
６月は環境月間　　　
～「知る」からはじめる、環境のためにできること～　　　

環境問題について「知る」

No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

1 笠原 三紀夫∥編著 丸善出版

2 筆保 弘徳∥編 ベレ出版

3 やさしく解説地球温暖化 1 保坂 直紀∥著 岩崎書店

4 やさしく解説地球温暖化 2 温暖化の今・未来 保坂 直紀∥著 岩崎書店

5 やさしく解説地球温暖化 3 保坂 直紀∥著 岩崎書店

6 地球温暖化は解決できるのか 小西 雅子∥著 岩波書店

7 不都合な真実 アル　ゴア∥著 ランダムハウス講談社

8 「地球温暖化」神話 渡辺 正∥著 丸善出版

9 クライメート　セントラル∥著 柏書房

10 気候変動を理学する みすず書房

11 地球温暖化予測情報 気象庁

12 中川 毅∥著 講談社

13 正しく理解する気候の科学 中島 映至∥著 技術評論社

14 地球を「売り物」にする人たち マッケンジー　ファンク∥著 ダイヤモンド社

15 クマゼミから温暖化を考える 沼田 英治∥著 岩波書店

16 未来のために学ぶ四大公害病 除本 理史∥監修 岩崎書店

17 四大公害病 政野 淳子∥著 中央公論新社

18 水俣から福島へ 山田 真∥著 岩波書店

19 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来 1 稲葉 茂勝∥著 あすなろ書房

20 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来 2 稲葉 茂勝∥著 あすなろ書房

21 シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来 3 稲葉 茂勝∥著 あすなろ書房

22 熊本 一規∥監修

23 中村 文人∥文 佼成出版社

24 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 ぺりかん社

25 ルポにっぽんのごみ 杉本 裕明∥著 岩波書店

26 ごみを資源にまちづくり 中村 修∥著 農山漁村文化協会

27 ごみゼロへの挑戦 山谷 修作∥著 丸善出版

28 環境負債 井田 徹治∥著 筑摩書房

29 永遠に捨てない服が着たい 今関 信子∥著 汐文社

30 地球環境問題がよくわかる本 浦野 紘平∥共著 オーム社

31

32 環境の科学と技術 日経エコロジー∥編著

33 環境キーワード事典 日経エコロジー∥編著

34 日経エコロジー∥編

35 1 炭素から始まるお話 日能研教務部∥企画　編集 日能研

36 2 水から始まるお話 日能研教務部∥企画　編集 日能研

37 3 エネルギーから始まるお話 日能研教務部∥企画　編集 日能研

38 4 日能研教務部∥企画　編集 日能研

39 5 獣害から始まるお話 日能研教務部∥企画　編集 日能研

40 6 道具から始まるお話 日能研教務部∥企画　編集 日能研

41 気候変動 日経ナショナルジオグラフィック社

42 不都合な真実 2 アル　ゴア∥著 実業之日本社

43 カンタン実験で環境を考えよう 篠原 功治∥著 岩波書店

44 ワールドウォッチジャパン

45 レイチェル・カーソンに学ぶ環境問題 多田 満∥著 東京大学出版会

46 レイチェル・カーソンはこう考えた 多田 満∥著 筑摩書房

CO2のQ&A50 Y435.6/シ

異常気象と気候変動について
わかっていることいないこと Y451/イ

温暖化、どうしておきる? 451/ホ/1

451/ホ/2

温暖化はとめられる? 451/ホ/3

Y451.3/コ

451.3/ゴ

Y451.3/ワ

いま地球には不気味な変化が
起きている

Y451.8/イ

多田 隆治∥[著] 451.8/タ

第8巻 451.8/チ/8

人類と気候の10万年史 451.8/ナ

