
【一般】

書名 著者名 請求記号

６０分でわかる！ＳＤＧｓ超入門 　バウンド∥著 ３３５　ロ

激甚化する水害 　気候変動による水害研究会∥著 ３６９　ゲ

「地球」の設計図 　斎藤　靖二∥監修 ４５０　チ

地球診断 　太田　弘∥編・著 ４５０　チ

はじめて地理学 　富田　啓介∥著 ４５０　ト

地震・火山や生物でわかる地球の科学 　松田　准一∥著 ４５０　マ

異常気象と温暖化がわかる 　河宮　未知生∥監修 ４５１　イ

気候変動 　 ４５１　キ

グレタたったひとりのストライキ 　マレーナ　エルンマン∥著 ４５１　グ

世界のどこでも生き残る異常気象サバイバル術 　トーマス Ｍ．コスティジェン∥編著 ４５１　コ

不都合な真実　ＥＣＯ入門編 　アル・ゴア∥著 ４５１　ゴ

不都合な真実
切迫する地球温暖化、そして私たちにできること

　アル　ゴア∥著 ４５１　ゴ

不都合な真実 　アル　ゴア∥著 ４５１　ゴ　２

異常気象の疑問を解く！ 　白石　拓∥著 ４５１　シ

温暖化の世界地図 　Ｋｉｒｓｔｉｎ　Ｄｏｗ∥著 ４５１　ダ

地図とデータで見る気象の世界ハンドブック 　フランソワ＝マリー　ブレオン∥著 ４５１　ブ

地球の「最期」を予測する 　ヘンリー・ポラック∥著 ４５１　ポ

気候変動で読む地球史 　水野　一晴∥著 ４５１　ミ

「地球温暖化」の不都合な真実 　マーク　モラノ∥著 ４５１　モ

「地球温暖化」神話 　渡辺　正∥著 ４５１　ワ

海の温暖化 　日本海洋学会∥編集 ４５２　ウ

いちばんやさしい地球変動の話 　巽　好幸∥著 ４５５　タ

第６の大絶滅は起こるのか 　ピーター　ブラネン∥著 ４５７　ブ

世界の絶滅危惧生物図鑑 　ＩＵＣＮ∥編 ４６０　セ

僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。 　出雲　充∥著 ４７３　イ

絶滅できない動物たち 　Ｍ．Ｒ．オコナー∥著 ４８０　オ

写真に残された絶滅動物たち最後の記録 　エロル　フラー∥著 ４８２　フ

地球の声がきこえる 　藤原　幸一∥著 ４８２　フ

このゴミは収集できません 　滝沢　秀一∥著 ５１８　タ

ごみを資源にまちづくり 　中村　修∥著 ５１８　ナ

ごみ減量 　服部　美佐子∥著 ５１８　ハ
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書名 著者名 請求記号

新カドタ式家庭の生ごみで簡単土づくり 　門田　幸代∥著 ５１８　モ

新カドタ式生ごみでカンタン土づくり 　門田　幸代∥著 ５１８　モ

ごみゼロへの挑戦 　山谷　修作∥著 ５１８　ヤ

やってみませんかダンボールコンポスト 有機農産物普及　堆肥化推進協会∥編 ５１８　ヤ

ほんとうの環境白書 　池田　清彦∥著 ５１９　イ

地球環境問題がよくわかる本 　浦野　紘平∥共著 ５１９　ウ

プラスチック汚染とは何か 　枝廣　淳子∥著 ５１９　エ

地球のためにわたしができること 　枝廣　淳子∥著 ５１９　エ

環境キーワード事典 　日経エコロジー∥編著 ５１９　カ

産廃処理が一番わかる 　上川路　宏∥著 ５１９　カ

カイくんの家族ではじめるエコ 　主婦と生活社∥編 ５１９　カ

もったいないねこのバチ当たりめ！ 　北野　大∥著 ５１９　キ

こんなにおもしろい環境カウンセラーの仕事 　小角　浩∥著 ５１９　コ

知れば知るほど面白い環境の雑学 　佐々木　進市∥著 ５１９　サ

自滅する人類 　坂口　謙吾∥著 ５１９　サ

写真で見る自然環境再生 　自然環境復元協会∥編 ５１９　シ

「脱使い捨て」でいこう！ 　瀬口　亮子∥著 ５１９　セ

生存の条件
　旭硝子財団地球環境問題を考える懇
談会∥編著

５１９　セ

脱プラスチックへの挑戦 　堅達　京子∥著 ５１９　ダ

地球環境の教科書１０講 　九里　徳泰∥編著 ５１９　チ

手にとるように環境問題がわかる本
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ
ング環境・エネルギー部∥著

