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地球の歴史の中で時間がない時、私たちは、地球の未来への挑戦、脅威、課題、破壊、すべて

の人工、非常に多くに直面しています。このサイトの目的は、これらの懸念を強調することで

す。これは、彼らが今日あるよう単に、惑星の国家の事実と真実を明らかにするために、無議

題と非政治的、非党派、非宗教的および非イデオロギー的な努力です。 

私たちは、全体の寿命が取得し、支出および任意の気にせず、私たちは持続可能な未来のため

に使用するリソースを復元し、保存せずに、地球の資源を活用過ごします。教育システムと実

践が完全に自然や動物のための全く無礼と軽蔑して、地球の資源を活用するために構築されて

、証拠はどこにでもある、簡単な例では、種の絶滅です。 

我々は間違って何をしているか、世界の今日の何が問題になっているのですか？どのように我

々は、すべての進歩と近代化の名の下に惑星を破壊していますか？ 

「私たちは、この地球上の過渡乗客はあるけど。それは私たちに属していません。私たちは、

まだ胎児の世代を運命ために自由ではありません。私たちは、人類の過去を消去するか、その

将来を暗くするために自由ではありません。社会のシステムは、永遠に耐えられません。唯一

の人生は中断継続を主張することができます。この連続性は神聖なものです。」 

ウェブサイトの目的は、我々は総称して惑星を破壊しているかのグローバルな意識を高めるこ

とです。私の計画は、世界中の教育機関に連絡し、学校の子供たちは、早い年齢での状況に気

づいたように、彼らは彼らの高校のカリキュラムにウェブサイト上のトピックを追加すること

を提案することです。 

人生の目的は何ですか？それが唯一の取得と支出についてですか？唯物論とショッピングにつ

いてはどうですか？それは給料、ステータスやセキュリティのように、成功の伝統的なマーカ

ーについてですか？またはそれは生計を立てることは、常に人生を作るには一致しないという

認識です。 

人類の歴史のほとんどは、単語「技術」は進歩して同定されています。代わりに石の金属製の

斧は、ちょうど冷凍またはパワーステアリングのように、人生が容易と良くなります。それは

我々が発明してきた科学的、工業プロセスが、それは時々あまりにも多くのだとそんなに進歩

を作成していることだけで、過去数十年であります。進歩のすべてが初めて、マイナスに見ら

れ、ある社会的な構造を作成しました。そして、その代わりに、現代の世界で日光浴の、我々

は抜いて切断する慕います。人と企業は、人々の健康や地球の健康への影響を考えることなく

、主に利益のために頭に浮かぶ一つの製品を製品のすべての種類を製造しているプラ

スチックです。発明の60年後と進歩の名の下にすべての製造、 

人生を作ることも関係、感情的知性、意味と目的意識を愛し、保護し、母なる地球の育成など

、持続可能な未来のために、神の創造のすべてと調和して生き、生活の芸術に焦点を当てるも

のを必要とします。 
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A.自然と自然と惑星に人類の害 

1。 露出した永久凍土層 

 

1. 永久凍土、2年以上摂氏0度またはそれ以下のまま地面には、地球の陸地表面の約5分の

根底にあります。  

2. 北極圏で融解永久凍土は疾患のロックを解除し、景観をワープされ 

3. 永久凍土は千年のために凍結されています。それを解凍すると、巨大な破壊です。 

4. あなたはどこにでも気候変動の証拠を見つけませんが、どこにも北極に比べて変化は、

より劇的であることができます。 

5. 私たちの世界の北極地域は世界平均の2倍の速さで温暖化しています。  

6. 平均では、北極海の海氷面積は、毎年夏に縮小しています。グリーンランドの氷床が最

大の脅威は、炭素とメタンの放出である、不安定になってきています。 

7. しかし、おそらく最も不穏な永久凍土に地下起こる変化です。永久凍土は北半球の25％

をカバーしてい凍土の層です。これは、所定の位置にロックされた微生物、炭素、有毒

水銀、および土壌を保ち、巨大な冷凍庫のような役割を果たします。 

8. 今では溶融しています。地面には、ワープひだ、および洞窟：物事は奇妙なと不気味に

なっています。長期休止中の微生物 - 

いくつかは、数十年、数千のための氷の中に閉じ込められたが - 

均等に古代のC02を解放し、目を覚ますために始めている、そして潜在的に致命的な病

気を持つヒトに感染することが来ることができました。 

9. 新しい放射性炭素年代測定の研究が示唆するようにと後退氷は、45,000年で太陽を見て

いない、冷凍プラントを露出しています。 

10. 1980年代に、アラスカ、ロシアおよびその他の北極地域における永久凍土の温度は今平

均がわずか28°Fであり、ほぼ18°Fであること平均しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.溶ける氷冠 
 

1. 極極の氷氷の融融は、極地の気気の全全全な増増にににに引き起こここ、そそにこの溶融は、極地地の全にの生生に
深深な影影を持つこつつつきつつ。極極氷キキキキは溶融生つそに、海海レレレつ地上そ、海海は以以の生生生生生

になにつつ。 

2. 我我は無無無に化化化化を化やそ続けけつ、極地気地化は、最最全には フフフフつ海海を地げ、つすにの氷の極216
にそに山山に溶けつつ。 

3. 氷山は、陸かか断つつ海に落ち、凍凍氷凍の塊つつ。   

4. 気温地上は、にに多く の氷山は、氷凍を弱めけにに多く の亀亀つ生じ、オフ破け氷氷氷極つ高く つけこつにににに形
成こさけこつつつきつつ。つすに氷つ海に落ちけにちに、海つ少そ地上そつつ。 

5. 最最の氷カカフ陸極は、世世の氷の約 パフパパフ（ おにおその新新な生の ％％ つ、南極つ南極最陸つでにつつ90 70
。   

6. 南極は氷の厚この メフフレ（2133 7000フフフフ％ の平平平を覆わこにわつつ。南極の氷つつすに溶けけ場場は、
世世世の海海は約 メフフレ（ フフフフ％ に地上つけすすち。61 200    

7. 世世の北ののつののの最わにに、北極、氷は南極つのつので同じ厚こつはでにつさの。氷つ北極海に浮かおつつ。  

8. そこは溶融そけ場場に海にこかに メフフレ（ フフフフ％ を追増つけすすフパすパすを覆ち氷のかなにの量つ存存7 20
そつつ。すすフパすパすつ南極にによ赤赤に近わのつ、そこに気温つ高く なににわけのつ、氷つ溶けやつく なにつつ

。  

9. 生の気温つ高わ - 
そかそ、高わ海のレレレのけめの極極の氷の融融融融融全な生理つでけかよそこつさの。生は摂摂 温つ最よ密つつ4
。この気温つ、生の減少の密温（生の同じ重量つ最きわ空空を占めけ％ の地以。にちに、生の全全全な気温は、そこ

つ自自に海つ地上つけこつを少そ拡拡そ高めつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3。種の絶滅 

1. 生生生生お生生生におわに、消消は、生生生は生生の群（分分群％ 、通通通の最終つつ。絶絶の瞬空は、一一全に繁
殖そ、回回つけ氷能は、このここパフの前に失わこにわけかよそこなわつ、通の最最の個我の死つでけつ考えかこに

わつつ。 

2. ここつつ極地に住のつわけ億 通以地にのでけつすにの通の ％以地は、絶絶そけつ推推ここにわつつ。5 99    

3. 通つけは他の分分群の名前の隣に配配ここけささフ記記は、（ ％ は、そしそし絶絶つそにの極地を示つけめに行わ†
こつつ。 

4. そこは恐すそわつ、本本す： 私けちの惑惑は、植生や動生の 番番の最量絶絶の真に只世に今でにつつ6  - 
過過 億億つ絶絶の第第第。5   

5. 本当は現存、 万億前の恐恐の損失以損、通さこフレフすオフの最最の相相すを経経そにわつつ。6500    

6. 小惑惑スフすこキ、火山火火、そそに自自の気気シフフなののこレパフにににに引き起こここけ過過の最量絶絶つは
異なに、現存の危危は、ので完全に私けちにににに引き起こここけ - 人空を。  

7. 実実には、現存、絶絶危絶通の ％は人空人動、主にそこかの駆動生駆極の喪失、外損通の導導、極地気地化の危99
険にこかここにわつつ。   

8. 私けちの生生生の変化変つ増増そにわけのつ、つすにの通の絶絶は、潜存全に複複な生生生ののののにその通に凍場
そにわけ他の人の絶絶につなつけけめ、絶絶の数数は、生生生の融解つ今最数今億つ雪すけつ式につけ氷氷極つでに

つつ。 

9. 通の多多極は、生生生ののののののフに彼かつスフレスに耐えけけめに必必な範範を与え、生生生の回回能を保保そ
つつ。   

10. 過過 億空つ、我我は、ののスフカフウのウ州つウすとと州のメすウのののすウカの森森カこバパかかバキキフ山500
脈カキバ、旅旅ハフつキハレフすののハレのす島のオののに、絶絶そにわけ約 通を知ににわけ1,000  - 
ここは、数数を考考そにわつさの科生科けちは、そこかを説解つけ危機つでにけ前に姿を消そけ通の。    

11. ののにちな解明なのは、通の何数よのは今最数今億つ永永に消えけのすスハつでけつわちこつつつ。  

12. 動生のわかなけすレフキは両生分にによ危険にこかその高わレフフを持ににわつさの。カハレ、ヒキさハレ、おにお
サパシサ ののオつでけけめ生駆極の喪失、生や最気大大、気気変動、紫外紫紫紫、外損通を導導そ、病気の消えにわ

つつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.脅さ荒野 

1. 私けちの公公極への課課つ脅脅の多く は、私けちの野生の場場を開開つけのつはなく 、融損つ子子けちのけめの持続
氷氷な生人のけめにそこを保存そにちつつけ人我かか損つつ。 

2. ここかの脅脅は融明未開開かか野生つ自自の場場つの掘掘に生おつつ。  

3. 開開科は、つつに私けちの国公森や土極土生土にににに土生ここけ土極の ％以地へのウハパス権を持ににわつつ75
。そかそ、一一の開開科、おにお議機のわく つかは、私けちの国ののこレすな場場によ、にに多く のウハパスを求め

にわつつ。 

4. わく つかの公公の土極に開開のけめの場場つでにつつつ、開開ここけにはでつにによ野生つでに、私けちの子子や孫
のけめに保保ここなけこしなかなわわく つかの場場つでにつつ。  

5. 私けちの最最の野生の場場やオフキパな環環のけめ、野生動生のけめに、私けちの成成のレハすハフシサ パ経経かか
きこわな生つ仕仕を得け彼かの周にの極地当機のけめに多く を行わつつ。   

6. 化石石世は、例えし、私けちの公公の土極ののつののにウハパスつけこつつつきつつ。石世つは、彼かは化石のけめ
に見けこつつつきけ公公の土極のハフカフ、おにお許氷の数数人の数数万人つ私けちの公公極にすすレすフス。公公

の土極に掘掘は大大や野生生生に最影影を含め、土極や周周の環環に深深な影影を持つこつつつきつつ。  

7. 世世の最最の偉最な荒野には驚く すき速こつ縮小そにわつつ。過過 億空つは、極地の荒野の ％つ人人全人能の20 10
けめに失わこつそけ。 

8. 残にの ％はつつつつ侵生ここにわ48 け空、人分の歴歴の空に、極地の生生生の ％の主必な分融つでにつそけ。。52
このこフスつ続けし、我我は今最 億以年につすにの荒野を失ににわけすすち。。50  

9. この荒野分融は、生生多多極、なかおに生水環、窒窒サこハレつ受受を危険にこかつここつつ。彼かつ破損つけは消
過ここけ最、荒野は良わのけめになく なににわつつ。ハのシスののは、ここつつ、元の状生に戻つこつつつき低以科

生全な保証はでにつさの。  

10. 彼かは、バロパす、化石おにおさスの探探、採掘、赤道、都都化や農石つの侵生ここにわつつ。  

11. 人分の環環フキフキすパフは、他の通は、ここつつ世世のハのレロフ、資資、土極海土の最大を消消そにさメフウを
与えけつわち点つ近わ私けちに損にわなわ、本本に巨最つつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.気候変動 - 地球温暖化 

1. つけ、気気変動つ呼しこけ極地気地化は、極地の気気シスののの平平気温つ観観ここけ世世ススフレの地上つそこに
関関つけ効効つつ。科生全保証の複数の行は、気気シスののつ気地化そにわけこつを示そつつ 

2. 極地気地化は、気気変動のけす一つの側海つつ。。 極地気地化。 つは、主に最気世の気温効効さス濃温の増増ににけ
極地の気温の地上を意意そつつ。降生量、気気、風のパバフパを含む - 
。 気気変動は。 成無空にわけけ気気の対対におけけ増増変化を指そつつ。 

3. そののつののつ に数今億にわけに前例のなわ速温つ、 世世大しつ進むのつ、人空の人動の凍効つでmillennia.1 20
け（ ％明変にによ最きわ％ 非通に氷氷極つでけけめ、現存の気地化温温は、特に重必つつ95  

4. 極地周回地惑や他の技技の進進は、私けちの惑惑つ極地地地つの気気につわにの情情の多く の異なけ通分を収収そ、
最きな絵を見けけめに、科生科を公効にそにわつつ。   

5. すすフパすパす、南極、熱熱山熱氷凍かか引き出ここけ氷氷のウは、極地の気気は、気温効効さスの濃温の変化に対
応つけこつを示そにわつつ。古古の保証よ億年、海海海土生、サパサ礁、おにお海土堆の層つ見つけけこつつつきつ

つ。この古古の、つけは古気気は、保証つ現存の気地化つ氷の億年回回気地化の平平レフフにによおにそ 倍速く10
開生そにわけこつつ解かかになにつそけ。  

6. 極地の平平平海気温は、 世世最大以損、約 温（華摂 温摂摂％ つ地19 2.0 1.1 上そにわつつ。 

7. 海海は 億かか 温華摂の気地化を示つ海の地 メフフレ（ 約 フフフフ％ つ、この増増そけ熱の1969 0.302 700 2300
多く を吸収そにきつそけ。 

8. すすフパすパすつ南極の氷氷は質量に減少そにわつつ。   

9. 氷凍は世世世ののつのののこつよ最後そにわけ - 
ウレキス、ヒヒすヒ、ウパアス、バキキフ山脈、ウすスカつウフすカに含みつつ。 

10.  
地惑観観は、北大地の春の土雪量は 億空にわけにに減少そにわけこつつ、雪つ早く溶けにわけこつを解かかにそ50
つそけ。 

11. すバフカレ海海は前世世に約 こパイの増増つなにつそけ。過過 億8 20 空つのレフフは、そかそ、前世世のよのつので
倍増つつ。 

12.  北極海氷の広つにつ厚みの両両つ、最最の数今億の空に急速に減少そにわつつ。   

13. 産石産産つ始つにに以損、海海平層生の酸極温は約 ％増増そつそけ。30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水路6.汚染 

1. 農石石世かかの農農、肥化、動生の廃廃生は、私けちの湖、生道、海海を大大そにわつつ。つけ、毎億、世世の湖湖
、凍河、海の世に公有化生生質や産石つ鉱石鉱行かか他の大大生質の百万 フパ以地をさパキそにわつつ。180  

2. 雨の洗洗肥化、殺殺殺、生おそこつ生に窒窒やすパの過過な量を作成そ、凍河への大大ここけ土土、。栄栄窒のこの
過過は、生かか追増の酸窒を取にに、最最全には生生、昆殺や他の生生生生を殺そ、湖つの植生の成成を刺刺そつつ

。  

3. 淡生生は海生世の過過な栄栄窒の大大はつけ、生の本全の平海を覆ち厚わスすキウ生は変変ここにおに、藻分のレフ
のを生じつつ。ここかの有極の花は、生生生生の生存に不氷不つでけ、酸窒の生分を奪ちこつつ脅脅つなににわつつ

。  

4. 今分な酸窒の不欠は、アキすとフパをよけかそ、生生生の生存を脅かそ、生生生生や植生をオフに殺そつつ。陸地動
生、鳥、そそに人空よ大大ここけ生にににに、つけは大大ここけ生の世に住のつわけ魚や貝を消消つけこつにににに

損なわこけこつつつきつつ。 

5. 農場かかの排生を収収つけ最地地な、オフキパハウのすすフパつ漏こけつ極地の生の子供を大大、つけは農場かかの
流出は、近く の湖や生道にその両方を作けつき時に工場農石かか動生の排排生は、生質大大に貢貢そにわつつ。   

6. 工場出工時の農場かか動生の排排生は、生シスののに導導ここけ場場、魚の生殖の問課を引き起こつ氷氷極つでに、
ホレホパつ含つこにわつつ。 

7. 技技つ温地つそに、科生科けちは極地の淡生地つは、小こな濃温つ、にに大大生質を検出つけこつつつきつつ。経経
避避農つ日日け止めかか農農や化石に生ぶ大大生質の痕痕を含む、私けちの惑惑の湖、河、スフすフの、おにお極以

生は、多く の場場、化生カハのレつつ。  

8. 場成大大を越えに、淡生は、ヒフすや農場かか栄栄栄栄な肥化つ意味け人空以生、動生の排排生、おにお雨生流出の
形つ、つけ、生生生全廃廃生のけめのハパすここパフつつ。   

9. 生質大水の通分  - 
有極生質は、生世生生生に天自に存存つけ生質つはなわ化生全な大大生質つつ。有極大大の最最の貢貢は、除除殺、

殺殺殺生お工石工化場生つつ。例えし肥化や以生下の公危生の過過つ、生に導けつ、公危大大つ開生そつつ。公危生

つ池に増増つけつ、分融科の数つ増増そつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.動物虐待、工場農業 

