
６月は環境月間　　　

～安心してすごせる海を未来に残したい～　　　

環境問題について
No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

1 　「人間の安全保障」フォーラム∥編 　明石書店

2 　川瀬 宏明∥著 　ベレ出版

3 　刑部 真弘∥著 　成山堂書店

4 ルポにっぽんのごみ 　杉本 裕明∥著 　岩波書店

5 ザ・ソウル・オブくず屋 　東 龍夫∥著 　コモンズ

6 　松藤 敏彦∥著 　丸善出版

7 ごみゼロへの挑戦 　山谷 修作∥著 　丸善出版

8 地球環境問題がよくわかる本 　浦野 紘平∥共著 　オーム社

9 　日経エコロジー∥編

10 気候変動 　日経ナショナルジオグラフィック社

11 不都合な真実 2 　アル　ゴア∥著 　実業之日本社

12 　インフォビジュアル研究所∥著 　太田出版

13 トコトンやさしい環境汚染の本 　大岩 敏男∥著 　日刊工業新聞社

14 超ヤバい話 　長沼 毅∥著 　さくら舎

15 気候カジノ 　ウィリアム　ノードハウス∥著

16 　青木 淳一∥著 　慶應義塾大学出版会

17 気候危機 　山本 良一∥著 　岩波書店

18 やま・かわ・うみの知をつなぐ 　羽生 淳子∥編著 　東海大学出版部

19 環境破壊図鑑 　藤原 幸一∥著 　ポプラ社

20 　井上 浩義∥著 　アーク出版

21 　饒村 曜∥著 　オーム社

22 プラスチック汚染とは何か 　枝廣 淳子∥著 　岩波書店

23 海洋プラスチック汚染 　中嶋 亮太∥著 　岩波書店

24 プラスチック・スープの地球 　ミヒル　ロスカム　アビング∥著 　ポプラ社

25 大量廃棄社会 　仲村 和代∥著 　光文社

26 さらば、食料廃棄 　シュテファン　クロイツベルガー∥著 　春秋社

身の回りの生き物、鳥獣害について
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

27 生物多様性の謎に迫る 　寺井 洋平∥著 　化学同人

28 　原書房

29 野生動物問題への挑戦 　羽山 伸一∥著 　東京大学出版会

30 野生動物の餌付け問題 　畠山 武道∥監修 　地人書館

31 カラスの教科書 　松原 始∥著 　雷鳥社

32 カラスの補習授業 　松原 始∥著 　雷鳥社

33 熊が人を襲うとき 　米田 一彦∥著 　つり人社

34 海の生物多様性を守るために 　秋道 智彌，角南 篤∥編著 　西日本出版社

35 猪変 　中国新聞取材班∥編 　本の雑誌社

36 　井上 雅央∥著 　農山漁村文化協会

37 モグラ おもしろ生態とかしこい防ぎ方 　井上 雅央∥著 　農山漁村文化協会

38 農作物を守る鳥獣害対策 　江口 祐輔∥編著 　誠文堂新光社

39 　江口 祐輔∥著 　誠文堂新光社

40 実践事例でわかる獣害対策の新提案 　農業共済新聞∥編 　家の光協会

SDGsと日本 360/ｴ

地球温暖化で
雪は減るのか増えるのか問題

451.6/ｶ

エネルギーと環境問題の疑問55 501.6/オ

518.5/ス

SDGsを実現する仕事 518.5/ﾋ

科学的に見るSDGs時代のごみ問題 518.5/ﾏ

518.5/ヤ

Y519/ウ

環境・CSRキーワード事典 　日経BP社 519/カ

519/キ

519/ゴ/2

図解でわかる14歳からの
プラスチックと環境問題

Y519/ｽﾞ

519/ﾄ

地球・人間・エネルギーの
危機と未来 519/ナ

経済学から見た
地球温暖化問題の最適解 　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

519/ﾔ

東北における在来知と
環境教育の現在

519.0/ﾊ

519.2/フ

ここまでわかったPM2.5本当の恐怖 519.3/ｲ

最新図解PM2.5と大気汚染がわかる本 519.3/ﾆ

519.4/ｴ

519.4/ﾅ

Y519.4/ﾛ

519.7/ﾅ

611.3/ｸ

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

480.9/ﾊ

482.1/ﾔ

488.9/ﾏ

488.9/ﾏ

489.5/ﾏ

519.4/ウ

615.8/ｲ

女性がやればずんずん進む
決定版!獣害対策

615.8/ｲ

615.8/ｲ

615.8/ｴ

本当に正しい鳥獣害対策Q&A 615.8/ｴ

615.8/ｼﾞ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

41 鳥獣害 　祖田 修∥著 　岩波書店

42 　日本農業新聞取材班∥著 　こぶし書房

