夫 田んぼビオトープ入門 豊かな生きものがつくる快適農村環境 農山漁村文化協会 ¥1,950 平成17年1月

養父　志乃夫 ビオトープ再生技術入門 農山漁村文化協会 ¥2,200 平成18年5月

養父　志乃夫 里地里山文化論〈上〉循環型社会の基層と形成 農山漁村文化協会 ¥2,625 平成21年9月

養父　志乃夫 里地里山文化論〈下〉循環型社会の暮らしと生態系 農山漁村文化協会 ¥2,625 平成21年10月

養父　志乃夫 ビオトープづくり実践帳　設計から施工、メンテナンスまでひと目でわかる 誠文堂新光社 ¥2,940 平成22年3月

養父　志乃夫 里山･里海暮らし図鑑 柏書房 ¥9,500 平成24年5月

日置　佳之　古川　郁夫　山本　福壽　共著 広葉樹資源の管理と活用 海青社 ¥2,940 平成23年2月

糸長　浩司　広海　十朗　上村　賢治　島田　正文　共
著

生物環境科学入門－持続可能な社会をめざして 森北出版 ¥2,310 平成16年10月

倉本　宣  内城　道興 雑木林をつくる　人の手と自然の対話・里山作業入門 星雲社 ¥1,470 平成10年4月

中島  敦司 根本　淳 長谷川　明子　井上　雅義 共著 環境復元と自然再生を成功させる101ガイド　ビオトープ 誠文堂新光社 ¥1,680 平成16年9月

杉山  恵一　重松  敏則　共著 ビオトープの管理･活用　－続　自然環境復元の技術－　　事例集 朝倉書店 ¥5,880 平成14年7月

杉山  恵一 ビオトープの形態学 朝倉書店 ¥5,250 平成7年5月
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杉山　恵一　福留　脩文　共著 ビオトープの構造 朝倉書店 ¥5,250 平成11年12月

