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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 

大月書店 

内容紹介： 

気候変動＝温暖化に歯止めがかからなくなるまで、 

人類に残された時間はあと10年――。 

気候変動がこのまま進行すれば人類存続の危機が 

訪れると警告する。 

化石燃料を使い尽くし、戦争と格差を生み出す 

略奪型資本主義から脱炭素社会への大転換を 

可能にする「グリーン・ニューディール」 
タイムリミットとして示された2030年までに、私たちは 

何をなすべきなのか。 

政策の具体的ビジョンを示した、全人類必読の書。 

■KinoDenで読む 

 環境問題関連書のご紹介は裏面へ 

2020年11月の出版から社会問題、資本主義改革、経済問題、 

環境問題など、さまざまな視点から読まれている本書。 

私たちが地球を救うためにはどうしたら良いのか・・・ 
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著書『ブランドなんか、いらない』（はまの出版）、『ショック・ドクトリン』 
『これがすべてを変える』『ＮＯでは足りない』（以上、岩波書店）などは 

いずれも世界的ベストセラーであり、３０カ国以上で翻訳されている。 
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ローランド・ベルガー 平井孝志 KP00005146 東洋経済新報社 201202 EPUBリフロー ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

３５０兆円市場を制する

グリーンビジネス戦略
9784492443873

泉谷渉 KP00005230 東洋経済新報社 201102 EPUBリフロー ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

ニッポンの環境エネルギー力 9784492761953

ガイア・ヴィンス 小坂恵理【訳】 KP00006345 化学同人 201507 PDF ¥8,800 ‐ ¥13,200

人類が変えた地球 9784759815986

浦野紘平 浦野真弥【共著】 KP00011684 オーム社 201708 PDF ¥4,400 ‐ ¥5,280

地球環境問題がよくわかる本 9784274220906

青木淳一 秋山豊子 大平哲 金谷信宏 小林宏充 KP00016093 慶應義塾大学出版会 201708 PDF ¥5,610 ‐ ¥8,470

法学・経済学・自然科学から考える

環境問題
9784766424461

浅島亮子 片田江康男 山口圭介 KP00016377 ダイヤモンド社 201512 EPUBリフロー ¥2,475 ‐ ‐

暴れる地球　気候変動の脅威

京都大学で環境学を考える研究者たち【編】 KP00017753 朝倉書店 201404 PDF ¥7,425 ¥11,137 ¥14,850

環境学 9784254180480

矢ケ﨑典隆 森島済 横山智【編】 KP00018539 朝倉書店 201803 PDF ¥10,560 ¥15,840 ¥21,120

サステイナビリティ 9784254168839

秋山知宏 KP00021508 ＰＨＰ研究所 201803 EPUBリフロー ‐ ¥891 ‐

砂漠化する中国の水環境問題

中原雄司 KP00022533 東洋経済新報社 201907 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

「未来市場」のつくり方 9784492961599

志葉玲 KP00029675 かもがわ出版 202004 PDF ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

