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図書番号 書籍名称 発行所 著者・編者等 発行年

A-001 学習漫画地球の歴史　１　地球４６億年のなぞ 集英社 小畠郁生監修 1995.04

A-002 学習漫画地球の歴史　２　自然のすがた 集英社 横尾浩一監修 1995.05

A-003 地球は今・・・１　壊れゆくオゾ層 栄光 高木善之著 1999.1

A-004 地球は今・・・２　せまりくる温暖化 栄光 高木善之著 2000.04

A-005 地球は今・・・３　消えゆく森林 栄光 高木善之著 1998.09

A-006 地球は今・・・４　滅びゆく生物 栄光 高木善之著 1996.04

A-007 地球は今・・・５　爆発する人口 栄光 高木善之著 1996.04

A-008 地球は今・・・６　身近な環境問題 栄光 高木善之著 2000.07

A-009 地球は今・・・７　不足する水資源 栄光 高木善之著 1999.02

A-010 地球は今・・・８　忍びよる食糧危機 栄光 高木善之著 1999.02

A-011 地球は今・・・９　枯渇するエネルギー 栄光 高木善之著 1999.04

A-012 地球は今・・・１０　永続可能な社会 栄光 高木善之監修 1999.04

A-013 地震をしらべる 小峰書店 茅野一郎著 1999.12

A-014 森林はなぜ必要か 小峰書店 只木良也著 1992.11

A-015 水と生命と地球 小峰書店 半谷高久・小椋和子著　 1993.12

A-016 湖の世界をさぐる 小峰書店 西條八束・村上哲生著 1997.1

A-017
総合的な学習にやくだつ   ここまできた！
環境破壊　  環境ホルモン汚染  ①

ポプラ社 那須紀幸監修　 2000.08

A-018
総合的な学習にやくだつ　ここまできた！
環境破壊　　ダイオキシンの恐怖　②

ポプラ社 奈須紀幸監修　 2000.08

A-019
総合的な学習にやくだつ   ここまできた！
環境破壊　わたしたちの食べものは安全か？③

ポプラ社 奈須紀幸監修　 2000.08

A-020
総合的な学習にやくだつ  ここまできた！
 環境破壊　家が人間を病気にする！？④

ポプラ社 奈須紀幸監修　 2000.08

A-021
総合的な学習にやくだつ   ここまできた！
環境破壊　くらしにあふれる危険な電磁波⑤

ポプラ社 奈須紀幸監修　　 2000.08

A-022
総合的な学習にやくだつ  ここまできた！
 環境破壊　　異常気象とこれからの地球⑥

ポプラ社 奈須紀幸監修　 2000.08

A-023
総合的な学習にやくだつ ここまできた！
環境破壊　　人間が地球の環境をこわしてきた⑦

ポプラ社 奈須紀幸監修　　 2000.08

A-024 わたしたちの生きている地球１　ゴミとつきあおう 童心社 桐生広人・山岡寛人著 1999.03

A-025 わたしたちの生きている地球２　天気がへんだ 童心社 桐生広人・山岡寛人著 1999.07



A-026 わたしたちの生きている地球３  オゾンホールのなぞ 童心社 桐生広人・山岡寛人著 1999.04

A-027 わたしたちの生きている地球４　エネルギーをどうする 童心社 桐生広人・山岡寛人著 1999.11

A-028 わたしたちの生きている地球５　わたしたちの地球をすくおう 童心社 桐生広人・山岡寛人著 2000.04

A-029 パチャママ リブリオ出版 国連環境計画 2000.04

A-030 くらしの中の化学物質  わたしたちの未来があぶない　１ 小峰書店 大竹千代子指導 1999.04

A-031 くらしの中の化学物質  わたしたちの未来があぶない　２ 小峰書店 大竹千代子指導 1999.04

A-032 くらしの中の化学物質  わたしたちの未来があぶない　３ 小峰書店 大竹千代子指導 1999.04

A-033
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　空気をきれいにしよう

ほるぷ出版 佐島群己監修　 1998.01

A-034
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　食べものを安全にしよう

ほるぷ出版 佐島群己監修　　 1998.02

A-035
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　自然とともに生きよう

ほるぷ出版 佐島群己監修　　 1998.03

A-036
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　水をきれいにしよう

ほるぷ出版 佐島群己監修　　 1997.12

A-037
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　地球温暖化をふせごう

ほるぷ出版 佐島群己監修 1998.01

A-038
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　オゾン層の破壊をふせごう