江崎　保男　田中　哲夫　共著 水辺環境の保全 朝倉書店 ¥6,090 平成10年11月

鷲谷 いづみ 生物保全の生態学(新・生態学への招待) 共立出版 ¥2,415 平成11年5月

鷲谷 いづみ 生態系を蘇らせる 日本放送協会 ¥966 平成13年5月　

鷲谷 いづみ 自然再生―持続可能な生態系のために 中央公論新社 ¥756 平成16年6月

鷲谷 いづみ にっぽん自然再生紀行 岩波書店 ¥1,575 平成22年4月

鷲谷 いづみ 〈生物多様性〉入門 岩波書店 ¥630 平成22年6月

鷲谷 いづみ さとやま――生物多様性と生態系模様 岩波書店 ¥882 平成23年6月


鷲谷　いづみ　矢原　徹一　共著 保全生態学入門―遺伝子から景観まで 文一総合出版 ¥3,150 平成　8年3月

鷲谷  いづみ  草刈 秀紀 　共著 自然再生事業―生物多様性の回復をめざして 築地書館 ¥2,940 平成15年3月

鷲谷　いづみ　鬼頭　秀一　共著 自然再生のための生物多様性モニタリング 東京大学出版会 ¥2,520 平成19年2月

鷲谷 いづみ　武内 和彦  恒川 篤史  共著 里山の環境学 東京大学出版会 ¥2,940 平成13年11月

鷲谷 いづみ  西廣 淳  角谷 拓 宮下 直　共著 保全生態学の技法―調査・研究・実践マニュアル 東京大学出版会 ¥3,150 平成22年3月

鷲谷 いづみ  夏原 由博  松田 裕之  椿 宣高　共著 地球環境と保全生物学 岩波書店 ¥3,150 平成22年10月

武内　和彦 地域の生態学 朝倉書店 ¥5,040 平成3年11月

山村  則男 生物多様性どう生かすか―保全・利用・分配を考える (地球研叢書) 昭和堂 ¥2,310 平成23年10月

木平  勇吉 森林環境保全マニュアル 朝倉書店 ¥4,410 平成　8年10月

塚本  良則 森林・水・土の保全―湿潤変動帯の水文地形学 朝倉書店 ¥5,775 平成10年7月

坂口　洋一 生物多様性の保全と復元―都市と自然再生の法政策 ぎょうせい ¥2,100 平成17年10月

井村　秀文 資源としての生物多様性 国際書院 ¥1,470 平成22年8月

及川　敬貴 生物多様性というロジック 勁草書房 ¥2,310 平成22年9月

浅野　耕太 自然資本の保全と評価 (環境ガバナンス叢書) ミネルヴァ書房 ¥3,990 平成21年11月

宮崎     猛 環境保全と交流の地域づくり―中山間地域の自然資源管理システム 昭和堂 ¥5,985 平成12年8月

藤森  隆郎 森林と地球環境保全 丸善 ¥2,520 平成16年8月

須藤  隆一 環境保全科学入門-環境の保全と修復 生物研究社 ¥2,940 平成15年4月

林    拙郎 自然環境保全のための保全砂防学入門―土砂災害の予知と防災 電気書院 ¥3,675 平成20年5月

児玉  浩憲  生態系のふしぎ 失われた環境はどこまで再生できる? 生態系でいちばん弱い立場の生き物は? ソフトバンククリエイティブ ¥1,000 平成21年11月

丸山 徳次 宮浦 富保　共著 里山学のすすめ―「文化としての自然」再生にむけて 昭和堂 ¥2,310 平成19年6月

北野 日出男 木俣 美樹男　共著 環境教育概論―身近な生活環境の学習から地球環境の保全へ 培風館 ¥1,890 平成　3年7月

西川 潮　宮下 直　共著 外来生物: 生物多様性と人間社会への影響 裳華房 ¥3,360 平成23年10月



宮下 直  千葉 聡  井鷺 裕司　共著 生物多様性と生態学―遺伝子・種・生態系 朝倉書店 ¥2,940 平成24年2月

石井 実  植田 邦彦  重松 敏則 　共著 里山の自然をまもる 築地書館 ¥1,890 平成　5年5月

箕浦 幸治  東 正彦  西平 守孝  甲山 隆司  中静 透
市野 隆雄  井上 民二 和田 英太郎　共著

岩波講座 地球環境学〈5〉生物多様性とその保全 岩波書店 ¥3,780 平成10年8月

大澤 雅彦  日本自然保護協会 生態学からみた自然保護地域とその多様性保全 (KS地球環境科学専門書)  講談社 ¥3,990 平成20年4月

石井 実　日本自然保護協会 生態学からみた里やまの自然と保護 (KS地球環境科学専門書)  講談社 ¥3,990 平成17年5月

水谷 正一  地域環境資源センター 生きものを育む田園自然の再生―農地・水・環境保全向上のための30のアドバイス 農山漁村文化協会 ¥2,940 平成24年4月

関塚 正嗣  小泉山体験の森創造委員会 わたしたちはこうして里山を再生した 信濃毎日新聞社 ¥1,470 平成18年11月

廣瀬 利雄  応用生態工学序説編集委員会 自然再生への挑戦―応用生態工学からの視点 学報社 ¥3,675 平成19年12月

ワークショップ「自然と共生した流域圏都市の再生」実
行委員会 　丹保 憲仁

自然と共生した流域圏・都市の再生―流域圏から都市・地域環境の再生を考える 技報堂出版 ¥2,940 平成22年12月

西廣 淳  日本生態学会  矢原 徹一 竹門 康弘 松田 裕
之

自然再生ハンドブック 地人書館 ¥4,200 平成22年12月

自然再生を推進する市民団体連絡会 森、里、川、海をつなぐ自然再生―全国13事例が語るもの 中央法規出版 ¥2,310 平成17年8月

日本自然保護協会 生態学からみた野生生物の保護と法律　生物多様性保全のために (KS地球環境科学専門書)  講談社 ¥3,990 平成22年10月

環境省 新・生物多様性国家戦略―自然の保全と再生のための基本計画 ぎょうせい ¥1,800 平成14年9月

環境省自然環境局 生物多様性民間参画ガイドライン 成山堂書店 ¥2,100 平成22年6月

環境省自然環境局 生物多様性センター 日本の生物多様性-自然と人との共生 平凡社 ¥3,675 平成22年10月

環境省・社団法人自然環境共生技術協会編 自然再生　釧路からはじまる ぎょうせい ¥2,800 平成16年7月

社団法人自然環境共生技術協会 よみがえれ自然－自然再生事業ガイドライン (株)環境コミュニケーションズ ¥3,150

社団法人林業技術協会 里山を考える101のヒント 東京書店 ¥1,470 平成12年

日本建築学会　編　中尾　史郎共著 未来の景を育てる挑戦－地域づくりと文化的景観の保全－　ISBN 978-4-7655-2553-4 C3052 技報堂出版 ¥2,600 平成23年

自然環境復元協会　編　中尾　史郎、立川共著 写真で見る自然環境再生　ISBN 978-4-274-20977-2 オーム社 ¥2,700 平成23年


