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第 48回 「個性ある図書館」展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどりとまち 

  
日々の生活の中で、木々や草花のみどりある景色は、気持ちを落ち着

かせてくれるほか、まちの美しい景観づくりにも役立っています。 

また、緑化の取組みは持続可能な社会や大気の浄化、省エネルギーなど、

環境保全の意味からも重要な活動とされています。 

 

私たちが暮らすまちの緑化について、この機会に考えてみませんか？ 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

展示期間：2019年 4月 27日～2019年 6月 27日 
 

中野区立野方図書館 東京都中野区野方 3-19-5 

TEL：03-3389-0214 FAX：03-3389-0238 

  

まちかど通信のがた 
 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

  
 

 

展 示 図 書 リ ス ト 

書名  著者名  出版社名 /発行年  
請求  

記号  

森と自然を活用した保育・幼児教育

ガイドブック 
国土緑化推進機構／編著 風鳴舎／2018 376.1 モ 

緑の足尾をめざして 鶴巻 和芳／著 
足尾に緑を育てる会 

／2015 
517.5 ツ 

木の大切さを説いて 井東 文一／著 創英社／2016 518.8 イ 

森の都市Ⅱ 奥野 翔／編著 彰国社／2016 518.8 オ 

決定版！グリーンインフラ グリーンインフラ研究会 ／編 日経 BP社／2017 518.8 ケ 

歩くこどもの感性空間 千代 章一郎／著 鹿島出版会／2015 518.8 セ 

パリ・エコと減災の街 竹原 あき子／著 緑風出版／2016 518.8 タ 

都市計画とまちづくりがわかる本 伊藤 雅春 他／編著 彰国社／2017 518.8 ト 

都市緑化の最新技術と動向 山田 宏之／監修 シーエムシー出版／2017 518.8 ト 

＜緑化＞エコリーダーになろう 
環境カウンセラー全国連合会

／著 
中央経済社／2009 518.8 リ 

絵図と写真でたどる明治の園芸と 

緑化 
近藤 三雄／著 誠文堂新光社／2017 622.1 コ 

香り植物の緑化デザイン 近藤 三雄／企画・監修 誠文堂新光社／2015 629.7 カ 

 

 

みどりとまち おすすめ本 

これからの都市緑化事業において、市場の拡大や開拓が期

待される緑化技術や事例を、緑化の効果や地球温暖化対策

の解説とともに紹介する 1 冊。 

『都市緑化の最新技術と動向』 

山田 宏之／監修 シーエムシー出版 2017 年（518.8 ト ） 

快適で人間らしい生活をおくることができる都市づくり

を目指すには、環境保全の機能や、人と人との交流空間

が必要です。さまざまな領域の力を合わせた都市づくり

について知るための 1 冊。 

 

 

『森の都市Ⅱ』 

奥野 翔／編著 彰国社 2016 年（518.8 オ ） 



    
 

みどりとまちについて調べるには 
中野区立図書館に所蔵のある資料をもとに基本的な調べ方をご紹介します。 

 

1．キーワードを集める 

✣様々なキーワードを使うことで、資料を効率的に検索できます。 

 

 

 

2．図書を探す 

✣テーマの棚に行って探します。 
 
記号 分類 記号 分類 記号 分類 記号 分類 

318.7 
都市問題・

都市政策 
376.1 自然観察 518.8 緑地計画 629.7 造園植物 

✣中野区立図書館利用者開放端末「ＯＰＡＣ（オーパック）」で。 

  資料のタイトルや著者名、出版社名などから、中野区立図書館所蔵の資料を検索できます。 

中野区立図書館のＨＰからも検索できます。 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/ 

 ✣国立国会図書館の蔵書目録「国立国会図書館サーチ」で。 

  国内で刊行され、国会図書館で所蔵された図書・雑誌、その他が検索できます。 

http://iss.ndl.go.jp/  

✣みどりとまち関連の統計資料に関する情報も調べてみましょう。 

 

