
　

著　者 出版者 請求記号

1
保坂 直紀∥著
こどもくらぶ∥編

岩崎書店 Ｋ451/ヤ/1

2
保坂 直紀∥著
こどもくらぶ∥編

岩崎書店 Ｋ451/ヤ/2

3 近藤 邦明∥著 不知火書房 519/ケ

4
デイビッド ウォレス ウェルズ
∥著　藤井 留美∥訳 NHK出版 451.8/チ

5
ロバート E.ウェルズ∥さく
せな あいこ∥やく

評論社 Ｅ/ウエ/ピンク

6 渡部 雅浩∥著 講談社 451.8/エ

7 造事務所∥編著 メディアパル 451/イ

8 藤岡 達也∥著 講談社 450.9/エ

9
クライメート セントラル∥著
仙名 紀∥訳

柏書房 451.8/イ

10
マッケンジー　ファンク∥著
柴田 裕之∥訳

ダイヤモンド社 451.8/チ

著　者 出版者 請求記号

1
ジョージア アムソン=
ブラッドショー∥作
大山 泉∥訳

評論社 Ｋ 519/フ

2 石井 亨∥著 藤原書店 519.7/モ

3 松藤 敏彦∥著 技報堂出版 518.5/コ

著　者 出版者 請求記号

1
敷田 麻実∥編著　湯本 貴和∥
編著　森重 昌之∥編著
ドウノ ヨシノブ∥漫画

講談社 519.8/ハ

2 川嶋 一成∥著 PHP研究所 K 481/ウ

3
成島 悦雄∥監修　あべ たみお
∥絵　安谷 隆志∥絵

高橋書店 K 480/キ

4 大渕 希郷∥著 実業之日本社 K 480/セ

5 今泉 忠明∥監修 メイツ出版 K 482/ミ

やさしく解説地球温暖化　１
温暖化、どうしておきる？

やさしく解説地球温暖化　2
温暖化の今・未来

検証温暖化
20世紀の温暖化の実像を探る

地球に住めなくなる日
「気候崩壊」の避けられない真実

ホッキョクグマくん、だいじょうぶ?
北極の氷はなぜとける

絵でわかる地球温暖化

2020年7月　玄関展示

テーマ 『環境について考えよう！ 』

地球温暖化、異常気象、ごみ問題…など私たちの住む地球は多くの
環境問題を抱えています。大切な地球を守るために自分たちに何が
できるのかを考え、少しずつできることに取り組んでみませんか！