451.8/ナ

451.8/フ

Y486.5/ヌ

498/ミ

498.4/マ

498.4/ヤ

「ゴミ」ってなんだろう？人類と
ゴミの歴史 518/イ/1

日本のゴミと世界のゴミ
現代のゴミ戦争 518/イ/2

「5R+1R」とは？ゴミ焼却炉から
宇宙ゴミまで 518/イ/3

ごみはどこへ行くのか? PHP研究所 518/ゴ

コロッケ先生の情熱!古紙リサイクル授業 518/ナ

Y518.5/シ

518.5/ス

518.5/ナ

518.5/ヤ

Y519/イ

519/イ

Y519/ウ

NHKど～する?地球のあした NHK出版∥編 NHK出版 Y519/エ

日経BP社 519/カ

日経BP社 519/カ

環境・CSRキーワード事典 日経BP社 519/カ

環境を考えるBOOK Y519/カ/1

環境を考えるBOOK Y519/カ/2

環境を考えるBOOK Y519/カ/3

環境を考えるBOOK 「2011年にあった大きな自然現象」
から始まるお話 Y519/カ/4

環境を考えるBOOK Y519/カ/5

環境を考えるBOOK Y519/カ/6

519/キ

519/ゴ/2

Y519/シ

ジュニア地球白書　2012-13 ワールドウォッチ研究所
∥原本企画編集 519/ジ/12

519/タ

Y519/タ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

47 地球教室  基礎編

48 地球教室  応用・研究編

49 なぜ？どうして？環境のお話 森本 信也∥監修 学研教育出版

50 超ヤバい話 長沼 毅∥著 さくら舎

51 気候カジノ ウィリアム　ノードハウス∥著

52 青木 淳一∥著 慶應義塾大学出版会

53 いのちと環境 柳澤 桂子∥著 筑摩書房

54 環境破壊図鑑 藤原 幸一∥著 ポプラ社

55 どんなマイナスもプラスにできる未来教室 石坂 典子∥著

56 廃棄物処理法虎の巻 堀口 昌澄∥著

57 本当の夜をさがして ポール　ボガード∥著 白揚社

58 クリエイティブリユース 廃材と循環するモノ・コト・ヒト 大月 ヒロ子∥著 millegraph

59 北極の氷はなぜとける 評論社

60 ﾃﾞｲﾋﾞｽ･ｸﾞｯｹﾞﾝﾊｲﾑ∥監督 パラマウントジャパン

身の回りの生き物について「知る」
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

61 生物多様性と私たち 香坂 玲∥著 岩波書店

62 生物多様性の大研究 小泉 武栄∥監修

63 生物多様性子どもたちにどう伝えるか 阿部 健一∥編 昭和堂

64 外来種のウソ・ホントを科学する 築地書館

65 オオカミがいないと、なぜウサギが滅びるのか 山田 健∥著 集英社インターナショナル

66 最後の楽園の生きものたち 東京書籍

67 ホットスポット最後の楽園

68 絶滅危機動物図鑑 ジョージ　マクガヴァン∥著 ランダムハウス講談社

69 地球の危機をさけぶ生きものたち 1 海が泣いている 藤原 幸一∥写真　文 少年写真新聞社

70 地球の危機をさけぶ生きものたち 2 森が泣いている 藤原 幸一∥写真　文 少年写真新聞社

71 地球の危機をさけぶ生きものたち 3 砂漠が泣いている 藤原 幸一∥写真　文 少年写真新聞社

72 さとやま 鷲谷 いづみ∥著 岩波書店

73 地球最大の神秘へ ｼﾞｬﾝ･ﾊﾌﾄ∥監督 トランスワールドアソシエイツ

最先端の環境対策について「知る」
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

74 親子でつくる自然エネルギー工作 1 風力発電 川村 康文∥編 大月書店

75 親子でつくる自然エネルギー工作 2 太陽光発電 川村 康文∥編 大月書店

76 親子でつくる自然エネルギー工作 3 小水力発電 川村 康文∥編 大月書店

