
名古屋市中川図書館 2013年５月 

 1 / 8 

 

 

ごみ、温暖化（おんだんか）、放射能（ほうしゃのう）汚染（おせん）などたくさんの環境問題があります。

小学校高学年以上向けに、環境の本や調べ方のヒントをしょうかいします。 

11..  環環境境全全体体ににつついいてて  

 『総合百科事典ポプラディア  3  新訂版  かた・き・く』 （ポプラ社）1001010119268 

＊出てきた言葉は別の巻で調べてみましょう。例えば、「自然環境」は『総合百科事典ポプラディ

ア  ５  新訂版  し』で確認できます。 

 『環境 （ポプラディア情報館）』 （ポプラ社）1001010126098 

地球の環境について１冊でくわしく学べます。「地球温暖化問題」「新しいエネルギーをつくる」「ご

みを減らす」などの章があります。 

 『地球環境図鑑』 （ポプラ社）1000910045250 

きれいな写真で地球環境の今を知り、未来を考えることのできる本です。「砂漠」「熱帯林」「海洋」

などの章があります。 

 『地球の環境 （ジュニア学研の図鑑）』 （学習研究社）1000810148288 

温暖化問題を中心に地球環境についてくわしく学べる事典です。 

 『現代用語の基礎知識学習版 ２０１３→２０１４』 （自由国民社）1001210107329 

学習に役立つ用語事典です。特集ページでこれからのエネルギーについてわかりやすく取り上げ

ているほか、「環境／科学」の章にくわしい説明があります。 

 

「環境」とは、人間や生物をとりまく場所の状態（じょうたい）のこと。人間を中心に考えると

家族・学校などを社会環境とよびます。また、人間の住むまわりには山や川や海があり、動

植物が生息しています。これを自然環境とよびます。 

【図書館で本を探すキーワード】 

・環境問題 

  

環環  境境  のの  本本  
 

1001010119268 はタイトルコードです。 

図書館は、みなさんの読書と学習を応援しています！ 

https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010119268
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010119268
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010126098
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010126098
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910045250
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910045250
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000810148288
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000810148288
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001210107329
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001210107329
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22..  本本のの探探しし方方  

 図書館ホームページ（http://www.library.city.nagoya.jp）の詳細検索（しょうさいけんさく）

で「環境」の本を探せます。 

「書名（しょめい）」 または 「件名（けんめい）」（本の内容を表します）に言葉を入力して検

索します。 

中川図書館で持っていない本や貸出中の本は、予約（よやく）できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カーリル（図書館検索サイト）（http://calil.jp/）でも「環境」の本を探せます。 

名古屋市図書館・愛知県図書館などもよりの図書館を設定（せってい）すると、設定した図書館にあ

る本を探せます。 

「環境問題」「リサイクル」など、ホームページでの探し方でしょうかいした言葉を入れましょう。

大人の本もヒットします。 

 

 

「書名」に次のような言

葉を入れてみましょう。 

・地球環境  

・干潟（ひがた） 

・絶滅（ぜつめつ）  

・リサイクル 

・公害 ・エネルギー 

「件名」に次のような言葉を入れてみましょう。 

・環境問題 ・地球温暖化 ・環境保全（ほぜん） 

・自然保護 ・生態学（せいたいがく） 

・生物多様性 ・廃棄物（はいきぶつ） 

・廃棄物処理（はいきぶつしょり） 

・資源再利用（しげんさいりよう） 

・大気汚染（たいきおせん） 

・太陽光発電（たいようこうはつでん） 

タイトルコードを選ぶと、タイトル 

コードで本が探せます。 

児童図書を選ぶと、子どもの本が探

せます。 

干潟 

http://www.library.city.nagoya.jp/
http://calil.jp/
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図書館入口 

 図書館で探す 

中川図書館の児童コーナーで 

「環境」の本を探しましょう。 

 

 

 

 

 

えほん 

あかちゃん絵本 

低学年ものがたり 

ものがたり 

社会 

名古屋の本 

理

科 

百科事典《分類 03》 

現代用語事典《分類 03》 

「地球環境とは・・・」 

動物《分類 48》 

『絶滅動物のひみつ』 

森《分類 65》『きのこの絵本』 

「環境」にはいろんなテ

ーマがあります。 

テーマごとのたなを見て

みましょう！ 

子ども向けの「川と環境の

本」があります。 

川と花と緑のコーナー 

おはなしの 

部屋 

地球《分類 45》 

自然《分類 46》 

植物《分類 47》 

『地球の SOS図鑑』 

エネルギー《分類 50》 

環境《51》 

『地球の環境』 

https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001210064860
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010012196
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000710006721
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000810148288