ほるぷ出版 佐島群己監修 1998.02

A-039
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　酸性雨をふせごう

ほるぷ出版 佐島群己監修 1997.12

A-040
図解でわかる地球環境とわたしたちの生活
　　リサイクルでゴミをへらそう

ほるぷ出版 佐島群己監修 1998

A-041 美しい地球をよごさないで 偕成社 ヘレン・エクスレイ著 1987

A-042 水の旅 西村書店 エレノア・シュミット作 1990.09

A-043 太陽　こどもエコロジー ポプラ社 ネスコ・アジア文化センター編 1999.02

A-044 ぼくのジャングルを救って! 偕成社 モニカ・サーク著 1989.09

A-045 空とぶメダカ　絶滅危惧種メダカのふしぎ ポプラ社 中村滝男著 1999.06

A-046 ほるぷ海外秀作絵本　みずうみにきえた村 ほるぷ出版 ジェーン・ヨーレン他著 1996.1

A-047 学習漫画地球なんでも事典 集英社 濱田隆志監修 1992.12

A-048 目からうろこ　　小学生の「地球環境」大疑問　１００ 講談社 環境goo 2001.11.29

A-049 超 おもしろ環境地球をまもる１６０ 問 フォア 文庫 ｽﾃｨｰﾌﾞ･ｽｷｯﾄﾞﾓｱ著 2002.06

A-050 ダイオキシンノ夏アニメ 版　いのちの地球 岩崎書店
蓮見 けい原作
近藤真眞理文

2001.08

A-051 ナミの 海をかえして 岩崎書店
吉村 証子作
津田櫓冬絵

1980.04

A-052 ちきゅうにやさしいマークの本　Ｗｅ　Are　Ｅａｒｔｈ 小学館 丸山道則 2001.07



A-053 笑って考える環境問題 あんたも 私もエコノザウルス 小学館 本田亮 2001.11

A-054 しずくのぼうけん 福音館書店 マリア・テルリコフスカ著 2002.07

A-055
おてんきかんさつえほん
あしたのてんきははれ？くもり？あめ？

福音館書店
野坂勇作

根本順吉監修
2001.09

A-056 町はふしぎなことだらけ 学研 田島征三著 1996.07

A-057 地球のこどもたちへ 小学館 シム・シメール著 1993.04

A-058 海をさがしに 福音館書店 デブラ・フレイジャー 2002.04

A-059 森の中のフロイド さ・え・ら書房 マリー・メイィエル 2002.05

A-060 町を行くフロイド さ・え・ら書房 マリー・メイィエル 2002.05

A-061 地球のひみつ　学研まんがひみつシリーズ 学研 たかや健二 ―

A-062 天気100のひみつ　学研まんが　ひみつシリーズ 学研 シュガー佐藤 ―

A-063 地球環境のひみつ　学研まんが　ひみつシリーズ 学研 山口太一 ―

A-064
ドラえもんの理科おもしろ攻略
天体〔地球・太陽・星の動き〕がわかる

小学館 藤子プロ 1996.01

A-065 学研の図鑑 　 星 ・ 星座 学研 鈴木進吾 2001.07

A-066 学研の図鑑　地球・ 気象 学研 鈴木進吾 2001.12

A-067 学研の図鑑　宇宙 学研 鈴木進吾 2000.07

A-068 ぼくは 小さなゴミ 屋やさん 星雲社 西田好子 1991.07

A-069 いまの地球，ぼくらの未来 ＰＨＰ研究 所 枝 淳子 2004.05.01

A-070 ２１世紀こども百科 　 地球環境館 小学館 2004.06.25

A-071 ２１世紀こども百科 　 地球環境館 小学館 2004.06.25

A-072 マジンジラ ソニーマガジンズ ラデック鯨井 2004.07.03

A-073 ゴミの山はぼくらの天国 新風舎 藤巻由夫 2003.06.15

A-074 星のふる森 あすなろ書房
渡　洋子文・
かすや昌宏絵

1989.12.15

A-075 宇宙からみた地球環境 大月書店 宇宙航空研究所開発機構　監 2004.02.09

A-076 名探偵コナン推理ファイル　環境の謎 小学館 原作青山剛昌 2006.03.20

A-077 13歳からの「環境問題」入門 かんき出版 吉田祐夫 2005.12.5

A-078 ぼくはエコねこ 宇都宮市 環境部環境政策課 2008.3.1

A-079 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31



A-080 森の住人　ハッパー 三洋商事㈱ 三洋商事㈱ 2007.07

A-081 森の住人　ハッパー　”川に魚がいなくなっちゃった”の巻 三洋商事㈱ 三洋商事㈱ 2007.07

A-082 ホッキョクグマのウィンストン ﾗﾝﾀﾞﾑﾊｳｽ講談社 千葉茂樹 2009.03.31

A-083 やまをつくったものやまをこわしたもの① 農山漁村文化協会 加古　里子 2011.5.31

A-084 かわはながれるかわははこぶ② 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.3.31