13歳からの環境問題 9784780310825

西谷地晴美【編著】 KP00029678 かもがわ出版 202003 PDF ¥3,960 ¥4,950 ¥5,940

気候危機と人文学 9784780310863

地球温暖化が加速し、新たな地質年代「人新世」を迎えた今、7000年続いた安定した気候が終わろうとし

ています。気温上昇が止められなくなる転換点が目前に迫っている、とする最新の研究結果を紹介し、様々な

分野の人文学者が自然を未来につなぐための課題を論じます。地球温暖化が進んで新たな時代区分「人新

世」を迎えたいま、人文学の各分野は迫る「気候危機」にどう対応すべきかを探る。

産業革命、情報革命を経て、世界では第３の革命である「グリーン革命」が進行しつつある。グリーン革命では、量から質への

パラダイム転換が促され再生可能エネルギー、環境性、サステナビリティが大きな価値観となっている。世界のグリーンビジネス

市場は、２０１０年で既に１８０兆円以上、２０２０年には３５０兆円以上の空前の規模に成長する。そこで戦うた

めの日本企業の３つの基本戦略―― ●「メイド・バイ・ジャパン」●「グローバル・オーケストレーター」●「グローバル・サービス・

プロバイダー」について、世界的戦略コンサルティングファームのエキスパートが、世界のグリーンビジネスの大潮流を、豊富な最

新事例を交えて解説。

民主党政権の公約であるＣＯ２の２５％削減を実現するためのニッポンの環境エネルギー技術の実態は

今、いったいどうなっているのか？　専門業界紙の先頭に立ち、環境エネルギー技術の研究開発の最前線で

取材する著者が、世界で７００兆円と言われる超巨大市場に挑む日の丸技術――次世代エコカー、パ

ワー半導体、ヒートポンプ、太陽電池、風力発電、水処理施設技術等の日本の省エネ環境技術の全貌を

完全解説します。

六度目の大量絶滅を超えて。人間活動によって、自然環境は大きく変わった。いまや人類は、小惑星や火山

と同じ存在になり、地球は新しい地質年代に入った。激変する地球環境の最前線で、必死に立ち向かう人び

とを追い、世界各地の現在を旅する。我々は２２世紀を迎えられるか？

21世紀、地球上に起こった主な環境問題をテーマごとにわかりやすく理解できる本！ 地球温暖化、原発問

題、放射性物質汚染、大気汚染、水環境問題、砂漠化問題、アレルギー・化学物質過敏症など、身近に

起こっている多くの環境問題を、著者独自の視点で、わかりやすく伝える科学読み物です。親しみやすいイラス

トと図表をふんだんに織り交ぜ、どこから読んでも楽しめる紙面構成になっています。

環境問題の3つの重要なテーマ（循環型社会、生物多様性、気候変動と温暖化対策）について、いま何が

問題で、どう解決すべきかを、法学・経済学・自然科学の各分野から解説。また各章の最後では、ディスカッ

ションの形式で、身近な問題について多面的に考えていく。

毎年のようにスーパー台風が上陸し、ゲリラ豪雨に見舞われ、 地震リスクと向き合っている災害列島ニッポン。 

「30年に1度」のはずだった異常気象が頻繁に起こるようになり、 誰もが地球の暴走をひしひしと感じ始めてい

ることだろう。 一体、地球に何が起こっているのか。 地球の温暖化はわれわれの生活やビジネスに どのようなメ

リット・デメリットをもたらすのか。 今、気候変動と真っ正面から向き合うときに来ている。

21世紀の基礎教養である環境学を知るための、京都大学の全学共通講義をベースとした入門書。地球温

暖化、ごみ問題など、地球環境に関連する幅広い学問分野の研究者が結集し、環境問題を考えるための基

礎的な知見をやさしく解説する。

地理学基礎シリーズ、世界地誌シリーズに続く、初級から中級向けの地理学シリーズ。第3巻はサステイナビリ

ティをテーマに課題を読み解く。地球温暖化、環境、水資源、食料、民族と文化、格差と貧困、人口などの

問題に対する知見を養う。

【本書は著者が2007年に発表した博士論文に若干の加筆・修正を行い、電子化したものです】これまで極乾燥地域では、

観測例がないにも関わらず、降雨による地下水涵養は量的に無視できると考えられてきた。また、河川水と地下水との交流

関係を観測に基づいて明らかにした研究も少ない。本研究は、中国西北地方の乾燥地にある黒河流域を対象として、これま

で無視されてきた極乾燥地域における降雨による地下水涵養の可能性と、河川水と地下水との交流関係の特性を解明し、

それらに基づいて黒河中流域の水利用がその下流域における地下水の涵養量に
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次世代産業の中核要因を社会課題の解決に置き、それらを産業・市場として捉え、さらに具体的なビジネスにつなげていくた

めに、「インプルーブ」「エネーブル」「アドボケート」という3つの視点を提示し、これらを通して社会課題の解決と企業としての利

潤を同時に追求していくことが肝要と指摘する。　今なお、サステナブルな社会の実現には課題も多く、急務となっている取り組

みも存在する。その中で、本書は、ともすれば日本企業の対応は遅れがちともされるなか、日本企業が日本の強みを活かす

余地はあると主張する。そして、グローバルな市場で日本企業が存在感を発揮していくための方法を提案する。サステナビリ

ティをめぐるメガトレンドを踏まえ、「世界を変える企業」を創造するステップと新たな成長への道筋を展望。

人は、現代社会に生きている以上、誰でも環境問題の当事者だ。アースデイ50周年、グローバル気候マー

チ・・・。環境問題に社会全体で取り組むか否かで、皆さんの人生が大きく変わります。その明暗を分けるの

は、これから10年ほどの取り組みです。もう、あまり時間はありませんが、まだ希望はあります。人類の存亡にも

関わる地球異変にストップをかけようと、若者たちが声を上げ始めた。深刻な8項目について解説し、その解決

策を探る。
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アンドリュー・ライト エリック・カッツ 【編著】 KP00030723 慶應義塾大学出版会 201909 PDF ¥16,720 ‐ ¥25,080

