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環境問題について調べる 
 

 

■はじめに 

大阪府立中央図書館では、産業や工業、地球科学や社会学に関する資料を広く収集しており、その一環と 

して環境問題に関する資料も多く所蔵しています。 

ここでは、府立中央図書館で所蔵している本やその調べ方をご紹介します。 

 

■もくじ 

▼蔵書検索 

▼用語を知る 

▼参考図書 

▼こんな本はいかがですか？ 

▼雑誌・論文記事を調べる 

▼新聞を調べる 

▼インターネットで調べる 

 

 

▼蔵書検索     https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/ 

本を検索するときは、「件名」の欄に「地球温暖化」等お探しの語句を入力し検索、或いは「書名(タイトル)」

の欄にお探しの語句を入力しプルダウンから「を含む」を選択し検索すると、関連資料をまとめて一覧するこ

とができます。 

例） 

 

 

 

▼用語を知る 

調べたいテーマについて、現状や言葉の意味を大まかに把握したい場合、以下のような資料が便利です。 

※タイトル関連情報は （出版者 所蔵分出版年月 請求記号） です。 

現代用語の基礎知識 （年刊） 

（自由国民社 1949- 031/6N/） 

毎年発行され、最新動向を踏まえた情報、新たに話題となった用語の確認に有益。 

環境用語辞典 ハンディー版   

（共立出版 2010.4 519/755N/） 

環境に関する広範囲な用語をやさしい言葉で完結に説明した辞典。50音順に、約 1450語を収録。巻末に

は、各種基準に関する資料や英語索引がある。 

 

▼参考図書（白書・統計・法令集・辞典等） 

・白書は、国や自治体等が特定分野の現状分析や施策についてわかりやすくまとめたもので、環境問題関

連のものも当館は多数所蔵しています。バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 （年刊） 

(日経印刷 1972- 519/1288N/） 

おおさかの環境 （年刊） 

（[大阪府]環境農林水産部環境農林水産総務課 1986- 519.2/40N/） 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021001697253
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・統計は、過去や現在の状況を客観的に数値で表したもので、詳細な調査に役立ちます。 

バックナンバーも書庫に所蔵しています。 

環境統計集 （年刊） ※2012年で刊行終了、以後Ｗｅｂ版 

（[環境省総合環境政策局環境計画課] 2005-2012 519/1094N） 

地球温暖化統計データ集 （隔年刊） 

（三冬社 2008- 451.3/203N/） 

 

・環境関連の法令集を調べることによって、法令・告示・条約等を横断的に把握することが可能です。 

環境六法 (年刊) 

（中央法規出版 1973- 519.1/437N/） 

廃棄物・リサイクル六法 （年刊） 

（中央法規出版 1977- 519.7/64N/） 

 

・また環境問題に特化した事典類を当館は複数所蔵しています。 

環境年表 （理科年表シリーズ） （隔年刊） 

(丸善出版 1995- 519/1415N/) 

環境総覧 （3年に 1回刊） 

(通産資料出版会 1996- 519/291N/) 

 

▼こんな本はいかがですか？ 

●全般 

 環境キーワード事典 

(日経 BP社 2014.1 519/1625N/) 

世界の環境問題 第 1-11巻 

(緑風出版 2005.12-2015.11 519.2/235N/1-11) 

最新環境百科 

(丸善出版 2016.1 519/1694N/） 

 

●地球温暖化 

地球温暖化の事典 

（丸善出版 2014.3 451.3/254N/） 

地球温暖化：そのメカニズムと不確実性 

（朝倉出版 2014.12 451.3/257N/） 

異常気象と温暖化がわかる 

（技術評論社 2016.6 451/197N/） 

 

●生物多様性 

世界の絶滅危惧生物図鑑 

（丸善出版 2014.1 460.3/42N/） 

生物多様性のしくみを解く 

（工作舎 2014.4 468/214N/） 

農村計画と生態系サービス 

（農林統計出版 2014.12 611.1/552N/） 

 

 

https://www.library.pref.osaka.jp/licsxp-opac/WOpacTifTilListToTifTilDetailAction.do?&tilcod=10021202164215
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400003324
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020500894117
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400300562
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400031776
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141184
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400346110
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400005866
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400039862
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141816
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●廃棄物 

廃棄物年鑑 （年刊） 

（環境産業新聞社 1978- 519.7/14N/） 

循環型社会キーワード事典 

（中央法規出版 2007.10 518.5/488N/） 

廃棄物処理早わかり帖 

（東京法令出版 2015.12 518.5/532N/） 

 

●再生可能エネルギー 

自然エネルギーと環境の事典 

（東洋書店 2013.11 501.6/731N/） 

ゼロから始める暮らしに生かす再生可能エネルギー入門 

（家の光協会 2014.8 501.6/758N/） 

脱原発と再生可能エネルギー 

（北海道大学出版会 2015.2 539/264N/） 

 