A-085 うみはおおきいうみはすごい③ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.3.32

A-086 あめ、ゆき、あられ、くものいろいろ④ 農山漁村文化協会 加古　里子 2011.8.31

A-087 ささやくかぜうずまくかぜ⑤ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.5.10

A-088 じめんがふるえるだいちがゆれる⑥ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.6.5

A-089 　ひをふくやまマグマのばくはつ⑦ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.6.20

A-090 よあけ　ゆうやけ　にじやオーロラ⑧ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.7.5

A-091 せかいあちこちちきゅうたんけん⑨ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.8.10

A-092 朝、夜、夏冬地球は回る⑩ 農山漁村文化協会 加古　里子 2005.8.25

A-093 地球環境とわたしたちの暮らし 実業之日本社 監修/住　明正 2008.7.4

A-094 風の谷のナウシカ㊤ 徳間書店 原作/宮崎駿 2009.9.5

A-095 風の谷のナウシカ㊦ 徳間書店 原作/宮崎駿 2009.9.5

A-096 シュナの旅 大日本印刷㈱ 原作/宮崎駿 2012.6.10

A-097 その手に１本の苗木を 評論社
クレア・A・ニヴォラ

作
柳田邦夫訳

2010.6.10

A-098
地球を守れ　めざせ！エコクイズマスター
　資源・ごみ・リサイクルクイズ

㈱金の星社 ワン・ステップ 2011.02

A-099
地球を守れ　めざせ！エコクイズマスター
エコライフクイズ

㈱金の星社 ワン・ステップ 2011.03

A-100
地球を守れ　めざせ！エコクイズマスター
自然保護クイズ

㈱金の星社 ワン・ステップ 2011.03

A-101
地球を守れ　めざせ！エコクイズマスター
地球環境クイズ

㈱金の星社 ワン・ステップ 2011.03

A-102
実践！体験！みんなでストップ温暖化　１
調べて発表！温暖化のしくみ

㈱学研教育出版 監修/住　明正 2011.2.19

A-103
実践！体験！みんなでストップ温暖化　２
現場を見学！日本と世界のエコ対策

㈱学研教育出版 監修/住　明正 2011.2.19

A-104
実践！体験！みんなでストップ温暖化　３
実験でわかる！環境問題とエネルギー

㈱学研教育出版 監修/住　明正 2011.2.19

A-105
実践！体験！みんなでストップ温暖化　４
地域と家族で！地球を守るエコ活動

㈱学研教育出版 監修/住　明正 2011.2.19

A-106
実践！体験！みんなでストップ温暖化　５
学校でやろう！ストップ温暖化

㈱学研教育出版 監修/住　明正 2011.2.19



A-107 なぜ？どうして？　環境のお話 ㈱学研教育出版 監修/森本信也 2013.9.4

A-108
みんなで考えよう地球温暖化エネルギーの未来１
地球温暖化時代を生きる

小峰書店
水谷広　監修
仲谷宏　作

2009.09

A-109
みんなで考えよう地球温暖化エネルギーの未来２
電力と地球環境

小峰書店
水谷広　監修
仲谷宏　作

2009.09

A-110
みんなで考えよう地球温暖化エネルギーの未来３
　交通・運輸と地球環境

小峰書店
水谷広　監修
仲谷宏　作

2009.09

A-111
みんなで考えよう地球温暖化エネルギーの未来４
くらしの省エネ

小峰書店
水谷広　監修
仲谷宏　作

2009.09

A-112 あなたが世界を変える日 学陽書房 セヴァン・カリス＝スズキ 2003.7.15

A-113 地球がたいへん フレーベル館 文：久野登久子 2008

A-114
みんなでめざそう循環型社会①  環境破壊ってだれのせ
い？

学研 松原史典・高橋敏広 2009.02.17

A-115 みんなでめざそう循環型社会②  森が地球を守る 学研 松原史典・高橋敏広 2009.02.17

A-116 みんなでめざそう循環型社会③  安心できる食料を求めて 学研 松原史典・高橋敏広 2009.02.17

A-117 みんなでめざそう循環型社会④   限りある資源を大切に 学研 松原史典・高橋敏広 2009.02.17

A-118 環境と人間６　ツキノワグマを追って 小峰書店 米田一彦著 1994.12

A-119
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　４　森林は、いま

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-120
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　３　エネルギーの未来

