
自然災害の恐怖　地球温暖化　第４巻　ハリケーン・竜巻・雷 「タイム」編集部／編 ゆまに書房 2009 369.3

北極圏のサイエンス　オーロラ、地球温暖化の謎にせまる 赤祖父　俊一／著 誠文堂新光社 2006 402.9

池上彰の君ならどう考える、地球の危機　１ アンソニー・リシャック／著 文渓堂 2007 * 451

いますぐ考えよう！地球温暖化　１　地球温暖化と自然環境 田中　優／著 岩崎書店 2008 * 451

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 2008 * 451

いますぐ考えよう！地球温暖化　３　地球温暖化と自然エネルギー 田中　優／著 岩崎書店 2008 * 451

異常気象　地球温暖化と暴風雨のメカニズム マーク・マスリン／著 緑書房 2006 451

指令！地球温暖化を調査せよ　 学習研究社／編集 科学技術振興機 2008 * 451

地球ＳＯＳ図鑑　温暖化について調べよう 国立環境研究所地球環境研 ＰＨＰ研究所 2008 * 451

流氷の伝言　アザラシの赤ちゃんが教える地球温暖化のシグナル 小原　玲／著 教育出版 2009 * 451

温暖化の世界地図 近藤　洋輝／訳 丸善株式会社 2007 451.3

「２℃の違い」を知る絵本　身近な「温暖化」も、地球の「温暖化」も 佐伯　平二／文 青春出版社 2008 YA 451.3

＋６℃　地球温暖化最悪のシナリオ マーク・ライナス／著 ランダムハウス 2008 451.3

ぼくたち・わたしたちの地球温暖化問題　今日からはじめる地球の守りかた ローリー・デイヴィッド／ 小学館 2008 YA 451.3

地球温暖化　ＴＩＭＥ誌の写真でわかる地球温暖化問題と解決法 タイム誌編集部／編集 緑書房 2009 451.3

地球温暖化にどのように対処すべきか　（日学双書　２８） 日本学術協力財団／編 大蔵省印刷局 1999 451.3

地球温暖化の最前線　（岩波ジュニア新書） 小西　雅子／著 岩波書店 2009 YA 451.3

地球温暖化は止まらない　地球は１５００年の気候周期を物語る Ｓ．フレッド・シンガー／ 東洋経済新報社 2008 451.3

中・高校生のためのやさしい地球温暖化入門 後藤　則行／著 あすなろ書房 1998 YA 451.3

本音で話そう，地球温暖化 日本化学会／編 丸善 2002 451.3

千年前の人類を襲った大温暖化　文明を崩壊させた気候大変動 ブライアン・フェイガン／ 河出書房新社 2008 451.8

氷に刻まれた地球１１万年の記憶　温暖化は氷河期を招く リチャード・Ｂ．アレイ／ ソニー・マガジ 2004 451.8

みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　２　電力と地球環境 仲谷　宏／文 小峰書店 2009 * 501

省エネ・温暖化対策の処方箋　 坂本　雄三／編著 日経ＢＰ企画 2006 533.8

温暖化が進むと「農業」「食料」はどうなるのか？（エコラボＦＩＬＥ） 杉浦　俊彦／著 技術評論社 2009 613.1

ヒートポンプ入門　地球温暖化対策の切り札 矢田部　隆志／著 オーム社 2007 533.6

森林と報徳と温暖化と 榛村　純一／著 清文社 2007 650.4

竹炭のふしぎな力　温暖化対策の可能性をさぐる（自然とともに） 中根　周歩／著 小峰書店 2008 * 658

今そこに迫る「地球寒冷化」人類の危機 丸山　茂徳／著 ベストセラーズ 2009 451.8
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『『『『池上彰池上彰池上彰池上彰のののの君君君君ならどうならどうならどうならどう考考考考えるえるえるえる、、、、

地球地球地球地球のののの危機危機危機危機』』』』１１１１地球温暖化地球温暖化地球温暖化地球温暖化
　　　　アンソニーアンソニーアンソニーアンソニー・・・・リシャックリシャックリシャックリシャック　　　　著著著著