43 動物による農作物被害の総合対策 　江口 祐輔∥監修 　誠文堂新光社

44 農家が教える鳥獣害対策あの手この手 　農文協∥編 　農山漁村文化協会

最先端の環境対策について
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

45 「水素社会」はなぜ問題か 　小澤 祥司∥著 　岩波書店

46 「再エネ大国日本」への挑戦 　山口 豊∥著 　山と溪谷社

47 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

48 　自然エネルギー財団∥編 　岩波書店

49 　岩波書店

50 　リチャード　ローズ∥著 　草思社

51 脱プラスチックへの挑戦 　堅達 京子∥著 　山と溪谷社

52 プラスチックの現実と未来へのアイデア 　高田 秀重∥監修 　東京書籍

53 ロハス工学

54 　瀬口 亮子∥著 　彩流社

55 海洋プラごみ問題解決への道 　重化学工業通信社

56 「自然」という幻想 　エマ　マリス∥著 　草思社

57 　鷲谷 いづみ∥著 　岩波書店

58 　飯塚 昭三∥著 　日刊工業新聞社

59 ディーゼル車に未来はあるか 　杉本 裕明∥著 　岩波書店

60 トコトンやさしい電気自動車の本 　廣田 幸嗣∥著 　日刊工業新聞社

61 電気をつくる 　電気学会

62 電気を貯める 　電気学会

63 スマートに安全・確実に電気を使う 　電気学会

64 　竹村 公太郎∥監修 　東洋経済新報社

65 　橋口 清人∥著 　電気書院

会津の環境について
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

66 会津の巨樹と名木 　 　会津生物同好会 　会津生物同好会

67 あいづわかまつの巨樹・巨木林 　 　 　会津若松市

68 会津の野鳥目録  月日星 　 　日本野鳥の会会津支部

69 会津若松市におけるタンポポの分布と拡大 　 　

70 郷土の植物 　 　会津若松市教育委員会事務局∥編 　会津若松市教育委員会事務局

71 会津地方季節だより　　２０００年版 　会津生物同好会

72 会津若松市職員野草の会会報 　 　会津若松市職員野草の会

73 会津生物同好会誌 　 　会津生物同好会

74 会津の気象 　 　大島 主税／著 　大島主税

75 会津の花 　 　小林 隆∥著 　歴史春秋出版

76 会津のホタル 　 　佐藤 金一郎∥著 　歴史春秋出版

77 背あぶり山の昆虫 　 　馬場 義仲∥著 　会津若松市教育委員会

78 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

79 会津の野鳥 　 　谷口昭郎∥著 　歴史春秋出版

80 会津のブナ林に遊び＆学ぶ 　

81 会津のワシとタカ 　 　日本野鳥の会 会津支部 　歴史春秋出版

82 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

83 鶴ケ城の鳥たち 　 　古川 裕司∥著 　歴史春秋出版

615.8/ｿ

鳥獣害ゼロへ! 615.8/ﾁ

615.8/ﾄﾞ

615.8/ﾉ

501.6/オ

501.6/ｻ

501.6/サ

自然エネルギーQ&A 501.6/シ

データでわかる
世界と日本のエネルギー大転換

　レスター　R.ブラウン∥著 501.6/ﾌﾞ

エネルギー400年史 501.6/ﾛ

519/ﾀﾞ

519/ﾌﾟ

　日本大学工学部
　ロハス工学編集委員会∥編 　日経BP社 519/ﾛ

「脱使い捨て」でいこう! 世界で、日本で、始まっている
社会のしくみづくり 519.1/セ

　重化学工業通信社
　石油化学新報編集部∥編 519.4/ｶ

多自然ガーデニングによる
新しい自然保護 519.8/ﾏ

実践で学ぶ<生物多様性> 519.8/ﾜ

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

537.2/ｽ

537.2/ﾋ

　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 Y540/ﾃﾞ/4

　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 Y540/ﾃﾞ/6

　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 Y540/ﾃﾞ/7

水力発電が日本を救う
ふくしまチャレンジ編

543.3/ｽ

スッキリ!がってん!小水力発電の本 543.3/ﾊ

094/ｱ

094/ｱ

　日本野鳥の会会津支部／[編] 094/ｱ