≪　環境問題について知ろう！　≫

＜ 地球温暖化・異常気象 ＞
書　名

異常気象と自然災害 日本列島を襲う!!
そのメカニズムと対策
猛暑 集中豪雨 地震 火山噴火…

1

はじめて学ぶ生物文化多様性

海辺の生きもの大探検!
生物多様性から環境問題まで

ぎりぎりいきもの事典
絶滅危惧種のふしぎ

絶滅危惧種救出裁判ファイル

みんなが知りたい!
日本の「絶滅危惧」動物がわかる本

プラスチック・プラネット
今、プラスチックが地球をおおっている
明日からプラスチックゴミをなくそう

もう「ゴミの島」と言わせない
豊島産廃不法投棄、終わりなき闘い

ごみ問題の総合的理解のために

＜ 生物多様性・絶滅危惧種 ＞
書　名

絵でわかる
日本列島の地震・噴火・異常気象

いま地球には不気味な変化が起きている

地球を「売り物」にする人たち
異常気象がもたらす不都合な「現実」

＜ ごみ問題 ＞
書　名



著　者 出版者 請求記号

1 和田 武∥著 あけび書房 501.6 /サ

2 山家 公雄∥著
エネルギー
フォーラム

501.6 /ト

3
諸富 徹∥監修
若手再エネ実践者研究会∥
編著

学芸出版社 501.6 /エ

4 今村 雅人∥著 秀和システム  501.6 /サ

5 武田 恵世∥著 あっぷる出版社 501.6 /シ

6 久慈 力∥著 批評社 501.6 /フ

7 孫 奈美∥編著 汐文社 K 519 /ミ /1

8 孫 奈美∥編著 汐文社 K 519 /ミ /2

9 孫 奈美∥編著 汐文社 K 519 /ミ /3

10 孫 奈美∥編著 汐文社 K 519 /ミ /4

11
馬上 丈司∥著
倉阪 秀史∥監修

少年写真新聞社 K 501 /シ

12 伊藤 親臣∥著 旬報社 K 451/ソ

著　者 出版者 請求記号

1 高木 秀雄∥監修 新星出版社 519.8 /セ

2 嶋 祐三∥写真　解説 国土社 652 /シ

3 東田 裕二∥写真　文 光村推古書院 748 /イ

4 ― エクスナレッジ 652 /セ

5 望月 昭伸∥著 新潮社 748 /ク

6 カルチャーランド∥著 メイツ出版 K 709 /ミ

≪　環境対策について知ろう！　≫

＜ 自然エネルギー・再生可能エネルギー・エコ企業 ＞
書　名

未来をつくるこれからのエコ企業 1
再資源化率97%のリサイクル工場

未来をつくるこれからのエコ企業 2
新エネルギーに挑戦!海洋温度差発電

未来をつくるこれからのエコ企業 3
安全な水を届ける自転車一体型浄水器

未来をつくるこれからのエコ企業 4
食料にも燃料にも!?ミドリムシで世界を救う

知ろう!再生可能エネルギー

再生可能エネルギー100%時代の到来
市民パワーでCO2も原発もゼロに!

ドイツエネルギー変革の真実

エネルギーの世界を変える。
22人の仕事 事業・政策・研究の先駆者たち

最新再生エネビジネスがよ～くわかる本
電力小売り自由化でビジネスチャンスが拡がる!

自然エネルギーの罠
化石燃料や原子力の代わりになり得る
エネルギーとはなにか

フクシマ発再生可能エネルギーの最前線

命の島 世界自然遺産屋久島の彩り

世界で一番美しい森への旅

クジラが帰ってくる島 望月昭伸写真集

※請求記号とは、図書館資料の背に貼られているラベルの番号のことです。

2

空から宝ものが降ってきた!
雪の力で未来をひらく

≪　守ろう！地球の宝物　≫

＜ 世界の大自然・世界自然遺産 ＞
書　名

世界自然遺産でたどる美しい地球
地形・地質・地層で読み解くビジュアル地球史

白神山地ブナの森から 世界自然遺産

みんなが知りたい!世界遺産 ビジュアル版



著　者 出版者 請求記号

1 会澤 健二∥著 市ケ谷出版社  527 /コ /1

2
松尾 和也∥著
日経ホームビルダー∥編

日経BP社  527 /ホ

3 牛尾 理恵∥著 学研プラス  596 /ア

4 斎藤 健一郎∥著 岩波書店 K 08 /3 /784

5 マキ∥著 宝島社  590 /モ

6 ― ブティック社  754.9 /エ

7
アズビー ブラウン∥著
幾島 幸子∥訳

阪急コミュニ
ケーションズ

 210.5 /エ

8
水谷 広∥監修　内田 かずひろ
∥絵　宮永 敏子∥文 小峰書店 K 519 /サ /3

9 いしかわ まりこ∥著 主婦と生活社 K 507 /ク

著　者 出版者 請求記号

1
佐光 紀子∥著
牧野 伊三夫∥挿絵

毎日新聞社  543 /タ

2 アスペクト編集部∥編 アスペクト  590 /ス

3 日建設計総合研究所∥作画 工作舎 K 519 /ヤ

4 菊本 るり子∥監修 学研教育出版 K 627 /カ /1

著　者 出版者 請求記号

1 寺西 恵里子∥著 日東書院本社  750 /リ

2 横森 美奈子∥著 亜紀書房  593.8 /ヨ

3

M.レイ∥原作  H.A.レイ∥原作
福本 友美子∥訳 モニカ ペレス
∥文　アンナ グロスニクル
ハインズ∥画

岩波書店  E /レイ/ピンク

4 井出 留美∥監修 PHP研究所 K 611 /シ

5 田崎 智宏∥監修 PHP研究所 K 518 /サ

この「家」にしてよかった。 vol.1

ホントは安いエコハウス
エコをケチると「住宅貧乏」に

圧力鍋の大絶賛レシピ 決定版!
100レシピ

5アンペア生活をやってみた

持たない暮らしの愛用品

エコクラフトの基礎
これからはじめる方にぴったり!

　　　≪　今、私たちができること　≫

＜ 省エネ・エコ生活 ＞
書　名

脱電生活
電気を使わず楽しく暮らそ 決定版!