1. 動物には魂を持っていますか？はい、すべての生活ビーイングは、動物から昆虫や小さ

な生物まで、魂を持っています。人間のように、彼らはまた、自然と出生と死亡のサイ

クルの法則に従う人間です。私たちは、彼らが無知考えるかもしれないが、彼らは独自

の言語と知性を持っています。彼らはまた、作成で重要な任務を実行し、症状や実際の

生活の進化における重要な位置を占め、人間は人生の残りの部分と連続に存在し、我々

は完全に他の動物から分離されていないこと。動物は自分の人生、自分の利益や痛みを

感じるために、独自の能力を持っている - 

私たちは、それゆえ、それらを害するか、それらを殺すべきではありません。 

2. 女性の動物は人間が招いた最悪の残虐行為の一部を受けます。動物産業に、赤ちゃんを

持っている能力は貴重な商品です。その結果、多くの種の母親は、私たちのいくつかは

、想像することができ、物理的および心理的ストレスを受けます。 

3. 多くの女性の動物、彼女自身の体のために、その彼女の自由のほとんどをして、彼女か

ら彼女が生まれています瞬間を取っています。利益のために命を取引する産業では、す

べての動物が苦しんでいます。雌のみを再現することができますので、しかし、彼らは

経験する苦しみは、多くの場合、独自に残酷です。 

4. 良いニュースは、彼女が彼女の運命を選択する自由や彼女の体の運命を与えられていな

い間、私たちができることです。毎日、私たちは私たち自身の生活の中で行う選択と、

これらの動物の生活の中で深遠な違いを確認する力を持っています。 

5. 母親のために、子供を失うよりも大きくないおそれがあります。乳牛の場合、この悪夢

は前年同期比繰り返し現実です。牛乳を生産するそれらを保つために、農民が強制的に

、多くの場合、受精時に、彼女の内側の腕を挿入関与、毎年女性の牛を含浸させます。

彼女が生産される牛乳は人間の消費のために瓶詰めすることができるように続いて、生

まれて彼女の子牛の日以内に、彼女の赤ちゃんは、彼女から取られています。 

6. 牛は自分の子牛を追いかけ見ることができると母と子牛の両方は、それらが分離してい

るとして、互いのために呼び出す聞くことができます。「bobbies」と呼ばれる新生児

の男性は、通常、数日以内に虐殺するために送信されます。女性のふくらはぎのために

...彼女の将来は彼女だけが生成できる牛乳のために大切な彼女の母親のように残酷さの

同じシステムで可能性があります。 

7. 牛敏感かつ社会的な動物です。母と子牛は彼女の赤ちゃんが生まれた瞬間から強力な結

合を形成します。あなたは乳製品フリーのミルク、チーズ、アイスクリームやヨーグル

トを選択することにより、含浸されていると自分の赤ちゃんが彼らから取ったのサイク

ルから母牛を割くことができます。 

8. 犬- 

彼女の生涯で、彼女は子犬の多くリットルを産むでしょう。彼女の子犬は、彼らの日が

きしむおもちゃやお菓子、腹が擦れ、長い散歩で満たされることになる家に住むことに

なります。しかし、彼女は愛を知っていることはありません。 

9. 子犬の飼育・マシンよりも何もないとして扱われ、子犬の工場の犬は犬の愛好家にショ

ックを与えてしまうような状況に住んでいます。調査は、屋外へのアクセスや木枠やコ

ンクリートの床以外に横たわることは何もありませんし、不潔なワイヤーフェンスで囲

まれた細胞内で生きている動物を発見しました。犬は、その愛情と忠実な性質の「男の

親友」の称号を獲得しています。愛 - 

しかし、これらの犬は、彼らが最も切望非常なものを奪われています。 

10. 鶏 - 雌鶏- 

それは卵を産むことができる唯一の鶏ですので、ケージの中に閉じ込められたすべての

単一の鶏が女性です。彼女は入浴をホコリやプライベートで彼女の卵を産むために彼女

の自然な欲望を満たすために得ることは決してないだろう、彼女は太陽の暖かさを感じ

るように取得していない、彼女の翼を伸ばすことができません。彼女は卵業界は、彼女



の卵の上に大きな利益を上げることができるように、彼女から撮影したすべての彼女の

自由を持っています。 

11. 今までのすべての雄鶏はどうなるかと思いましたか？鶏の新しい群れが産卵のために孵

化しているとき、女の子は生後1日に男の子から選別されています。鶏が卵を産むこと

ができないので、彼らは卵業界に値を持ちません。それでもさえずり、スタンドしよう

と、生まれたばかりのオスのひよこは巨大研削盤に投げ込ままたは死に毒ガスされてい

ます。これは、すべての卵の生産システムで起こる - 

ケージ、納屋、無料の範囲と有機を。 

12. エビ、エビ- 

エビ養殖場でさえ、エビは、自分の体を再現するためにそれらを強制的に被害を受けて

います。女性のエビは、彼らが繁殖時に規制する彼らの目の後ろのホルモン腺を持って

います。いうよりは、適切な条件を提供し、待つ彼女が自然に繁殖するために、エビの

農家は通常、加熱された鉗子のペアで、彼女の目を切断することにより、この腺を破壊

します。この外傷手順軍女性のエビがより迅速に再現する - 

エビの養殖場が彼らの利益を最大化できるように、すべての。彼らの目はカットオフし

ているエビは混乱になると救済のための傷をこすり見ることができます。何の動物はこ

れを値するありません。 

13. ぶた- 

乳牛と子犬の工場での繁殖犬のように、食品業界における女性の豚を繰り返し含浸され

ている - 

自分の体とその子豚は人間の利益のために使用します。工場出荷時の農場で妊娠中の女

性のブタを、本質的に、彼女はさらに好転するのはあまりにも小さな金属ケージある「

分娩箱」で出産することを余儀なくされています。彼女の子豚は、新しい母親は彼女自

身と彼女の若いために懇願快適さのいずれかを欠いた世界に生まれています。クレート

は、彼らは彼女がそこに産むと彼女から乳を飲み、少し他にするのに十分なスペースを

提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.森林破壊 

1. 森林伐採、クリアランス、またはクリアは土地が、その後、非森林利用へと変換される

木の森やスタンドの除去です。森林破壊の例としては、農場、牧場、または都市の使用

に森林の変換を含みます。最も集中し、森林破壊は、熱帯雨林で発生します。 

2. 森林破壊は、多くの場合、土地の質に損傷が生じ、大規模に地球の森林をクリアしてい

ます。森林は、まだ世界の陸地面積の約30％をカバーしますが、イングランドの帯状半

分のサイズは、毎年失われます。 

3. 世界の熱帯雨林は、完全に森林伐採の現在のレートで百年で消滅する可能性があります

。 

4. 森林破壊の最大のドライバーは農業です。農家は作物を植えたり、家畜を放牧のための

より多くの部屋を提供するために、森林をカット。多くの場合、小規模農家は木を伐採

し、スラッシュと呼ばれるプロセスでそれらを燃焼させて、数エーカーの土地をクリア

し、農業を燃焼します。 

5. 世界の木材や紙製品を提供伐採事業も、毎年無数の木を切りました。ロガー、それらの

いくつかは、より多くのリモート森林、さらに森林伐採につながるにアクセスするため

に道路を建設も、違法に働きます。 

6. 土地は住宅用に開発されたとして、森林も成長している都市のスプロール化の結果とし

てカットされます。 

7. 森林は地球上の陸地面積の31％をカバーしています。彼らは重要な酸素を生成し、人と

野生動物のための家を提供しています。世界で最も脅かさや絶滅危惧動物の多くは森に

住んでいる、と16億の人々が恩恵森林に依存している食品、新鮮な水、衣料品、伝統医

学や避難所を含め、提供します。 

8. 彼らはそれ以外の雰囲気の中で自由で、気候パターンの継続的な変化に貢献するカーボ

ンシンク浸漬アップ二酸化炭素として動作するため、森林は、気候変動の緩和に重要な

役割を果たしています。森林破壊は、この重要な炭素吸収機能を損ないます。すべての

温室効果ガス排出量の15％が森林伐採の結果であると推定されています。 

9. これらの森林は、世界の生物多様性の多くに家であるため、森林破壊は、熱帯雨林で特

に懸念されます。例えば、アマゾンの森林の約17％は、主に起因する牧場の牛のための

森林転換に、過去50年間で失われました。.. 

10. 森林破壊は、環境に悪影響を与える可能性があります。最も劇的な影響は、種の数百万

人のための生息地の喪失です。地球の陸上動物と植物の80％が森林に住んで、多くは自

分の家を破壊森林破壊を乗り切ることができません。 

11. 森林破壊はまた、気候変動を駆動します。森林土壌は湿っているが、日ブロッキング木

のカバーからの保護なしに、彼らはすぐに乾きます。木はまた、大気中に水蒸気を返す

ことによって、水の循環を永続させるのに役立ちます。これらの役割を埋めるために木

がなければ、多くの元の森林の土地はすぐに不毛の砂漠になることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.オゾン層破壊 

1. 極地のオとパ層は、主に約20〜 キバメフフレ（ ヒこレ ％ かか成層生の以一に見出ここつつ。30 12 19  

2. 極地の成層生（ オとパ層％ におけけオとパの総量つ約 ％つ着実に減少そ、極地の極極の周にに成層生オとパつはけ4
かに最きわ春の減少： オとパ層破層は、 億古最大以降に観観観つの関関の現現を説解そにわつつ。最科の現現1970
は、オとパホフレつ呼しこにわつつ。ここかの成層生の現現に増えに、春極極対流生オとパ層破層のこレパフよでに

つつ。 

3. オとパ層破層やオとパホフレの主な原原は、オとパ層破層生質つ呼しこけ人工の化生生質、特に人工ハバカフハパ冷
媒、溶媒、火紫殺、生お開発全開発殺（ ハババフレオバカフハパ（ ％ 、 分、ハバCFC HCFC パ％ 、でにつつ（ O
DS％ 。   

4. ここかの化場生は、平海つ放出ここけ最、風にににに成層生に輸輸ここつつ。成層生に一温、そこかは酸窒（ ％O2
にオとパ（ ％ の分融を触媒つけ消融光を介そにハバしパ原子を放出そつつ。オとパ層破層の両両のバこキは、ハO3
バカフハパの排出量つ増増つけにつこに増増つけこつつ観観ここつそけ。 

5. オとパ層破層やオとパホフレは、世世全に増増そ、つののすスハおにお他の最影影に懸懸を生成そにわつつ。オとパ
層は、極地の最気を通過つけ紫外消（ 消％ の最よ公有な 第成を防止そつつ。ここかの第成はオとパを薄UV UVB く

つけすけつなく 、植生や動生を傷つけけこつの凍効つそに融全に増増つけつ予観ここけ皮皮皮、日日け、おにお白年

障を引き起こそつつ。 

6. ここかの懸懸は、フバパ、ハバパ、おにおその他のオとパ層破層化生生質の生産を禁止つけ 億のホパフすオフ1987
レ議推議の採採につなつにつそけ。  

7. オとパ層の破層は、私けちの極地つ直海つけ最よ深深な問課の一つつつ。つけ、極地気地化につなつけここにわけ首
相の生理の一つつつ。 

8. オとパは、本当の地層最気の成層生に開見ここけ無変の気全つつ。オとパさスの層は、太太の公有な紫外紫放紫かか
私けちを保保つけよのつつ。オとパ層は、ここかの公有な放紫紫を吸収そ、そけつにに極地の最気に導けこつかか、

ここかの消紫を妨げつつ。 

9. 紫外紫放紫は、極地気地化、そそにつけ、つすにの生生のけめの健健関関の問課の数なの、こつさつな環環問課につ
なつけこつつつき、極地の最気生に導にけ場場は、太太かか放出ここけ高ハのレロフの電電第つつ。ここかの公有な

消紫かか私けちを守けオとパ層に感感そつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.大気汚染 

1. 大気汚染は、健康リスクをもたらすレベルで、空気中で（生物起源のものを含む）、有

毒化学物質または化合物の存在として定義することができます。さらに広い意味では、

大気汚染は通常存在しない空気中の化学物質または化合物の存在及び空気のより低い品

質を意味するか、そのようなオゾン層の損傷のような生活の質に有害な変化を（引き起

こしたり）地球温暖化の原因となります。 

2. 都市の上にぶら下がっスモッグは、大気汚染の最も身近かつ明白な形です。しかし、汚

染-

いくつか目に見える、いくつか目に見えない、地球温暖化への貢献の異なる種類があり

ます。 

3. 一般的に、人々は生きとし生けるものへの有害な影響を持っている雰囲気や環境に導入

する任意の物質は、大気汚染と考えられています。 

4. 二酸化炭素、温室効果ガスは、地球を暖めている主な汚染物質です。彼らは呼吸時に生

きとし生けるものは二酸化炭素を放出するものの、二酸化炭素は広く、ガソリンや天然

ガスなどの化石燃料の燃焼に伴う自動車、飛行機、発電所、および他の人間の活動に関

連した際に汚染物質であると考えられています。 

5. 過去150年間で、そのような活動は、彼らが何千年もの何百ものためになっているより

も高いそのレベルを上げるために大気中に十分な二酸化炭素を汲み上げています。 

6. 他の温室効果ガスは、メタン、それらが理由地球のオゾン層に対するそれらの劣化効果

を禁止するまで冷媒及びエアゾール噴射剤において使用される家畜、及びクロロフルオ

ロカーボン（CFC）によって放出された湿地やガスのような供給源から来るを含みます

。 

7. 気候変動に関連する別の汚染物質は、二酸化硫黄、スモッグのコンポーネントです。二

酸化硫黄と密接に関連化学物質は、主に、酸性雨の原因として知られています。 

8. 先進国は、人々の健康を向上させるために、二酸化硫黄、スモッグ、煙のレベルを低減

するために取り組んできました。しかし、その結果は、最近まで予測していない、下の

二酸化硫黄濃度が実際に地球温暖化を悪化させるかもしれないということです。 

9. 火山からの二酸化硫黄が大気中の化合物の量をカット、日光を遮断することによって、

地球を冷却することができるのと同じように通じより多くの日光、地球を温暖化をする

ことができます。この効果は、大気トラップ追加の熱の他の温室効果ガスの上昇したレ

ベルが誇張されています。 

10. ほとんどの人は、対策の様々なを取ることが必要、それが地球温暖化を抑制することに

同意します。個人レベルでは、駆動と少なく、リサイクルを飛行し、保全は、人の「カ

ーボンフットプリント」人は大気中に置くための責任がある二酸化炭素の-

the量を減少させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.有毒廃棄物 

1. 公有廃廃生は（ 、吸導吸み込のす、つけは皮皮かか吸収ここけこつにににに％ 有を引き起こつ氷氷極つでに、液全、
固全、つけは気全の形つ不必な生質つつ。、のレテ、のパコのフバや携熱電携なの、今日の家家工家家の多く は、空

気を大大そ、土土や生を大大つけ氷氷極つ公有な化生生質つ含つこにわつつ。    

2. 公有生質は、重重重、放紫、危険な病原全、生は他の有窒を含むこつつつきけ家製、農石、建建、自動自、実経温、
おにお病病なのの産石の凍効つそに公有有産生つつ。   

3. 公有廃廃生は深深な世世全な健健問課を引き起こそ、産石産産以損、にに栄栄になににきにわつつ。   

4. そのにちな廃廃生の処生は、公有な化生成分を含む数多く の技技の進進ののかにこかに重必になににきつそけ。例え
し、携熱電携、のパコのフバ、のレテ、おにおバフすフパのレなのの家家は、土土や生の空気つ大大の大大を防すけ

めに、適適に配配ここにわなわ場場は、環環に有を与えけこつつつき、公有な化生生質つ含つこにわつつ。  

5. そこは、吸導吸み込のす、つけは皮皮かか吸収ここけこつににに、死死つけは危有を起こそけつきに材化つ公有つ考
えかこにわつつ。 

6. 廃廃生は、化生生質、重重重、放紫紫、危険な病原全、つけは他の有窒を含むこつつつきつつ。つよ世熱は電池なの
の項番かか公有廃廃生、使工ここけのパコのフバ危機、おにお残にの塗化や農農を生成そつつ。  

7. 公有生質は人工のわのこつでにによにく 、他の人は、自自環環の世つ開生そにわつつ。     

8. 公有廃廃生は、 つの一一全なカのサすに分かこにわつつ： 。化生廃廃生、放紫極廃廃生 、おにお つの医医廃廃3 1 2 3
生。  

9. 一一全に。 大こけさフス。 つ呼しこけのレハシサ パにすレフキ化ここ、世世つ最よ危険な化生有窒、化生科おにお環
環保保つけこつにににに、残残極公危大大生質（ ％ つそに分分ここつつ。POPs  

10. ウレすすパ、ハバレアパ、DDT、アフレすすパ、ハパすすパ、のキバハバレ、のキサハババレパヘパ、ヒこレキハ
ス、フキサフのパつ： わく つかの 農農つつ。POPs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.オーシャンデッドゾーン 

1. アキすとフパは、底一に最よ海海生生をサこフフつけけめに必必な酸窒つ近底層生の枯枯、他の原子つ凍場ここけ人
空の人動かか。 過過栄栄大大にににに引き起こここけ低酸窒（低酸窒％世世の海海におけけハすウつ最きな湖、つつ

。（ ％ 。 。NOAA  

2. 1970億古には海海生科は、アキすとフパの増増こパスバパスを注番そ始めつそけ。ここかは、生生生生つ最よ収世
そに生駆そに海海紫、近く つ開生そつつ。（ 自自に少そ生人をそにわけ海の広最な世中の一分は、。 アキすとフパ。

つはみなここつさの。％  

3. アキすとフパは、人空つ原原つここにわつつ。彼かは海に流こ、河へつ洗わ流こ取得そ、窒窒やすパを高濃温つ含む
、作生の肥化つ牛の糞を開生そつつ。 

4. のつののの海海生生つ死ぬ、つけは、彼かは魚なののホカこレつでこし、極地を光こけわのこかのけめに生に溶融そ
け酸窒つ少なわつ、多く の場場、。 アキすとフパ。 つ呼しこにわつつ。通通の生産つ生駆かこけ生駆極は、基本全に

、生生生全な砂砂になにつつ。 

5. 低酸窒とフパは、自自に開生つけ氷氷極つでにつつつ、科生科けちは、人空の人動にににに作成つけは拡拡拡地を懸
懸そにわつつ。そこに多く の生生全、化生全、おにおアキすとフパを作成つけけめに組み場わさけ生生生全な必原つ

でにつつつ、栄栄大大は、人空にににに作成ここけここかのとフパの主な原原つつ。  

6. 土極をオフに実行そけに、凍河や海海に排生つそにパこキここ、過過な栄栄窒は、シパハつ生に分融つけ藻分の異通
増殖を刺刺つけこつつつきつつ。分融キバパスは、酸窒を消消そ、健健全な海海生生への利工氷氷な子供を枯枯こさ

つつ。 

7. アキすとフパは、特に東海海に沿にに、国の多く の極地つ開生つけメキシの湾、おにお五最湖つ、免免つでけ国や世
世ののの一分つでにつさの。世世つ観番番に最きなアキすとフパは、メキシの湾北一つは、米国に地配そにわつつ。 