名古屋市中川図書館 2013年５月 

 4 / 8 

 

33..  イインンタターーネネッットトでで調調べべるる  

 「こども環境省」 

http://www.env.go.jp/kids/ 

環境保護（ほご）の仕事をしている環境省（しょう）の子ども向けホームページです。「こども環境

白書（はくしょ）」でわかりやすく学べます。 

 「エコパルなごや（名古屋市環境学習センター）」 

http://www.ecopal.city.nagoya.jp/ 

名古屋市の環境問題への取り組みや、ごみの回収についてわかりやすくしょうかいしています。 

 「小学生のための環境リサイクル学習ホームページ」 

http://www.cjc.or.jp/j-school/ 

ごみやリサイクルについてわかりやすく学べます。 

 「全国地球温暖化防止活動センター こどもプラザ」 

http://www.jccca.org/kids/ 

地球温暖化をわかりやすく学べるホームページです。「しつもん集」をごらんください。 

 「RDB 図鑑」 

http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/ 

日本の絶滅（ぜつめつ）の危機（きき）にある生き物をまとめたレッドデータブックをしょうかいし

たホームページです。哺乳類（ほにゅうるい）・鳥類（ちょうるい）など分類別に探せます。 

4. 新新聞聞記記事事をを調調べべるる 

 「中日新聞社・記事検索サービス」 

中川図書館では、中日新聞記事が検索できます。プリントアウトも可能です（１枚１０円）。新

聞にのった環境問題を調べてみましょう。カウンターでおたずねください。 

http://www.env.go.jp/kids/
http://www.ecopal.city.nagoya.jp/
http://www.cjc.or.jp/j-school/
http://www.jccca.org/kids/
http://www.sizenken.biodic.go.jp/rdb/
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5. ごごみみ

 

 『ごみの大研究』  寄本勝美／監修（PHP 研究所）1001010139481 

ごみ、リサイクル、ごみの減量（げんりょう）についてイラストでくわしく学べます。 

 『ゴミとつきあおう  （わたしたちの生きている地球－調べ学習にやくだつ環境の本－ 

１）』 桐生広人／著／著（童心社）1000910108271 

ごみを燃やすときにできたり、産業廃棄物にふくまれるダイオキシンなどの環境ホルモンからご

み問題を考える本です。 

 『廃棄物をへらす （地球環境をまもるアクション）』 デボラ・ジャクソン・ベッドフォー

ド／著（ほるぷ出版）1009915068695 

ごみ処理問題とリサイクルなどについて写真でわかりやすく学べます。 

 『地球の未来とゴミ学習 １ ／ 身のまわりのゴミはどこへゆく』 （さ・え・ら書房）

1009915018503 

ごみについてくわしく学べるシリーズの１冊です。 

ほかに『リサイクルを調べる』1009915019409、 『ゴミを減らすために』1009915019412 が

あります。 

 『環境とリサイクル １２ ／ 暮らしとゴミ』 （小峰書店）1009912073779 

全１２冊シリーズ「環境とリサイクル」の１冊です。この本では、ごみ処理のしくみを取り上げ

ています。 

ほかに『ペットボトル』1009912073747、 『ごみ処理場』1009912073770 などがあります。 

 

 

 

 

 

廃棄物（はいきぶつ）とも言います。家庭などから出る一般（いっぱん）廃棄物と、工場などから出

る産業（さんぎょう）廃棄物に分かれます。ごみ減らすことと、資源（しげん）ごみとして再利用

することが課題となっています。 

【図書館で本を探すキーワード】 

・リサイクル ・廃棄物 ・廃棄物処理（しょり） ・資源再利用 

 

https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010139481
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010139481
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010139481
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910108271
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910108271
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910108271
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915068695
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915068695
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915018503
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915018503
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915019409
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915019409
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915019412
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009915019412
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073779
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073779
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073747
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073747
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073770
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009912073770
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66..  自自然然・・生生きき物物  

 