77 親子でつくる自然エネルギー工作 4 太陽熱・バイオ発電 川村 康文∥編 大月書店

78 1 太陽光・風力発電 飯田 哲也∥監修 偕成社

79 みずな ともみ∥まんが 文藝春秋企画出版部

80 伊藤 親臣∥著 旬報社

81 エネルギー進化論 飯田 哲也∥著 筑摩書房

82 エネルギーを選びなおす 小澤 祥司∥著 岩波書店

83 「水素社会」はなぜ問題か 小澤 祥司∥著 岩波書店

84 海南 友子∥著 高文研

85 小林 義行∥著 マガジンハウス

86 「再生可能エネルギー」のキホン 本間 琢也∥著 ソフトバンククリエイティブ

87 再生可能エネルギーがひらく未来 エイモリー　ロビンス∥著 岩波書店

88 自然エネルギー財団∥編 岩波書店

89 太陽エネルギーがひらく未来 東京理科大学出版センター∥編著 東京書籍

90 高橋 真樹∥著 岩波書店

藤倉 まなみ/監修 朝日新聞環境教育プロジェクト
「地球教室」教材開発委員会 519/チ

小森 栄治/監修 朝日新聞環境教育プロジェクト
「地球教室」教材開発委員会 519/チ

519/ナ

地球・人間・エネルギーの危機
と未来 519/ナ

日経BP社 519/ノ

法学・経済学・自然科学から考える
環境問題 519/ホ

Y519/ヤ

519.2/フ

PHPエディターズ・グループ 519.7/イ

日経BP社 519.7/ホ

520/ボ

702.0/ク

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 E/ホ

不都合な真実（DVD） D45/フ

Y468/コ

PHP研究所 468/セ

468/セ

ケン　トムソン∥著
屋代 通子∥訳

468/ト

468/ヤ

NHK「ホットスポット」制作班∥編 Y482/サ

NHK「ホットスポット」プロジェクト∥編 NHK出版 482/ホ

482/マ

519/フ-1

519/フ-2

519/フ-3

Y519.8/ワ

グレート・プラネット （DVD） D46/グ

501/オ/1

501/オ/2

501/オ/3

501/オ/4

見学!自然エネルギー大図鑑 501/ケ/1

水素社会ここが知りたい! 501/ミ

空から宝ものが降ってきた! Y501.6/イ

501.6/オ

501.6/オ

501.6/オ

ママと若者の起業が変えた
ドイツの自然エネルギー

501.6/カ

どうなる?日本のエネルギー問題。 Y501.6/コ

501.6/サ

501.6/サ

自然エネルギーQ&A 501.6/シ

Y501.6/タ

ご当地電力はじめました! 095/タ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

91 太陽エネルギーがわかる本 日本太陽エネルギー学会∥編 オーム社

92 なぜドイツではエネルギーシフトが進むのか 田口 理穂∥著 学芸出版社

93 地図で読む日本の再生可能エネルギー 永続地帯研究会∥編著 旬報社

94 光、風、水、薪、もみ殻… 農文協∥編 農山漁村文化協会

95 諸富 徹∥著 岩波書店

96 もんじゅ君∥著 河出書房新社

97 和田 武∥著 あけび書房

98 自然界はテクノロジーの宝庫 石田 秀輝∥著 技術評論社

99 すごい自然図鑑 石田 秀輝∥監修

100 ヤモリの指から不思議なテープ 松田 素子∥文 アリス館

101 未来をつくるこれからのエコ企業 1 孫 奈美∥編著 汐文社

102 未来をつくるこれからのエコ企業 2 孫 奈美∥編著 汐文社

103 未来をつくるこれからのエコ企業 3 孫 奈美∥編著 汐文社

104 未来をつくるこれからのエコ企業 4 孫 奈美∥編著 汐文社

105 未来のクルマができるまで 岩貞 るみこ∥作 講談社

106 市民がつくった電力会社 田口 理穂∥著 大月書店

107 今こそ、エネルギーシフト 飯田 哲也∥著 岩波書店