●環境汚染 

海・川・湖の放射能汚染 

（緑風出版 2014.7 519.4/318N/）  

トコトンやさしい環境汚染の本 

（日刊工業新聞社 2014.9 519/1645N/） 

ダイオキシンと「内・外」環境 

（九州大学出版会 2015.9 519/1673N/） 

もっと知りたい PM2.5の科学 

（日刊工業新聞社 2016.1 519.3/353N/） 

 

●世界の先進的取組 

実践低炭素革命 

（生産性出版 2014.12 519/1652N/） 

スウェーデンの環境都市政策 

（古今書院 2015.2 519.1/1541N/） 

ドイツエネルギー変革の真実 

（エネルギーフォーラム 2015.12 501.6/818N/） 

主要国の環境とエネルギーをめぐる比較政治 

（東信堂 2016.1 519.1/1579N/） 

 

▼雑誌・論文記事を調べる 

・速報的な情報や論文等、図書として出版されていないものを雑誌で閲覧できる場合があります。 

・当館では以下の雑誌記事・論文検索データベースを用意しております。是非ご活用ください。 

CiNii ： 学術論文情報に強みをもつデータベース 

MAGAZINEPLUS ： 国内最大の雑誌・論文情報を収録 

J DreamⅢ ： 日本最大級の科学技術文献情報のデータベース 

医中誌 Web ： 国内の医学関連文献情報のデータベース 

Web ＯＹＡ-bunko ： 一般誌・大衆紙の記事情報を多く含むデータベース 

雑誌記事索引集成データベース ： 明治から現在までの雑誌記事索引 

http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10020701268694
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400278007
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021302275683
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400084883
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400156897
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400079114
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400108731
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400237438
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297906
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400141066
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400171779
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400286971
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=10021400297884
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#shizen
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji
http://www.library.pref.osaka.jp/site/central/database.html#zasshikiji


21 

「教材開発のための図書館活用ガイド」大阪府立中央図書館（2016 年 7 月作成） 

日経 BP 記事検索サービス ： 日経 BP社発行の雑誌記事が検索可能 

 

・以下のような環境関連の雑誌も当館にて閲覧可能です。 

環境管理（産業環境管理協会 月刊 P51/94N/） 

環境技術（環境技術学会 月刊 P51/43N/） 

環境と公害（岩波書店 季刊 P51/3N/） 

環境法研究（有斐閣 年刊 P51/27N/） 

月刊廃棄物（日報アイビー 月刊 P51/56N/） 

 

▼新聞を調べる 

・過去の出来事・ニュースを確認する際に便利です。当館では大手 5 紙について、古いものでは明治期の 

ものから閲覧可能です。 

・また、以下のような新聞記事検索データベースを当館内でご利用いただけます。 

聞蔵Ⅱビジュアル ： 朝日新聞データベース 

日経テレコン 21 ： 日経新聞データベース 

ヨミダス歴史館 ： 読売新聞データベース 

毎索 ： 毎日新聞データベース 

The Sankei Archives ： 産経新聞データベース 

ELNET（イーエルネット） ： 全国新聞・雑誌記事紙面データベース 

 

▼インターネットで調べる 

・環境省ホームページ（環境省） 

http://www.env.go.jp/ 

環境省各部局からの施策や統計等幅広い情報を網羅。 

参考図書『環境統計集』の Web版  http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html 

・エコギャラリー おおさかの環境ホームページ（大阪府環境農林水産総合研究所） 

http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/ecogallery/ 

大阪府の環境施策や条例、現状等を収録。 

・国立環境研究所ホームページ（国立研究開発法人国立環境研究所） 

http://www.nies.go.jp/ 

研究内容・成果について発信。 

・環境情報プラザ（一般財団法人経済広報センター） 

http://www.kkc.or.jp/policy/kankyo.html 

産業界の環境問題に対する取組みについて紹介。 

・EICネット（一般財団法人環境イノベーション情報機構） 

http://www.eic.or.jp/ 

環境教育・環境保全活動に関する幅広い情報を提供。 

http://www.library.pref.osaka.jp/site/business/guide-oldb-use-nikkeibp.html
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001988456
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000969819
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001333150
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000000833285
http://p-opac.library.pref.osaka.jp/OSPLIB/webopac/kensaku/kensakuSyousai.jsp?tilcod=20000001050377
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#asahi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#nikkei
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#yomiuri
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#mainichi
http://www.library.pref.osaka.jp/site/info/lib-online.html#sankei
http://www.env.go.jp/
http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html
http://www.pref.osaka.jp/kannosuisoken/ecogallery/
http://www.nies.go.jp/
http://www.kkc.or.jp/policy/kankyo.html
http://www.eic.or.jp/
http://www.eic.or.jp/