吉井吉井吉井吉井　　　　知代子知代子知代子知代子　　　　訳訳訳訳　　　　池上池上池上池上　　　　彰彰彰彰　　　　監修監修監修監修
文渓堂文渓堂文渓堂文渓堂

　『　『　『　『温暖化温暖化温暖化温暖化のののの世界地図世界地図世界地図世界地図』』』』
　　　　
　　　　　　　　近藤近藤近藤近藤　　　　洋輝洋輝洋輝洋輝　　　　訳訳訳訳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸善株式会社丸善株式会社丸善株式会社丸善株式会社

「地球温暖化」のしくみや影響から
始まり、ホテルのオーナー、自動車
が大好きな人、洪水の被害にあった
人、島に住む人などいろんな立場の
人の意見が書かれていて、各項目で
「考えてみよう」の問いがありま
す。

この本の紹介文は、「温暖化によっ
て、世界中でどんなことが起きている
のか、どんな未来がやってくるのか、
それに対して、私たちは何をすべき
で、何が出来るのか…世界地図の上で
眺めてみてください」と書かれていま
す。

環境問題・地球温暖化について考え、ECOな夏を心がけてみませんか。
夏休みに子どもとも一緒に考えたり、宿題もエコな工作に挑戦してみてください。
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地球温暖化戦争 グウィン・ダイヤー／〔著 新潮社 2009 304