５１９　テ

トコトンやさしい土壌汚染の本 　保坂　義男∥著 ５１９　ト

トコトンやさしい環境汚染の本 　大岩　敏男∥著 ５１９　ト

海洋プラスチック汚染 　中嶋　亮太∥著 ５１９　ナ

ど～する海洋プラスチック 　西尾　哲茂∥著 ５１９　ニ

プラスチックの現実と未来へのアイデア 　高田　秀重∥監修 ５１９　プ

プラスチック・フリー生活 　シャンタル　プラモンドン∥著 ５１９　プ

面白くてよくわかる！エコロジー 　満田　久義∥著 ５１９　ミ

もったいない 　プラネット　リンク∥編 ５１９　モ

　最新環境ビジネスの動向とカラクリがよ～くわ
かる本

　山守　麻衣∥著 ５１９　ヤ

節電母さん 　アズマ　カナコ∥原作 ５９０　ア

新品みたいに長持ち！お手入れの教科書 　阿部　絢子∥著 ５９０　ア

捨てない知恵 　石黒　智子∥著 ５９０　イ

もう、ビニール傘は買わない。 　大平　一枝∥著 ５９０　オ
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脱電生活 　佐光　紀子∥著 ５９０　サ

しあわせ節電 　鈴木　孝夫∥著 ５９０　ス

涼しい暮らしのアイデア帖 　アスペクト編集部∥編 ５９０　ス

フランス流ケチに見えない贅沢な節約生活 　デュラン・れい子∥著 ５９０　デ

電気に頼らない涼しい生活 　加藤　清彦∥監修 ５９０　デ

夏を涼しく暮らす１８８のルール 　 ５９０　ナ

夏を涼しく！おばあちゃんの知恵袋 　おばあちゃんの知恵袋の会∥著 ５９０　ナ

農家に教わる暮らし術 　農山漁村文化協会∥編 ５９０　ノ

山崎えり子のシンプル節約生活へようこそ。 　山崎　えり子∥著 ５９０　ヤ

年中使える節電以前の省エネの常識 　山川　文子∥著 ５９０　ヤ

環境にやさしいお買い物 　山川　文子∥著 ５９０　ヤ

身近なもので作るハンドメイドレク 　寺西　恵里子∥著 ５９４　テ

今こそ持ちたい手作りのエコバッグ 　 ５９４．７　イ

ペットボトルで作る実用アイデア小物 　 ７５０　ペ

ペットボトルで作るかわいい便利こもの 　 ７５０　ペ

【児童】

書名 著者名 請求記号

知っていますか？ＳＤＧｓ 　日本ユニセフ協会∥制作協力 ３３３　シ

異常気象の大研究 　三上  岳彦∥監修 ４５０　タ

知っておきたい！地球のしくみ 　ジョン　ファーンドン∥文 ４５０　フ

グレタのねがい 　ヴァレンティナ　キャメリニ∥著 ４５１　カ

指令！地球温暖化を調査せよ 　学習研究社∥編集 ４５１　ガ

いますぐ考えよう！地球温暖化 １～３ 　田中　優∥著 ４５１　タ　1～3

地球温暖化図鑑 　布村　明彦∥著 ４５１　チ

これは異常気象なのか？　１～３ 　保坂　直紀∥著 ４５１　ホ　1～3

地球温暖化 　アンソニー・リシャック∥著 ４５１　リ

水はめぐる 　ロシェル・ストラウス∥作 ４５２　ス

海は地球のたからもの　１，２ 　保坂　直紀∥著 ４５２　ホ　1，2

水はどこから来るのか？ 　高堂　彰二∥監修 ５００　タ

ごみから考えるＳＤＧｓ 　織　朱實∥監修 ５００　タ

省エネの大研究 　山川　文子∥著 ５００　タ

石油の大研究 　藤田　和男∥監修 ５００　タ
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太陽エネルギーの大研究 　小澤　祥司∥著 ５００　タ

