
６月は環境月間　　　

～自然を育めば動物たちが生き生きできる～　　　

環境問題について
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

1 　高柳 彰夫∥編 　法律文化社

2 　イヴェット　ヴェレ∥著 　原書房

3 SDGs 　南 博∥著 　岩波書店

4 　村上 芽∥著

5 消滅絶景

6 　川瀬 宏明∥著 　ベレ出版

7 　原書房

8 　三隅 良平∥著 　ベレ出版

9 海の世界地図 2 　丸善出版

10 　蒲生 俊敬∥著 　講談社

11 　刑部 真弘∥著 　成山堂書店

12 水がなくなる日 　橋本 淳司∥著 　産業編集センター

13 　日経エコロジー∥編

14 不都合な真実 　アル　ゴア∥著 　実業之日本社

15 　 　齋藤 勝裕∥著 　ベレ出版

16 　 　志葉 玲∥著 　かもがわ出版

17 グレタと立ち上がろう 　 　岩崎書店

18 　 　トニー　ジュニパー∥著 　創元社

19 　マーク　モラノ∥著 　日本評論社

20 気候危機 　山本 良一∥著 　岩波書店

21 　 　尾関 周二∥編 　岩波書店

22 プラスチック汚染とは何か 　 　枝廣 淳子∥著 　岩波書店

23 海洋プラスチック 　

24 プラスチック・スープの地球 　 　ポプラ社

25 地球をめぐる不都合な物質 　 　日本環境化学会∥編著 　講談社

26 　日本学術協力財団

身近な自然や動植物について
No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

27 　全日本写真連盟∥編 　全日本写真連盟

28 　全日本写真連盟∥編 　全日本写真連盟

29 日本全国池さんぽ 　市原 千尋∥著 　三才ブックス

30 うつくしすぎる自然博物 　ベン　ホアー∥文 　主婦の友社

31 プラネットアース 　創元社

SDGsを学ぶ 333.8/ｴ

地図とデータで見る
SDGsの世界ハンドブック

333.8/ﾍﾞ

333.8/ﾐ

図解SDGs入門 　日経BP日本経済新聞
　出版本部 333.8/ﾑ

　ナショナル
　ジオグラフィック∥編

　日経ナショナル
　ジオグラフィック社

450.9/ｼ

地球温暖化で雪は減るのか
増えるのか問題

451.6/ｶ

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 451.8/ﾌﾞ

47都道府県知っておきたい
気象・気象災害がわかる事典

451.9/ﾐ

　Don Hinrichsen∥[著] 452/ﾋ

日本海
その深層で起こっていること

452.2/ｶﾞ

エネルギーと
環境問題の疑問55

501.6/ｵ

Y/517/ﾊ

環境・CSRキーワード事典 　日経BP社 519/ｶ

　2 519/ｺﾞ/2

「環境の科学」が
一冊でまるごとわかる

519/ｻ

13歳からの環境問題 519/ｼ

　ヴァレンティナ
　ジャンネッラ∥著

Y/519/ｼﾞ

ひと目でわかる地球環境の
しくみとはたらき図鑑

519/ｼﾞ

「地球温暖化」の
不都合な真実

519/ﾓ

519/ﾔ

「環境を守る」とは
どういうことか

519.0/ｶ

519.4/ｴ

　保坂 直紀∥[著] 　KADOKAWA 519.4/ﾎ

　ミヒル　ロスカム
　アビング∥著

Y/519.4/ﾛ

Y/519.7/ﾁ

日本の食卓の将来と
食料生産の強靱化について考える 　大杉 立∥[ほか著] 612.1/ﾆ

日本の自然　2018年版 450.9/ﾆ/18

日本の自然　2019年版 450.9/ﾆ/19

452.9/ｲ

460.4/ﾎ

　レイチェル
　イグノトフスキー∥著 468/ｲ



No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

32 生物多様性と地球の未来 　朝倉書店

33 生物多様性の謎に迫る 　寺井 洋平∥著 　化学同人

34 　原書房

35 生物多様性 　本川 達雄∥著 　中央公論新社

36 　林 将之∥文　写真 　講談社

37 　鈴木 庸夫∥写真 　創英社

38 雑草のはなし 　田中 修∥著 　中央公論新社

39 草木の種子と果実 　鈴木 庸夫∥共著 　誠文堂新光社

40 　秀和システム

41 　西田 正憲∥編著 　丸善出版

42 うつくしすぎる世界の動物 　ベン　ホアー∥文 　主婦の友社

43 野生動物問題への挑戦 　羽山 伸一∥著 　東京大学出版会

44 　山田 俊弘∥著 　講談社

45 生き物の死にざま 　稲垣 栄洋∥著 　草思社

46 生き物の死にざま はかない命の物語 　稲垣 栄洋∥著 　草思社