8. そのにちな（ 酸窒を不く ％ 。 低酸窒。 の条条の原原は、生世の酸窒レレレを枯枯藻分の過温の花につなつけ、通通は
栄栄栄化、生世つの化生栄栄窒の増増つつ。農石排生かかの窒窒やすパつ主な原原つつつ、以生、自両や産石排出、

こかには自自必原よアキすとフパの開開に役役を効けそにわつつ。  

9. アキすとフパは、世世世極つ開生そつつつ、主に近く のハすウ重わ農石や産石人動流出栄栄窒生にそ、そこに応じに
その家質を損なわつつ。   

10. 最最のアキすとフパは、世世全にカレフ海つつ。カレフ海のバすの乱乱つ最大に問課つ刺化そにわつつ。バすはspr
ats、今温は藻分を生すけ動生キすパハフパつ呼しこけ微小な海海生生を生すけ小小、のシパのにちな通を生すつつ
。すかか、少なわバすや動生キすパハフパを生すけ の爆開は、にに多く の藻分つ少なわ酸窒を意意つけsprats  - 
つわち最水環つ開生そつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.マリンデブリ - 海と川の水やプラスチック諸島のプラスチック 

1. つけ、海海ごみつそに知かこにわけ海海サのは、故意つけは誤にに湖、海、海や生道にすすフスここけ、人空つ作成
そけ廃廃生つつ。 

2. 海海破海をフバフのフパすつけこつは、テフイのごみ生は つそに知かこにわけ場場、頻繁に座礁洗洗、tidewrack
gyresの世中生お海海紫地に蓄土つけ温温つでにつつ。海つの廃廃生の意意全な処分は、海海海廃つ呼しこにわつつ
。本自そのにちな流流なののアのすを開生つけ、よ存存そつつ。  

3. キすスイキハの多く の通分つ生分融そにわなわにちなキすスイキハの使工の増増にににに、人空の影影つ問課つなに
にわつつ。生地キすスイキハは、魚、海鳥、海海海殺分、おにお海海海海分に、すけつなく 、ハフフや海海への深深

な脅脅をよけかそつつ。 

4. 海海サのは傷つけけつ海海生生を殺そ、航行の安全を妨有そ、そそに人空の健健への脅脅つなにつつ。私けちの海や
生道は漁漁や捨にかこけ船を遺廃つけバフさ缶やテのフレ袋に至けつつ海海サのの多通多多つ大大ここにわつつ。 

5. 今日つは、この問課の影影を受け、極地地の場場つでにつさの。私けちのテフイをカカフサのや破海の最大は、雨生
土や以生赤かか、すけつなく 、海海紫や、コハのキハやテフイに行く なののレハすハフシサ パ人動かか損にわつつ。 

6. このサのは、交交傷つけけ、不漁、おにお海海生生やさメフウキバパのフを紛かつこつつつきけのつ、放廃ここけか
、廃廃ここけ漁漁よ最きな問課つつ。失わこけつけは放廃放石おにお娯娯工漁娯、回紫、 、生おフすキキはPOTS
遺廃漁漁（ ％ に分分海海サのの別の形生つつ。DFG  

7. キすスイキハの破海は、海生に存存つけこす生化テフののレ（ ％ つウハババウフののレフすハババハバパ（PCB D
DT％ のにちな有極、ホレホパかく 乱化生生質工スこパウつそに作工そつつ。  

8. 大大ここけキすスイキハつ小海に分融そ、そこかは多く の場場、キすパハフパなのの生家を、似にわけ、つ生生関食
に導け、海海生生通にににに摂取ここにわつつ。キすパハフパを餌に魚に北太平海世一 に接続ここにわけ研GYRE
究は、魚の ％つキすスイキハを摂取そにわけこつつわかにつそけ。35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.温室効果ガス 

1. 温室効果ガスを吸収し、熱赤外範囲内で放射エネルギーを放射する雰囲気ガスです。こ

のプロセスは、温室効果の根本的な原因です。地球の大気中の主要な温室効果ガスは、

水蒸気、二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、及びオゾンです。 

2. 温室効果ガスなしで、地球表面の平均温度はむしろ15°C（59°F）の現在の平均よりも

、約-18�（0°F）であろう。  

3. （1750年頃）産業革命の始まり以来、人間の活動が早期に2017年に1750年に280のpp

mから406 ppmまで、二酸化炭素（CO2）の大気中濃度で40％の増加を生じました。  

4. 温室効果ガスの排出量は、彼らの現在のレートで続けば、地球の表面温度は、生態系、

生物多様性と世界の人々の生活に潜在的に有害な影響で、早ければ2047年のように履歴

値を超える可能性があると推定されています。  

5. 多くの温室のガラスのように、私たちの大気中のガスは、太陽の熱を閉じ込めることに

より、地球上の生命を維持します。これらのガスは太陽の光が通過し、地球を暖めます

が、スペースに私たちの雰囲気から逃げるのこの暖かさを防ぐことができます。我々は

それを知っているように、天然に存在せず、熱トラップガス-

主に水蒸気、二酸化炭素とメタンの地球は生命を維持するには寒すぎるだろう。 

6. 危険なのは、この自然の温室効果を強化する二酸化炭素などの温室効果ガスの急激な増

加です。  

7. 何千年もの間、世界的な炭素供給は、彼らがリリースできるだけ多くの炭素を取り出し

、自然のプロセスと基本的に安定していました。現代の人間活動燃焼化石燃料、森林伐

採、二酸化炭素及び他の温室効果ガスの集約農業た添加膨大な量。 

8. 今日の雰囲気が、それは、産業時代の開始時にやったよりも42パーセントより多くの二

酸化炭素が含まれています。メタンと二酸化炭素のレベルは、彼らが半分近く万年にさ

れている最高です。 

9. 二酸化炭素は、特に化石燃料の燃焼によって、気候変動の主な要因です。植物は、酸素

の存在なしに、焼か消化または腐敗したときメタンが自然に生成されます。メタンの大

量の牛の農業、廃棄物のダンプ、稲作と石油と天然ガスの生産が発表されています。 

10. 地球温暖化と気候変動に対処するための闘争の後ろに私たちの大気中の温室効果ガスの

増加があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.砂漠化 

1. 砂漠化は、典型的には、その水の体、ならびに植物および野生動物を失う、土地の比較

的乾燥した面積が次第に乾燥なった土地劣化のタイプです。このような気候変動（特に

現在の地球温暖化）、森林破壊を通って人間の活動を介して、土壌の過剰を介するなど

、様々な要因によって引き起こされます。砂漠化は重要な地球生態と環境問題です。 

2. 生産性の減少は、気候変動、森林伐採、過放牧、貧困、政治的不安定、持続不可能な灌

漑慣行、またはこれらの要因の組み合わせの結果である可能性があります。コンセプト

は、既存の砂漠の物理的な拡大にではなく、砂漠だけでなく、草原や低木地を含むすべ

ての乾燥地の生態系を脅かす様々なプロセスを指すものではありません。 

3. 砂漠化は乾燥地で世界的に行われ、その効果は全国、地域、そして世界的に、局部的に

経験しています。乾燥地は地球の陸地面積の41％を占め、20億以上の人々に家です 

4. 水不足、サービスを集中的に使用し、気候変動の結果として、生態系サービスの提供に

おける永続的な、大幅な削減は非乾燥地のシステムに比べて乾燥地におけるはるかに大

きな脅威です。  

5. 最大の脆弱性は、サハラ以南および中央アジア乾燥地に帰されます。例えば、アフリカ

・サヘル、アフリカの角と、東南アジア、アフリカ、深刻な干ばつの3つの主要地域で

平均一回ごとに30年に発生します。これらの干ばつは、大手食品と健康危機につながる

、世代ごとに少なくとも一度は深刻な水不足にさらされる人の数を3倍に。 

6. 砂漠化は乾燥地での需要と生態系サービスの供給のバランスをとるために、長期的な失

敗の結果です。  

7. 圧力は灌漑のために、と衛生のために、食品、飼料、燃料、建材、ヒトおよび家畜のた

めの水のようなサービスを提供するための乾燥地生態系に増加しています。この増加は

、人的要因と気候要因の組み合わせに起因します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.土地の劣化 

1. 土極の劣化は、生生生生生全環環の平は土極に作工つけ人人全な処生の組み場わさにににに影影ここけキバパスつつ
。  

2. ここは、公有つけは望つそく なわこつつ未認ここけ土極への変変や外乱つ見かこにわつつ。自自自有を原原つそに除
外ここにわつつ。そかそ、人空の人動は、空接全な洪生やのキシの火自なのの現現に影影を与えけこつつつきつつ。

ここつ原原の影影の土極の劣化に 世世の重必なフコキハつでけつ考えかこにわけ農石全な生産、環環、生化安全21
保障への影影に応じにわつつ。 

3. 世世の農極の ％つつつ真真に低以そにわけつ推推ここにわつつ。40  

4. 土極の劣化は、主に農石の使工に関関そけ世世全な問課つつ。原原は相のつおにつつ。  

- そのにちな過放過やoverdrafting-不適適な灌灌やoverdrafting-都都のスキバフレ化や放石開開 - 
自動自なのの貧そわ農石practices-家家ににけ皆皆つ土土栄分のdeforestation-
農石枯枯なの土極のハすウすパス、オフroading-
化、砂、鉱化の採化非生分融極のサのの海廃バフカレecosystem-、なのを不安推化重equipment-
単作にににに収収最収土土の生け垣つcopses disappear-
曝曝なの野生動生のけめの避避場を低減つけ地地の経経に起原フフフレすサこフつminerals-増増plastics-
浸浸極、通の土土は、土土土窒の土土contamination-土土浸生土土の酸極化ウパすバスをdegradation- 

5. 特に三三州年つ低平極島の海生浸生かかの重必な土極の劣化は、 億の 情報議つ同推ここけ潜存全な危険2007 IPCC
つつ。 

6. 気気変動ににけ海海地上の凍効つそに、生分レレレは農石つ低極に不氷氷つなけレレレに達つけこつつつきつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



サンゴ礁のサンゴ礁のサンゴ礁のサンゴ礁の17酸性化酸性化酸性化酸性化 

1. 'Ino KAモアナモアナモアナモアナKEアフアフアフアフmōkākīネイネイネイネイKAプナ私プナ私プナ私プナ私uka.' 

サンゴは、ビーチの上に散らばっているため海は、荒れている。（ここでトラブルあそ

こがあることが、すべての兆候です。）このハワイのことわざは、海のものとに影響を

与える雰囲気の条件で、空と海が接続されている私たちを連想させます。 

2. 暖かい空気と海表面温度は、気候変動の影響サンゴによってもたらされたとサンゴの白

化現象を促すと海洋の化学的性質を変化させることによって、サンゴ礁地域社会を変え

ます。これらの影響は、サンゴや生息地としてサンゴ礁を使用する多くの生物に影響を

与えます。 

3. 私たちは現在のレートで二酸化炭素を生産し続ける場合は、将来の大気中の二酸化炭素

は、2100年（王立協会2008）によって7.8に海洋表面のpHを低下させるに十分な高さに

なります。科学者たちは、サンゴ骨格を溶解することができ、この低pH約を示唆して

サンゴ礁をバラバラにして（ファインとTchernov 

2006）が発生することがあり実験室での研究を行っています。サンゴ礁が失われた場合

、重要な生息地はあまりにも失われます。 

4. サンゴ礁や多くの海洋生物の将来の健康は、地球規模での私たちの二酸化炭素排出量を

削減する当社の能力に依存します。 

5. 気候変動は、暖かい海水が持続する場合、サンゴの白化が生じたサンゴの漂白剤や病気

と闘うことが少ないことが可能となっています。気候変動が続くと、漂白は、より一般

的になると予測されています。 

6. 彼らは、温度の変化に非常に敏感であるので、暖かい水の温度は、気候変動のストレス

サンゴによってもたらされました。水の温度は何週間も通常より高い滞在する場合、彼

らは彼らの食糧の一部のために依存する褐虫藻は、彼らの組織を残します。褐虫藻がサ

ンゴに彼らの色を与えるために褐虫藻がなければ、サンゴが白くなります。ホワイト、

不健康なサンゴは漂白されたと呼ばれています。漂白サンゴは弱く、病気と闘うことが

少ないことができます。 

7. 気候変動は大気が海に溶解入る二酸化炭素の海acidificationMuchにつながる海洋の化学

的性質を変化させます。実際には、海洋は1800年以来、人間の活動から生成された二酸

化炭素の1/3と化石燃料の燃焼によって生成される二酸化炭素の約1/2に約吸収しました

。海洋増加する二酸化炭素として、海洋のpHが低下またはより酸性になります。これ

は、海洋酸性化と呼ばれています。 

8. 海洋の酸性化では、サンゴは彼らのスケルトンを維持し、サンゴやサンゴ礁をサポート

する石のスケルトンが溶解する必要がある炭酸カルシウムを吸収することはできません

。  

9. 水中でのより多くの二酸化炭素は海がより酸性になります。このサンゴの骨格は海洋の

酸性化によって損傷されています。 

10. 海洋の酸性化は、単にサンゴより多くの影響を与えます。カタツムリ、貝、およびウニ

も同様に、炭酸カルシウムの殻および海洋酸性化に悪影響を与えるこれらの生物を作り

ます。ただ、サンゴのように、海洋の酸性化は、それが難しいこれらの生物は、彼らが

自分の殻を構築する必要がある炭酸カルシウムを吸収できるようになります。 

 

 

 

 

 

 



18.地下水汚染 

1. 大大生質つ極地に放出そ、さのパ極以生への赤を作けにわけつき（ つけ、極以生大大つ呼しこけ％ 極以生大大つ開生
そつつ。生質大大のこのバこキはつけ、そこつにに氷氷極つ高わ大大なく大大つ呼しこけ場場には極以にヒことフつ

望つそく なわ成分、大大生質や不不生の存存、に自自に起こに得つつ。 

2. 大大生質は、多く の場場、熱生層年の大大生質キレフのを作成そつつ。熱生層年の生つ分分の動きは、にに広わ拡地
に亘にに大大生質を拡分そつつ。その前進環世は、そしそしヒフおにお野生動生のけめの生の子供は、安全つなわ家

製、例えし おにおスキすパすなのの平海生に極以地地生は昼消つ交交つけこつつつき、キレフのハキウつSEEPS
呼しこつつ。キレフの前海つ呼しこけキレフのの移動は、生水輸輸ホアレや極以ホアレを介そに分分つけこつつつき

つつ。極以生大大の分分は、土土の特極やサこフの極質、生水極質生、生水生、おにお大大生質の極質に焦点を場わ

さけこつつつきつつ。 

3. 大大は、オパサこフの地生シスのの、埋埋極、以生処生下建かかの流出、漏漏そ以生赤、さバすパ供石場や農石にお
けけ肥化のウキすスフシサ パ世極かかかか開生つけ氷氷極つでにつつ。   

4. 大大（ つけは大大％ はつけ、例えし砒窒生はフキ化生のにちな天自に存存つけ大大生質かか開生つけ氷氷極つでにつ
つ。大大ここけ極以生を使工つけつ、世有や病気の蔓蔓にににに、公公地生に危有つ開生そつつ。  

5. 異なけメカのフのは極以生つ、大大生質、例えし拡分、吸着、沈沈、崩層の輸輸に影影を与えつつ。極平生つ極以生
大大の相相作工は、生水生の輸輸ホアレを工わに融分ここつつ。  

6. 極以生はつけ、灌灌工の生の私けちの最よ重必な資の一つつつ。残懸なつか、極以生つ大大生質の影影を受けやつわ
つつ。 

7. 例えしさバすパ、化石、赤道生や化生生質なのの人工生つ極以生に導けつ、そこはヒフつの使工のけめに安全つはな
わつ不適本にこさけ実に極以生大大つ開生そつつ。 

8. 土極の平海かかの材化は、土土世を移動そ、極以生に最わけこつつつきつつ。例えし、農農や化生肥化は、時空をか
けに極以生の子供に自分の赤を見つけけこつつつきつつ。赤道生、採掘現場かかの公有生質、おにお使工ここけハパ

ウパオこレはつけ、極以生に浸浸そつつ。つけ、極以地地バパハや極以生を大大つけけめ、漏漏埋埋極かか洗化浄や

公有な化生生質かかの融処生の廃廃生のけめに氷氷つつ。  

9. 大大ここけ極以生を吸むこつは、重最な健健影影を持つこつつつきつつ。肝肝や赤赤なのの疾疾は、洗化浄の廃廃生
かかの大大にににに引き起こここけこつつでにつつ。世有は、地地生の子供に浸出そにわけ有窒にににに引き起ここ

こけこつつでにつつ。 

10. 野生生生はつけ、大大ここけ極以生にににに損なわこけこつつつきつつ。そのにちな皮の特推の通分なのの他の成無
全な効効よ大大ここけ生への暴曝かか生じ得つつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.水路に農場からの廃棄物をオフに実行します 

1. 流出は、吸収ここ、土土にににに保持ここにわなわ雨や雪融けかかの生つ、極海の地に緩わ土土を介そに実行ここつ
つ。農石排生は雨、溶けけ雪や灌灌の畑を残そに生つつ。 

2. 流出つ移動つけつ、そこはコキハウキキそ、そこつ池、湖、沿海生地、おにお吸化生の極以の資に海土つけこつつつ
きけ大大を、運おつつ。 

3. 農石排生は、仕石、放過、耕そ、動生の排排生、農農の使工、灌灌工生、おにお肥化を子供そ、土土浸生かかの大大
を含めけこつつつきつつ。農石かかの大大生質つ土土土子、殺殺殺、除除殺、重重重、生、生お窒窒やすパなのの栄

栄窒を含みつつ。 

4. 流出量の肥化かかの硝酸生の高レレレの吸化生を大大そ、血液世の酸窒の流こを乱つこつににに、非通に若わ幼幼に
潜存全に致産全な。 青の赤ちちの。 症気群を引き起こつ氷氷極つでにつつ。  

5. 適適に土生ここにわなわ場場、動生の供餌作石や農産生の増工なの、農石のこつさつな人動かか開生そけ農石排生は
、平海や極以生を大大つけこつつつきつつ。農石廃生の例つそには、海肥に関関味けかこけ世中洗洗生、ヒハ生お肥

