
交流ゾーン図書一覧 (平成24年9月10日現在)
登録番号 図書名
エ-Ａ-1 地球の呼吸はいつ止まるのか？
エ-Ａ-2 環境ホルモン汚染
エ-Ａ-3 知的財産ハンドブック
エ-Ａ-4 宇宙への秘密の鍵
エ-Ａ-5 ぼくのしょうらいのゆめ
エ-Ａ-6 メダカが消える日
エ-Ａ-7 発明と発見のひみつ
エ-Ａ-8 リサイクルで作る小学生の楽しい工作
エ-Ａ-9 あなたが世界を変える日
エ-Ａ-10 学研の図鑑　昆虫　１
エ-Ａ-11 学研の図鑑　植物　２
エ-Ａ-12 学研の図鑑　動物　３
エ-Ａ-13 学研の図鑑　魚　４
エ-Ａ-14 学研の図鑑　花　５
エ-Ａ-15 学研の図鑑　鳥　６
エ-Ａ-16 学研の図鑑　宇宙　７
エ-Ａ-17 学研の図鑑　恐竜　８
エ-Ａ-18 学研の図鑑　飼育と観察　９
エ-Ａ-19 学研の図鑑　水と生き物　１０
エ-Ａ-20 学研の図鑑　星・星座　１１
エ-Ａ-21 学研の図鑑　人のからだ　１２
エ-Ａ-22 学研の図鑑　カブトムシ・クワガタムシ
エ-Ａ-23 学研の図鑑　地球・気象
エ-Ａ-24 学研の図鑑　自転車・飛行機
エ-Ａ-25 学研の図鑑　鉄道・船
エ-Ａ-26 学研の図鑑　実験・自由研究
エ-Ａ-27 学研の図鑑　大昔の動物
エ-Ａ-28 学研の図鑑　世界の昆虫
エ-Ａ-29 学研の図鑑　爬虫類・両生類
エ-Ａ-30 学研の図鑑　鉱物・岩石・化石
エ-Ａ-31 学研の図鑑　動物のくらし
エ-Ａ-32 ２１世紀こどもの百科大図鑑
エ-Ａ-33 こどもずかん１　むし
エ-Ａ-34 こどもずかん２　どうぶつ
エ-Ａ-35 こどもずかん３　いけ・かわのいきもの
エ-Ａ-36 こどもずかん４　うみのいきもの
エ-Ａ-37 こどもずかん５　とり
エ-Ａ-38 こどもずかん６　きょうりゅう
エ-Ａ-39 こどもずかん７　くさばな・き
エ-Ａ-40 こどもずかん８　いきもののかいかた
エ-Ａ-41 こどもずかん９　ひとのからだ
エ-Ａ-42 こどもずかん１０　たべもの
エ-Ａ-43 こどもずかん１１　やさい・くだもの
エ-Ａ-44 こどもずかん１２　きせつとしぜん
エ-Ａ-45 地球温暖化の本当がわかる　世界の環境地図
エ-Ａ-46 野あそびずかん
エ-Ａ-47 きっずジャポニカ　小学百科大事典
エ-Ａ-48 米村傳次郎のおもしろ科学館
エ-Ａ-49 ちいさないきもの
エ-Ａ-50 地球にやさしく暮らすための絵本
エ-Ａ-51 地球と未来とゴミ学習１　身のまわりのゴミはどこへいく
エ-Ａ-52 地球と未来とゴミ学習２　ゴミを減らすために
エ-Ａ-53 培養できない微生物たち　自然環境中での微生物の姿
エ-Ａ-54 急性中毒処置の手引　第３版　必須２７２種の化学製品と自然毒情
エ-Ａ-55 持続可能な未来のための学習



登録番号 図書名
エ-Ａ-56 生命科学のための最新マススペクトロメトリーゲノム創薬をめざし
エ-Ａ-57 地圏の水環境科学
エ-Ａ-58 琵琶湖　その環境と水質形成
エ-Ａ-59 有明海の生き物たち　干潟・河口域の生物多様性
エ-Ａ-60 水圏の環境微生物学
エ-Ａ-61 融ける境越える法　環境と生命　５
エ-Ａ-62 地球環境と材料　先端材料シリーズ
エ-Ａ-63 幕末島原記
エ-Ａ-64 身近な実験で学ぶ地球環境
エ-Ａ-65 地球温暖化防止の課題と展望　竜谷大学社会科学研究所叢書
