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温暖化 
最近、様々な地域で異常気象が問題になっています。 

超大型台風、干ばつ、洪水、これら異常気象は温暖化の影響が考えら

れます。エアコンなどの家電製品や自動車の利用が増えて、便利な生

活を実現する一方、エネルギーの大量消費により温室効果ガスが増

加します。中野区では、「中野区地球温暖化防止条例」が施行され 

区民、事業者と区が協力して地球温暖化防止対策に取り組んでいま

す。この機会に身近な場所でもできることを考えてみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

  

展示期間：2019年 6月 29日～2019年 8月 29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  
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書名  著者名  出版社名 /発行年  請求記号  

激甚化する水害 
気候変動による水害研究会／

著 
日経ＢＰ社／2018 369.3 ゲ 

絵でわかる日本列島の地震・噴火・

異常気象 
藤岡 達也／著 講談社／2018 450.9 フ 

異常気象はなぜ増えたのか 森 朗／著 祥伝社／2017 451 モ 

気候変動 瀬戸際の地球 ナショナル ジオグラフィック／編 
日経ナショナル 

ジオグラフィック社／2017 
451.8 キ 

気候文明史 世界を変えた8万年の

攻防 
田家 康／著 

日本経済新聞出版社／

2019 
451.8 タ 

気候変動の時代を生きる 永田 佳之／編著 山川出版／2019 451.8 ナ 

HOPE 都市・企業・市民による 

気候変動総力戦 

マイケル・ブルームバーグ／著 

カール・ポープ／著 
ダイヤモンド社／2018 451.8 ブ 

「地球温暖化」狂騒曲  渡辺 正／著 丸善出版／2018 451.8 ワ 

絵でわかる地球温暖化 渡部 雅浩／著 講談社／2018 451.8 ワ 

トランプ・リスク 有馬 純／著 
エネルギーフォーラム／

2017 
519.1 ア 

温暖化 おすすめ本 

『絵でわかる地球温暖化』 

渡部 雅浩／著 講談社 2018 年（451.8 ワ ） 

気候変動がどのようなものなのか、なぜ起こるのかにつ

いてはもちろん、個人、学校、企業など身近な場所でも気

候変動を防ぐためにどのような取り組みができるのか、

先行事例を紹介しながら解説しています。 

 

 

『気候変動の時代を生きる』 

永田 佳之／編著 山川出版 2019 年（451.8 ナ ） 

気候が変化するしくみ、地球の歴史の中での現代の位置

づけ、今世紀末に気候がどう変わっているのか、異常気

象と温暖化の関係はどうなのか…といった温暖化に関わ

る問題を図やグラフを用いてわかりやすく解説されてい

る一冊。 



温暖化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 

369.3 災害 450.9 自然地理 451 気象学 519 公害・環境工学 

✣中野区立図書館利用者用検索機「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/  

✣温暖化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 
地球温暖化ネット http://chikyu-ondanka.com/ 

地球温暖化の原因や対策、環境問題について分かりやすく紹介がされています。 

クールチョイス https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html 

地球温暖化対策を行う際の取組が掲載されています。 

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） 

気象庁 http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/ 

〒100-8122 東京都千代田区大手町 1-3-4 ℡：03-3212-8341（代表） 

中野区 環境部 環境課 地球温暖化対策係 

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d013009.html 

〒164-8501 東京都中野区中野四丁目 8番 1号 区役所 8階  ℡：03-3228-6584 

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

〒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） 

資料情報 請求記号 

環境白書 循環型社会白書／生物多様性白書 平成 30年度版 
環境省／編 2018年 

519.0 カ 18 

環境年表 第 6冊（2019－2020） 519.0 カ 6 

地球温暖化、異常気象、気候変動、温暖化、水害、干ばつ、再生可能エネルギー、地球温暖化対策など 

 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
http://chikyu-ondanka.com/
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/index.html
http://www.env.go.jp/
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki_ondanka/p15.html
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d013009.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
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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 

 

 

 

「人形劇」 

 

7 月 21 日（日） 14 時～15 時 

劇団「貝の火」による人形劇『こぎつねコンと

こだぬきポン』をお送りします。 

予約受付開始日：7 月 7 日 9 時から 

野方図書館カウンターまたは電話にて受付 

「七夕会」   

 

7 月 6 日（土） 14 時～15 時 

大型絵本『にゃーご』や紙芝居『なぜ七夕にさ

さかざりをするの？』、絵本『たなばたさまきら

らきらら』工作『けん玉』を作ります。 

「おたのしみ袋」 

 

7 月 20 日（土） 10 時～ 

乳児、幼児、小学生を対象とした本をそれぞれ 

3 冊 1 セットにして貸出します。どんな本が入

っているかは袋を開けてからのお楽しみで

す！ 

「戦争と平和」 

夏の子ども会 

 

8 月 17 日（土） 14 時 30 分～15 時 

この夏も「戦争と平和」をテーマに大和朗読の

会による大型紙芝居など読み聞かせを行いま

す。この機会に親子で平和について考えてみま

せんか。 


