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No. タイトル 著者 出版社名

1 よくわかる！記号の図鑑〈2〉リサイクル、環境、製品、食品の記号 木村 浩 あかね書房

2 みんなで地球をまもる−わたしたちの声がとどけば、世界はきっとかわるよ−
ベン・ホアー（文）ジェイド・オーランド
（絵）寺西 のぶ子（訳）

亜紀書房

3 おおきな木
シェル・シルヴァスタイン（著）
村上 春樹（訳）

あすなろ書房

4
葉っぱ・花・樹皮でわかる樹木図鑑 −もっと木と親しむために 自然散策が
もっと楽しくなる!−

池田書店編集部（編） 池田書店

5 チョウはなぜ飛ぶか 日高 敏隆 岩波書店 

6 歌うカタツムリ−進化とらせんの物語 千葉 聡 岩波書店

7 科学と科学者のはなし: 寺田寅彦エッセイ集 寺田 寅彦 岩波書店

8 ちいさいおうち
バージニア・リー・バートン(作・絵)
石井 桃子(訳）

岩波書店

9 カガク力を強くする！  元村 有希子 岩波書店

10 バンビ――森の、ある一生の物語
フェーリクス・ザルテン(著)
上田 真而子(訳)

岩波少年文庫

11 雪は天からの手紙 中谷宇吉郎エッセイ集 中谷 宇吉郎 岩波少年文庫

12 ゾウの鼻が⾧いわけ
ラドヤード・キプリング（著）
藤松 玲子（訳）

岩波少年文庫

13 プラスチック・フリー生活 −今すぐできる小さな革命− 
シャンタル・プラモンドン（著）ジェイ・シ
ンハ（著）服部 雄一郎（訳）

NHK出版

14 図解でわかる 14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所 太田出版

15 図解でわかる 14歳からの自然災害と防災 社会応援ネットワーク 諏訪 清二（監修） 太田出版

16 ごみ育 −日本一楽しいごみ分別の本 50問クイズ式!−  滝沢 秀一 太田出版

17 身近な環境・生活のホントがよくわかる本 浦野 紘平・浦野 真弥（共著）  オーム社

18 100かいだてのいえ いわい としお 偕成社 

19 ぼくはアフリカにすむキリンといいます 岩佐 めぐみ（著）高畠 純（絵） 偕成社

20 レイチェル・カーソン―「沈黙の春」で地球の叫びを伝えた科学者
ジンジャー・ワズワース（著）
上遠 恵子（訳）

偕成社

21 海岸動物の生態学入門  ベントスの多様性に学ぶ 日本ベントス学会 海文堂出版

22 ちっちゃな生きものたち ミミズ
スージー・ウィリアムズ（作）
ハンナ・トルソン（絵）渡邊 真里（訳）

 化学同人

23 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(著)
ナマケモノ倶楽部(編・訳)

学陽書房

24 地球の危機図鑑 −滅亡させないために知っておきたい12のこと− 福士 謙介(監修) 学研プラス

25 猫楠 南方熊楠の生涯 水木しげる KADOKAWA

26 空のふしぎがすべてわかる! すごすぎる天気の図鑑  荒木 健太郎 KADOKAWA

27 13歳からのレイチェル・カーソン  
上遠 恵子(監修)
レイチェル・カーソン日本協会(編)

かもがわ出版

28 森の思想 南方 熊楠（著）中沢 新一（編）  河出書房新社

29 こどもSDGs  なぜSDGsが必要なのかがわかる本 バウンド（著）秋山 宏次郎（監修） カンゼン

30 数字でわかる! こどもSDGs 地球がいまどんな状態かわかる本 バウンド（著）秋山 宏次郎（監修） カンゼン

31 コンポストだよ ⾧嶋 絹子 共同文化社

32 食品ロス 持続的な社会を考える新しい環境問題 [1] 古沢 広祐（監修） 金の星社

33 マイクロプラスチック 持続的な社会を考える新しい環境問題 [2] 古沢 広祐（監修） 金の星社

34 プラスチックモンスターをやっつけよう! : きみが地球のためにできること 高田 秀重（監修） クレヨンハウス

35 ゼロ・ウェイスト・ホーム −ごみを出さないシンプルな暮らし− ベア・ジョンソン（著）服部 雄一郎（訳） KTC中央出版

環境シェルフ 書籍リスト（閲覧のみ）

エコルとごし1F環境シェルフにある書籍です。館内コミュニティラウンジ内で閲覧が可能です（貸出不可）。



36 なみ スージー・リー  講談社

37 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 真珠 まりこ（作・絵） 講談社

38 ジャングル大帝(1) (手塚治虫文庫全集) 手塚 治虫 講談社

39 ジャングル大帝(2) (手塚治虫文庫全集) 手塚 治虫 講談社

40 カラスの教科書 松原 始 講談社

41 ゴミ清掃員の日常 ミライ編 あたらしい時代で、しあわせになるゴミ出し術 滝沢 秀一 講談社

42
地球環境博士になれるピクチャーブック 3
地球を汚すごみをアップサイクリングで循環させる: 地球がごみだらけ!