育場流出、卵の洗洗おにお処生、屠殺場の廃生、馬の洗洗生つ流出を搾海、肥化に無推ここつさの。  

6. つけ、農極かかの流出は、極平生の世に土砂、肥化や農農を貢貢つけこつつつきつつ。  

7. 大大農石排生関連連連の情報議ににけつ、河や湖つの生質大大の主必な資つつ。つけ、沿海海地つ藻分のレフのをフ
すさそ、そこには酸窒つなく 、わく つかの魚や野生動生つ生き残けこつつつきつつ海つ。 アキすとフパ。 を生成つけ

こつつつきつつ。都都や郊外つは、都都一や工石流出よ生質大大の主な原原つつ。  

8. 農石排生は吸化生に最わ意や臭わを作成そ、生、地地生、おにお生化資を吸のつ大大つけこつつつきつつ。流出量の
殺殺殺は、ここかの化生生質の高レレレに魚を生すけ人を公開つけこつつつき、魚に蓄土つけこつつつきつつ。  

9. 土極つ吸収つきけにによ多く の生つでけ場場には流出つ開生そつつ。過過な液全は、土極の平海を横適にに、近く の
小河、スフすフの、つけは池に流導そつつ。流出は、自自のキバパスつ人空の人動の両両かか損けこつつつきつつ。 

10. 自自流出の最よ身近なバこキは融雪つつ。最雪かか生を吸収つけこつはつきつさの山脈つ流こ、河、湖に変わに流出
を生み出そつつ。氷凍、雪、雨のつすにつ、この自自の流出に貢貢そにわつつ。 

11. 土土侵生つ生の多我な全に運しこけにちに流出はつけ、自自に開生そつつ。つよ、公有化生生質は、火山火火なのの
自自のキバパスを通じに、生道を導能そにく すこわ。火山にににに融放公有さスは、最最全に沈沈なのの生や土土に

戻につつ。 

12. 国の最も生産性の高い農業地域の一つにカリフォルニアの砂漠焦げを変換灌漑慣行がソ

ルトン湖を台無し汚染の主な原因です。 

13. 最きな産石になけすすち地地つ海にのフのレさパキ廃廃生の生の地に生す生を配く生産科は赤海そつつ。のバすす河
の生の最最の一一つので一世世前に砂砂ののレフのを作けけめに流工ここに以損、こパこすウレつのフイのす渓渓6
0万ハフカフに生ぶ灌灌作生の土極には生、農農、肥化、海にパレパの安推そけスフすフのをフすキシのそにわつつ
。  

 

 

 

 

 

 



20.商業農業、殺虫剤、農薬 

1. 農農は、作生や家家を損傷そ、農場の生産極を低以こさけこつつつきけ農石有殺の多我な除過生は制制つけけめに使
工ここけ化生生質つつ。   

2. 最よ一一全に農農は殺殺殺（昆殺を殺つけめに％ 、（ 真真、カテ、おにおカテを制制つけ％ 除除殺（複除を殺つけめ
に％ 、殺殺殺（ げに歯分を殺つけめに％ 、おにお殺真殺つつ適工ここつつ。 

3. のフのレの昆殺生科アテキすデ コメパのレににけつ、。 環環に影影を与えけ農農の最一分（ ％％ を残そに、適99.9
工ここけ殺殺殺の ％のみつ対現有殺に達つけつ推推ここにわつつ。農農使工の公有環環への影影は以以のつおに0.1
つつ。 

- キフ通（ 例えし、のミカイ％ の生生多多極除過の喪失 - 
生は土つ農農の増増ウキすスフシサ パのけめに必必つ、その凍効、有殺害害極をcontamination-公有 

農農は戦戦の努能の一環つそに、第観相世世最戦最に一一全になにつそけ飢飢、つなわち農農や彼かの助けを借にに

、生食生産の増増、生産極つ氷工極を最終つけ両方に科生全な研究つそけ。現存、農農の推推 万フパは、毎億使320
工ここにわつつ。 

4. 農農は、農家つ農農の公有な影影のけめに少その知認やスウを持ににわけ環環つ浪消ここにわつつ。地制つ下行さの
に、ここかの農農は簡単に永く そこかの意意ここけ拡地にによ広げけこつつつきつつ。ここは、開発発地国つは特に

一一全つつ。 

5. 誤工つ農農は収容雨生ににににコキハウキキつけこつつつき、流出なののスフすフのに洗洗そつそけ。  

6. 農農は、こつさつな両方つヒフつけは他の生生に輸輸つけこつつつきつつ。農農つ唯一その対現作生に影影を与えけ
こつは不氷氷に近わのつつ。  

7. 風は つの輸輸両方つつ。風つ農農をコキハウキキそ、他の農場の地や河にそこかを吹く こつつつきつつ。ここは、1
土土に吸収ここ、その最、他の生生に取に込つつけはそこを介そに地つ実行平海や極以生を大大つけこつつつきつ/
つつけこつつつきつつ。 

8. 農農は、その最植生の成成に公有な植生に吸収ここにわつつ。通通、吸収ここなわよのは、平海地に残残そ、平海流
出なののスフすフのに流こ込みつつ。ここは、生に溶融こさけ最、植生や動生ににににつ撮影つけこつつつきつつ。

スフすフのは、その最、比比全高わ存存量レレレつ農農の地生池つ考えかこつつ。  

9. 米国産最米のフレの 万フパつ家家の飼化つそに毎億消消ここなつか、フのホバのシの約 ％つ、毎億米国つ3000 80
生産小生の ％は、動生の飼化に使工ここつつ。22   

10. 穀生は農農つ栽栽そけ最、家家に子供ここけつきに、環環破層を引き起こつこつに増えに、残残農農は、動生の脂脂
組組や牛海に蓄土つけこつつつきつつ。ヒ窒化場生のにちな殺殺殺は、つけ、腸年腸生殺おにお他の有殺を制制つけ

けめに、飼化世に含つこにわつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 



ミツバチのオフ21.キリング 

1. テフの役役 - 
フパでなけは蜂の周に賑やか見け彼相回は、私けちつ生すけ生す生の多く は自自の昆殺媒介受受に最きく 依存そにわ

けこつを覚えにおわにく すこわ - のミカイや他の花受媒介つ提子つけ主必な生生生サフテスを。 

2. 。 野生の花受媒介の以落つ続けし、私けちは、世世の植生相のかなにの役場つ失わこけ危険極つでにつつ。  

3. のミカイや他の受受昆殺つ生生生におわに重必な役役を効けそにわつつ。つすにの私けちの生す生の 分の つ彼か3 1
の受受に依存そつつ。花受媒介のなわ世世は生食生産のけめに層絶全すすち。  

4. 誰つ、つすにの作生を受受つそでちか？人工人受は、非通に労労収約小、遅く 、高高つつ。  

5. のミカイ受受作石の経経全高平は、世世世、億空 億の周にに推推ここにわつつ。すかか、つけ、テのフの不€2650
粋に経経全な観点かか、そこはのミカイを守けけめに支支わつつ。  

6. のミカイは蜂蜂にによ多く を作け - 
彼かは作生を受受つけのつ、彼かは生食生産の鍵つつ。ヒレハとカイ、他の野生ののミカイ、そそに蝶、ハイなのの

昆殺、ハハつすにつ貴重な受受サフテスを提子そにわつつ。 

7. 私けちつ生すけ生す生の 分の つ昆殺受受に依存： のすウパさフ、キ3 1 キャフすなのの生工石、おにお多く のにちな

フキキフのなのの野野、ウキすのキフのにちな効生、ウフホパすなののとキミ、スパこスを...  

8. 欧州すけつは、 以地の野野の成成は、花受媒介の基本全な作石に依存そつつ。そかそ、現存、にに多く ののミ4,000
カイつ死のつわつつ。のミカイの減少は、でつにによ人分に影影を与えつつ。私けちの生人は彼かに依存そにわつつ

。  

9. 特に、殺殺殺は、花受媒介に最よ直接全なすスハをよけかそつつ。その名前つ示つにちに、ここかは、殺を殺つけめ
に建設ここけ化生生質つでに、そこかは広く 、のつのの耕作極のハすウを世中に、環環に適工ここつつ。  

10. ハイ苦環は、フのホバのシおにおさこフ米のにちなスのフキレ工の高濃温耕作極に花受すキイ除原の質量変質を含む
多く の必原に固推ここにわつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こでも22.有害発癌物質 

1. 開皮極生質は、開皮、皮の形成を促進つけ任意の生質、放紫極放通、つけは放紫紫つつ。ここは、しャのを損傷つけ
氷能や細細の古感過代の混乱に起原つけ氷氷極つでにつつ。 

2. 非放紫極開皮生質の一一全な例は、ウスレスフ、特推のさこオキシパ分、生おバカのの煙を吸導ここつつ。国国は、
一一全に場成化生生質に開つの極を関関味けつつつ、両両の天自おにお場成生質つ開生つけよ同多に氷氷極つでにつ

つ。開皮生質は、必のそよ直ちに有極つはでにつさの。そけつにに、その効効は陰陰なこつつつきつつ。  

3. つのは、正通細細つ損傷ここ、そこかは公有分亀を経に分けけのの速く 、キバすすのここけ細細死を受けなわでけ任
意の疾疾つつ。開皮生質は、生生生全キバパスつ干干つけ、細細に直接細細古感つけは損傷 を変化こさけこつDNA
にににに皮のすスハを増増こさ、最最全に腫腫の形成をよけかつ、制制ここなわ、最極の分亀を誘導つけこつつつき

つつ。 

4. 多く の人我つその環環世の生質や曝曝つ皮を引き起こつかよそこなわこつを中配そつつ。 

5. 皮は、細細の の変化にににに引き起こここけDNA  - 
。 青青真。 にその遺遺一一は、多く の場場、環環必原つ呼しこにわけ外一の暴曝にににに引き起こここけこつつでに

つつ。環環原子のにちなハハスこフウキフの広わ範範を含むこつつつきつつ。  

6. 皮につなつけ氷氷生質つハハスこフウキフは、開つの極生質つ呼しこにわつつ。わく つかの開つの生質には直接DN
Aに影影を与えけつ、他の両方つ皮につなつにつさの。例えし、そこかは細細つ の変化つ開生つけ氷氷極を高DNA
めけこつつつき、通通の速温にによ速わつ分亀こさによにわつつ。  

7. 皮を開症つけ危険極は、そこかつ開つの生質、曝出の成こつ強こ、そそに人の遺遺子遺製にこかここにわけかなの、
多く の必原に依存そつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. GMO遺伝子組み換え作物 - 自然のライフサイクルを妨害 
 

1. 遺遺子組質え生生（ ％ の周にの議議は、わのこかの側に最きな増熱そつつ。 家家の使工に対そに主拡GMO GMO
の主必な検検仕項の一つは、環環環有の氷氷極つつ。正明に遺遺子組み質え作生に関そには考考つすき環環すスハは

何つつか？ 

2. つの第一に、 つ正明つでけかを生融つけこつつ重必つつ。世世ヒフス危関（ ％ は、その の非自自GMO WHO DNA
な両方つ改変ここけ生生つそにそこかを推定そつつ。 

3. GM植生は、通通、昆殺耐極、のこレス耐極、つけは除除殺耐極のよのに変変ここにわつつ。   

4. こかに、遺遺子組み質え作生の成無全な効効は、特推のつはでにつさの。ここかの農方の標全つここにわけ有殺は、
彼かつここは、彼かつ通に公効になにつさのつ、その有極の遺産つ残けこつを意意そ につけけめに¨resistant.¨ G
M植生におけけ の変化に増えに、殺殺殺や除除殺に適応つけこつつつきつつ。DNA  

5. こちそけ遺遺子組み質え作生なのの家家の累土全影影は考考に導こけけめに重必つつ。保証はつけ、植生の小こな遺
遺全変化は、彼かはわく つかの近古全な農石技技に耐極つでけにちに変変ここにわけのつ は、農石の条条つGMO's
の持続全かつ複除になけけめの氷氷極つでけこつを意意そ、こかに最きな生生生のシフフをよけかつこつを示示そに

わつつ。.. 

6. そこはつすにの生生生つつすにの通の持続氷氷極につにに非通に重必つでけ一両、最最に、生生多多極、遺遺子組み
質え作生にににに危険にこかここにわつつ。 作生つ植えかこにわけ場場には、一一全に 形つ、多くGM monocrop
の水化遺産の通子は、よはや使工ここにわつさの。 の極質は、そこそえ、花受媒介にはでつに蜂を少なく 複除GMO
の花を意意そつつ。 

7. plants'レフフを通じに土土世に放出ここけ有窒は、化生肥化を使工さのに成成つけ植生のけめの健全な土土に不氷
不な少なわ土土細真を意意そつつ。公有残基は、 作生の土土世に残ににわつつ。栄栄窒は、土土つ成成キバパスGM
に一一全に不氷不な、乾乾そけつすにの栄栄窒の空空になににわけこつを意意そ、ホャ作生に生お 生家かか土GMO
土に戻ここつさの。 

8. GMO通子や化生肥化、殺殺殺、除除殺つの依存のサこハレは、単一の作生を栽栽つけけめに作成ここつつ。土土の
問課に増えに、自自に 生家を成成こさけけめに使工灌灌は生資にそに空気世にここかの問課のつすにを運おつつGM
。ここは、同じ問課に異なけ細真、昆殺、動生を公開そつつ。 

9. GMO's 
DNAは土土、海肥、動生飼化おにお有生成生、生おにに最きな有殺の昆殺かか他の生生つ最わけこつつつきつつ。
のミカイは環環世に空気を通にに殺殺殺、除除殺、おにお を輸輸つけこつつつきつつ。植生は、農石環環に導DNA
導ここけつ、遺遺子組み質え作生にににに行わ環環破層の問課は、単に潜存全に私けちの健健を有つけこつにによは

けかに最きわ意意、最きな生生生の一一になけつ仮推つけのつ妥本つつ。  

10. 別に環環問課かか、遺遺子組み質え作生は、同多に当機全、倫生全な議議の携課つつ。そこは、我我は自自つの対携
の両方は凍効の複複な配配を引き起こつ氷氷極つでにつつ相相接続ここけ世世に住のつわけこつは言ちつつよなわつ

つ。私けちつ消消そにわけ生す生、そそに現古の農石技技は、環環に影影を与えにわけ発世つ通知ここ、意認全に自

自世つの相相作工の一つの公効な両方つつ。  

11. 遺遺子組み質え生生（ ％ その をアのフすそ、自自に開開そにきけよのつは別の何かを作成つけけめに操GMO DNA
作そにきつそけ。使工ここけ技技は、遺遺子工生つけは組質え 技技つ呼しこにわつつ。遺遺子組み質え作生をDNA
作成つけつ、こつさつな生生の細細年かか 分子を取に、遺遺子の新そわパキフを作成つけけめに、DNA 一つの分子

にそこかを組み場わさけこつつ含つこつつ。ここかの新そわ遺遺子は、受受科つ持ににわなかにけ特極を生成つけけ

めに、植生や動生の細細年に挿導ここにわつつ。  

12. ななここつ私けちの懸懸に平つけ問課つつか？我我は、ここはつなつけ氷氷極つのこの見本つつかなわ。遺遺子工生
のこえ最強のサこフバフは、ここかのキバパスつその凍効に関つけ最きな不明実極つでけ未めつつ。私けちの一一全

なメアフウののでつすにの研究成効の情報議つ言ちにちに、。 こかなけ研究つ必必つつ。。  

13. 融知の影影に増えに、多く の人は、倫生全な議議つ避けかこなわ。 神を演演。。 でなけは生きにわけ生生の をDNA
融解そ、そこつ新そわしのフハなテフこパすを作成つけけめに操作そけ場場の倫生全な問課に悩つここにわつつ。生



生工生は最最のフバパのフウつ呼しこにきつそけ。そかそ、善意、この仕仕をそにわけ科生科けちは、極地地のつす

にの生き生の自自な進化をわじけつ非避ここにわつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.極端な天気 - ハリケーン、洪水、竜巻、津波、干ばつ、熱波 

1. 極終な気現こレパフは、通通の気現パバフパの拡地外にでけよのつつ。ここは、洪生かか雹にハすスフパへの干しつ
の範範つつけこつつつきつつ。わく つかの極終な気現や気気のこレパフは、ここ数今億つ増増そ、新地おにお強能な

保証は、ここかの増増の一一は、人空の人動に関関そにわけこつを明未そにわつつ。  

2. 世世つ気めかこけにちに、その気地化は極地の気気に他の多く の変変をフすさそつそけ。そのにちな熱第つ干しつな
のの異通気現や気気仕現の変化は、のつののの人は、気気変動を経経つけこつを主な両方つつ。  

3. 人人全な気気変動はつつにここかの極終現現のわく つかの数つ強こを増増そにわつつ。過過 億空つ、米国の多く50
は過温の高気、豪雨、そそに一一の極地、深深な洪生や干しつつの成無の増増を見にわつつ。  

4. 熱第は、数日かか数数空持続異通に暑わ日の無空つつ。熱第の数は近億増増そにわつつ。  

5. 極終な干しつは - にに高わ気温つ植生の葉を通そに生分のにに多く の損失を含む蒸開変の地上につなつにつつ。  

6. 豪雨は、特に最最の三かか五今億にわけに、世世全に増増そにわつつ。ここかの変化の駆動危遺はにく 生融ここにわ
つつ。地かわ空気は、冷けわ空気にによ多く の生蒸気を含むこつつつきつつ。  

7. 洪生は、特推の分野つ世世全に刺化そにわつつ、   

8. ハすスフパは、 億古最年かかハすスフパの人動の世つ最よ対対つ最大に増増そ、高家質の地惑アフバつ利工氷1980
氷な無空つでにつそけ。ハすスフパの開開は、そかそ、ちでちの海平海気温以地に影影ここ、そこはつけ、極元の雰

範気は極元の海の平海気温の変化にののにちに応応つけかに依存そつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25溶融氷河 

1. 極地はその氷を失ににわけ： 世世世の氷凍つ急速に消えつつでにつつ 

2. 海海つ地上つそに何百万人よの人我つ生生の世に自分の家を光こけこつを余余なく ここつつ 

3. かなにの気気応応ウハシサ パつつかこ、極地の気気地上の温温つ逆逆そなわ無に。 、私けちは海に吸み込つヒこウの
の街を見にわきつつ そそに、我我は、このパバフパは、実実に数億を何今億、何世世によわけにに続けけ、つつけ...
こつを無期つけこつつつきつつ。  