涼しい暮らしのアイデア帖
節電しながら夏を快適に

やりくりーぜちゃんと地球のまちづくり

学校で育てる緑のカーテン大百科 1
グリーンパワーで節電

＜ リサイクル ＞
書　名

江戸に学ぶエコ生活術

さがしてみようくらしの中のエコ 3
学校でエコさがし

くちぱっちのわくわくエコ工作

＜ 節電 ＞
書　名

3

リサイクルで作るエコうつわ
身近な材料を素敵にリメイク!
生活を豊かにするアイデアがいっぱい

横森美奈子のおしゃれ着物コーデ帖
かしこく愉しむリユース着物活用術

おさるのジョージ木をうえよう
みんなでちきゅうをまもりましょう

食品ロスの大研究
なぜ多い?どうすれば減らせる?

最新!リサイクルの大研究
プラスチック容器から自動車、建物まで



著　者 出版者 請求記号

1 瀬戸市の名木調査会∥編
瀬戸市教育
委員会

A 47 /セ

2
塚本  威彦・日比野  修／著
村松  正雄／編集・補遺

愛知県植物誌
調査会

A 472 /セ

3 瀬戸市環境交通課∥編 ― A 48 /セ /H4

4 都市整備部建設課∥編 瀬戸市 A 629 /セ

5 水野まつり実行委員会∥編 ― A 472 /キ

6
上杉 毅∥著
松本 博司∥著
中野 克己∥監修

水野まつり30
周年特別実行
委員会

A 472 /ミ

7
大谷 敏和［ほか］∥執筆
林野弘済会名古屋支部∥編

林野弘済会
名古屋支部

A 472 /シ

8
糸魚川 淳二∥編集
佐藤 正孝∥編集
芹沢 俊介∥編集

あいち海上の
森センター

A 402 /カ

9
日本野鳥の会愛知県支部∥
編著

マック出版 A 488 /カ

10 海上の森を歩こう会∥企画 ネオ・メディク A 462 /カ

11
森山 昭雄∥編著　梅沢 広
昭∥編　海上の森を守る会
∥編集協力

名古屋リプ
リント

A 468 /ニ

12
瀬戸市∥編
瀬戸市オオサンショウウオ
調査委員会∥編

瀬戸市オオサ
ンショウウオ
調査委員会

A 487 /ト

著　者 出版者 請求記号

1 飯尾  俊介∥著
森林公園ゴル
フ場運営株式
会社

A 472 /ス

2 愛知県緑化推進委員会∥編
愛知県緑化
推進委員会

A 472 /ア

3 湧水湿地研究会∥編
豊田市自然
観察の森

A 462 /ト

4 愛知県環境部水地盤環境課
愛知県環境部
水地盤環境課

A 519 /ワ

5 愛知県植物誌調査会∥編 ― A 47 /シ

6 愛知県小中学校長会／他編
愛知県教育
振興会

A 460 /ナ

瀬戸市立図書館
82-2202

＜ 瀬戸市 ＞
書　名

瀬戸の名木

≪ 守りたい！瀬戸市・愛知県　～郷土の自然環境～ ≫

定光寺の植物ガイド
定光寺自然休養林の散策ブック

海上の森の自然史

海上の森の野鳥たち

海上の森を歩こう 第３集

日本人の忘れもの
海上の森はなぜ貴重か？

特別天然記念物オオサンショウウオ
生息分布調査報告書

瀬戸市の植物

瀬戸の川の魚たち

瀬戸市緑の基本計画
自然・文化・人の魅力を次代につなぐみどり
豊かなまち・せと

樹のはなし 水野自然探訪

水野の自然
Ｎａｔｕｒｅ  ｏｆ  ＭＩＺＵＮＯ

わたしたちの川をしらべて
地域子育て支援活動活動水質パトロール隊事業
報告書

植物からのＳＯＳ 愛知県の絶滅危惧植物

ナンジャモンジャってなんじゃ ?
読んで 遊んで あいちの生きもの

※請求記号とは、図書館資料の背に貼られているラベルの番号のことです。

これらの本は図書館で貸出できます。
また、貸出中の本は予約することが
できます。

4

＜ 愛知県 ＞
書　名

図鑑  愛知県  森林公園植物誌

あいちの名木 ［カラー図録］

東海地方の湧水湿地
１６４３箇所の踏査から見えるもの