　会津高等学校生物部／[編] 094/ｱ

094/ｱ

　｢会津地方季節だより ２０００年版｣
　刊行委員会／編 094/ｱ/2000

　№5 094/ｱ/5

　№57 094/ｱ/57

094/ｵ

094/ｺ

094/ｻ

094/ｾ

094/ｾ

094/ﾀ

　坪田  和人／[著] 　[坪田和人] 094/ﾂ

094/ﾆ

094/ﾊ

094/ﾌ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

84 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

85 レッドデータブックふくしま 　１

86 レッドデータブックふくしま 　２

87 レッドデータブックふくしま 　２

88 会津若松市一般廃棄物処理基本計画 　 ごみ処理基本計画

89 会津若松市の環境　　令和元年度版 平成３０年度実績報告 　会津若松市

90 　 　高橋 真樹∥著 　岩波書店

91 福島県の自然保護の歴史 　 　星 一彰∥著 　歴史春秋出版

環境にやさしい暮らしについて
No. 書名 巻次 副書名 著者名 出版者 分類

92 新カドタ式生ごみでカンタン土づくり 　門田 幸代∥著 　学研プラス

93 やってみませんかダンボールコンポスト 　合同出版

94 買いものは投票なんだ 　ほう∥絵 　三五館シンシャ

95 プラスチック・フリー生活 　シャンタル　プラモンドン∥著

96 　石倉 ヒロユキ∥著 　日本放送出版協会

97 　松尾 和也∥著 　エクスナレッジ

98 神様が宿る家 　澤田 升男∥著 　ザメディアジョン

99 節電住宅 　白岩  且久／著 　同時代社

100 　田中 優∥編 　合同出版

101 　中山 繁信∥著 　エクスナレッジ

102 　中臣 昌広∥著 　農山漁村文化協会

103 日本でいちばんエコな家

104 ホントは安いエコハウス 　松尾 和也∥著

105 エコ生活のアイデアコツのコツ 　 　リブリオ出版

106 エコ生活のアイデアコツのコツ 　 　リブリオ出版

107 エコ生活のアイデアコツのコツ 　 　リブリオ出版

108 エコ生活のアイデアコツのコツ 　 　リブリオ出版

109 重曹で暮らすナチュラル・ライフ 　ピーター　キウロ∥著 　ブロンズ新社

110 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

111 自然の力で夏をのりきる暮らし術 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会

112 　 　主婦と生活社

113 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

114 農家に教わる暮らし術 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会

115 やさしい重曹生活 　岩尾 明子∥監修 　主婦の友社

116 電気の自産自消へ 　斎藤 健一郎∥著 　コモンズ

117 しあわせ節電 　鈴木 孝夫∥著 　文藝春秋

118 　農山漁村文化協会

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

　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

　会津若松市市民部
　環境生活課／編 095/ｱ/2019

ご当地電力はじめました! 095/ﾀ

095/ﾎ

518.5/ﾓ

　有機農産物普及
　堆肥化推進協会∥編 518.5/ヤ

Y519/ﾎ

　NHK出版 519.7/ﾌﾟ

ほぼ1円の家 中古住宅ともったいないDIY術 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

　2 527/ｻ/2

527/ｼ

天然住宅から社会を変える30の方法 527/ﾃ

最高の省エネ・エコ住宅の
つくりかたくらしかた

527/ナ

都会でできる雨、太陽、
緑を活かす小さな家

527/ﾅ

　casa soleプロジェクト∥著 　WAVE出版 527/ニ

　日経BP社 527/ﾏ

　1 590/ｴ/1

　2 590/ｴ/2

　3 590/ｴ/3

　4 590/ｴ/4

590/ｷ

590/サ

590/ｼ

重曹が効く! 590/ｼﾞ

　KTC中央出版 590/ジ

590/ﾉ

590/ﾔ

本気で5アンペア 590.4/サ

590.4/ス

花も実もあるよくばり!緑のカーテン 　サカタのタネ「緑のカーテン」
　普及チーム∥著 629.7/ﾊ