再生可能エネルギーの大研究 　中谷内　政之∥監修 ５００　タ

最新！リサイクルの大研究 　田崎　智宏∥監修 ５００　タ

エコライフクイズ 　ワン・ステップ∥編 ５１０　チ

資源・ごみ・リサイクルクイズ 　ワン・ステップ∥編 ５１０　チ

自然保護クイズ 　ワン・ステップ∥編 ５１０　チ

地球環境クイズ 　ワン・ステップ∥編 ５１０　チ

１００年後の水を守る 　橋本　淳司∥著 ５１７　ハ

ごみ処理場・リサイクルセンターで働く人たち 　漆原　次郎∥著 ５１８　ウ

調べようごみと資源　１～６ 　大角　修∥文 ５１８　オ　1～6

わきだせ！いのちの水 　たけたに　ちほみ∥著 ５１８　タ

コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 　中村　文人∥文 ５１８　ナ

プラスチック・プラネット
　ジョージア　アムソン＝ブラッド
ショー∥作

５１９　ア

永遠に捨てない服が着たい 　今関　信子∥著 ５１９　イ

実践！体験！みんなでストップ温暖化　1～5 　住　明正∥監修 ５１９　ジ　1～5

地球の環境 　 ５１９　チ

なぜ？どうして？環境のお話 　森本　信也∥監修 ５１９　ナ

クジラのおなかからプラスチック 　保坂　直紀∥著 ５１９　ホ

もったいない生活大事典　１，４，５ 　 ５１９　モ　1,4,5

エコカーのしくみ見学　１～４ 　市川　克彦∥著 ５３７　イ　1～4

生ごみからエネルギーをつくろう！ 　多田　千佳∥ぶん ５７５　タ

食品ロスの大研究 　井出　留美∥監修 ６００　タ

食料と環境問題 　山崎　亮一∥監修 ６１１　シ

知ろう！減らそう！食品ロス　１～３ 　小林　富雄∥監修 ６１１　シ　1～3

学校で育てる緑のカーテン大百科　1～３ 　菊本　るり子∥監修 ６２９　ガ　1～3

日本の林業 　白石　則彦∥監修 ６５２　ニ　４

もったいないばあさんのいただきます 　真珠　まりこ∥作・絵 Ｅ３　シ

もったいないことしてないかい？ 　真珠　まりこ∥作・絵 Ｅ３　シ

わたしがかわるみらいもかわる 　原　琴乃∥作 Ｅ３　ワ

ホッキョクグマくん、だいじょうぶ？ 　ロバート　Ｅ．ウェルズ∥さく Ｅ４　ウ

わたしたちの家が火事です 　ジャネット ウィンター∥文 絵 Ｅ４　ウ

みずとはなんじゃ？ 　かこ　さとし∥作 Ｅ４　ス

みず
　日本地下水学会市民コミュニケー
ション委員会∥監修

Ｅ４　テ

地球のみえないところをのぞいてみたら 　てづか　あけみ∥さく　え Ｅ４　テ

2020年6月～　今、地球のためにできることを考えよう



書名 著者名 請求記号

グレタとよくばりきょじん 　ゾーイ　タッカー∥作 Ｅ４　パ

ぼくたちはみんな旅をする 　ローラ　ノウルズ∥文 Ｅ４　マ

ゾウの森とポテトチップス 　横塚　眞己人∥しゃしんとぶん Ｅ４　ヨ

でんき、つけっぱなし！ 　深山　さくら∥ぶん Ｅ５　エ

ジャブジャブごうのぼうけん 　岡本　一郎∥ぶん Ｅ５　エ

みんなちきゅうのなかまだね 　西沢　杏子∥ぶん Ｅ５　エ

すてるまえにたしかめて！ 　かなだ　たえ∥ぶん Ｅ５　エ

もったいないばあさんまほうのくにへ 　真珠　まりこ∥作・絵 Ｅ５　シ

まいごのしろくま 　アンドレ・ダーハン∥作 Ｅ５　ダ

ぞうさん、どこにいるの？ 　バルー∥作 Ｅ５　バ

エネルギーってなんだろう
　キンバリー ブルベイカー ブラッド
リー∥さく

Ｅ５　マ

プラスチック星にはなりたくない！ 　ニール　レイトン∥作　絵 Ｅ５　レ

みどりのカーテンをつくろう 　菊本　るり子∥作 Ｅ６　ノ

もったいないばあさんもりへいく 　真珠　まりこ∥作・絵 Ｅ７　シ
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