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-121
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　２　気と地球温暖化

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-122
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　1 水の循環とよごれ

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-123
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　５
自然保護は、いま

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-124
わたしたちの地球環境
人類が生きのびるために　６
ゴミ、リサイクル、再利用

小峰書店
高野尚好日本語

版監修
1999.04

A-125 日本の子どもたちが地球を救う50の方法 ブロンズ新社 グループなごん著 1991.09

A-126 カラー図解で見る地球（ガイア）を救う事典 産調出版 ﾏｲﾙｽﾞ･ﾘﾄｳﾞｨｰﾉﾌ著 1997.1

A-127 地球の秘密
地球環境平和財

団
坪田愛華著 2000.11

A-128 宇宙－そのひろがりをしろう－ 福音 館書店 加古里子著 1978.11

A-129 星のことがよくわかる　 楽しいスターウォッチング チクマ秀版社 江原順子 1994.03

A-130 これはたいへん！ゴミの話　２ 　あれもゴミこれもゴミ 文研出版
平見修二文・
宮前保彦絵

1995.01.10

A-131 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1

A-132 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1

A-133 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1



A-134 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1

A-135 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1

A-136 ぼくはエコねこ 宇都宮市
環境部環境政策

課
2008.3.1

A-137 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31

A-138 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31

A-139 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31

A-140 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31

A-141 ウチのかぞくはエコレンジャー 株式会社コジマ 小島章利 2008.3.31

A-142 森の住人　ハッパー 三洋商事㈱ 三洋商事㈱ 2007.07

A-143
森の住人　ハッパー
”川に魚がいなくなっちゃった”の巻

三洋商事㈱ 三洋商事㈱ 2007.07

A-144 わたしの地球 毎日新聞社出版局
福田繁雄

毎日こども県境・文
化研究所

1999.06.05

A-145 環境と人間３　大地とともに 小峰書店 本間正樹著 1993.03

A-146 環境と人間５　地球は生きている 小峰書店 大竹政和著 1993.12

A-147 川は生きている 講談社 青い鳥文庫 富山　和子 2017.08.04

A-148 森は生きている 講談社 青い鳥文庫 富山　和子 2012.12.15

A-149 ゴミすむ魚たち 株式会社講談社 大塚　幸彦 2016.02.01

A-150 クジラのおなかからプラスチック 株式会社旬報社 保坂　直紀 2018.12.25

A-151 クジラのおなかからプラスチック 株式会社旬報社 保坂　直紀 2018.12.25

A-152 買い物は投票なんだ 株）三五館シンシャ 藤原　ひろのぶ 2019.01.01

A-153 せいめいのれきし (株)岩波書店 岡本厚 2108.12.14

A-154 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ (株)汐文社 政門一芳 20160.4.20

A-155 進化のはなし 評論社 佐藤見果夢 2015.09.10

A-156 すごい自然図鑑 (株)PHP研究所 監修　石田秀輝 2016.07.06

A-157 いきているひかり
児童図書館
絵本の部屋

モリー・バング
ペニー・チザム

2013.04.10

A-158 星・星座のクイズ図鑑 学研 監修　藤井旭 2019.10.03

A-159 名探偵コナン理科ファイル　星と星空の秘密 株式会社　小学館 監修　ガリレオ工房 2011.0705

A-160 やりくりーぜちゃんと地球のまちづくり 工作舎 監修　山村真司 2014.0615



A-161 世界でいちばん素敵な夜空の教室 株式会社三才ブックス
監修　多摩六都科
学館天文チーム

2015.12.01

A-162 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 評論社 ロバート・Ｅ・ウェルズ 2016.01.20

A-163 温暖化、どうしておきる？ 岩崎書店 保坂　直紀 2017.09.30

A-164 星座の基本 株式会社枻出版社 酒井　彩子 2016.11.20

A-165 星座と神話のキャラクター図鑑 日本図書センター 監修　渡部潤一 2020.02.25

A-166 EARTHおじさん46億才 株）三五館シンシャ ほう　藤原ひろのぶ 2021.0101

A-167 環境破壊モンスターから地球を救おう 株）河出書房新社 マリー・G・ローデ 2020.07.30

A-168 やさしく解説　地球温暖化2　温暖化の今・未来 岩崎書店 保坂直紀　著 2017.11.30

A-169 やさしく解説　地球温暖化3　温暖化はとめられる？ 岩崎書店 保坂直紀　著 2018.01.31

A-170 ゴミはボクらのたからもの ㈱幻冬舎 ３２６　作・絵
マシンガンズ滝沢　解説・絵

2020.7.20


