④

データベースで調べる
2020 年現在、所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただける

データベースです。環境問題に関するニュースや情報が得られます。
★ 朝日新聞社「聞蔵Ⅱ」（1879 年～／本館・分館で利用可）
★ 読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★ 大宅壮一文庫雑誌記事索引検索｢Web OYA-bunko｣(本館・分館で利用可）
★ 国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）
★ 日本経済新聞社「日経ﾃﾚｺﾝ 21」
（過去 30 年分の記事／本館のみ利用可）
★

第一法規「D1-Law.com」
（現行法規・履歴検索等／本館のみ利用可）

⑤

雑誌で調べる

『ナショナルジオグラフィック日本版』日経ナショナルジオグラフィック社

パスファインダー
～調べ方の道しるべ～ No.21
所沢市立所沢図書館 2020.3

地球環境に対する取り組みは、世界共通の課題として議論されていま
す。日本で、所沢市で、一市民として、それぞれどのような取り組みがなさ
れているのでしょうか。「地球環境はいまどうなっている？」「わたしたちに
できることはなんだろう？」など、ちょっと疑問に思ったら、図書館の本で
調べてみましょう！

自然・動物・人間・地球等、自然科学の話題を毎月テーマごとに紹介。

『環境ニュース』 埼玉県環境検査研究協会
環境の今日的課題等を掲載した定期刊行広報誌。(年 4 回発行)

⑥

インターネットで調べる

環境省･･･政策分野・行政活動、環境基準・法令等、白書・統計・資料等を掲載

http://www.env.go.jp/
気象庁･･･「各種データ・資料」の項目に気象、地球環境・気候等のデータを掲載

http://www.jma.go.jp/
経済産業省･資源エネルギー庁･･･再生可能エネルギー等について掲載

http://www.enecho.meti.go.jp/
所沢市･･･「くらし」の項目よりごみ・リサイクル、環境・みどりについて確認できる

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/
埼玉県環境科学国際センター…講座や情報発信を行う環境科学の中核機関

http://www.pref.saitama.lg.jp/cess/
埼玉県の大気状況･･･県内 83 か所の大気の常時監視の結果を掲載

http://www.taiki-kansi.pref.saitama.lg.jp/

☆ 情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今回のキーワード･･･ 環境・地球・温暖化・大気汚染・海洋汚染
公害・生態系・生物多様性・リサイクル・エコロジー・砂漠化
再生可能エネルギー・海洋プラスチックごみ・緑化
☆ “請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すことができ
ます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、R が付くものは参考図書で
す。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。貸出ができ
る資料もございますので、カウンターにご相談ください。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号・・・ 451.85（地球温暖化）、518（衛生工学）、
519(公害・環境工学)、519.3(大気汚染)、519.7（産業廃棄物）、
519.8（環境保全）、654（森林保護）
☆ インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧いただけ
ます。契約データベース以外のプリントサービスはご利用できません。

①

②

事典・法令・統計等で調べる

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。
※所蔵館内でご覧ください。貸出用資料はカウンターへご相談ください。

所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます｡(１枚 10 円)
書

名

著者・編集者

出 版 社

請求記号

2019

R519.3/ﾀ

『ところざわ環境データブック 2019』
『所沢市マチごとエコタウン推進計画 2019-2028 年度』

所沢市環境クリーン部環境政策課／編 2019 年 [519.1/ﾄ/19]

大気環境の事典
地球温暖化の事典

国立環境研究所
地球環境研究セ
ンター/編著

丸善出版

2014

R451.85/ﾁ

地球環境辞典

丹下博文/編

中央経済社

2019

R519.033/ﾁ

国立天文台/編

丸善出版

2018

R519.036/ｶ/6

第6冊
（2019-2020）

環境史事典

日外ｱｿｼｴｰﾂ株式
会社/編集

ﾄﾋﾟｯｸｽ 2007-2018

環境六法 平成 30 年版 1・2
国際条約集 2020 年版

岩沢雄司ほか/
編集代表

地球温暖化＆エネルギー
問題総合統計 2019-2020

『所沢市の環境 令和元年度版』

出版年

大気環境学会/
編集

環境年表

郷土資料で調べる

朝倉書店

所沢市環境クリーン部環境対策課／編 2019 年 [519.1/ﾄ/19]

R519.2/ｶ

日外ｱｿｼｴｰﾂ

2019

中央法規出版

2018 R519.12/ｶ/18

有斐閣

2019

三冬社

2019

環境白書 循環型社会白書/ 環境省大臣官
房環境計画課 日経印刷
生物多様性白書 令和元年版
ほか/編集

/2007

R329.09/ｺ/
20
R451.85/ﾁ
/19

2019 R519.5/ｶ/19

所沢市環境クリーン部環境政策課／編 2019 年 [519.1/ﾄ/19-28]

『所沢市みどりの基本計画』
所沢市環境クリーン部みどり自然課／編集 2019 年 [518.85/ﾄ/19]
『埼玉県環境白書 令和元年版』埼玉県環境部環境政策課/編 2019 年[K519/ｻ/19]

③

貸出できる図書で調べる

『地球環境問題がよくわかる本』
浦野絋平・浦野真弥/共著 オーム社 2017 年 [519/ｳ]

『日本の自然環境政策』武内和彦ほか/編 東京大学出版会 2014 年 [519.1/ﾆ]
自然共生社会の実現をめざす日本の環境政策について体系的に論述。

『戦後日本公害史論』
宮本憲一/著 岩波書店 2014 年 [519.21/ﾐ]
『環境の思想家たち上･下』 ｼﾞｮｲ･A.ﾊﾟﾙﾏｰ/編 みすず書房 2004 年 [519.2/ｶ]
『絵でわかる地球温暖化』
渡部雅浩/著 講談社 2018 年 [451.85/ﾜ]
温暖化研究の各トピックについて、豊富なグラフやイラストにより解説。

『海の生物多様性を守るために』

環境自治体白書

中口毅博ほ
か／編著

2018-2019 年版

生活社

2019

R519.1 ｶ/18

秋道智彌ほか/編著 西日本出版社 2019 年 [519.4/ｳ]
海洋の生態系について研究者・行政等それぞれの立場から問題提起。

公害紛争処理白書

令和

公害等調整
委員会/編

JIS ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

日本規格協
会/編

日本規格

日本規格協
会/編集

日本規格

元年版

2019

JIS ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 環境測定
2017-1-1 大気
2017-1-2 騒音・振動
2017-2
水質

蔦友印刷

協会

協会

2019 R519.5/ｺ/19
2019

2017

『海洋プラスチック汚染』
中嶋亮太/著 岩波書店 2019 年 [519.4/ﾅ]
『図解産業廃棄物処理がわかる本』 ﾕﾆﾊﾞｰｽ/著 日本実業出版社

R509.13/ｼﾞ
/19
R509.13/ｼﾞ
/17

2018 年 [519.7/ｽﾞ]
企業向けに産業廃棄物の種類や処理方法等、法律・条例に絡めて記載。

『事例で学ぶビオトープづくりの心と技』
日本ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ協会/編 農山漁村文化協会 2019 年 [519.8/ｼﾞ]

『プラスチック・フリー生活』C･ﾌﾟﾗﾓﾝﾄﾞﾝほか/著 NHK 出版 2019 年 [519/ﾌﾟ]