4. 気気ホアレは、カとさ西一は 億、約 の氷凍の氷のパフパパフを失ちこつになけ一両、スこスのつすにの小2100 70
こな氷凍の パフパパフつ、 億最には消えにそつわつつこつを予予そにわつつ。52 25  

5. 極地の陸極の氷の損失は、国実全な懸懸つつ。溶けけ氷つ最きく 貢貢ここにわけ海を、すこウパす、今日の子のよけ
ちの多く の生生の世に何百万人よの人我を配質つけこつつ無期ここにわつつ 

6. 氷凍消失の問課は、海海地上につのつにつさの。氷凍はつけ、重必な生資、熟考や探探のけめの極地の最気や生水環
シスのの、動植生の栄栄や避避場のサキすこヒフ、そそにしのフハな景観の不氷不な一分つつ。。  

7. そこつちつく 海海以の堆岩の地に配かこ、深こつ、海の生を気めけけめに曝出そにわけけめ潜存全な海海地上の メ5
フフレ代温含む、西南極氷氷は、特に脆弱つつ。  

8. 1つけは メフフレの海海地上のすスハつ影影は沿海都都や島島国のけめに、実質全に異なにつつ。2  

9. そかそ、おそかく よにつ重必な設計につわには、洪生つ 億つけは 億に開生そけかのちかつつ。2050 2150  

10. 万億 私けちの番の前に溶けにわけ 七氷凍、ヒキバフホレパマフバキパに行にに... 10. 、ヒヒすヒ、すすフパすパす、

キすヒパウキバ山、ウパアス、氷凍国推公氷、ウすスカ州。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.融解万年雪 

1. 極極の氷氷の融融は、極地の気気の全全全な増増にににに引き起こここ、そそにこの溶融は、極地地の全にの生生に
深深な影影を持つこつつつきつつ。極極氷キキキキは溶融生つそに、海海レレレつ地上そ、海海は以以の生生生生生

になにつつ。 

2. 我我は無無無に化化化化を化やそ続けけつ、極地気地化は、最最全には フフフフつ海海を地げ、つすにの氷の極216
にそに山山に溶けつつ。 

3. 氷山は、陸かか断つつ海に落ち、凍凍氷凍の塊つつ。気温地上は、にに多く の氷山は、氷凍を弱めけにに多く の亀亀
つ生じ、オフ破け氷氷氷極つ高く つけこつにににに形成こさけこつつつきつつ。つすに氷つ海に落ちけにちに、海つ

少そ地上そつつ。 

4. 気温地上は氷凍や氷山に影影を与えけ場場、極極の氷氷つ融融そ、海を地上こさけけめの危険になけすすちか？ここ
つ起こけ氷氷極つでに、そこつ起こけ氷氷極つでけ場場は誰よ知につさの。 

5. メこパ氷覆わこけ最陸は、世世の氷の約 パフパパフ（ おにおその新新な生の ％％ つ、南極つ南極最陸つでにつ90 70
つ。南極は氷の厚この メフフレ（ フフフフ％ の平平平を覆わこにわつつ。南極の氷つつすに溶けけ場場2133 7000
は、世世世の海海は約 メフフレ（ フフフフ％ に地上つ61 200 けすすち。そかそ、南極の平平気気は℃〜-
37つでけのつ、氷つ融融の危険極つなわつでにつつ。最陸の最一分つは実実には凍凍の地になけこつはでにつさの
。  

6. 世世の他の最わにには、北極、氷は南極つのつので同じ厚こつはでにつさの。氷つ北極海に浮かおつつ。  

7. そこは溶融そけ場場に海にこかに メフフレ（ フフフフ％ を追増つけすすフパすパすを覆ち氷のかなにの量つ存存7 20
そつつ。すすフパすパすつ南極にによ赤赤に近わのつ、そこに気温つ高く なににわけのつ、氷つ溶けやつく なにつつ

。  

8. 生の気温つ高わ - 
そかそ、高わ海のレレレのけめの極極の氷の融融融融融全な生理つでけかよそこつさの。生は摂摂 温つ最よ密つつ4
。この気温つ、生の減少の密温（生の同じ重量つ最きわ空空を占めけ％ の地以。にちに、生の全全全な気温は、そこ

つ自自に海つ地上つけこつを少そ拡拡そ高めつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.折りたたみ生態系 

1. 生生生全崩層は、生生生は、そしそし最量絶絶をよけかつ、つすにの生生のけめの運運氷能の急刺な、おそかく 永永
全な、還元を受けけ状状を指そ。通通、生生生の崩層は、短わ時空ススフレつ開生そけ悲悲な出損仕ににに沈沈こさ

つつ。 

2. 極地の生生多多極は、攻攻を受けにわつつ。私けちは、私けちつ今日番攻そにわけのの高わ通の損失の速温を見つけ
けけめに戻にに以地 万億旅行つけ必必つでけすすち。6500  

3. 世世の気気はつつに気地化気温ににけ変化そにわつつ。極地の気気つ地上つけつ、極終な気現現現（洪生、干しつ、
熱第や％ つ増増そにわつつ。 

4. 我我はここかの変化は、人や個我の通にののにちに影影つけかを生ぶけめに始めにわけつ、我我はつす生生生つ変化
つけ氷氷極つでけのか分かにつさの。 

5. 生生生議は、生生生つ不健健になけつ、彼かは（ よ逆質点つよ呼しこけ％ ハすのフカレのそきわ平に近づわにわけこ
つを教えにく こけ。にに多く の不健健な彼かはにに速く 、彼かつ妨有への対応、になにつつ。  

6. 臨世臨平を越えけ生生生は、多く の場場、生生多多極の損失、外損通の侵導、そそに突自の森さこオフこレパフつ、
新そわ状生に変質ここつつ。例えし、過過 億空つ、米国西一の生生生は、最地地なミすフの死死を経経そにわけ10
そ、のこのフの、黒すすヒの除原は、ハキとイキハ、南ウフすカデ レフヒパの愛の除に変質ここにわつつ。 .. 

7. 人空つそに、私けちは私けちつ病気の弱全化害害極を示つ、つ私けちは外一条条の影影を受けやつく なにつつ。同多
に、外一の変化に通通にに遅わ生生生の応応はつけ、不健健な生生生を示つこつつつきつつ。ここかの対対の両両つ

よ、高速つ低速つは、生生生の崩層のけめの早無早報サこパつつ 

8. フす、ホキキサ ハすヒ、ハウす - 
保全はそしそし最きな、謎の動生に焦点を本ににわつつ。絶絶かかここかの通を保存つけには多く の生理つでにつつ

。そかそ、私けちつやにつ気づく 人生の最大につわにはのちつつか？カすつ思わこけつけは任意の解白な影影を与え

けこつなく 、生生生かか消えけこつつつきつつ極殺？ 

9. 生生多多極は、回回能を高めけ： にに多く の通は、個我の通を意意意攻に耐えけそやつく なにつつ。航空危かかすレ
キフを飛お出けにち、生生多多極の減少を考えつつ。ここつはわく つか不不そにわけすレキフつけはでつにによ多く

の環有つ開生そつさの。そかそ、そこかを掘除つけには継続そに生生生の危氷つ崩層を脅かそつつ。森森は、砂砂に

赤を譲につつ。サパサ礁礁白そにかか死につつ。 

10. 実実には、最よ希少な通のわく つかの公無つ私けちの生生生に近わ氷氷極の崩層にのこすけのにちな重必な手つかに
を与えけこつつつきつつ。   

11. このにちな希少通は、我我は、生生生のカとすウを呼お出そつつ。土鉱労労科つ公有さス極以深く をイのキハつけけ
めに使工ここにわけこつカとすウのにちに、生生生のカとすウは、そしそし強強そ、生生生かか消えけ最最の通つつ

。彼かの消失は、崩層つ近づわにわけこつを早報つそに危氷つけこつつつき、生生生の危氷の変化にすパハつけこつ

つつきつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.人工衛星やスペースデブリ 

1. スこフスアのす（ よ宇宇サの、宇宇廃廃生、宇宇サの、宇宇ごみや宇宇サのつそに知かこにわけつ％ 空空つ死き、人
工全に作成ここけオのウのハフの質量のけめの工用つでに、最よ顕顕な古わ人工地惑なのの極地地赤、世おにおバス

キフスのフウを消やそ。そこは彼かの崩層、浸生や意突かかの断海を含のつわつつ。 億 月の時点つ、 つの2016 12 5
地惑の意突は、スこフスの無無を生成をよけかそつそけ。 

2. 2016億 月 日の時点つは、ウメすカ戦戦戦は 個の運工人工地惑を含め、極地地の地赤に 人の人工生7 5 1419 17852
の場設を追痕そつそけ。そかそ、ここかは単に追痕つけのに今分な最きこのオのウのハフつつ。  

3. 2013億 月の時点つ パパイ（ ％ 、約 万アのす7 1 0.4 67 1〜 パパイメフフレ、生お周に にに最きわアのす10 29,000
にによ小こわ以地 億破海を地赤にでけつ推推ここつそけ。1.7   

4. 破海つの意突は、宇宇船に危険になににきつそけ。彼かは、特に（ そこつ浸解つなわ無に％ 弾赤のフ キキレシフレす
つ覆ちこつつつきの望永望やスバフフすキカフのにちな太太電池パのレつ消生生に、サパすのすスフに似損傷を引き

起こそつつ。 

5. 彼かは極地を周回にち破海、つけは。 宇宇サの。 の 万点の以地の作家つ追痕ここつつ。彼か地惑や宇宇船を損傷50
つけ地赤アのすの比比全小こな一分のけめの今分な速温毎時 ヒこレつつの速温つつすにの旅、。17500  

6. スこフスアのすの人経増増はでけつ、特に国実宇宇スのフシサ パ、スこフスシキフレつ乗にに人空つ他の宇宇船に、
つすにの宇宇船への潜存全な危険極を高めつつ。  

7. NASAは真真にスこフスアのすつの意突の脅脅を取に、そこそこの潜存全な意突の脅脅に対処つけ両方のさこすす
こパの成億のパキフを持ににわつつ。 .. 

8. 宇宇のキシサ パへの最最のすスハは、非追痕氷氷な破海かか損にわつつ。 億には、フすパスの地惑は 億前1996 10
の爆開そけフすパスのバスキフかかの破海つヒキフそ、さメフウを受けつそけ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



海洋における29釣りネット（ゴーストフィッシング） 

1. サフスフフフキシパす左つけは漁漁海つ失わこけのキフを釣にそにわつつ。ここかののキフは、多く の場場、のつの
の見えなわ薄薄わ消の世つ、堆礁の地に交つにけに、外海つ礁流そにおく こつつつきつつ。彼かは魚、こレカ、のの

さメ、サメ、ウのサパ、のの、海鳥、カの、そそに時時人空のさこカフを含む他の生き生を、紛紛つけこつつつきつ

つ。建設ここ、のキフつ呼吸つけにちに平海に戻け必必つでけよのつ飢飢、亀傷おにお感大、おにお窒駆を引き起こ

そに、動きを制無つけにちに作工そつつ。 

2. このにちののさメ、ウアすシ、こレカやハウすなのの海海動生、数数よの毎億数百人つ海キすスイキハ大大ににけ環
有を受けにわつつ。放廃ここけキすスイキハ家の漁娯は、問課の重必な一分つつ。  

3. ここかののキフは、起資の彼かの点かか、成わ距光を移動つけこつつつきつつそ、海海海海分、海鳥や魚の取に込み
つ死、その凍効、そこかは破廃ここ、成わ最、海に残つけこつつつきつつ。凍効は、海海生生へのつつつつ重必な世

世全な脅脅つつ。 

4. 放廃ここけ漁娯やこキフ、フすキキは、不漁、生お平海の以 海海動生の数百人を殺つ、漁漁は海つ世dailyUnseen
世世つ情報重報に取につつ。以かか見け、のキフはレフレの壁つ軽く穏やかつ静かな意意を持にに電流を踊につそに

平示ここつつ。のキフつ前海の成わ億月つ追わ出ここけにちになにけ以損、にに多く の漁漁は、毎日私けちの海に導

ににきつそけ。そそに、このロウの多く は引き亀か、失わこけ、生の世に残ににわけ、つけは単に捨にかこつそけ。 

5. 放廃ここけ漁漁は、飽く こつのなわ飢飢つ海無をむこでに生わつつ。自自保保の数に、ここかの遺廃のキフは薄く つ
呼しこ、。 サフスフロウ。。    

6. フバフのフパすのキフは、生生の過多を収収そ、こつにち、そそに最最全に重量の以つ沈みつつ。このカこオヒスは
光こに海の底生極地つ破けつ、のキフは、再お地両にに最混乱をよけかつ準準つつきに、その負工つ流材を振につつ

。  

7. 一一ののキフや紫海海動生を 、珊珊礁、避破船、つけは堆の地に身を包む、 、そこかの数今ensnaring maiming
万人を溺死つけは単に飢え。カの、バのスバフ、ハテのけめに意意こキフは、訪問科の時折全な範範を参紫そにく す

こわ。全全カのやバのスバフ生系、ここかのフすキキに絶お、不運な前任科の遺遺のけめに年一のレパイキフ以の住

人を捕捕そつつ。 

8. 放廃ここけロウは、海海海海分、魚、カメ、ハウす、鳥、サメ、ハこ、おにお無無無動生をキキキイキ、何の区別を
行わつさの。 

9. 50歳か 億前、のキフは一一全に、生分融極生や綿かか作かこつそけ。とこバパなのの場成、分融極材化の出現に60
にに、のキフは今何百億よの空、生世に人極なつつつでに得つつ。  

10. 特推のキすスイキハは最最 億空の海海環環に残つけこつつつきつつ。ロウつ最最全にしかしかなわ場場海海動生600
つ生の世にキすスイキハ土子つこすのレバパ化生生質の浸出を生すけつきに、こかに環有つ行わこつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.山火事 

1. 気気、降生量レレレ、おにお土土生分の極地気地化の影影は、山火仕シフフパ世キパすすパすに私達の森森の多く を
回ににわつつ。   

2. 気気つ気つけにちに、生分おにお沈沈レレレは、陰浸拡地つ乾乾危になに陰浸生お乾乾拡地になにつ、変化そにわつ
つ。  

3. 高わ春つ夏の気気つそこ以前の春の雪融け生は、一一全に干しつの氷氷極つ成わ山火仕シフフパを高め、土土つ成く
乾乾危にこさつつ。  

4. ここかのホキフ、乾乾そけ条条はつけ、彼かは落落やヒのフヒパハすフにににに開始ここけ最、山火仕つにに強わつ
成時空化日になけ氷氷極を高めつつ。 

5. 山火仕ののスフ、人空の生産や健健、財産の損有、おにおお重へのすスハの観点かか、層絶全つでに、彼かは私けち
つにに良わ山火仕のすスハに対処そ、気気変動を促進つけけめにつなつけ人動を掘減そなわ無に、増増つけ唯一の氷

氷極つでにつつ。 
6. 、北大地の多く の刺そわつ成無の熱第は、北米、北極つ混乱つ荒廃を引き起こそけ渡にに、北マフバキパ、ウフすカ
は記記破にの気温つ にわつつ。sweltered  

7.  
ウフすカ、のレすす、ウレウのすウつの気現観観場つは、サハす砂砂つ、 、ここつつウフすカつ記記ここけ51.3C
最高受最極の高わ気温の気温を記記そつそけ。   

8. 気温つ ℃以地に達そにわけ日本つは、人我は、死科つ熱に関関つけ状生のけめの導病入医を求めけにに何数よの40 3
0に達そけ最、最最の数は、予防予配をつけにち必要そつそけ。そそにカすフそレのウつ、空強しのキフの使工を増
増こさけつ灼熱の条条に対害つけけめのスこキイを、電能不不につなつににわつつ。  

9. そかそ、おそかく 猛暑の奇奇な影影つカとさつ感じにきつそけ。そこはでつにによ、今億ここつつに 日には ℃18 30
を超えにわけフバパフの記記気温つ、猛猛な熱ににに把持ここにわつつ。この意は、つすにの最最の夏のみ なの日9
空つ比比そつつ。 

10. 世世の土窒排出量は地上そ続けけつ予観つ示つにちに、世世は極地の気気つ産石産産前のレレレ以地 以以に、こ2C
の世世を地上保持つけこつつつきつさの、広範範に熱第つ最化そ、にに頻繁になけ氷氷極つ非通に高わ、科生科つ早

報そにわつつ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



人類のB.州 

1.人口過剰 

1. 2018から7.7億人、毎日の増加 

2. 1976から3.6億人 

3. 人経爆開（ つけは収集オフカフシのフフ％ は、特推の極生全場場におけけ人経のハのバウカレデ フキフキすパフは、
そのすレフキにににに占公場場の運運氷能を超えけつきに起こにつつ。   

4. 人経過過は、こかに人経つ非再生氷氷資資の急速な枯枯を与えけに収集に支支を与えけけめに、環環の収量の低以を
与え維持つきなわ場場は、既存のにちに、成無全な視点つ、平示つけこつつつきつつ。   

5. 早報：最最の偉最な通の絶絶に母。 彼かつ死のす最に極地つ恐恐に古わけよのつはでにつさのつそけ。 、ャフレレ生
生生科バカフフデ すフすパつ情じにわつつ。彼彼は。 ちでちの地に移動そ、別の何かになにけ。。 そかそ、でなけつ

言ち、 万億前すにけにちに何。右？6500  

6. 違ち。今日、人空は 国関科生科に早報そ、新そわ恐恐、絶絶予推の相の通つつ。つすに。我我はつけそによ新2,000
そわ時深平を増速そ、絶絶を引き起こそにわつつ。私けち自身の死死死行死状に署名そつつ。なわ将損、何百万億、

この世世。気気変動の私達の秘密の愛に感感そつつ。はわ、私けちはつすにのハバフヘキフ科生アのフレつつ。  

7. ここつは、すフすパはそこを配く両方は相のつおにつつ。。 人空はつつに極地の歴歴の世つ通の絶絶の第第偉最な無
空を引き起こそけ。。 そこを見つつか？私けちは、非避つけこつつつ。私けちは、新そわ通の絶絶を駆動つけハパウ

パつつ。 

8. 人分は自絶への自殺の実行つつ。私けちは、気気科生アのフレ、テキすオこレ、のキホのすアフフ、放工議機の米国
放工機議場の偉最なウメすカの陰陰つそこを責めけこつはつきつさの。そこは私けちつつ。  