108 風の島へようこそ アラン　ドラモンド∥さく 福音館書店

109 みどりの町をつくろう アラン　ドラモンド∥さく 福音館書店

会津の環境について「知る」
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

110 郷土の植物 会津若松市教育委員会事務局

111 あいづわかまつの巨樹・巨木林 会津若松市

112

113 会津の野鳥目録  月日星 日本野鳥の会会津支部

114 会津地方季節だより　２０００年版 会津生物同好会

115 会津若松市職員野草の会会報 №5 会津若松市職員野草の会

116 会津生物同好会誌 №55 会津生物同好会

117 会津の気象 大島 主税／著 大島主税

118 会津の花 小林 隆∥著 歴史春秋出版

119 会津のホタル 佐藤 金一郎∥著 歴史春秋出版

120 せあぶり山の植物　昭和４１年度 折笠 常弘∥著 会津若松市教育委員会

121 背あぶり山の昆虫 馬場 義仲∥著 会津若松市教育委員会

122 会津の野鳥 谷口昭郎∥著 歴史春秋出版

123 会津のワシとタカ 日本野鳥の会 会津支部 歴史春秋出版

124 ふくしま自然散歩 会津平野と会津山地 蜂谷 剛∥著 歴史春秋出版

125 鶴ケ城の鳥たち 古川 裕司∥著 歴史春秋出版

126 ふくしまの滅びゆく植物たち いわき自然塾∥編 歴史春秋出版

127 身近な自然 古川  裕司／著 古川裕司

128 どうなる？！温暖化 福島県の温暖化（気候変動）解説 福島県 福島県生活環境部環境共生課

129 レッドデータブックふくしま 1

130 レッドデータブックふくしま 2

131 レッドデータブックふくしま

132 再エネＢＯＯＫ 会津電力株式会社

133 会津若松市第２期環境基本計画 会津若松市市民部環境生活課

134 会津若松市一般廃棄物処理基本計画 ごみ処理基本計画

501.6/タ

Y501.6/タ

Y501.6/チ

農家が教える自給エネルギー
とことん活用読本

501.6/ノ

「エネルギー自治」で地域再生! 501.6/モ

もんじゅ君とみる！よむ！わかる！
みんなの未来のエネルギー Y501.6/モ

再生可能エネルギー100%時代の到来 501.6/ワ

504/イ

PHP研究所 504/ス

自然に学んだすごい!技術 504/マ

再資源化率97%のリサイクル工場 519/ソ/1
新エネルギーに挑戦！
海洋温度差発電 519/ソ/2

安全な水を届ける自転車
一体型浄水器 519/ソ/3

食料にも燃料にも！？
ミドリムシで世界を救う 519/ソ/4

537/イ
ドイツ・シェーナウの
草の根エネルギー革命 540.9/タ

543.5/イ

E/カ

E/ミ

会津若松市教育委員会
事務局∥編 094/ア

094/ア

会津若松市におけるタンポポの分布
と拡大

会津高等学校生物部／[編] 094/ア

日本野鳥の会会津支部／[編] 094/ア

｢会津地方季節だより ２０００年版｣
刊行委員会／編 094/ア/2000

094/ア/5

094/ア/55

094/オ

094/コ

094/サ

094/セ

094/セ

094/タ

094/ニ

094/ハ

094/フ

094/フ

094/フ

094/フ

福島県生活環境部
環境政策課／編

福島県生活環境部
環境政策課

094/レ/1

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ／編

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ 094/レ/2

２
（普及版）

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ／編

福島県生活環境部環境政策室
自然保護グループ 094/レ/2

会津電力株式会社／[編] L50/サ

会津若松市市民部
環境生活課／[編]

