
書名 著者名 出版社 出版年

1
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　1 気候
変動

池上彰 さ・え・ら書房 2010

2 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　2　水 池上彰 さ・え・ら書房 2010

3 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　3　食糧 池上彰 さ・え・ら書房 2010

4 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　4　ゴミ 池上彰 さ・え・ら書房 2010

5
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　5　健康・
病気

池上彰 さ・え・ら書房 2010

6
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　6　動物
の多様性

池上彰 さ・え・ら書房 2010

7
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　7　人口
問題

池上彰 さ・え・ら書房 2011

8 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　8　貧困 池上彰 さ・え・ら書房 2011

9 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　9　公害 池上彰 さ・え・ら書房 2011

10
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題　10　エネ
ルギー

池上彰 さ・え・ら書房 2011

11 エコQ&A100　1　世界のエコはいま 渡辺一夫 ポプラ社 2010

12 エコQ&A100　2　日本のエコはいま 渡辺一夫 ポプラ社 2010

13 エコQ&A100　3　自然のなかでエコ体験 渡辺一夫 ポプラ社 2010

14 エコQ&A100　4　日本人のエコの知恵 渡辺一夫 ポプラ社 2010

15 エコQ&A100　5　わたしたちにできるエコ 渡辺一夫 ポプラ社 2010

16 エネルギーをどうする    新しいエネルギーがわかる本 桐生広人 童心社 2010

17 オゾンホールのなぞ    大気汚染がわかる本 桐生広人 童心社 2010

18
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　１　ストップ!
地球温暖化

環境情報普及セン
ター

金の星社 2009

19
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　 2 ごみ問題・
森林破壊

環境情報普及セン
ター

金の星社 2009

20
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　3  大気・水を
汚さないために

環境情報普及セン
ター

金の星社 2009

21
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　4  学校では
じめるエコ活動

環境情報普及セン
ター

金の星社 2009

22
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動　5      家庭で
はじめるエコ活動

環境情報普及セン
ター

金の星社 2009

23 環境 枝廣淳子 ポプラ社 2011

24 原子力の大研究 PHP研究所 ＰＨＰ研究所 2009

25 ゴミとつきあおう    環境ホルモンがわかる本 桐生広人 童心社 2010

26 ごみの大研究 寄本勝美 PHP研究所 2011

27
ごみはいかせる!へらせる!  1  ごみ処理場ってどんなとこ
ろ？

寄本勝美 岩崎書店 2008

28 ごみはいかせる!へらせる!  2  毎日のごみは資源になる 寄本勝美 岩崎書店 2008

29
ごみはいかせる!へらせる!　3　粗大ごみ・機械は資源に
なる

寄本勝美 岩崎書店 2008

30 再生可能エネルギーの大研究 中谷内政之 PHP研究所 2010

31 CO2がわかる事典 栗岡誠司 ＰＨＰ研究所 2010

32 CO２のりものずかん 三浦太郎 ほるぷ出版 2008

33 生物多様性の大研究 小泉武栄 PHP研究所 2011

34 石油の大研究 藤田和男 ＰＨＰ研究所 2009

35 地球SOS図鑑
国立環境研究所地
球環境研究センター

PHP研究所 2008

36 天気がへんだ    地球温暖化がわかる本 桐生広人 童心社 2010
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37 ぼくたち・わたしたちの地球温暖化問題
ローリーデイヴィッ
ド、カンブリアゴード

小学館 2008

38 水をめぐる争い 橋本淳司 文研出版 2010

39 水と環境問題 橋本淳司 文研出版 2010

40 水と人びとのくらし 橋本淳司 文研出版 2011

41 水と人びとの健康 橋本淳司 文研出版 2011

42 水問題にたちむかう 橋本淳司 文研出版 2011

43 みんなが知りたい!地球と環境がわかる本 北原義昭、菅沢紀生 メイツ出版 2010

44
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 2010

45
みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境　2 日本の
多様な生きものと環境

－ 岩崎書店 2010

46
みんなでかんがえよう!生物多様性と地球環境　3 世界の
多様な生きものと環境

－ 岩崎書店 2010

47
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

仲谷宏、水谷広 小峰書店 2009

48
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、水谷広 小峰書店 2009

49
みんなで考えよう地球温暖化とエネルギーの未来　３　交
通・運輸と地球環境

仲谷宏、水谷広 小峰書店 2009

50
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

仲谷宏、水谷広 小峰書店 2009

51
もったいないからはじめよう!  1   もったいないってなんだ
ろう?

ＬａＺＯＯ 学研 2007

52 もったいないからはじめよう!  2   ごみがもったいない ＬａＺＯＯ 学研 2007

53 もったいないからはじめよう!  3   みずがもったいない ＬａＺＯＯ 学研 2007

54 もったいないからはじめよう!  4   みどりがもったいない ＬａＺＯＯ 学研 2007

55 もったいないからはじめよう!  5   たべものがもったいない ＬａＺＯＯ 学研 2007

56
もったいないからはじめよう!  6   エネルギーがもったいな
い

ＬａＺＯＯ 学研 2007

57 わたしたちの地球をすくおう     地球全体がわかる本 桐生広人 童心社 2010
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