9. 私けちは永永に永永全な経経成成つ急速に減少すバフスの惑惑に住のつわけ多く の赤ちちのつの格交拡最の拒拒つ、
にに多く の赤ちちのを作に続けけ、ハハバパホフテレつ後退重を海資そ続けけ、さス を買わ続けつguzzlers つ。 

10. 極地の本本の問課は、でつにによ多く の赤ちちのつ そかそ、我我は のは空違にに未めけこつつつきつ... truthWhat
さのか？極地地の誰よつ私けちの最最の問課 人経増増につわにの拒推つつ。でつにによ多く の新そわ赤の坊は... 75
百万すレの不億。指導科、海資家、億万成科、 ％、皆99  - 
そそに、我我はつすにのハバフヘキフアのフレつつ。はわ、つよテレデ ヒキキレパの すバフカレイフの。350.org
国関の 人の科生科は、人経過過つ極地の唯一の現実全な問課つでけこつを知ににわつつ。2000  

11. そこを得け？極地は一つすけ本本の問課を抱えにわけ、科生全な式の一つのメこパ従重変数つでにつつ。そかそ、我
我はそこに焦点を本にけこつを拒拒そつつ。すかか、はわ、つよ科生科けちは、でつにによ科生アのフレつつ。彼か

は、人経増増つキすフ問課つでけ知ににわけつ、でつにによそこを避けにわつつ。科生科の数数人つ極地気地化の影

影を減かつに華華な技技全な融解対を持ににわつつ。そかそ、根本全な原原を避けつつ。彼かは、気気変動の科生式

の従重変数を融解そにおきつつ。そかそ、人経増増は、極地の問課の原原つはなく 凍効つつ。  

 

 

 

 

 

 



2.社会崩壊 - 文明の絶滅 

1. 社会の崩壊は、複雑な人間社会の崩壊です。このような崩壊は、西ローマ帝国の秋の場

合のように、マヤ文明、または段階的の場合のように、比較的突然のかもしれません。 

2. 社会の崩壊に貢献するかもしれない一般的な要因は、経済、環境、社会的、文化的であ

り、一つのドメインでの混乱は、時には他の人にカスケードします。  

3. いくつかのケースでは、自然災害（例えば津波、地震、大規模な火災や気候変動は）崩

壊を沈殿させることがあります。  

4. このようマルサスの大惨事、人口過剰や資源の枯渇などの他の要因が崩壊の近接原因で

ある可能性があります。著しい不公平が確立政治制度への忠誠心の欠如と結合し、立ち

上がりと革命が小さい裕福なエリートから電力を押収虐げ下のクラスになることがあり

ます。 

5. 社会が彼らの障害の多様性に対応して進化の形の多様性。ジャレド・ダイアモンドは、

社会がまた森林伐採、土壌肥沃度の低下、貿易および/または立ち上がり風土病暴力の

制限によって崩壊したことを示唆しています。 

6. 外国の侵略 -  

ローマ帝国の衰退は、伝統的に古典古代とヨーロッパの中世の始まりの終わりをマーク

するイベントの一つです。北アフリカの人口と繁栄の文明は、内部の戦闘でそのリソー

スを排出し、バヌSulaymとバヌーヒラルのベドウィン部族の侵略から荒廃を受けた後

、崩壊しました。イブン・ハルドゥーンはモンゴルの侵略に続く残忍な略奪は、侵略者

は中国、ロシア、中東、イスラム中央アジアの人口を間引きdesert.Inバヌーヒラルの侵

略によって荒廃地が完全に不毛になっていたことを指摘しました。彼自身が、イスラム

教徒になった多くの都市を破壊し、何千人もの人々を虐殺し、メソポタミアの古代の灌

漑システムに取り返しのつかない損害を与えたものの、このようなティムールとしてそ

の後モンゴルの指導者、、。 

7. 世界の残りの部分では、ヨーロッパの探検家と集団間の出会いは、多くの場合、異常な

病原性の局所的な流行を導入しました。天然痘は、ヨーロッパの征服を助ける、1530年

代には、一人でテノチティトラン15万を殺す天皇を含め、ペルー、1520年代にメキシ

コを襲いました。 

8. いくつかは、新世界のネイティブアメリカンの人口の95％までの死は旧世界の病気によ

って引き起こされたと考えています。 

9. 多くの先住民族の文化の社会的崩壊は、特に欧州の入植者のコミュニティがラテンアメ

リカ、北米で、そしてオーストラリアでは、かつて先住民が保有する土地の所有を取っ

た地域で、世界中のさまざまな部分で、ヨーロッパ帝国主義の結果として発生していま

す。この没収の効果は、アルコール依存症、投獄の高い料金、自殺率と友愛暴力などの

先住民族の文化が直面している問題の多くはまだ明らかです。 

10. 数学者は、人類の文明を一掃質量グローバル絶滅が2100年に開始することを予測してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

  

 



3.原子力と核廃棄物 

原子力発電は原子力発電は原子力発電は原子力発電は、汚い、危険かつ高価です。、汚い、危険かつ高価です。、汚い、危険かつ高価です。、汚い、危険かつ高価です。 

A.原子力発電 

1. ほとんどの原子炉は核分裂の概念に基づいています。ウラン原子核が中性子が殺到して

いるとき、核分裂が発生します。この衝撃は、熱、放射線、より中性子を放出し、離れ

てウラン核を破ります。より多くのウラン核が砲撃を取得としてリリースされている中

性子はエネルギーを大量に放出し、連鎖反応を起こします。これは、原子力発電所はウ

ランの量が少ないから、そんなに電気を作成する方法について説明します。しかし、そ

れはまた、政府が、科学者や市民が原子力発電プラント内の事故の波及効果について持

っている懸念のいくつかを説明するのに役立ちます。 

2. さて、それは原子力発電所では、ウランの連鎖反応が制御されていることに注意するこ

とが重要です。したがって、原子炉は、原子爆弾のように爆発することはできません。

核爆弾は、高濃縮ウラン燃料と制御不能な連鎖反応を必要とするからです。ウランは非

常に重い、天然に存在する要素です。要素なので、それは同位体として知られているさ

まざまな形態で存在することができます。同位体は、その核内で中性子の数が異なるが

含まれている同じ要素の異なる形態です。多くのエネルギーを作成するために、核分裂

連鎖反応に使用することができるので、同位体U-235が重要です。 

3. 約90％の同位体U-

235で強化された核爆弾で使用されるウランとは異なり、原子炉で使用されるウランは

ごくわずかに約四、五％に、濃縮されています。これは、核分裂連鎖反応に利用可能な

中性子の量を制限します。また、原子炉の炉心内の連鎖反応は、反応の速度を制御する

ために、中性子を吸収する制御棒により制御されます。核爆弾は、従って、制御不能な

連鎖反応である、制御棒を利用しません。 

4. メルトダウンは、原子炉の炉心の溶融における原子炉の結果の深刻な過熱事故です。核

燃料要素の1つ以上がその融点を超えることができ、反応器の冷却システムに欠陥があ

った場合のメルトダウンが発生する可能性があります。 

5.  メルトダウンが発生した場合、原子力発電所は、環境への放射を解放できます。 

6. 原子力発電の事故に関連した最大の懸念は、放射線への曝露が人体や環境に持つことが

できるという負の影響です。 

7. 人は時間をかけて放射線の相当な量にさらされた場合は、この露出は体細胞に損傷を与

え、がんにつながる可能性があります 

8. 個人の健康への懸念に加えて、原子力発電に関連する環境衛生上の懸念もあります。原

子力発電所は、冷却のために地元の湖や川からの水を使用しています。ローカル水源は

、この熱を放散するために使用され、原子炉を冷却するために使用され、余分な水は、

多くの場合、非常に熱い温度で水路に戻さ解放されます。この水はまた、塩および重金

属で汚染され、これらの高温、水質汚濁物質と一緒に、水路内の魚や植物の生活を混乱

させることができますすることができます。 

9. 9月11日、2001年にニューヨークの世界貿易センターの攻撃以来、懸念はテロリストが

放射性物質を放出することを目的と原子炉を対象とできることを循環しています。 

10. 原子力産業は依然として「廃棄物問題への解決策を持っていない、この廃棄物の輸送は

、人と環境に容認できないリスクをもたらします。核廃棄物は、数十年、数千のために

危険です。これは明らかに前例がないと私たちの未来の世代への大きな脅威となります

。地層処分に入れたとしても、廃棄物が出現し、将来の世代を脅かす可能性があります

。 
 

 



4.エネルギー経済 - 化石燃料 - 石油・石炭 

1. ウメすカはハのレロフ交交点つつ。国家つそに、我我は需必つ成成そにおに、電資を先細に時の化化化化に依存そに
わつつ。一両、化化化化の使工は、最地地な環環や経経全のスフを課つこつを続けにわつつ。今、国は現状を継続つ

けけめに支にけに、新そわハのレロフの融損への海資つの空つ選採つけ必必つでにつつ。  

2. 私けちの現存のハのレロフデ パス地の継続全なのスフつ急つつ。ウメすカの消消科や企石はつつに化土、化石、天自
さスのおにそ 億$ 700 $ 
1兆毎億過ごつ、つ私けちの健健つ環環に損有を与えに、化化化化かかの大大の設に知こなわのスフを環につつ。  

3. ウメすカはテウのスつそに、通通のハのレロフパスに沿にに継続つけ場場、米国の化化化化の支出は、 億つ2010 2
030億の空の推推 兆総兆、成成つけ氷氷極つでにつつ。$ 23  

4. 世世は、化土、天自さスや化石なのの化化化化に過温に依存そにわつつ。  

5. ウメすカの世熱つ毎億消やそにわけつすにのすレのけめに、約 パパフは、化化化化に消やこそのお重ののつのの10
は、ハのレロフの購導に温かにに行く 氷氷極つでにつつ。  

6. 化化化化の生産つ使工は、私けちの環環つ私けちの健健を損傷 - 
こかに最きなウメすカの経経にさメフウや生人の質を負わさつそけ。  

7. 化化化化の化日は、極地気地化の主必な貢貢科つでにつつ、迫に損け環環つ人空の最自有つでけこつに増えに、同多
に最地地な経経全損有を与えけ氷氷極つでにつつ、：  

8. 海海地上や暴風雨の重症温の増増は、高高な嵐の損傷の危険極つ高わなの、ののフマフハ、ヒこウの、ののフオフす
パフなのの主必都都を導こけこつつつきつつ。   

9. 極地気地化は減少降雨つ気気地上南西一なのの極地におけけ最地地かつ拡拡干しつを引き起こつけめに凍場そつつ、
つににけ熱関関の病気への公公地生への影影を含むその他の消工、世通の、オとパの最きな形成を与えけつ予観ここ

つつスホキす、おにおレハバフ媒介病の増増。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.道徳、礼儀は、倫理は、道徳的価値観を減衰します 

1. 赤道年道は、赤道全高平観の主必な分融つけは完全な損失つ特推の当機年つ起こけ現現つつ。劣化のにちな通分の急
峻状状つ一推の時空をかけに与えかこけ当機の世に開生つけこレパフにににに異なけ場場つでにつつ。  

2. 赤道年道は、当機、紛戦や自自自有の連入全おにおつけは水化全な変化の変化にににに引き起こここけこつつでに/
つつ。 

3. 平のなわ教育、そのつつつそに公工な、男にに賢わ最悪につけけめに、むそすそちつつ。-  CSレこス、1898-
1963 

4. 新新を拾わ、朝起動つけ恐すそわ両方つけこつつつきつつ： のバ爆破仕条、教温つの銃、のすフシキこハ、ハパバパ
、私けちのつすにを誤融こさけ成分やウキフとすスフに横けわににわけ連入家。私けちの腸の反応は、開わにわけの

フパすのを海げつけけつ、悲悲を地げけつでけ。 私はよちそこを取けつよにはでにつさの。。  

5. 広く 、現古当機つ急刺な減少つでけつ考えかこにわつつ。引工ここけ病気の世つ、犯犯、光離、今古のパキハス、今
古の出生や農生乱工の変を急急そにわつつ。（ 特に 世世％ の戦戦。そそに個人の赤道つ宗教の一一全な衰後。20  

6. 現古の科生技技は生人条条つ繁栄最最の世世の国つ貧そわ第三世世の国我の空つ教育危機のロキキキの拡最につなつ
ににわけつの懸懸よでにつつ。このにちな懸懸は、世世全な左つ右の宗教の両両にににに提起ここにわつつ。  

7. 宗教全原生主定は、そしそし、一一全に、そそに進化に特に現古科生に責任をコパ。  

8. 衰後のわく つかの例 -  
UUTデ オのデ 融離出産ややつに親世熱。こパバフのキフ詐詐つ。 世有。 。犯犯。広く 、ヒことフ強強かかの重最な
暴能犯犯への犯犯は、制制不氷にここけつ考えかこにわつつ。今古のパキハス、出産つ世絶。広く 、今古のパキハス

つ出産変つ制制不氷に爆開そにわけつ考えかこにわつつ。今古のウレのフレ、バカのや農生使工。強能な、裕裕な国

つ繰に広げ無無の戦戦つキバキシのそフフ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.アーバンスプロール 

1. また、スプロールや郊外のスプロールと呼ばれる都市のスプロール、多くの場合、低密

度住宅、シングルユースゾーニング、および輸送のための自家用車の増加依存すること

を特徴と都市や町の地理的範囲の急速な拡大。 

2. 都市のスプロール現象は、立ち上がり都市人口に対応する必要性によって部分的に引き

起こされます。しかし、多くの大都市圏では、増加した生活空間や他の住宅設備のため

の欲求に起因します。 

3. 都市のスプロール化が増加し、エネルギー使用、汚染、交通渋滞や地域社会の特殊性と

凝集性の減少と相関しています。また、首都圏の物理的および環境的「足跡」を増やす

ことで、現象が野生生物の生息地の破壊にし、自然地域を残りの断片化につながります

。 

4. 都市のスプロール化は、このような住宅開発のための非常に低密度、小売の排他的な形

態として、輸送、ストリートモールやショッピングモールのための車の上で一意の依存

として郊外開発の関連特性、の数を意味します。  

5. 批評家は、このような増加汚染など社会悪、社会的孤立、天然資源の破壊、さらには増

加し、肥満の様々な都市のスプロールを充電しています。郊外のサポーターは、これら

の非難に挑戦し、優れた学校や安全性の高レベルの低密度開発は、世帯の大半が望むも

のであると主張しています。 

6. 人々は本当にお互いが好きでなければなりません。私たちは宇宙の無限の地平線を持つ

世界最大の国の一つに住んでいるが、我々は我々の都市で、右隣同士に住むことを選択

します。私たちの80％以上は今、都市部に住んでいます。私たちの都市が大きく成長す

るにつれ、都市のスプロール現象は、私たちの生活の質に影響を及ぼし始めています。 

7. 最も明白な問題は、スプロール現象はドライバーにとって、自然のためにストレスが車

に依存文化や運転につながるということです。より多くのトラフィック、より多くの二

酸化炭素排出量、より多くのスモッグ！しかし、スプロール現象は避けられません。そ

れは多くの場合、貧しい計画と近視の結果です。 

8. スプロールは意外な方法のような私たちの貴重な自由時間を排出し、私たちのウエスト

ラインを拡大するには、私たちに影響を与えます。毎日わずか1時間のドライブ通勤は

車の中で今年9作業週間と同等のものを費やしています。研究者たちは、広大な郊外に

住む人々は、より少ない時間の歩行を過ごすと、歩行者に優しい地域に住んでいたもの

よりも6ポンドまで重量を量ることを見出しました。 

9. アーバンスプロールを排出し、リスクのある貴重な野生生物の生息地と種を入れ、オー

バー舗装されている沼地のようにそれほど緑地や貴重wildlands、で私たちを残して、貴

重な農場とwildlandsに切断されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.水不足 

背景情報背景情報背景情報背景情報 

1. 水は地球の70％をカバーし、そして常に豊富になると考えるのは簡単です。しかし、淡

水、私たちが飲むもの、で入浴は、非常に稀であると私たちの畑を灌漑。世界の水のわ

ずか3％が新鮮な水で、その3分の2が凍結された氷河に隠れて、または当社の使用のた

めにそれ以外の場合は利用できません。 

2. その結果、世界中のいくつかの11億の人々が水へのアクセスを欠いており、27億の合計

は、年間の少なくとも1ヶ月のための水が不足見つけます。  

3. 不十分な衛生は24億人、彼らがそのようなコレラや腸チフスなどの疾患、および他の水

系の病気にさらされているにも問題があります。   

4. 私たちは、地球環境の一時停止の標識を無視してきました。落ちる水のテーブルに直面

して、単一ではない国は、水の使用を減らすために動員しています。我々は我々が取っ

ているリスクに目を覚ますことができない限り、我々は彼らの食料経済を弱体化環境動

向を逆転することができなかった以前の文明に参加します。  

5. 半分以上、世界の湿地帯が消えてしまいました。農業は他のソースと非効率性による廃

棄物というの多くをより多くの水を消費します。 

6. 気候変動は、世界各地の天候や水のパターンを変更することothers.Atで一部の地域や洪

水、現在の消費率での不足や干ばつを引き起こしている、この状況は悪化します。2025

年までに、世界人口の3分の2が水不足に直面する可能性があります。そして、世界中の

生態系はさらに低下します。 

7. 水不足は、水需要を満たすために、新鮮な水資源の不足です。  

8. 世界人口（20億人）の一つの三分の二は、深刻な水不足の状況今年の少なくとも1ヶ月

の下で暮らします。  

9. 世界で半数億人が深刻な水不足に一年中に直面しています。世界最大の都市の半数は水

不足を経験します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.食品希少 

1. 時限爆弾、国家に対して国家を設定-  

政府は、食品中の壊滅的な破壊が機能していない限り、これまで、政治の不安定につな

がる、食品価格の増加空腹を広げて。「食べ物は新しいオイルと土地が新たな金です」 

2. その結果、土地と水のための競争が激化し、それぞれの国が自身のためにかわしている

場合、食品の新たな地政学が浮上しているということです。 

3. 最最の今億のすバフカレ土極取引の約 ％つカこオ化化のけめに使工ここにわけ作生を栽栽つけけめに、肉工牛を60
栄ちけめにそにわつつ。 

4. 生家の需必つ急速に成成そ、世世の人経つ増増そにおに、数百万人つにに多く の穀生つ土極を必必つつけ動生レフス
の生仕に適に替えにきけにちに、最最の 億空つ生家高格つ倍増そにわつつ。10  