L51/ア

会津若松市市民部
廃棄物対策課／編

会津若松市市民部
廃棄物対策課

095/ア



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

135 会津若松市の環境　平成２９年度版 平成２８年度実績報告 会津若松市

環境にやさしい暮らしを「知る」
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

136 江戸に学ぶエコ生活術 阪急コミュニケーションズ 

137 環境カオリスタ検定公式テキスト 藤田 成吉∥監修 日本アロマ環境協会

138 省エネの大研究 山川 文子∥著

139 暮らしの省エネ事典 山川 文子∥著 工業調査会

140 トコトンやさしい省エネの本 山川 文子∥著 日刊工業新聞社

141 やってみませんかダンボールコンポスト 合同出版

142 はじめてのエシカル 人、自然、未来にやさしい暮らしかた 末吉 里花∥著 山川出版社

143 やりくりーぜちゃんと地球のまちづくり 日建設計総合研究所∥作画 工作舎

144 「環境を守る」とはどういうことか 尾関 周二∥編 岩波書店

145 竹内 純子∥編 山と溪谷社

146 世界で一番やさしいエコ住宅 ソフトユニオン∥著 エクスナレッジ

147 中山 繁信∥著 エクスナレッジ

148 日本でいちばんエコな家

149 省エネ・エコ住宅設計究極マニュアル 野池 政宏∥編　著 エクスナレッジ

150 エコハウスのウソ 前 真之∥著

151 エアコンのいらない家 山田 浩幸∥著 エクスナレッジ

152 節電の達人 村井 哲之∥著 朝日新聞出版

153 オールシーズンエコ節電の教科書 村井 哲之∥著 講談社

154 フジイ チカコ∥著 KADOKAWA

155 桑野 幸徳∥著 有楽出版社

156 節電母さん アズマ カナコ∥原作 集英社

157 アズマ カナコ∥著 阪急コミュニケーションズ

158 斎藤 健一郎∥著 岩波書店

159 脱電生活 電気を使わず楽しく暮らそ 佐光 紀子∥著 毎日新聞社

160 ゼロ・ウェイスト・ホーム ごみを出さないシンプルな暮らし ベア　ジョンソン∥著

161 涼しい暮らしのアイデア帖 アスペクト編集部∥編 アスペクト

162 ゆるエコ 田村 記久恵∥著 KADOKAWA

163 うちのもの暮らし 大田垣 晴子∥著 メディアファクトリー

164 斎藤 健一郎∥著 コモンズ

165 しあわせ節電 鈴木 孝夫∥著 文藝春秋

166 まいにちのなかにオーガニック 廣瀬 裕子∥著 地球丸

167 主婦と生活社 

168 ナチュラル洗剤そうじ術 本橋 ひろえ∥著 ディスカヴァー・トゥエンティワン

169 ラクチンおそうじ虎の巻 ディスカヴァー・トゥエンティワン

170 新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう！ 関口 光太郎∥著 講談社

171 新聞紙とガムテープでこんなのつくれた！ 関口 光太郎∥著 講談社

172 身のまわりのもので作る工作おもちゃ 寺西 恵里子∥著 日東書院本社

173 牛乳パックで紙漉き小物 ブティック社

174 まさこおばちゃんの新聞エコバッグの作り方 坂上 政子∥著 小学館

175 まさこおばちゃんの新聞エコバッグ 坂上 政子∥著 小学館

176 石上 正志∥監修 日本ヴォーグ社

177 山田 素子∥監修 ブティック社

178 広告チラシのかごと雑貨 寺西 恵里子∥著 主婦の友社

179 寂しい生活 稲垣 えみ子∥著 東洋経済新報社

180 農山漁村文化協会

会津若松市市民部
環境生活課／編

095/ア/2017

アズビー　ブラウン∥著
幾島 幸子∥訳 210.5/ブ

499.8/カ

PHP研究所 501/ヤ

501.6/ヤ

501.6/ヤ

有機農産物普及
堆肥化推進協会∥編 518.5/ヤ

519/ス

Y519/ヤ

519.0/カ

みんなの自然をみんなで守る20のヒント 519.8/ミ

527/セ

最高の省エネ・エコ住宅の
つくりかたくらしかた

527/ナ

casa soleプロジェクト∥著 WAVE出版 527/ニ

527/ノ

40の誤解と1つのホント 日経BP社 527/マ

528.2/ヤ

540.9/ム

540.9/ム

ソーラー女子は電気代0円で生活してます！ 543/フ

安心・安全！自宅でできるソーラー発電
のすすめ 549.5/ク

590/ア

電気代500円。贅沢な毎日 590/ア

5アンペア生活をやってみた Y590/サ

590/サ

KTC中央出版 590/ジ

590/ス

590/タ

590.4/オ

本気で5アンペア 590.4/サ

590.4/ス

590.4/ヒ

エコに楽しむお掃除BOOK 597.9/エ

597.9/モ

本橋 ひろえ∥[著] Y597.9/モ

750/セ

750/セ

750/テ

754.9/ギ

754.9/サ

754.9/サ

新聞・雑誌をリサイクル古紙クラフト
のかご・小もの 754.9/シ

ダンボールで作れるかわいい
キッズ家具&おもちゃ 

754.9/ダ

754.9/テ

916/イ

台所から守る環境シリーズ（DVD） D51/ダ


	ジャンル別