エ-Ａ-66 生物多様性と環境政策　先進国の政策と事例に学ぶ
エ-Ａ-67 早わかり食品衛生法
エ-Ａ-68 環境修復のための生態工学
エ-Ａ-69 漢方学入門
エ-Ａ-70 薬草入門
エ-Ａ-71 水生昆虫
エ-Ａ-72 活き活きＩＳＯ１４００１　本音で取り組む環境活動
エ-Ａ-73 何を食べたらいいか（Ⅰ）
エ-Ａ-74 しのびよるダイオキシン汚染
エ-Ａ-75 ＩＳＯ１４０００から見た廃棄物処理
エ-Ａ-76 ゴミ処理の最先端プラント技術と灰溶融
エ-Ａ-77 ゴミ処理の最先端要素技術と法規制の強化
エ-Ａ-78 ふるさと自然観察ガイド　佐世保市周辺
エ-Ａ-79 ＩＳＯ１４００１，１４０００環境マネジメントシステム
エ-Ａ-80 ＩＳＯ１４００１，１４０００環境マネジメントシステム
エ-Ａ-81 海辺の生物観察
エ-Ａ-82 自然と歴史の平戸
エ-Ａ-83 長崎県　文化百選　祭り・行事編
エ-Ａ-84 長崎県　文化百選　事始め編
エ-Ａ-85 長崎県　文化百選　五島編
エ-Ａ-86 長崎県　文化百選　壱岐・対馬編
エ-Ａ-87 長崎県　文化百選　みなと編
エ-Ａ-88 海の微生物たち
エ-Ａ-89 磯遊び図鑑
エ-Ａ-90 海辺の生きもの
エ-Ａ-91 フィールド図鑑　貝類
エ-Ａ-92 フィールド図鑑　海岸動物
エ-Ａ-93 酸性雨と酸性霧
エ-Ａ-94 ２１世紀の環境対策技術
エ-Ａ-95 親子で遊べる実験と工作ふしぎを実験
エ-Ａ-96 生命と地球の進化アトラス　地球の起源からシルル紀　ｖｏｌｕｍ
エ-Ａ-97 生命と地球の進化アトラス　デボン紀から白亜紀　ｖｏｌｕｍｅ
エ-Ａ-98 環境とつきあう50話
エ-Ａ-99 新版　環境とつきあう50話
エ-Ａ-100 図解雑学　地球温暖化のしくみ
エ-Ａ-101 まんがでナビゲート　チャレンジ！みんなで環境チェック
エ-Ａ-102 水とビオトープの生きものたち
エ-Ａ-103 ためしてわかる環境問題①　大気・水
エ-Ａ-104 身近な実験で学ぶ地球環境
エ-Ａ-105 みんなでためす　環境クイズ
エ-Ａ-106 地球は今　永続可能な社会
エ-Ａ-107 地球は今　枯渇するエネルギー
エ-Ａ-108 地球は今　忍びよる食料危機
エ-Ａ-109 地球は今　不足する水資源
エ-Ａ-110 地球は今　身近な環境問題
エ-Ａ-111 やさしくできる　手作り石けん入門



登録番号 図書名
エ-Ａ-112 だれでもできる　ベランダ太陽光発電
エ-Ａ-113 だれでもできる　生ごみ堆肥化大作戦
エ-Ａ-114 だれでもできる　ミミズで生ごみリサイクル
エ-Ａ-115 だれでもできる　ごみダイエット
エ-Ａ-116 絶滅危機生物の世界地図
エ-Ａ-117 ２１世紀のﾋﾊﾞｸｼｬ
エ-Ａ-118 正しく怖がる放射能の話
エ-Ａ-119 東日本大震災　２０１１．３．１１　１ヶ月の全記録
エ-B-1 ふれあい自然図鑑　見て・作って・遊んで春楽しい毎日
エ-B-2 ふれあい自然図鑑　見て・作って・遊んで夏楽しい毎日
エ-B-3 ふれあい自然図鑑　見て・作って・遊んで秋楽しい毎日
エ-B-4 ふれあい自然図鑑　見て・作って・遊んで冬楽しい毎日
エ-B-5 まんがで学ぶエコロジー
エ-B-6 米村傳次郎のおもしろ科学ミュージアム
エ-B-7 新版・環境とリサイクル１ものづくりと再生のしくみ　ペットボトル