5. オキハスフオのは、貧貧層のけめの悲悲な凍効を脅かそ、相の 億つ再お倍増そ、そこは小生や米なのの、主必主20
生の高格を予予先数言わつそけ。  

6. そかそ、生食子供つ不安推つでけこつを最よ明実な兆気は、国つ 億かか相へつ。 持ち越そ。 予準に保持そ、つけは1
余過生家の量に見かこつつ。 

7. 。 最最の 億の のけめに世世はそこつ成成そにきけにによ多く の生家を消消そつそけ。私けちは、任意のカキフオ11 6
を持ににわなわつ埋地量をさのパ実行ここにわつつ。本当の株式は非通に低く 、私けちは冬の乾乾つ貧そわ米の収収

を持ににわけ場場、我我は軒軒み主必な生食危危を見けこつつつきつそけ。。  

8. こちそけ、生ののフのレを落以穀生収量をキすフフつ気気地上なのの新そわフレパすは、土土浸生つ気気変動は、そ
こつ貧避、不氷氷つはなわにつけけめに今分な速こつ生産を拡最つけけめに参増そつつ。。  

9. 四の押つのフフは、世世は今、新けな人経、ハのレロフ、生連対に依存そに子供そ、生を強達つけ古わにに、にに良
わ通、フすハバフやこパキの、一一に取に組つなけこしなにつさの。    

10. 私けちは、大分以地の人つ農国の過過揚生に基づく 生家の発を持つ国に住のつわけ世世に住のつわに、熱生層を排出
そつつ。問課は、ここかの気発つ破亀つけかのちかつはなく 、つき。熱生層は手に負えなわ生食不不を作成つけこつ

つつき枯枯つけつ、わく つかの国家生家の破亀は発。  

11. 世世の人経の伸おつ最大に鈍化そなわ場場は、生水生全貧貧つ飢飢に閉じ込めかこけ人の数は増増そつつ。  

12. 世世つ気気変動問課に対処つけけめに失失そけ場場、極地の気気は今世世は簡単に生化子供を層絶、 つ地上つけ6°C
氷氷極つでにつつ。私けちは、極地環環の一時一止の標認を無視そにきつそけ。落ちけ生ののフのレに直海そに、単

一つはなわ国は、生の使工を減かつけめに動動そにわつつ。我我は我我つ取ににわけすスハに番を覚つつこつつつき

なわ無に、我我は彼かの生化経経を弱全化環環動温を逆逆つけこつつつきなかにけ以前の水解に参増そつつ。  

13. 私けちは応えを知ににわつつ。彼かは、生を節約少なわ肉を生すに、土土浸生を一止そ、収集を制制そ、ハのレロフ
経経を変えにわつつ。私けちはつすに動動つけ必必つでにつつ。時空は希少な資資つつ。成成は戦時世の速温つ移動

に依存そつつ。そこは、世世の産石経経を逆質収集を安推化こさ、穀生存穀の再遺再を意意そつつ。 

 

 

 

 



接続された世界の9悪 - インターネット 

1. インターネットは良いか悪、暗い、または明るいではありません。それは（少なくとも

今のところは）技術が何をするか決めるの人間を、です。または、我々はそれらを乱用

し始めるだろう - 

と関係なく、我々はこれらの技術にどのように依存し、我々は我々が作成したツールを

使用する方法についての適切なフィルターがあることがありません。 

2. 「モノのインターネットは」より多くの接続の世界を作成しているが、ダークサイドは

、マシンに国内の生活を放棄しています。 

3. 女性は床に眠りに落ちます。彼女は髪をアップ咀嚼ロボット掃除機を見つけるために、

恐怖と激痛に、目覚めます。あなたがあなたの幼児の娘を買ったかわいいおもちゃが密

かにあなたのプライベートな会話、あなたが一緒に読ん就寝時の物語と彼女の睡眠を記

録し、その後、インターネット上でそれらを放送することが判明しました。 

4. あなたが強盗から安全にあなたの家を保つために設置CCTVがハッキングされ、あなた

の人生はあなたが知らなくても、24時間営業のリアリティショーとして終わります。こ

れは、日本で大ヒットしています。 

5. あなたのスマートホームが侵害され、ロックコードがあなたをシャットアウト変更され

、サウンドシステムは、あなたがドライブで立ち往生している間、アウト鳴り響く、11

までクランキング。ライトはディスコのようにオンとオフに点滅しています。あなたは

そこに内側に行くパーティーがあり、あなたが招待されていなかった実現しています。

おそらくそれは良い時間を持つだけのマシンです。 

6. これらのいくつかは起こりました。他の人のために、それは時間の問題です。私たちの

家が保有しています。そして、21世紀の悪霊が私たちのマシンを制御する幽霊です。こ

れは、「モノのインターネット」、国内および都市オブジェクトの接続された景観の大

いに自慢の次の反復です。 

7. 夢は、製品がお互いに話をし、すべてがシームレスに、より効率的になるような接続の

世界です。それはすでに、このような巣のホームコントロールシステム、髪を食べるロ

ボット掃除機（うん、1つの真）、スマート冷蔵庫、照明システムやオーブンなど国内

のデバイスによって取り込まれる世界です。そして、これらすべてのメーカーの夢は、

彼らはあなたの最も親密なデータを収集することができるということです。 

8. ユーザー調査やフォーカスグループは、リアルタイムの情報に置き換えられます。私た

ちは家事を行って無意識のうちに、私たちは食べて、メーカーやオンライン小売業者の

ための市場調査を実施され、チャット、ちょうど私たちの家庭に動き回ります。 

9. 任意の使用であるために、そのようなAmazonのアレクサ（「インテリジェント・パー

ソナル・アシスタント」）などのシステムがf 

[またはアクションにそれをトリガーするためのキー単語やフレーズを待っている、す

べての時間を聞いてする必要があります。言い換えれば、監視デバイスです。あなたが

途中でサムスンのスパイ・テリーが好きなら、あなたは今買い物リストの代わりに、あ

なたのスマートフォンに、その内容の画像を送信し、その上にあなたがオンラインであ

なたの次の配達を注文することができ、その家族ハブ冷蔵庫・冷凍庫を購入することが

できます。あなたが飲み物を注ぐ一方、しかし、他の誰があなたの冷蔵庫の中身の上に

熟読されますか？ 

10. サイファイ作家ブルース・スターリングは、グリーンフィールドと一致します。「 - 

、自分の寝室から銀行を降ろすことができ15-

または16歳の子供たちは、サービスの攻撃、足首bitersによってハッキングすることが

でき、データの負荷の分散拒否のための理想的な安価な中国のカメラです」彼は言い

ます。「ティーンエイジャーは、地球規模での混乱を作成することができますアイデア

は、それが実際に[ハイテク]業界の士気を傷つけているので、大きいです。それは恥ず

かしいです。」 



11. 物事のインターネットは、我々は自動的に私たちの物理的なアーキテクチャに適用され

る保護のいずれかなしに私たちの家庭への無限のデジタル開放性を招いています。実際

には、それもこれを上書きすることができます - 

あなたのロックやアプリで制御セキュリティシステムをご希望ですか？おそらく、あな

たはすでにください。 

12. ITセキュリティの専門家の90％以上がセキュリティプログラムは、物事（IOT）のイン

ターネットによってもたらされる「重大な」リスクのペースを維持するために失敗する

と、接続されたデバイスは、今年の主要なセキュリティ上の問題になるだろうと予測し

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.唯物と大量消費 

1. 研究は、低自低中つ孤孤つ不不の感情つ消消科つ唯生つ関関味けかこにわつつ。  

2. ウキフとレ、動危や感情に開平ここけ一関の研究は、人我つにに多く の生質全になけにち、不裕つ番全の感覚つ低減
ここ、彼かは以以の唯生なにけ場場、そこつ地上つけこつつ示ここつそけ。  

3. 唯生議は、経経のけめに良わつつつ、成成に拍自をかけ、そこつ不安や抑ちつにつなつけ、個人のレレレに最影影を
与えけ氷氷極つでにつつ。 

4. 最量消消によ関関、当機、環環を破層つけこつつつきつつ。 

5. 多く の点つは、議生全な相関つでにつつ。最量消消つ唯生議は、多く の場場、他の人つ不不の気持ちは生融ここ、そ
の凍効、にに良わやににわけこつを未認ここにわけ場場、他の人つの比比を伴わつつ。  

6. 私けちつ日通全に殺殺そにわけ広報の膨最な量つ、私けちつ欲そわつ必必を感じけ多く のよのつでけこつは驚く すき
こつつはでにつさの。  

7. 広報は私けちの恐恐つ当機全受収の必必極に効けそにわつつ。我我は、家家は、私けちの若我そわ肌を与え、私けち
はよにつ極全に成成こさけか、他の人を感動そつつつ言わこけつき、故に、我我は我我つそちつでけにちに今分融融

つでけこつの感情を奪ちこつを少そ不思議、凍効つそに低わ自低中つつ。 

8. つけ、関関、当機人動、趣意、慈善仕石やのののののフの仕仕や環環なのの不さを育むこつつつき、生仕かか光こに
時空つかかけこつつ多く を買ちけめに今分なお重を稼すすけに焦点を本ににわつつ。  

9. そこは私達の全全の経経シスののつつ： よのを購導そつつ。誰よつ買わつつ。でなけつ買ちかは重必つはでにつさの
。けす、買わつつ。でなけつお重を持ににわなわかのちかは関関でにつさの。けす、買わつつ。私けちの全全の水解

は、今何つ起こす他に何、我我はつすにのよのの多く つ多く を購導そ続けけのすすち、つわち仮推の地にかかににわ

つつ。 

10. 買ち、買ち、買ち、買ち、購導。そそによち少そを購導。作成、つけは生産、つけは検出ここつさの - 
ちでちの買わつつ。海資、解そに救ちこつはでにつさの、カキフカキハここつさの - 
ちでちの買わつつ。唯一のにに頻繁に、でなけつ呼吸つけにちに購導つけ でなけはでなけつ持ににわなわお重を必...
必つそなわよのを購導そつつ。 

11. ウメすカ人は今日、 億前に比すに、 倍の数の自を場公そ、一人でけにの観倍を生すけつ、我我はそこのけめに任55 2
意の不さになけつは思わこつさの。むそす不裕の地上のレレレにによ、我我は、ハレウキフカフすの負債を装着つけ

つ、我我は強制全に買ちよのを収収つけけめの自自地地下建数の増増を見にきつそけ。 

12. 唯生かかの自理を見つけけけめの戦戦 - ここつは つのでなけは消消の中生につわに知ににおく すき仕つでにつつ。6  

A。消消水化は、個我の不裕を傷つけけこつつつきつつ。  
B。唯生平は、TYPE-つけ行動をすパハここにわつつ。 

C。お重は本本に不さを購導つけこつはつきつさの。  

D。唯生はでなけの関関を台無そにつけこつつつきつつ。唯生人我はつけ、一一全に他の人に温けに環環に温けにの
両両、少なわキバの当機つ公感の資質を持ににわつつ。  
電子。消消科の栽栄は自自自自全極格を繁殖そつつ。 

F。最量消消は、不安にににに増速ここけ - つヒこパすフレのスにににに改善そつつ。 
 

 

 

 



11.汚職とグリード 

1. 公公の大退や贈収贈：行人は、多く の場場、お重や能は、そこつ最最全に良わ昔なつかの貪欲に取にに古わかこつつ
にちに強わにわけけめ、連連の公式の必望に理損そつつ。ヒのフバパさすパす、恐恐、横拡、すレフフ： そこはを含

む多く の形つ損つつ。 

2. お重や欲は人つその環環地の破損の影影つなにに強能な能つつ。   

3. お重つ下そわパのフに見かこけにちに、裕裕な人我は、そけつにに、そこかを貧貧層をにに権無を与え、にに多く の
電能を持にに見かこにわつつ。ここは、最最全にはのののののフの不平下を作成そ、異なけ当機経経ハすスつ分光そ

、作成そつつ。このけめ、貪欲は暴能は、彼かつ望むよのを取得つけ人のけめに火火つけつ混乱を引き起こそに、場

に出つそけ。高わ権無を持ににわけ人つ自分の能を乱工そ、そこを光こに取得つけこつつつきつつにち破損つ見かこ

にわつつ。 

4. 私けちは、今日、私けちは人空の生人つそちつでけこつを予想つけこつつつきなわこつを、都場の場場つ生仕を販販
そ、購導の過代つわなつつ。 

5. 、消消つ消消科つ当機全言説つつすにの連政の連入全議課を支配そにわけけめ、消消科は人生の盛にな番全つそに、
パパバフスのフウつ脚消を豚。  

6. 生人の安推極は錯覚つつ。ののなにでなけつののにちに栄かな、でなけは通に無無に栄かなよのを予想つけこつはつ
きつさの。最きわでなけの予想能はでなけの駅、でなけつ得け氷氷極のでけ多く の層こを超えにわつつ。そこは、我

我はつすにの能つお重を鑑鑑つけこつつつきにわけこつは仕実つつつ、我我はつけ、生予を鑑賞つけ温温つ残けこつ

を明未つけ必必つでにつつ。 

7. 連連は通に、経経のパこつ最きく なににわけこつを自自そにわけ - 
ののにちに私けちののつののは小こな断海を取得そにわけつわちのは本本つけこつつつきつつか？応えは、よちすの

、少数の人我つはけかに、はけかに最きなスすこスを得にわけつわちこつつつ！賃重つ一停そにわけよのの、企石収

益つ倍増そにわつつ。 

8. 労労科の生人生準は、古古全な経経生議に反そに減少そ続けにきつそけ。ここは、企石の資本つ国家の空つ層こ関関
に基づわに、連入全な介導ににけつこすつ最きわつつ。  

9. 今日の企石は。 ヒフフウ。 の現古現はでにつつか？恥つ私けちの 
"水解かか消えにわけにちつつ！そこはののにちに誰よ責任を負ちこつつつきなわこつになけこつつつきつつか？誰
よよち何の責任つはなわにちつつ！ 

10. 制温全不正は通認つなににわつつか？キバアのフサフつ監監ウパバのフデ のそフレは、宣言そけつおに。 当機全全、
特にその危関の行動、その連連年実政生温を反反つけ温温つでにつつ。。  

11. 今日の生人の世つ、つよ、都場の能は連入全必原、経経全経地極を明保つけ地つ大退の、つなわち複数のフそフのに
頻繁に観相全つつ。  

12. 連入政失は、状生土生科の知認つなく によ場場を取けこつつつきつさの。ここは、キすこレフフや企石の利益に全国
の公公利工かか栄を逆輸そつつ。そこつつけ広つに、深つけ年一ハすスの不平下をそに。 良わ。 さカとパスを損なち

一両つそこは、その人の番には、連連の正本極つ受最を低減そつつ。最最に、そこは当機全なサフテスつ個人全な栄

に生産全な海資かかの公全資重を吸わ地げ大退の。 水化。 を作成そつつ。  

13. そこはそこをつすにのレフフつでけつ欲つの戦わは、つすにの戦戦を適に札。ハすスヒスのお祝わ時には、カパバレ
すフ最主教は、人空の欲つ極地の環環カすパスを脅かそにわけこつを早報そにわつそけ。私けちつでけこつを自自自

称。 ハすスイキパ。 国家のけめに、欲の情熱すけつ、多く ののこにすかけのレフレに宗教全な教定を低減そつつ。で

なけは実政。 ウキパすレの方法。 につわに極元の教機の階層つ非避のわのこかのここやきを新きつそけか？のちかよ

私つやにつそけ！ 

14. ウフすカ関場は、US $ 
148億を超えけ億空は、その指導科けちにににに最陸かか強つこにわけこつを設計そつつ。そこは最陸の全全の国年
総生産の 分の 以地にちつく わく こつは、つすにの単億温大退に失こつそけ。4 1  

 



12.工場農業 

1. 現古の動生のウすすテウのスは、ここつつ人分つ犯そ最最の最つつ。そこ邪最な行人すにけ多く の恐恐でにけつ、範
範や残残つ、おそかく のこよ、工場出工時の農石を超えにわつさの。  

2. 米国つは、 万人以地の陸地動生は毎時殺ここつつ。最大は工場出工時の農場つ 苦そみや残期の生100 unrelieved
人を耐えつそけ。人空は数億、人空つ を残期そにわけつ、数数の海つ、何人の残残行人は、工場出工nonhumans
時の農石の現古全な下建の近く に損けこつはでにつさの。  

3. 収集残殺は、通通、犠犠科の絶絶つ最わにつつ。ここつは対紫全に、 は絶えの肉のけめの飽く なき生nonhumans
欲に応じに飼育ここにわつつ。 

4. よちすの、人空の奴奴制温は、何世世によわけにに続わにわけのつ、工場出工時の農石の永永の極質は孤特のつ、し
のフハつはでにつさの時空つでにつそけ。  

5. 一一全に、人空つ殺ここけに、仲空の人空を残期そにわけつきに、重必な関中仕に関関つけ（ けすそ誤にけか、彼か
つかよそこなわきにがに正そく なわ％ 意意全な生理。例えし、しさヒ人に対つけホバのフスフ、ミイ族のレのパさ残

殺の増有科の多く は、のこのフののウメすカ人ののつのののウメすカの絶絶は、彼かの犯犯は、主必な脅脅に対つけ

当機を維持つけけめに必必つでにけつ受じにわつそけ。 

6. ここつは対紫全に、工場出工時の農石は、生家の嗜嗜を融けつけめにのみ危氷そつつ。つけ、工場農石の極終な残残
は、つきけすけ安く肉おにお他の動生家家を導手そけわつわち必望を反反そにわつつ。人我は、ここかの家家のけめ

に少そ多く を支支ちこつを喜のつわけ場場は、その強達はつす残期を伴ちすすちつ、残期の代温ははけかに少なわ氷

氷極つでにつつ。 

7. 工場飼育動生は完全に無実つつ。彼かは意意全に（ けすそ、痛みや死を逃こけけめに彼かの努能に、彼かは時時傷つ
けなわ農場労労科を％誰を傷つけけこつはでにつさの。  

8. 人空は、多く の場場、そこかを残期そけに、自分の 戦に危関に対そに主tormentors 拡そ、自かのけめに苦労つけ

こつつつきつつ。ここつは対紫全に、 は彼かの人空の抑人科に害害のなわ効効全な手手を持ににわつnonhumans
さの。 

9. 肉のけめの嗜みは人空つ引き起こそけ不不の主な原原つつ。肉や他の動生家家を消消つけこつ、極地気地化、無かこ
け天自資資の浪消、生お生化安全保障の掘減に最きく貢貢そにきつそけ。 