 

 

 

3．インターネットを利用する 
公益財団法人 都市緑化機構 https://urbangreen.or.jp/ 

みどり豊かなまちづくりに関する「実績」「計画」「「技術」を表彰する「都市の緑 3 表彰」をはじめ、 

民間事業者などの、緑の取組みを評価する認定制度 SEGES（シージェス）や、国内最大級の緑のイベント 

「全国都市緑化フェア」の開催情報を知ることができます。 

 

プラス地球温暖化 原因や対策について http://www.plus-ondanka.net/ 

地球温暖化をテーマに環境問題や地球に起きている現状と温暖化対策のための方法などを紹介しているサイト。 

 

4．関連の政府機関・自治体 

環境省 http://www.env.go.jp/ 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関 1-2-2 中央合同庁舎 5号館 ℡：03-3581-3351（代表） 

国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 ℡：03-5253-8111（代表） 

東京都環境局 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/index.html 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1 都庁第二本庁舎 ℡：03-5321-1111（都庁代表） 

中野区 環境部 地球温暖化対策分野 緑化推進担当 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/005/007/index.html 

〒164-8501 中野区中野四丁目 8番 1号 区役所 8階 8-12番窓口 ℡：03-3228-5554 

資料情報 請求記号 

中野区みどりの基本計画 
中野区環境部地球温暖化対策分野／発行 2019年 

F21 A 

東京都緑化白書 平成 29年度版 
東京都造園緑化業協会／編 2018年 

F21 D 

緑化、緑地計画、環境保全、持続可能な開発、景観デザイン、環境問題、都市計画、街路樹、造林、環境管

理、環境教育、公園、防災、など 

 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
https://urbangreen.or.jp/
http://www.plus-ondanka.net/
http://www.env.go.jp/
http://www.mlit.go.jp/
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/index.html
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/guide/005/007/index.html


    
 

「一般向け 

おたのしみ袋」 

日 時：6月 22日（土） 
10時～ 用意数：10セット 

対 象：中学生以上 

場 所：野方図書館  

2階おたのしみ袋特設コーナー 
 
「普段選ばない本が読めて面白か

った」「読書の楽しみが広がった」

など、皆様から毎回好評の「おたの

しみ袋」を、中学生以上の方を対象

に２冊 1袋をテーマ別にご用意い

たします。 

まちかど通信のがたＶｏｌ．48 

「緑のカーテン」を始めます！ 

野方図書館では、5月から 10月にかけて、

図書館南側の敷地内で緑のカーテンを作

ります。カーテンの様子は図書館で直接見

ることができるほか、図書館 HPにも成長

の様子を掲載します。お楽しみに‼ 

緑のカーテンの作り方などをお調べにな

りたい場合は、過去第 12回個性づくり 

テーマ展示「みどりのまちづくり」もご覧

ください。 
 

5．新聞・雑誌で調べる 
 

 野方図書館では［朝日、読売、毎日、東京、日経、産経、スポーツニッポン、ジャパンタイムズ］ 計 8

紙の原紙を 3ヶ月間保存しています。それ以前は朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を所蔵。雑誌は、週刊

誌は過去 3ヶ月間、隔週刊誌は過去 6ヶ月間、月刊誌は過去 1年間、隔月刊誌は過去 2年間保存しています。 

なお、中央図書館では、参考資料コーナーの利用者開放インターネット端末から、以下のデータベースを

ご利用いただけます。 
 

データベース 収録期間と主な内容 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

日経テレコン 21 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の記事 

聞蔵Ⅱビジュアル 
1879年から 1999年までの朝日新聞紙面イメージ 

1985年から当日の新聞までの記事 ほか 

MAGAZINEPLUS 一般雑誌・専門雑誌の雑誌記事検索や論文情報など 

WHOPLUS 歴史上の人物から現代の人物まで約 32万人のプロフィール 

D1－Law.com 判例情報、法律の改廃記録、法律判例文献情報 など 

 

 

 