47 消えゆく動物 　日経ナショナルジオグ

48 不思議だらけカブトムシ図鑑 　小島 渉∥著 　彩図社

49 カブトムシとクワガタの最新科学 　本郷 儀人∥著 　メディアファクトリー

50 外来アリのはなし 　橋本 佳明∥編 　朝倉書店

51 日本の淡水魚 　細谷 和海∥編　監修 　山と溪谷社

52 　カエル探偵団∥編　文一総合出版

53 日本のカメ・トカゲ・ヘビ 　富田 京一∥解説 　山と溪谷社

54 鳥類学者の目のツケドコロ 　松原 始∥著 　ベレ出版

55 図解巣箱のつくり方かけ方 　飯田 知彦∥著 　創森社

56 日本の渡り鳥観察ガイド 　先崎 理之∥著 　文一総合出版

57 電柱鳥類学 　三上 修∥著 　岩波書店

58 カラスと人の巣づくり協定 　後藤 三千代∥著 　築地書館

59 カラス学のすすめ 　杉田 昭栄∥著 　緑書房

60 カラスをだます 　塚原 直樹∥著

61 にっぽんスズメしぐさ 　中野 さとる∥写真　カンゼン

62 　中野 さとる∥写真　カンゼン

63 ツバメのひみつ 　長谷川 克∥著 　緑書房

64 カラスは飼えるか 　松原 始∥著 　新潮社

65 　松田 道生∥著 　理論社

66 誤解だらけのこうもり 　中島 宏章∥著 　ナツメ社

67 ツキノワグマ 　山崎 晃司∥著 　東京大学出版会

68 与えるサルと食べるシカ 　辻 大和∥著 　地人書館

69 　 　敷田 麻実∥編著 　講談社

70 人の心に木を植える 　 　畠山 重篤∥著 　講談社

71 　 　鷲谷 いづみ∥著 　岩波書店

72 猪変 　中国新聞取材班∥編 　本の雑誌社

73 農作物を守る鳥獣害対策 　江口 祐輔∥編著 　誠文堂新光社

74 　農文協∥編 　農山漁村文化協会

75 オーレリアンの庭 　今森 光彦∥著 　クレヴィス

76 　葛西 愛∥著 　創英社

77 日本の樹木 　舘野 正樹∥著 　筑摩書房

78 けものが街にやってくる 　羽澄 俊裕∥著 　地人書館

　ジョナサン
　シルバータウン∥編 468/ｾ

468/ﾃ

なぜわれわれは外来生物を
受け入れる必要があるのか

　クリス　D.トマス∥著 468/ﾄ

468/ﾓ

葉っぱはなぜこんな形なのか? Y/470/ﾊ

散歩で見かける
草花・雑草図鑑

470.3/ｽ

470.4/ﾀ

471.1/ｸ

帰化&外来植物
見分け方マニュアル950種

　森 昭彦∥著
　写真　イラスト

471.7/ﾓ

47都道府県・花風景百科 472.1/ﾆ

480.4/ﾎ

480.9/ﾊ

<正義>の生物学 Y/480.9/ﾔ

481.7/ｲ

481.7/ｲ

　ジョエル
　サートレイ∥写真　著 482/ｻ

486.6/ｺ

Y新/486.6/ﾎ

486.7/ｶﾞ

487.5/ﾆ

見つけて検索!
日本のカエルフィールドガイド

487.8/ﾐ

487.9/ﾄ

488.0/ﾏ

488.1/ｲ

488.1/ﾆ

488.1/ﾐ

488.9/ｺﾞ

488.9/ｽ

　NHK出版 488.9/ﾂ

488.9/ﾅ

にっぽんスズメ楽園(パラダイス) 488.9/ﾅ

488.9/ﾊ

488.9/ﾏ

鳥はなぜ鳴く?ホーホケキョの科学 Y/488.9/ﾏ

ボクが逆さに生きる理由(わけ) 489.4/ﾅ

489.5/ﾔ

489.9/ﾂ

はじめて学ぶ
生物文化多様性

Y/519.8/ﾊ

Y/519.8/ﾊ

実践で学ぶ<生物多様性> 519.8/ﾜ

615.8/ｲ

615.8/ｴ

農家が教える
鳥獣害対策あの手この手

615.8/ﾉ

生きものと暮らす
里山のアトリエから

653.1/ｲ

散歩で見かける
街路樹・公園樹・庭木図鑑

653.2/ｶ

653.2/ﾀ

654.8/ﾊ



No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

79 　高橋 正征∥著 　成山堂書店

最先端の環境対策について
No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

80 　今村 雅人∥著 　秀和システム

81 「再エネ大国日本」への挑戦 　山口 豊∥著 　山と溪谷社

82 図解でわかるカーボンリサイクル 　技術評論社

83 　リチャード　ローズ∥著 　草思社

84 ザ・ソウル・オブくず屋 　東 龍夫∥著 　コモンズ

85 ごみ減量政策 　山谷 修作∥著 　丸善出版

86 ごみゼロへの挑戦 　山谷 修作∥著 　丸善出版

87 脱プラスチックへの挑戦 　堅達 京子∥著 　山と溪谷社

88 　 　瀬口 亮子∥著 　彩流社