哲学は環境問題に使えるのか 9784766495102

トニー・ジュニパー【著】 KP00032502 創元社 202008 EPUB(固定） ¥9,240 ‐ ¥13,860

ひと目でわかる

地球環境のしくみとはたらき図鑑
9784422400471

マイク・デイヴィス【著】 佐復秀樹【訳】 KP00032943 明石書店 202007 PDF ‐ ¥7,040 ‐

マルクス　古き神々と新しき謎 9784750350400

ナオミ・クライン【著】 中野真紀子 関房江【訳】 KP00034935 大月書店 202011 EPUBリフロー ¥6,292 ‐ ¥9,438

地球が燃えている 9784272330997

北村修二 KP00001452 大学教育出版 201510 PDF ‐ ¥3,080 ¥4,620

格差・環境問題はなぜ 9784864293457

柏木洋彦　鹿園直建 KP00001804 慶應義塾大学出版会 201503 PDF ¥9,856 ‐ ¥14,784

地球温暖化シミュレーション 9784766422023

安田喜憲 KP00007586 東洋経済新報社 201710 EPUBリフロー ¥7,920 ¥10,560 ¥11,880

人類一万年の文明論 9784492223796

高橋広次 KP00009769 勁草書房 201109 PDF ¥7,260 ‐ ¥10,890

環境倫理学入門 9784326602377

宇佐美誠【編著】 KP00031930 勁草書房 201901 PDF ¥10,120 ‐ ¥15,180

気候正義 9784326102723

人間と環境との間に調和を取り戻そうという課題の下、1970年代から成長を遂げてきた環境倫理学。前人

未到の領域に道をつけ、その形成に与った思想家たちの考え方をバランス良く紹介する本書は、現代社会に

おいて、地域、企業、政策等々、各々の立場から環境問題を考え実践する際の道標となろう。環境倫理学

を新たなステージへと導く書。思想家たちの苦闘を経て形成された基本思想、議論の争点、その構図を分かり

やすく描く。

森を破壊する西洋型文明から、生命の水と森を守る日本型文明へ 日本の環境考古学の権威で環境史観の提唱者による

文明論の集大成  いつしか世界は自然を一方的に収奪・搾取し、お金儲けすることが最高だとする経済学に支配され、自然と

共生する歴史観・文明史観は古いタイプのものとしてさげずまれてきた。だが、このまま自然収奪・搾取型の文明で突き進んで

いけば、人類は西暦2050年頃に危機を迎えることになる。日本人は自然と持続的に生き続ける歴史観・文明史観とライフス

タイルを、縄文時代以来とり続けてきた。日本人が大切にしてきた、

地球の気候変動をコンピュータで「予測」できるか。新生代（過去約６５００万年）に気候が変動した原

因は？従来の研究（プロキシ）との整合性は？これからの地球温暖化予測にどこまで迫れるか？最新地球

科学！炭素循環モデルを使って、「新生代」（過去約６５００万年）の気候変動を大胆に復元する方法

を解説する。

格差・環境問題が、今世界を席巻するのはなぜか。それは、資本や労働・情報・モノの過剰化時代が到来し

たからに他ならない。この過剰供給システムがグローバル化し、富の一極集中等格差社会と地球環境問題を

深刻化させる仕組みを解明する。

気候変動＝温暖化に歯止めがかからなくなるまで、人類に残された時間はあと10年――。化石燃料を使い

尽くし、戦争と格差を生み出す略奪型資本主義から脱炭素社会への大転換を可能にする「グリーン・ニュー

ディール」政策の具体的ビジョンを示した、全人類必読の書。

21

台風の大型化、海面上昇、砂漠化の加速……1980年代以降、温暖化は着実に進み、その影響から地球

上の誰も逃れられない。温暖化をめぐる哲学的・倫理学的研究である「気候正義」の本邦初の論集。排出

量分配の正しさ、未来世代への義務、過去の排出への責任、動物への影響などを学際的に論じる。海外の

記念碑的論文の邦訳も掲載。

ICT営業本部　電子書籍営業部　TEL：03-5719-2501　FAX：03-5436-6921

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp

　*上記はカタログ作成時の情報です。価格等は予告なく変更となる場合がございます。

1990年初め日本にも紹介された「環境倫理学」。実際の環境政策に応用できない、実行不能な「環境倫

理学」を批判し、プラグマティズムの哲学を融合させた本論集『環境プラグマティズム』から「環境倫理学

〈2.0〉」は始まった。その基本文献がついに邦訳なる。「環境倫理学〈3.0〉」を展望するうえでも必読の書とな

るだろう。

国際社会全体が取り組むべき課題である「地球環境問題」。経済開発や人口問題、国際化や難民問題などの人間社会に

関わる側面と、温暖化や大気・海洋汚染、生物多様性への脅威など自然や科学技術に関わる側面、両方にまたがる幅広

いトピックを抜き出し、地球が直面しているさまざまな危機とそれに対する取り組みとを、イラストと写真を織り交ぜて図解しま

す。 豊かな地球環境が成立する条件にも、それに悪影響を及ぼす要因にも、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。そ

の要素と相互関係を総合的に理解できる、これまでにないビジュアル図鑑です。

感染症やスラムの問題など、グローバリズム下での社会矛盾を鋭く論じてきた著者が、マルクス、エンゲルスの思

想に立ち戻って読み直し、彼らの時代の階級闘争とは異なる様相を呈し、また地球環境危機の進む現代に

おける新たな変革の可能性を追究する。
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KinoDenのメリット 