ハンナ・ウィルソン（著）
片神 貴子（訳）

合同出版

43
地球環境博士になれるピクチャーブック 2
温室効果ガスを減らして地球温暖化・気候変動を防ぐ

ハンナ・ウィルソン（著） 
片神 貴子（訳）

合同出版

44
地球環境博士になれるピクチャーブック 1
野生生物の生息地を守り絶滅の危機から救う

カミラ・ド・ラ・ベドワイエール（著）
片神 貴子（訳）

合同出版

45 ハチドリのひとしずく いま、私にできること  辻 信一 光文社

46 バッタを倒しにアフリカへ 前野 ウルド 浩太郎 光文社

47 木をかこう
ブルーノ・ムナーリ（著）
須賀 敦子（訳）

至光社

48 いちばん大事なこと −養老教授の環境論− 養老 孟司 集英社

49 草木とみた夢 牧野富太郎ものがたり 谷本 雄治（作）大野 八生（絵） 出版ワークス

50 ひでこさんのたからもの。 つばた 英子、つばた しゅういち 主婦と生活社

51 地球について知っておくべき100のこと 竹内 薫（訳・監修） 小学館

52 プラスチックのうみ
ミシェル・ロード（作）
川上 拓土（訳）磯辺 篤彦（監修）

小学館

53 ペンギンかぞくのおひっこし 刀根 里衣 小学館

54 こども環境学 朝岡 幸彦（監修） 新星出版社

55 家守綺譚  梨木 香歩 新潮社

56 センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カーソン（著）
上遠 恵子（訳）川内 倫子（写真）

新潮社

57 野草をおいしく食べる本  フィールド別 見分け方、採り方、食べ方 110種 大浦 淳 スタンダーズ

58 ベランダ寄せ植え菜園: 自然の力を借りるから失敗しない たなかやすこ 誠文堂新光社

59 SDGsな生活のヒント −あなたの物の使い方が地球を救う− タラ・シャイン（著）武井 摩利（訳）  創元社

60 世界のふしぎな木の実図鑑 小林 智洋、山東 智紀 創元社

61 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 ⾧澤 淳一、 瀬戸口 浩彰 創元社

62 生き物が大人になるまで 「成⾧」をめぐる生物学 稲垣 栄洋  大和書房

63 木とつきあう知恵 エルヴィン・トーマ（著）宮下 智恵子（訳） 地湧社

64 2050年の地球を予測する −科学でわかる環境の未来− 伊勢 武史 筑摩書房

65 ドミトリーともきんす 高野 文子 中央公論新社

66 プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田 秀重 東京書籍

67 寂しい生活 稲垣 えみ子 東洋経済新報社

68 おいしい昆虫記 佐伯 真二郎 ナツメ社

69 ジュニア版 キリン解剖記 キリンの首の骨が教えてくれたこと 郡司 芽久 ナツメ社

70 気温が１度上がると、どうなるの？ 気候変動のしくみ
Ｋ・Ｓ・シュライバー（文）Ｓ・マリアン
（絵）松永 美穂（訳）竹内 薫（監修）

西村書店

71
グレタのねがい : 地球をまもり未来に生きる : 大人になるまで待つ必要なんて
ない

Valentina Camerini(著) 杉田 七重(訳) 西村書店

72 トコトンやさしい燃料電池の本 第2版 (今日からモノ知りシリーズ) 森田 敬愛 日刊工業新聞社

73 今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい電気自動車の本 第3版  廣田 幸嗣 日刊工業新聞社

74 はじめてのてんきえほん
武田 康男(監修) てづかあけみ(絵)
村田 ひろこ(文・デザイン)

パイインターナショナル

75 地球をほる 川端 誠 BL出版

76 10ぴきのおばけのかいすいよく  にしかわおさむ ひかりのくに



77 たんぼレストラン はやしますみ(作・絵) ひかりのくに

78 止めなくちゃ!気候変動 わたしたちにできること 絵本で知ろう!SDGs
ニール・レイトン(作・絵)
いわじょうよしひと(訳)

ひさかたチャイルド

79 このゴミは収集できません −ゴミ清掃員が見たあり得ない光景− 滝沢 秀一 白夜書房

80 冒険図鑑―野外で生活するために さとうち藍 福音館書店

81 地球はえらい (みぢかなかがくシリーズ) 岡達 英 福音館書店

82 ぼく、だんごむし  得田 之久 福音館書店

83 地球 その中をさぐろう 加古里子 福音館書店

84 海 加古里子 福音館書店

85 宇宙 加古里子 福音館書店

86 かわ 加古里子 福音館書店

87 おつきさまこんばんは 林 明子 福音館書店

88 にんじん せな けいこ 福音館書店

89 てぶくろ ウクライナ民話
エウゲーニー・Ｍ・ラチョフ(絵) 
うちだ りさこ(訳)

福音館書店

90 くだもの 平山 和子 福音館書店

91 もりのなか
マリー・ホール・エッツ(文・絵)
まさき るりこ(訳)

福音館書店

92 はなをくんくん
ルース・クラウス(文)
マーク・シーモント(絵)きじま はじめ(訳)

福音館書店

93 しずくのぼうけん
マリア・テルリコフスカ(作) 
ボフダン・ブテンコ(絵)うちだ りさこ(訳)

福音館書店

94 SDGsを実現する2030年の仕事未来図 3巻
SDGsを実現する2030年の仕事未来図編集委
員会

文渓堂

95 牧野富太郎 なぜ花は匂うか 牧野 富太郎 平凡社

96 はじめてのぼうけん ぴょーん まつおか たつひで ポプラ社

97 外来生物ずかん (見る知る考えるずかん) 五箇 公一 ほるぷ出版 

98 科学のミカタ 元村 有希子 毎日新聞出版

99 タコの心身問題
ピーター・ゴドフリー=スミス（著）
夏目 大（訳）

みすず書房

100 海獣学者、クジラを解剖する。−海の哺乳類の死体が教えてくれること− 田島 木綿子（著） 山と溪谷社