エ-B-8 新版・環境とリサイクル１ものづくりと再生のしくみ　かん
エ-B-9 地球の未来とゴミ学習２　リサイクルを調べる
エ-B-10 eco検定公式テキスト
エ-B-11 はかってなんぼ　環境編
エ-B-12 ツシマヤマネコ
エ-B-13 中学生の環境とリサイクル自由研究
エ-B-14 たのしいリサイクル工作
エ-B-15 私たちは町の探検記者３　リサイクルを工夫し環境に生かそう
エ-B-16 小学生の自由研究　未来の地球は手の中に
エ-B-1７ ＲＥｙＤ　ＤＡＴＡ　ＢＯＯＫ　２０１１　長崎の希少な野生生物
エ-Ｃ-1 植物による食中毒と皮膚とかぶれ　
エ-Ｃ-2 知って防ごう食中毒
エ-Ｃ-3 地球温暖化，しずみゆく楽園　ツバル
エ-Ｃ-4 地球の未来と水２　水をつかう，水を流す
エ-Ｃ-5 水の世界地図
エ-Ｃ-6 温暖化の世界地図
エ-Ｃ-7 食料の世界地図
エ-Ｃ-8 身近な自然でふるさと学習１　日本の自然
エ-Ｃ-9 身近な自然でふるさと学習２　海
エ-Ｃ-10 身近な自然でふるさと学習３　干潟
エ-Ｃ-11 身近な自然でふるさと学習４　川
エ-Ｃ-12 身近な自然でふるさと学習５　田んぼ
エ-Ｃ-13 身近な自然でふるさと学習６　里山
エ-Ｃ-14 身近な自然でふるさと学習７　畑
エ-Ｃ-15 黄砂
エ-Ｃ-16 諫早湾調製池の真実
エ-Ｄ-1 水辺へようこそ。
エ-Ｄ-2 みんなの地球　環境問題がよくわかる本
エ-Ｄ-3 不都合の真実
エ-Ｄ-4 地球環境にやさしくなれる本
エ-Ｄ-5 ガラスの地球を救え
エ-Ｄ-6 グリーンデータ
エ-Ｄ-7 知的財産の法律　しくみと手続き
エ-Ｄ-8 エイズかあなたをまもる本
エ-Ｄ-9 夢，ケナフ　一粒の種から願いが広がる
エ-Ｄ-10 環境測定　絵とき基本用語
エ-Ｄ-11 みんなの地球環境問題がよくわかる本
エ-Ｄ-12 子どもにできる地球にやさしい２４時間
エ-Ｄ-13 環境を守る最新知識
エ-Ｄ-14 身近な環境問題最前線
エ-Ｄ-15 カビと病気



登録番号 図書名
エ-Ｄ-16 抗菌剤の科学
エ-Ｄ-17 よくわかるダイオキシン汚染
エ-Ｄ-18 やさしい子どもは自然が育てる
エ-Ｄ-19 メス化する自然　環境ホルモン汚染の恐怖
エ-Ｄ-20 シリーズ地球と人間の環境を考える１　地球温暖化
エ-Ｄ-21 シリーズ地球と人間の環境を考える２　ダイオキシン
エ-Ｄ-22 シリーズ地球と人間の環境を考える３　酸性雨
エ-Ｄ-23 シリーズ地球と人間の環境を考える６　リサイクル
エ-Ｄ-24 シリーズ地球と人間の環境を考える８　ごみ問題とライフスタイル
エ-Ｄ-25 長崎県の野鳥
エ-Ｄ-26 ＤＮＡでなにがわかるか
エ-Ｄ-27 沈黙の春
エ-Ｄ-28 永遠のジャック＆ベティ
エ-Ｄ-29 元素の不思議な力
エ-Ｄ-30 バイオマスが拓く　２１紀エネルギー
エ-Ｄ-31 長崎１００の指標　較べてみれば
エ-Ｄ-32 子どもたちが地球を救う５０の方法
エ-Ｄ-33 大村湾
エ-Ｄ-34 環境を読む
エ-Ｄ-35 なぜ僕は理科を好きになったのだろう
エ-Ｄ-36 世界がもし１００人の村だったら
エ-Ｄ-37 最新ごみ事情Ｑ＆Ａ
エ-Ｄ-38 地球温暖化日本はどうなる？
エ-Ｄ-39 イラスト版　手作り石けんのすべて
