
ウィルあいち情報ライブラリー資料リスト　2016.8

☆環境問題を考える

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

開発と破壊
生活をこわされる子どもたち

アムネスティ・インターナ
ショナル日本／編著

絵本塾出版 2013.1 T 367/ｿﾞ

フロネシス ０４
「プラチナ社会」がやってくる！

三菱総合研究所／編 丸善プラネット 2010.7 304/ﾌ

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン／著 新潮社 1996.7 404/ｶ

私たちにたいせつな生物多様性のはな
し

枝広淳子／著 かんき出版 2011.7 468/ｴ

環境がわかる絵本 改訂新版 佐伯平二／文 山と渓谷社 2007.9 519/ｻ

あなたが世界を変える日 １２歳の少女が
環境サミットで語った伝説のスピーチ

セヴァン・カリス＝スズキ
／著

学陽書房 2003.7 K 519/ｶ

いのちと環境
人類は生き残れるか

柳沢桂子／著 筑摩書房 2011.8 T 519/ﾔ

ビアトリクス・ポターが残した風景
辻丸純一／写真
河野芳英／解説

メディアファクトリー 2010.4 L 748/ﾂ

いのちあふれる海へ
海洋学者シルビア　アール

クレア Ａ．ニヴォラ／さく 福音館書店 2013.4 E/ﾆ

☆地球にやさしい活動

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

地球を救う仕事　５、６
温暖化をくい止めたい

くさばよしみ／編著 汐文社
2009.3
2009.4

T 333/ｸ

月３万円ビジネス　非電化・ローカル化・分
かち合いで愉しく稼ぐ方法

藤村靖之／著 晶文社 2011.7 335/ﾌ

ソーシャルデザイン５０の方法 今一生／著 中央公論新社 2013.7 360/ｺ

エコゴコロ
環境を仕事にした女性たち

環境ビジネスウィメン／
編

共同通信社 2006.6 519/ｴ

子どもたちができるかんたんエコ１０１
ジャッキー・ワインズ／
著

ブロンズ新社 2009.2 K 519/ﾜ

絶体絶命でも世界一愛される会社に変
える！　２代目女性社長の号泣戦記

石坂典子／著 ダイヤモンド社 2014.12 519.7/ｲ

みんなの自然をみんなで守る２０のヒン
ト

竹内純子／編 山と渓谷社 2010.4 519.8/ﾐ

安心、楽チン、経済的！ムリなく始める
ゆるエコ暮らし

佐光紀子／著 大和書房 2008.10 590/ｻ

まいにちできること　気持ちいい暮らしをつ
づけるための５０の方法

広瀬裕子／著 ＰＨＰエディターズ・
グループ

2009.2 590/ﾋ

おしゃれとエコって、両立するの？
女子エコ日記３６６ｄａｙｓ

ヴァネッサ・ファーカーソ
ン／著

講談社 2010.2 590.4/ﾌ

自然派おそうじの基本と習慣 文化出版局／編 文化出版局 2008.12 597.9/ｼ

モッタイナイで地球は緑になる ワンガリ・マータイ／著 木楽舎 2005.6 653.4/ﾏ

☆お財布にやさしい生活＆お金との付き合い方

地球にお財布にやさしい生活



書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

始末のいい暮らし方
ムダの少ない、気持ちのいい毎日のために

阿部絢子／著 大和書房 2011.11 590/ｱ

すごい家事
人生の「掃除の時間」をグッと縮める

松橋周太呂／著 ワニブックス 2015.12 590/ﾏ

農家に教わる暮らし術
買わない捨てない自分でつくる

農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2011.9 590/ﾉ

簡素な暮らしの家事手帖
老いを心豊かに生きる知恵

村川協子／著 大和書房 2011.4 590/ﾑ

昭和なくらし方　電気に頼らない、買わない・
捨てない、始末のよいくらし

小泉和子／著 河出書房新社 2016.6 590.2/ｺ

エコで豊かになるヒント
持たない、減らす、大事に使う

大津恭子／著 ロングセラーズ 2010.12 519/ｵ

女性のためのお金と正しく付き合う７つ
の授業

大竹のり子／監修 宝島社 2015.8 591/ｼﾞ

「貧困女子」時代をかしこく生きる６つの
レッスン

花輪陽子／著 角川書店 2013.1 591/ﾊ

定年までにやるべき「お金」のこと
平均寿命８３歳！貯金は足りる？

深田晶恵／著 ダイヤモンド社 2016.4 591/ﾌ

シアワセなお金の使い方 南野忠晴／著 岩波書店 2015.2 T 591/ﾐ

「なんとかなる」ではどうにもならない定
年後のお金の教科書

山中伸枝／著
クロスメディア・パブ
リッシング

2016.6 591/ﾔ

「おひとり」を不安０で生き抜く女子貯金 横山光昭／著 祥伝社 2014.11 591/ﾖ

古くて新しい！家計簿のすすめ
講談社「お料理家計簿」の６０年

講談社／編 講談社 2010.11 591.8/ﾌ

今日からはじめる手作りキッチンコスメ
肌においしい無添加スキンケアレシピ

山田はつみ／著 新風舎 2007.5 595/ﾔ

☆豊かさとは？

書　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

日本が世界一「貧しい」国である件につ
いて

谷本真由美／著 祥伝社 2016.4 304/ﾀ

助けあう豊かさ 暉峻淑子／著 フォーラム・Ａ 2011.6 304/ﾃ

子どもたちにしあわせを運ぶチョコレー
ト。

白木朋子／著 合同出版 2015.2 366.3/ｼ

里山資本主義
日本経済は「安心の原理」で動く

藻谷浩介／著
ＮＨＫ広島取材班／著

角川書店 2013.7 332.1/ﾓ

９９０円のジーンズがつくられるのはな
ぜ？

長田華子／著 合同出版 2016.1
T 589.2/
ﾅ

モモ ミヒャエル・エンデ／著 岩波書店 1980
書庫
K 943/ｴ

世界でいちばん貧しい大統領のスピー
チ

ムヒカ／述 汐文社 2014.3 E/ﾑ

発行：愛知県女性総合センター情報ライブラリー

●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●
○貸出 図書：１０冊／１５日以内 ＡＶ資料：３点／１５日以内 ○利用時間 火～日：９時～１９時

○問い合わせ先 電話 ０５２－９６２－２５１０（名古屋市東区上竪杉町１）