 『世界の絶滅危機動物大研究』 藤原幸一／著（PHP 研究所） 1001210117817 

絶滅の危機（きき）にある世界の野生動物をしょうかいした図鑑です。ライオンやゾウなどよく知ら

れた動物までもが危機にあることがわかります。 

 『新世界絶滅危機動物図鑑 １ 改訂版 ／ 哺乳類』 （学研教育出版） 1001110169730 

世界の絶滅危機動物をしょうかいした６冊の図鑑シリーズです。 

 『生物多様性の大研究』 小泉武栄／監修（PHP研究所）  1001110016897 

生物多様性や多様性が失われつつあることについて、わかりやすくまとめてあります。 

 『みんなでかんがえよう！生物多様性と地球環境 １ ／ わたしたちのくらしと生物多様

性』（岩崎書店） 1001010056868 

生物多様性についてわかる３冊シリーズです。この巻では、生物多様性の大切さ、日本の里山につ

いて説明しています。 

 『レッドデータブックあいち植物編 ２００９』（愛知県） 1000910013630 

愛知県の絶滅のおそれのある植物をまとめた本です。 

『レッドデータブックあいち動物編 ２００９』 1000910013629 もあります。 

 『レッドデータブックなごや植物編 ２００４』（名古屋市） 1009914009870 

名古屋市の絶滅のおそれのある植物をまとめた本です。 

『レッドデータブックなごや動物編 ２００４』 1009914009871 や植物・動物をあわせて追加

した『レッドデータブックなごや ２０１０』 1001010063208 もあります。 

 『干潟の図鑑』 日本自然保護協会／著（ポプラ社）  1009917008230 

名古屋市にある藤前干潟（ふじまえひがた）をはじめとする日本の干潟にくわしくなれます。 

 

 

 

 

 

【図書館で本を探すキーワード】 

・自然保護 ・生物多様性 ・環境保全（ほぜん） ・干潟（ひがた） ・絶滅（ぜつめつ） 

https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001210117817
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001210117817
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001110169730
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001110169730
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001110016897
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001110016897
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001110016897
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010056868
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010056868
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010056868
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910013630
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910013630
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910013629
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1000910013629
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009914009870
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009914009870
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009914009871
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009914009871
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010063208
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1001010063208
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009917008230
https://www.library.city.nagoya.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?tilcod=1009917008230
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77..  地地球球環環境境・・地地球球温温暖暖化化  

 

 『地球温暖化図鑑』 （文渓堂）  1001010012365 

地球温暖化とそれにともなう問題、対策についてくわしくわかります。 

 『みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来 １ ／ 地球温暖化時代を生きる』 水

谷広／監修（小峰書店） 1000910003782  

地球温暖化の原因や温暖化がひきおこしている問題についてイラストでわかりやすく学べます。 

 『砂漠の研究』 片平孝／著（PHP 研究所）  1001310000827 

砂漠の特色やオアシス、砂漠化についてわかりやすく学べます。 

88..  エエネネルルギギーー  

 

 『いますぐ考えよう！地球温暖化 ２ ／ 地球温暖化と省エネルギー』 田中優／著（岩崎

書店） 1000710021466 

地球温暖化問題の原因であるエネルギーと省エネルギーを解説します。 

生活に必要なさまざまな道具を動かす力をエネルギーと言います。また、石油・石炭・天然ガ

ス・水力・原子力など、エネルギーを作るもとになるものをエネルギー資源と言います。エ

ネルギー資源の活用で生活は便利になりましたが、多くの環境問題が発生しています。 

【図書館で本を探すキーワード】 

・エネルギー ・太陽光発電 

 

二酸化炭素などの温室効果ガスが地球の温度を上昇させている地球温暖化（おんだんか）をはじ

め、オゾン層（そう）の破壊（はかい）や砂漠化（さばくか）などたくさんの地球環境問題が発生し

ています。 

【図書館で本を探すキーワード】 

・地球環境 ・地球温暖化 ・公害 ・大気汚染 
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 『みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来 ４ ／ くらしの省エネ』 水谷広／監

修（小峰書店） 1000910003785  

省エネのくふうや取り組みについてイラストでわかりやすく学べます。 

 『省エネの大研究』 山川文子／著（PHP 研究所） 1001110183870 

省エネが必要な理由、省エネのくふう、世界の取り組みなどをわかりやすくまとめています。 

 『よくわかる再生可能エネルギー』 （学研教育出版） 1001110169656 

太陽エネルギー・風力エネルギーなど新しいエネルギーについてくわしくわかります。 

 『よくわかる原子力とエネルギー ３ ／ これからのエネルギーがよくわかる本』 （ポプ

ラ社） 1001210003722 

原子力発電と、新しいエネルギーについて調べましょう。 

 

 

 

 

 

名古屋市中川図書館 電話 052-353-5311 FAX052-353-5342 

名古屋市中川区吉良町 178番 3 あおなみ線・荒子駅 徒歩２分 

古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

中川図書館マスコットキャラクター「あらっこ」 

本についての質問は、図書館で。 

ほかにも、いろんな本があります。 
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