エ-Ｄ-40 よくわかる水問題一門一答
エ-Ｄ-41 日本の水環境　７　（九州・沖縄編）
エ-Ｄ-42 すぐに役にたつ　ＩＳＯ環境法
エ-Ｄ-43 科学者になる方法
エ-Ｄ-44 あなたの成長が地球を変える！
エ-Ｄ-45 楽しい自然とのふれあい
エ-Ｄ-46 学研図鑑　顕微鏡観察
エ-Ｄ-47 学研図鑑　水の生物
エ-Ｄ-48 学研図鑑　地球
エ-Ｄ-49 学研図鑑　地球環境
エ-Ｄ-50 マルチメディア昆虫図鑑
エ-Ｄ-51 マルチメディア天体観察
エ-Ｄ-52 マルチメディア鳥類図鑑
エ-Ｄ-53 図解ＤＮＡ　生命の設計図
エ-Ｄ-54 環境ホルモン＆ダイオキシン
エ-Ｄ-55 光化学の基礎と先端研究　気相・液相・表面の光化学から光合成や
エ-Ｄ-56 子どもの科学　特集植物で環境を修復する　
エ-Ｄ-57 長崎県野の花百選
エ-Ｄ-58 まんが地球を救う海藻エネルギー
エ-Ｄ-59 健康と環境　スタンダード薬学シリーズ
エ-Ｄ-60 プロテオミクス実験プロトコール
エ-Ｄ-61 地球環境白書　今火山が危ない
エ-Ｄ-62 地球環境白書　改訂版地球環境データブック
エ-Ｄ-63 日本の自然３　日本の海
エ-Ｄ-64 ６０周年記念誌
エ-Ｄ-65 たいへん　島原大変二百回忌記念誌
エ-Ｄ-68 図解雑学　よくわかる色彩の科学
エ-Ｄ-69 図解雑学　科学捜査
エ-Ｄ-70 図解雑学　やさしくわかる化学のしくみ
エ-Ｄ-71 図解雑学　ためしてビックリ　おもしろ化学実験
エ-Ｄ-72 安心して食べたい！食品添加物の常識・非常識
エ-Ｄ-73 食品の裏側



登録番号 図書名
エ-Ｄ-74 食品安全経済学　世界の食品リスク分析
エ-Ｄ-75 農薬に対する誤解と偏見
エ-Ｄ-76 検証・カネミ油症事件
エ-Ｄ-77 カネミ油症　過去・現在・未来
エ-Ｄ-78 健康食品　中毒百科
エ-Ｄ-79 地球温暖化で伸びるビジネス
エ-Ｄ-80 エコロジーの歴史
エ-Ｄ-81 環境犯罪　　七つの事件簿から
エ-Ｄ-82 世界の環境問題　第１巻
エ-Ｄ-83 世界の環境問題　第２巻
エ-Ｄ-84 世界の環境問題　第３巻
エ-Ｄ-85 クラゲの光に魅せられて
エ-Ｄ-86 研究所経営
エ-Ｄ-87 技術からみた日本衛生行政史
エ-Ｄ-88 DNAでたどる日本人10万年の旅
エ-Ｄ-89 農業と経済’１２．１　放射性物質と食品健康リスク
エ-Ｅ-1 海の宿題
エ-Ｅ-2 Ｇlobal  Environmental  Research  vol11
エ-Ｅ-3 奪われし未来
エ-Ｅ-4 ホネホネたんけんたい
エ-Ｅ-5 メス化する自然　環境ホルモン汚染の恐怖
エ-Ｅ-6 草と木のバイオマス
エ-Ｅ-7 3R検定　公式テキスト
エ-G-1 地球大進化１　生命の星大衝突からの始まり
エ-G-2 地球大進化２　全球凍結
エ-G-3 地球大進化３　大海からの離脱
エ-G-4 地球大進化４　大量絶滅
エ-G-5 地球大進化５　大陸大分裂
エ-G-6 地球大進化６　ヒト　果てしなき冒険者
エ-G-7 カラーアトラス環境微生物
エ-G-8 農薬の環境科学最前線　環境への影響評価とリスクコミュニケーシ
エ-Ｈ-1 環境と開発のデザイン　自然特性に着目した開発保全計画手法
エ-Ｈ-2 栗林慧全仕事　独創的カメラでとらえた驚異の自然
エ-Ｈ-3 生態系とシミュレーション


