
箱No.62 ゴミ処理に関する本 冊数 25冊

学年 小４

教科 社会

単元 ごみはどこへ

No. 資料コード 請求記号 書名 著者 出版者 出版年

62-1 0210789220 /518.5/ｲﾅ/1

シリーズ「ゴミと人類」過去・現
在・未来 1 「ゴミ」ってなんだろ
う?

稲葉 茂勝／著 あすなろ書房

2016.11

62-2 0210791055 /518.5/ｲﾅ/2

シリーズ「ゴミと人類」過去・現
在・未来 2 日本のゴミと世界のゴ
ミ

稲葉 茂勝／著 あすなろ書房

2016.12

62-3 0210786809 /518.5/ｲﾅ/3

シリーズ「ゴミと人類」過去・現
在・未来 3 「5R+1R」とは?

稲葉 茂勝／著 あすなろ書房

2016.10

62-4 0210658797 /518.5/ｳﾙ/

ごみ処理場・リサイクルセンターで
働く人たち しごとの現場としくみ
がわかる!（しごと場見学!）

漆原 次郎／著 ぺりかん社

2016.12

62-5 0210659696 /518.5/ｵｵ/1

調べようごみと資源 1 くらしの中
のごみ

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-6 0210659700 /518.5/ｵｵ/2

調べようごみと資源 2 紙・牛乳
パック・布

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-7 0210659718 /518.5/ｵｵ/3

調べようごみと資源 3 びん・か
ん・プラスチック・ペットボトル

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-8 0210659726 /518.5/ｵｵ/4

調べようごみと資源 4 家電・スマ
ホ・電池・自動車

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-9 0210659734 /518.5/ｵｵ/5

調べようごみと資源 5 清掃工場・
最終処分場

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-10 0210659742 /518.5/ｵｵ/6

調べようごみと資源 6 水道・下水
道・海のごみ

大角 修／文 小峰書店

2017.4

62-11 0210810661 /518.5/ｺﾐ/

ごみはどこへ行くのか? 収集・処理
から資源化・リサイクルまで（楽し
い調べ学習シリーズ）

熊本 一規／監修 PHP研究所

2018.2

62-12 0210857439 /518.5/ｺﾐ/

ごみから考えるSDGs 未来を変える
ために、何ができる?（楽しい調べ
学習シリーズ）

織 朱實／監修 PHP研究所

2020.1

62-13 0210835770 /518.5/ｺﾐ/1

ごみについて調べよう 1 Reduce・
リデュース

岡山 朋子／監修 あかね書房

2019.3

62-14 0210837110 /518.5/ｺﾐ/1

ごみはどこへ ごみのしょりと利用
[1] ごみを調べよう

高月 紘／監修 金の星社

2019.2

62-15 0210838485 /518.5/ｺﾐ/2

ごみはどこへ ごみのしょりと利用
[2] ごみのゆくえ

高月 紘／監修 金の星社

2019.3
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62-16 0210839228 /518.5/ｺﾐ/2

ごみについて調べよう 2 Reuse・リ
ユース

岡山 朋子／監修 あかね書房

2019.3

62-17 0210838477 /518.5/ｺﾐ/3

ごみはどこへ ごみのしょりと利用
[3] 3Rでごみが生まれ変わる

高月 紘／監修 金の星社

2019.3

62-18 0210840188 /518.5/ｺﾐ/3

ごみについて調べよう 3 Recycle・
リサイクル

岡山 朋子／監修 あかね書房

2019.3

62-19 0210832894 /518.5/ｾｲ/

清掃工場・リサイクル施設図鑑 梅澤 真一／監修 金の星社

2018.12

62-20 0210670436 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ 燃やすごみ 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2019.9

62-21 0210670444 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ 燃やさないごみ 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2020.2

62-22 0210670452 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ びん・かん 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2020.2

62-23 0210670460 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ 古紙 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2020.2

62-24 0210670479 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ ペットボトル 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2020.2

62-25 0210670487 /518.5/ﾖｼ/

追跡!ごみのゆくえ 粗大ごみ 吉田 忠正／文・
写真

ほるぷ出版

2020.2
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