89 海の生物多様性を守るために 　秋道 智彌∥編著 　西日本出版社

90 海洋プラごみ問題解決への道 　重化学工業通信社

91 　 　飯塚 昭三∥著 　日刊工業新聞社

92 　村沢 義久∥著 　毎日新聞出版

93 　竹内 純子∥編著 　日本経済新聞出版社

94 　木舟 辰平∥著 　秀和システム

95 水力発電が日本を救う 　竹村 公太郎∥著 　東洋経済新報社

96 小水力発電が地域を救う 　中島 大∥著 　東洋経済新報社

97 　橋口 清人∥著 　電気書院

98 　気候ネットワーク∥編 　かもがわ出版

99 最新二次電池が一番わかる 　白石 拓∥著 　技術評論社

100 　神野 将志∥著 　総合科学出版

101 トコトンやさしい燃料電池の本 　森田 敬愛∥著 　日刊工業新聞社

102 　桑嶋 幹∥著 　秀和システム

103 ダムと緑のダム 　虫明 功臣∥監修

環境にやさしい暮らしついて
No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

104 　門田 幸代∥著 　学研プラス

105 　合同出版

106 はじめてのエシカル 　 　末吉 里花∥著 　山川出版社

107 　 　エクスナレッジ

108 　松尾 和也∥著 　エクスナレッジ

109 ホントは安いエコハウス 　松尾 和也∥著

110 電気とは何だろう 　

　電気学会

111 私たちの身近にある電気 　

112 電気の基本を考えてみよう

113 電気をつくる

114 電気を送る・配る

115 電気を貯める

116 スマートに安全・確実に電気を使う

117 　フジイ チカコ∥著

魚の疑問50 662.1/ﾀ

最新水素エネルギーの
仕組みと動向がよ～くわかる本

501.6/ｲ

501.6/ｻ

　エネルギー総合
　工学研究所∥編著 501.6/ｽﾞ

エネルギー400年史 501.6/ﾛ

SDGsを実現する仕事 518.5/ﾋ

518.5/ﾔ

518.5/ﾔ

519/ﾀﾞ

「脱使い捨て」でいこう! 519.1/ｾ

519.4/ｳ

　重化学工業通信社
　石油化学新報編集部∥編 519.4/ｶ

きちんと知りたい!電気自動車
メカニズムの基礎知識

537.2/ｲ

図解EV革命 537.2/ﾑ

エネルギー産業の2050年
Utility3.0へのゲームチェンジ

540.9/ｴ

最新電力システムの基本と
仕組みがよ～くわかる本

543.1/ｷ

543.3/ﾀ

543.3/ﾅ

スッキリ!がってん!
小水力発電の本

543.3/ﾊ

石炭火力発電Q&A 543.4/ｾ

572.1/ｼ

電池BOOK 572.1/ｼﾞ

572.1/ﾓ

よくわかる最新
プラスチックの仕組みとはたらき

578.4/ﾖ

狂暴化する水災害に挑む
流域マネジメント 　日経BP 656.5/ﾀﾞ

新カドタ式
生ごみでカンタン土づくり

518.5/ﾓ

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 518.5/ﾔ

519/ｽ

家づくりのプロが教えるスゴ技88 527/ｲ

5人の先生が教える一生幸せな
エコハウスのつくりかた

527/ｺﾞ

　日経BP社 527/ﾏ

　電気学会
　電気の知識を
　深めよう
　シリーズ刊行
　ワーキング
　グループ／編

540/ﾃﾞ/1

540/ﾃﾞ/2

540/ﾃﾞ/3

540/ﾃﾞ/4

540/ﾃﾞ/5

540/ﾃﾞ/6

540/ﾃﾞ/7

ソーラー女子は
電気代0円で生活してます!

　KADOKAWA 543/ﾌ



No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

118 ゼロ・ウェイスト・ホーム 　ベア　ジョンソン∥著

119 昭和なくらし方 　小泉 和子∥著 　河出書房新社

福島県や会津若松の環境について
No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

120

121 令和元年度実績報告 　会津若松市

122 福島県の自然保護の歴史 　星 一彰∥著 　歴史春秋出版

ごみを出さない
シンプルな暮らし

　KTC中央出版 590/ｼﾞ

電気に頼らない、
買わない・捨てない、
始末のよいくらし

590.2/ｺ

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／[編]

　会津若松市市民部
　環境生活課

095/ｱ

会津若松市の環境　令和2年度版 　会津若松市市民部
　環境生活課／編 095/ｱ/2020

095/ﾎ


