
本についているラベル     

Ｊ518 

 カン  

★本をさがすパソコンにでてくるのは 

この記号です 

★分類記号 J…こどもの本 

      Ｎ…きょうどの本 

★うらもみてください 

  飯田
い い だ

市立
し り つ

図書館
としょかん

 

   ゴミ・リサイクル  についてしらべてみよう 

 

1. ゴミ・リサイクル をしらべるときのキーワード 

 ゴミ、リサイクル、リユース、資源、再利用
さいりよう

、環境
かんきょう

、廃棄物
はいきぶつ

、分別
ぶんべつ

、ゴミ処理場 

2. ことばのだいたいの意味
い み

をつかもう 

 基本的
きほんてき

なことを知るために「キーワード」を手がかりに百科
ひゃっか

事典
じ て ん

などをひいてみよう。 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『総合百科事典ポプラディア４』   ポプラ社 J031/ﾎﾌ J031/ﾎ J031/ﾎ 02008299 

『総合百科事典ポプラディア１０』  ポプラ社 J031/ﾎﾌ J031/ﾎ J031/ﾎ 02008305 

『ポプラディア情報館ごみとリサイクル』ポプラ社 J518/ｺﾐ J518/ｺ J518/ｺﾐ 06017774 

 

3. 本をさがしてみよう 

(１)さがしているテーマ（分野）のたなに行ってみよう 

本の背
せ

には、「ラベル」がついています。そのラベルの一番上
いちばんうえ

の数字
す う じ

は、 

「分類
ぶんるい

記号
き ご う

」といって、その本の内容
ないよう

・なかみをあらわすものです。 

同じような内容の本には同じ分類記号がついています。 

 本はラベルでおくところがきまっています。 

 

 

 

 

（２）たなにある本を見てみよう 

 

  〈 ゴミ についての本〉  

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『ゴミの大研究』 ＰＨＰ研究所 J518/ｺﾐ J518/ｺ  11008235 

『考えよう！地球環境身近なことからエコ活動 ２ 

 ゴミ問題・森林破壊』 金の星社 

  J519/ｶﾝ 09015457 

『ゴミのへらしかた』 星の環会 J518/ｺﾐ  J519/ｺ 00030802 

『ゴミのへらしかた ２』星の環会 J518/ｺﾐ  J518/ｺ 03024601 

『みんなでめざそう循環型社会 ５ 

あふれるゴミをどうする』 学研 

J519/ﾐﾝ   09006674 

『環境とリサイクル 1～8 』小峰書店 （各種ゴミ）   J518/ﾎﾝ J519/ｶ J518/ﾎ 03006084～ 

『環境とリサイクル １２ 

暮らしとごみ』 小峰書店 

J518/ﾎﾝ J519/ｶ J518/ﾎ 03006080 

『ゴミとつきあおう』 童心社 J518/ｷﾘ   10016392 

『エコでござる－江戸に学ぶ 2 の巻』鈴木出版 J210/ｴｺ J519/ｴ  09020933 

 

←分類記号  

←図書記号    

 

請求
せいきゅう

記号
き ご う

    関係
かんけい

するテーマの分類
ぶんるい

記号
き ご う

 

Ｊ518 ごみ Ｎ519 郷土の環境 

Ｊ519 かんきょう   

 



   〈リサイクル についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『ごみはいかせる！へらせる！２・３』岩崎書店 J518/ｺﾐ  J518/ｺﾐ 08050384 

08050385 

『わたしにもできるリサイクル１ 

燃えるごみのリサイクル』 学研 

J518/ﾜ J518/ﾜ J518/ﾜ 95007053 

『わたしにもできるリサイクル２ 

燃えないごみのリサイクル』 学研 

J518/ﾜ J518/ﾜ J518/ﾜ 95007054 

『わたしにもできるリサイクル３ 

話題のごみのリサイクル』 学研 

J518/ﾜ J518/ﾜ J518/ﾜ 95007055 

『わたしにもできるリサイクル４ 

学校でできるリサイクル活動』学研 

J518/ﾜ J518/ﾜ J518/ﾜ 95007056 

『リサイクルでゴミをへらそう』ほるぷ出版 J518/ﾘ   98012325 

『月刊ポプラディア２００４．１０』ポプラ社 J031/ｹﾂ 雑誌  06010883 

『月刊ポプラディア２００５．１１』ポプラ社 J031/ｹﾂ 雑誌  06010890 

『いま地球がたいへん！』丸善 J519/ｲﾏ   05045247 

『江戸のくらしから学ぶ『もったいない』第３巻 

   ムダをださない社会』 汐文社 

J210/ｱｷ   09019621 

『もったいない生活大事典 ４  

もったいないで資源を活かす』 学研 

J519/ﾓﾂ   07005998 

 

  〈 ゴミ処理場 についての本〉 

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『ごみはいかせる！へらせる！１ 

ごみ処理場ってどんなところ？』 岩崎書店 

J518/ｺﾐ  J518/ｺﾐ 08050383 

『まちの施設たんけん７ 

ごみ処理場・リサイクルセンター』小峰書店 

J519/ｺﾐ   04019747 

『環境とリサイクル ９  ゴミ処理場・回収と

減量化へのとりくみ』  小峰書店 

J518/ﾎﾝ J519/ｶ J518/ﾎﾝ 03006071 

『環境とリサイクル１０ 埋め立て処分場・ 

ごみの最終処分のしくみ 』 小峰書店 

J518/ﾎﾝ J519/ｶ J518/ﾎ 03006075 

『新・みぢかなくらしと地方行政 第２期６ 

  リサイクル施設』  リブリオ出版 

J318/ﾌｶ   08018416 

 

  〈 飯田・下伊那のゴミ・リサイクル 環境 についての本〉  

本の名前など 中央図書館 鼎図書館 上郷図書館 MARC 

『環境レポート 平成１０～２１年度』飯田市 N519/ｲｲ    

『２１’いいだ環境プラン第２次改訂版』飯田市 N519/ｲｲ  N519/ｲｲ  

  

 

4. インターネットで調べてみよう 

  ・飯田市環境情報  http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/kankyo/ 

・環境モデル都市・飯田  http://www.ecomodel-iida.com/ 

★ ほんのばしょがわからないときは、としょかんのひとにきいてください 

http://www.ecomodel-iida.com/