地球を救う仕事　１４歳になったら考える　５　温暖化をくい止めたい くさば　よしみ／編著 汐文社 2009 YA 333.8

地球を救う仕事　１４歳になったら考える　６　温暖化をくい止めたい くさば　よしみ／編著 汐文社 2009 YA 333.8

自然災害の恐怖　地球温暖化　第１巻　地震・火山 「タイム」編集部／編 ゆまに書房 2008 369.3

自然災害の恐怖　地球温暖化　第２巻　津波・洪水・干ばつ 「タイム」編集部／編 ゆまに書房 2008 369.3

自然災害の恐怖　地球温暖化　第３巻　地すべり・山火事・砂嵐 「タイム」編集部／編 ゆまに書房 2009 369.3

京都議定書がわかる絵事典　地球の環境をまもる世界基準 ＰＨＰ研究所／編 ＰＨＰ研究所 2006 * 451

気象情報で読む地球の大気環境 内野　修／著 オーム社 2001 451.3

地球異変 朝日新聞社／編 ランダムハウス 2008 451.3

激化する自然災害　巨大地震，強大化する台風，地球温暖化　 ニュートンプレ 2009 451.9

ＮＨＫ地球白書　２０世紀。人類は異常な繁栄を遂げた。そして２１世紀……。 古川　潤／編著 家の光協会 2001 519

あなたが世界を変える日　１２歳の少女が環境サミットで語った伝説のスピーチ セヴァン・カリス＝スズキ 学陽書房 2003 * 519

きみは地球だ　デヴィッド・スズキ博士の環境科学入門 デヴィッド・スズキ／著 大月書店 2007 * 519

くらしと地球環境 犬飼　英吉　著 丸善 2000 519

ジュニア地球白書　ワールドウォッチ研究所　２００８－０９ クリストファー・フレイヴ ワールドウォッ 2009 * 519

ためしてわかる環境問題　クイズ・実験・データ　２　ゴミ・エネルギー・電磁波 山崎　慶太／編 大月書店 2001 * 519

ためしてわかる環境問題　クイズ・実験・データ　３　食物・生物 山崎　慶太／編 大月書店 2001 * 519

みんなができる地球にいいこと！　環境について話し合うためのエコ・コミュニケーションブック ｅｃｏ　ｉｍｐａｃｔ！プ 宣伝会議 2009 * 519

環境　（世界地図から学ぼう国際理解） 古内　洋平／著 ほるぷ出版 2007 * 519

環境・ぼくたち・未来 中西　敏昭／共著 保育社 2002 * 519

環境ことば事典　ことばの意味がわかる　３　資源とエネルギー 七尾　純／著 大日本図書 2002 * 519

環境の世界地図　（くらべてわかる世界地図） 新美　景子／著 大月書店 2005 * 519

最新暮らしの中の環境問題Ｑ＆Ａ　水・空気・食品・生活・健康 山口　英昌　編著 ミネルヴァ書房 2000 519

私にできること　地球の冷やしかた 辻　信一／監修 ゆっくり堂 2005 519

身近な環境調べ　自由研究ヒント集 環境学習研究会／編 オーム社 1999 * 519

身近な実験で学ぶ地球環境 早川　信一／著 丸善 2002 * 519

地球ＳＯＳ　地球環境を考える　（ミュージアムブックレット　４） 新井田秀一／著 神奈川県立生命 1996 519

地球環境のためにできること　（地球のためにわたしたちにできること） 大西　順一／著 ポプラ社 1994 * 519

地球環境の危機と２１世紀の私たち　日本学術会議主催公開講演会における記録 日本学術協力財団／編 大蔵省印刷局 1997 519

面白いほどよくわかる地球の寿命　地球温暖化・異常気象・酸性雨…環境破壊の問題点を探る 柴田　敏隆／監修 日本文芸社 2008 519

なるほど図解排出権のしくみ　（ＣＫ　ＢＯＯＫＳ） 大串　卓矢／著 中央経済社 2006 519.1

環境報告書ガイドブック 国部　克彦／監修 東洋経済新報社 2000 519.1

図説環境問題データブック 奥　真美／編 学陽書房 2009 519.1

CO2がわかる事典 栗岡誠司／監修 ＰＨＰ研究所 2010 * 435

歴史が教えるエコライフ　１　生活編（ＥＣＣ　ｂｏｏｋｓ） 谷口　研語／編 省エネルギーセ 2001 210

アイヌ式エコロジー生活　治造エカシに学ぶ、自然の知恵　 さとうち　藍／著 小学館 2008 389.1

もったいない　対訳英文付 プラネット・リンク／編 マガジンハウス 2005 519

わたしと地球の約束　セヴァンのわくわくエコライフ　（ぼくら地球市民） セヴァン・カリス・スズキ 大月書店 2005 * 519

ふろしき大研究　エコライフにも役立つ！ 宮井株式会社／監修 ＰＨＰ研究所 2005 * 385

風呂敷 森田　知都子／文 文渓堂 2008 * 385

科学工作図鑑　１　エコパワー 立花　愛子／著 いかだ社 2009 407

エコアップ大作戦　１　学校編（環境学習シリーズ） 寺本潔／著 大日本図書 1998 * 519

きむらゆういちのエコ工作えほん１　ぎゅうにゅうパック・トイレットペーパーのしんでつくろうきむら　ゆういち／作・構 ポプラ社 2009 * 750

きむらゆういちのエコ工作えほん３　せんたくばさみ・わゴムでつくろう きむら　ゆういち／作・構 ポプラ社 2009 * 750

リサイクル楽器を楽しもう　２　音階作りにチャレンジ！！ 上畑　美佐江／作 汐文社 2002 * 750

リサイクル楽器を楽しもう　３　吹く楽器にチャレンジ！！ 上畑　美佐江／作 汐文社 2002 * 750

リサイクル楽器を楽しもう　４　民族楽器にチャレンジ！！ 上畑　美佐江／作 汐文社 2002 * 750

リサイクル工作　パート２ 野田　則彦　著 ひかりのくに 1998 * 750

リサイクル自由研究　地球にやさしいビックリ工作 こどもくらぶ編集部　編 双葉社 1998 * 750

楽しいリサイクルアート　１ 齋藤　美樹　文・絵 汐文社 2000 * 750

楽しいリサイクルアート　２ 齋藤　美樹　文・絵 汐文社 2000 * 750

楽しいリサイクルアート　３ 齋藤　美樹　文・絵 汐文社 2000 * 750

楽しいリサイクルアート　４ 齋藤　美樹　文・絵 汐文社 2000 * 750

作ってみよう！リサイクル工作６８　小学校全学年 近藤　芳弘　監修 成美堂出版 2000 * 750
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