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（2019年 10月 26日） 

 

 

 

 

第 51回「個性ある図書館」展示 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで考えよう！ 

廃プラスチック問題 
 

プラスチックは、軽量で耐久性が高く、様々な形に成形できる便利な材料

です。しかし、たとえ肉眼で見えなくなるほど細かくなっても分解されず、

自然に還らないという問題もあります。増え続ける廃プラスチックや海洋プ

ラスチック汚染などの問題について書かれた資料や、環境に配慮した暮らし

を提案している資料をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示期間：2019 年 10 月 26日～2019年 12 月 26 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 
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化学繊維の衣類を洗濯する際や、自動車のタイヤの摩耗

によってもマイクロプラスチックが生み出されているとい

う驚きの事実が書かれています。国民 1 人あたりの容器包

装プラスチックの廃棄量が世界第 2位である日本の課題や、

私たち一人ひとりの取り組むべき課題が分かります。 

『プラスチックの現実と未来へのアイデア』 

高田 秀重／監修 東京書籍 2019年 （519プ） 

「2050 年には海洋中のプラスチック量が、海洋に棲むす

べての魚の量以上に増加する」との試算があるなど、世界

で廃プラスチックが大きな問題となっています。プラスチ

ックの種類や用途が幅広いことで、リサイクルには限界が

あるのです。世界の国々の新しい取り組みがわかります。 

廃プラスチック問題 

おすすめ本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展示図書リス ト  

書名  著者名  
出版社名  

/発行年  
請求記号  

リサイクルと世界経済 小島 道一／著 
中央公論新社 

／2018 
518.5コ 

地球をめぐる不都合な物質 日本環境化学会／編著 講談社／2019 519チ 

プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田 秀重／監修 東京書籍／2019 519プ 

プラスチック・フリー生活 
シャンタル・プラモンドン／著 

ジェイ・シンハ／著 
ＮＨＫ出版／2019 519プ 

「脱使い捨て」でいこう！ 瀬口 亮子／著 彩流社／2019 519.1セ 

海の生物多様性を守るために 
秋道 智彌／編著 

角南 篤／編著 

西日本出版社 

／2019 
519.4ウ 

プラスチック汚染とは何か 枝廣 淳子／著 岩波書店／2019 519.4エ 

海洋プラスチック汚染 中嶋 亮太／著 岩波書店／2019 519.4ナ 

プラスチックスープの海 
チャールズ・モア／著 

カッサンドラ・フィリップス／著 
ＮＨＫ出版／2012 519.4モ 

トコトンやさしいプラスチック材料の本 高野 菊雄／著 
日刊工業新聞社 

／2015 
578.4タ 

もたない、すてない、ためこまない。 

身の丈生活 
アズマ カナコ／著 

主婦の友インフォ

ス情報社／2015 
590ア 

ゼロ・ウェイスト・ホーム ベア・ジョンソン／著 
ＫＴＣ中央出版 

／2016 
590ジ 

『プラスチック汚染とは何か』 

枝廣 淳子／著 岩波書店 2019年 （519.4エ） 



3 

 

廃プラスチックについて詳しく調べるには 
 
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。 
 
請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 分野 

518.5 都市衛生 519 公害．環境工学 519.4 水質汚濁．海洋汚染 

✣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/  

✣「廃プラスチック問題」に関連する白書や年表などの資料も調べてみましょう。 

 

3．インターネットを利用する 

ＷＷＦジャパン 「海洋プラスチック問題について」 

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html 

ＮＨＫ 大学生とつくる就活応援ニュースゼミ 「 1からわかる！プラスチックごみ問題(１)・ (２)」

https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji17/  

https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji18/ 

上記どちらのサイトも、「廃プラスチック問題」について、初心者にもわかりやすく書かれています。 

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） 

外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html 

〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 ℡：03-3580-3311（代表） 

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 所蔵館 

環境白書／循環型社会白書／生物多様性白書 令和元年版 
環境省大臣官房環境計画課／編集 2019年 

519.0カ 19 野方 

環境年表 第 6冊（2019－2020） 国立天文台／編 2018年 519.0カ 6 野方 

プラスチック、マイクロプラスチック、海洋汚染、環境汚染、環境問題、廃棄物処理、ゴミ、

リサイクル、３Ｒ、二酸化炭素、化学物質、食物連鎖、持続可能な開発目標（SDGs）など 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/
http://iss.ndl.go.jp/
https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/3776.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji17/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji18/
http://www.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/
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児童向け 

「おたのしみ袋」 

12 月 21 日（土）午前 10 時～ 

野方図書館 2階 

おたのしみ袋 
特設コーナー 

用意数：24セット 

 

 

 「クリスマス会」 

12 月 21 日（土） 

午後 2 時～3 時 

野方図書館 3階会議室 

紙芝居や大型絵本の読みきかせ、 

楽しい工作も用意しています。 

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。それ以前に関しては朝日新聞のみ過去 20年間の縮刷版を所蔵。雑誌

コーナーにある雑誌は、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

ベースサイト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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちかど通信のがたＶｏｌ．51 

 
臨時休館のお知らせ 

中野区立図書館（全館）は、図書館システムの入替えに伴い、 

11 月 21 日（木）～ 11 月 30 日（土）まで休館 致します。 

※ 期間中はブックポストへ図書の返却ができます。 

(ただし、都立・他区市からの借用図書、及びＣＤなどの視聴覚資料の返却はできません。) 