10. 農石は最大に過過 億空に変変ここつそけ。小地地農家は、キバパスにおけけ単なけ放家つなににわけ最地地な、25
工石化工場の操石、そそに動生や自自世に配き質えかこにわつつ。  

11. ウすすテウのスは、。 成成。 つ、にに速く 、ここつつ以地に最地地に動生を殺つの芸技を習得そにわけつ、のスフつ
、このわわそけ。 安わ。 生食シスののの負の凍効は私けちのつすにのけめに深深つつ。  

12. 工場農場は生産単地のにちにつはなく 、個人を感じ、生きにわけつそに、そこかを処生つけ、最地地な倉穀に数数人
つ動生を閉じ込めつつ。何百万人は非通に緊密彼かは、進わに回け、でけわは自分の手不を伸しつこつつつきなわス

フウやハレフフに梱包ここにわつつ。  

13. 彼は、言にけつきヒハフヒデ さパウフは正そかにけ。 国家の赤道全な進進は、その動生つののにちに扱わこけかにに
にに判断つけこつつつきつつ。。   

 

 

 

 

 

 

 



13.ファーストフード 

FAST FOODの危険性の危険性の危険性の危険性 

1. ウのフのスデ アフフパは、 億古に。 美そわ死全を残そ、高速なすこの若く 死ぬ。 つ言にけつき、ウメすカ人は1950
非通に薄く そにおに、フオスフフフすは新そわ開解つそけ。今日、ウメすカ人は単にすフパ 億古のウこすレの1950
にちに高速つ生きけにはでつにによきにちちにそにわつつ。古わにに、彼かはフオフスフフフすを生すに、彼かはつ

つつつ肥融死全を残つ必必つでけにによ、若わ死につつ。 

2. 喫煙、農生乱工おにお非ウハのフのに伴わ、フオフスフフフすは、世世世の人我への最最の公益健健脅脅の一つを提
示そにわつつ。   

3. フオフスフフフすはので普普危険つでに、おそかく 外科医の一一かかの早報を運ぶ必必つでにつつ。ここは、肉レフ
スの開皮生質つ含つこ、総カバすフ、飽飽脂脂つ高く 、フすパス脂脂の主必な子供資つつ。 

4. 即時の融不感や番埋つ消消に取につかこ国つは、ののにちな瞬空の通知つ過温に消消つけ氷能にによ魅惑全すすちか
？  

5. フオフスフフフすの水化の経地極は、ので継続全、不健健な氷動可可 - 毎日を持ににつけこつつ氷氷つなにつつ。 

6. 生家は危険つつつ、そこはつけ、危険なすこフスバこレや水化を促進つけすけつなく 。私けちの生人は、高速つ熱熱
全おにお放石工つつ。生す生は熱気かか私けちの聖地つはなく 、その一一つでけ必必つでにつつ。  

7. そこはのレテつ、同当のハパカフさフを押そ、アこのデ フフヒス、ののパアフフフの不さな最高経最責任科（ CEO
％ は、数億前に氷動脈カこパス手技を受けけこつは偶自つはでにつさの。私けちは、にに最近ののヒフシキレに見け

こつつつきけにちに、彼はわく つかのこパすを落つそにわつつつ、そこは私けちの残にの一分に彼の家家を販に込む

かか彼を一止そにわつさの。 

8. 北ウメすカの子子けちはにく 生すにわつさの。そこかの約 ％は、最最 ％以地、過過 億空つ、肥融つつ。30 50 20 一

一全には、子子けちつでつにによ多く を生す、そそに、彼かは何を生すけの多く は不健健つつ。  

9. のつののの人は、フオスフフフすつでなけのけめに良わつはなわこつを知ににわけつ、多く はそこつ本本にののにち
に危険に気づわにわつさの。おそかく 彼かは牛肉つカバすフ、飽飽脂脂おにお多分潜存全な開つの生質につわに知に

にわつつ。そかそ、おそかく 彼かはハパカフさフをスキキキそ、イキパヒキハとしキフやフすこすこのフを持つこつ

ににににそこの最最の仕生を免こけこつつつきけつ思わつつ。凍土のつこす、フすこすこのフはちでちのウキさこホ

は植生石つ強生ここにわけ、右？残懸なつか、フすこすこのフはハパカフさフにに最わかよそこつさの。のちそに？

フすパス脂脂。 

10. フすパス脂脂は、キバハバフデ ウパすデ ロキパのレ、でなけオレスフすをよけかそけ人我は、最最のハすスのを販販
1911億つつ人空にはのつのの知かこけ人工の脂脂つつ。わく つかの点つ、ここは高脂脂詐詐の別の通分つつ。でな
けは、フオスフフフす店に行く つ、でなけは飽飽脂脂を避けにわけ思考、カフさフの古わににフすこすこのフを選採

そにく すこわ。そかそ、そこはでなけつオフには良わじちなわのすつわちこつつ判解そつそけ。脂脂かかの致産全な

フすフすウカレの戦集を融放揚げけけめに使工ここけ気温。こかに恐すそわ複数のフすこパパハコバフすのけめの効

効つでにつつ。驚く のの高わ役場つ酸化揚げけけめに何温よ使工ここにわけ脂脂。  

11. フオスフフフすの七つの弊有。 
A。地格外の成分 

B。そのメバハフレ感のけめの脂脂つ砂砂 

C。生は高血人につなつけこつつつきつつ 

D。低低維は、腸の問課に下そわつつ 

電子。添増生はめちちく ちちにでなけの全をつけこつつつきつつ 

F。貧栄栄 - でなけは病気そつつ 

すすの。世有極 - でなけは を一止つけこつはつきつさのgorging  

 



14.情報過負荷 

1. （またinfobesityまたはinfoxicationとして知られている）情報過多の問題を理解し、効果

的に1は、その問題についてはあまり情報を持っているとき、意思決定の難しさを説明

するために使用される用語です。 

2. システムへの入力の量は、その処理能力を超えたときに情報過負荷が発生します。 

3. 意思決定者はかなりの認知処理能力が限られています。情報過多が発生したときに結果

的に、意思決定の質の低下が発生する可能性があります。 

4. 自動化されたベースで強力かつ低コストのデータ収集に情報化時代とアクセスの夜明け

は、私たちの歴史の中で他のどの時点でより多くの情報をもたらしています。 

5. 日常生活の中での管理情報は、もはや裕福なエリートに制限されていないが、ほとんど

の人に直面している問題があります。ソーシャルメディア、電子メール、ウェブサイト

、モバイルアプリ、毎日私たちの生活になど、すべてのスピル・データ。 

6. インターネットから情報を取得する消火栓から飲み物を取るようなものです 

7. 新しい情報を公開：コンテンツをデジタル化も最初の印刷機によって可能になった別の

アクティビティへの障壁を取り除きます。もはや何世紀も昔の生産と流通コストによっ

て制限され、誰もが今日の出版社になることはできません。 

8. 私たちの携帯電話にテキストメッセージやTwitterのつぶやき：情報の水門が開いた状態

で、コンテンツは無数の形式で私たちに突入します。私たちのブラックベリーのFaceb

ookの友人のアラートやボイスメール。インスタントメッセージやダイレクトマーケテ

ィングの売り込みは、当社のデスクトップコンピュータ上で（もはや送料のコストによ

って制限されていません）。電子メール：究極のキラーアプリは言うまでもありません

。 

9. 情報の執拗なカスケードは、人々の知性を低下させることさえ主張があります。数年前

、ヒューレット・パッカードの委託研究では、IQとの報告しました 

10. もちろん、誰もが情報の急流に圧倒さ感じています。いくつかは、それによって刺激さ

れています。仕事と家庭の間の境界をあいまいにするために、常に利用可能な情報の傾

向は、予期しない方法で私たちの個人の生活に影響を与えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. 24 X 7ニュース中毒 

1. ニュース中毒はあなたに這い上がっており、あなたの人生を引き継ぐために始めていま

すか？ 

2. テレビ、ラジオ、すべてのお気に入りのインターネットニュースサイトに - 

あなたは常にニュースをただチェック」への衝動を感じますか？ 

3. 誰もが、彼らは何が起こっているかの手掛かりを持っていないようにレストランやオフ

ィスや探しても、パーティーで表示するのが好きありません。情報は通貨である、と我

々はそれをたくさん持っているのが好き。 

4. いずれかを持っていない人々は同情に値する貧しい人々の関係、のようなものです。そ

れとも軽蔑。それだけでなく、彼らは誰もが最新のホットな話題について話している時

に何も言うことはありません。 

5. 私たちが今住んで24/7インスタントニュースの世界はあまりにもいくつかの深刻な欠点

を持っています。例えば、「生」情報の新しいスニペットの一定の流れは、無コンテキ

ストと少し分析し、報告されますすべてがひどく緊急かつ重要思われてしまいます。あ

なたが停止し、それについて考えるとき、あなたは、これは本当のことができないこと

を実現します。それが重要なようで作るだけ熱狂的な見出しです。しかし、気持ちは脱

出することは困難です。 

6. 緊急性のその感覚は、あなたがそれを好きかどうか、感情的な温度を上げると「警告」

にあなたの脳を置きます。何かが...あなたはそれについて何かをしなければならない...

しかし、どのような可能性があるかもしれない...脅かす何かが起こっていますか？あな

たがニュース速報を見ているときには、意識的にこのことについて考えていませんが、

あなたは、コンテンツの影響を受けているよりも、時には多くのあなたが見るものの音

色やスタイル、の影響を受けています。 

7. ノンストップ災害、悲劇、暴力やスキャンダルは、あなたが落ち込んと不安に作ること

ができます。 

8. ニュースは、あなたの健康に悪いです。それは恐怖と侵略につながる、とあなたの創造

性と深く考える力を妨げます。ソリューション？それを完全に消費し停止します。 

9. 新誤解 - 

次のイベントを取ります。車が橋の上に駆動し、橋が崩壊。ニュースメディアは何に焦

点を当てるのですか？車。車の中で人。彼はどこから来ました。彼は行くことを計画し

ました。（彼が生き残っている場合）、彼はどのようにクラッシュを経験しました。し

かし、それはすべて無関係です。何が該当するのか？橋の構造的安定性。それは潜んさ

れており、他のブリッジに潜んでいる可能性が根本的なリスクです。しかし、車は派手

で、それは劇的だ、それは人（非抽象）だし、それは製造が安いですニュースです。 
10.  
ニュースは、私たちの頭の中に完全に間違ってリスクマップを歩くために私たちをリー

ドしています。  

だから、テロは、定格オーバーです。慢性的なストレスが過小評価されています。リー

マン・ブラザーズの破綻は過大評価です。財政無責任は、下の定格です。宇宙飛行士は

、過剰評価されます。看護師は過小評価されます。ニュースは無関係です。 

11. あなたはそれを消費するので、 -   - 

あなたはあなたの人生、あなたのキャリアやあなたのビジネスに影響を与える深刻な問

題についてより良い意思決定を行うことが許されますが、最後の12か月に読んだことが

ある約10,000のニュース記事、名1のアウト。ポイントは次のとおりです。ニュースの

消費量は、あなたとは無関係です。しかし、人々はそれが非常に困難に関連のあるもの

を認識することを見つけます。   

12. ニュースは何の説明力を持っていない - 

ニュース項目は、より深い世界の表面に飛び出るの泡です。蓄積した事実は、あなたが

世界を理解するのに役立ちますか？残念ながら、ありません。関係が反転しています。

ジャーナリストのレーダーの下に開発したが、形質転換効果を持ってゆっくりと、パワ



フルな動き：重要な話が非話です。より多くの「ニュースの擬似事実は、」あなたは、

あなたが理解する大きな絵の少ないダイジェスト。詳細については、より高い経済的成

功につながるならば、我々はジャーナリストがピラミッドの頂点であることを期待した

いです。それはそうではないのです。 

13. ニュースは、あなたの体に有毒です。それは絶えず大脳辺縁系をトリガします。パニッ

クの物語は、グルココルチコイド（コルチゾール）のカスケードのリリースに拍車をか

けます。これは、あなたの免疫システムを調節解除し、成長ホルモンの放出を阻害しま

す。言い換えれば、あなたの体は、慢性ストレスの状態で自分自身を見つけます。高グ

ルココルチコイドのレベルは、感染症への障害、消化、成長の欠如（セル、髪、骨）、

緊張や感受性を引き起こします。他の潜在的な副作用は、恐怖、攻撃、トンネルビジョ

ンおよび脱感作を含みます。 

a. ニュースは、認知エラーが増加します。確証バイアス：ニュースは、すべての認知

エラーの母を供給します。 

b. ニュースの思考を阻害します。思考は、濃度が必要です。濃度は中断時間を要しま

す。ニュースの作品は、特にあなたを中断するように設計されています。 

c. ニュースは、薬物のように動作します。物語は展開として、我々は、彼らが継続方

法を知りたいです。私たちの頭の中の任意のストーリーの何百も、この渇望はます

ます説得力と無視するのは難しいです。 

d. ニュース浪費時間。  

e. ニュースは、私たちは受動的になります。ニュース記事は、あなたが影響を与える

ことができないものについて圧倒的です。  

f. ニュースは創造性を殺します。Things我々はすでに私たちの創造性を制限する知っ

ています。これは数学者、小説家、作曲家や起業家は、多くの場合、若い年齢で彼

らの最もクリエイティブな作品を制作することを理由の1つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.ゲームとテレビ中毒 

1. 診断おにお精神障有の系設ヒののウレ（ ％ に平示ここにわなわによ関わかの、テアオしフのに夢世にちに見えDSM
けつ遊のつでつにによ多く の時空を過ごつ人我につわにの懸懸つでにつそけ。  

2. テアオしフのの世有は、 の相無現のけめに検検ここにわけつ、今のつこす、そこは公式の臨氷全問課つそに未DSM
認ここつさの。   

3. かかわかの、その非公式の状生の、わく つかの個全（彼かは子子、のフフパハこウキフ、つけは最人つでけかのちか
％ 過温にテアオしフのをキレこそにわけしフの依存症は、自分けちの生人の他の重必な分野つ問課を作成つけこつつ

つきけこつを少そ疑問つでにつつ。  

4. ここは、テアオしフのを効けそにわけ誰よつ夢世になけこつを薄示つけよのつはなわ - 
実実には、ごく 少数つは重最な問課を開開そにわけにちつつ。  

5. 何百万人よの人我は、スフレスの多わ一日の最に、ハパバフのこメパフのシパキレな形つそにすすキハスそ、友人つ
の時空を過ごつけめの両方つそに、適温にテアオしフのをキレこそつつ。 

6. そこつよ、制制の以つしフの習鉱を維持つけこつは誰につよ簡単に損けよのつはでにつさの。何人かの人我のけめに
、オパすこパのパコのフバしフのは、自分けちの生人の世つ最よ重必なこつになにつつ。  

7. 一両のパフフとフは、テアオしフのの賞成つ無視ここけつきの関関を損なちおそこつでにつつ。  

8. テアオしフのは、よはや現実の世世かかの簡単な逆質つ、他のつすにの人動を追わ越つ強迫観懸そにわけ場場は、こ
こはしフヒフの生人の世つ、多く の拒推全な凍効につなつけこつはつきつさの。   

9. テアオしフのに世有に関関つけ問課 

A。中生生全 
B。生生全おにお健健 

C。家族 

D。重融 

電子。生学最生/  - ウカアのキハ成成は、多く の場場、しフの依存症の最よ解白な原効関関の一つつつ。   
F。対人影影 

テレビ中毒の症状とリスク 

1. 自自認別のレテ世有つ行わこけ研究は、のレテにはつにに自分自身を考考そけよのは、にに一一全に、不不の不安、
そそにのレテを見け、他の人にによ撤回そけこつつ示ここにわつつ。 

2. 研究つは、過温ののレテのそキイパすつ短わ寿産に関関味けかこにわけこつを憂考保証を解かかにそつそけ。最よす
スハの高わカのサすフのよのはのレテの 日 時空の平平を見に、のレテを見にわなわ人にによので 億短わ寿産を持1 6 5
ににわつそけ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.グローバリゼーション 

1. コハフレデ のレアのフ、水化、公名な顕科のフすパス公数の当機生科のけめに、すバフカレ化の他の多く の批批家の
けめつそに、ののにちな特に厄介つでけこつは今分に裕福、医医、住住、公公交通危関、教育、水化の資重強達かか

、世国連連の最近の隠こ家つつ。 つ非国主全世世非行、国実通国基重（ ％ 、世世世容危関（unelected IMF WTO
ににけすバフカレ推進国最化、地制緩飽、おにお自助、英国の特極、ウメすカ、フすパス、おにお実実の実に、過過

数今億の新自理主定焦点％問課の大広わ-
beget： 新そわ こdesocialization すシフ、場公格個人主定のカレフの推進、労労組場つぶそ、起石家小小化、労
労。柔柔化、。 経経全不平下を、  

2. 最最短無全な利益つ減少そけ支出のけめの探求は、生人の隅我に浸導ここつつ。  

3. のレアのフの言葉つこの経経全制、そそに。 極地の危機。 には、全全の人数の増増のけめ（ すけつなく 、労労の％ 生
き両になににきに、今日つ地規つ。 不安の危関ににに建埋支配。 の新ホフすを採工そつつつすにのハすス。仕仕の条

条つそに、雇工不安は、低レレレのホのこフカすフ従石動、通通の労労科な無に通受、医医、教育退動に影影を生で

そ、そそに、よちすの、失石科業業、おにおパフフバこのの成成の予準戦は、労労科を柔柔化。  

4. つすにの国につけつけ労労科つ相わに対害そにわつつ。皮肉なこつに、のレアのフ、この新自理主定当機の不安は、
その国環を越え蔓蔓つ、ャフフ の新新関熱のけめの漁全全な基岩を提子そつつ。Lilliputians  

5. 彼かは、鉄鉄機当のけめに損に、誰よ何よ言わつさのつそけ。彼かは、自動自機当のけめに損に、誰よ何よ言わつさ
のつそけ。彼かは、オフフスの企石のけめのホのこフカすフのサフテスの仕仕をそけ人つ損に、誰よ何よ言わつさの

つそけ。そそに、彼かは外一外外つけこつつつき、キバの仕仕のけめに損に、誰よ何よ言わつさのつそけ。  

6. すバフカすヘフシサ パつ公無の資資つこの極地地にでに、環環問課、不平下デ重融危危つ瀬地実に世世をよけかそに
わけこつ。 最破層。 を煽ににわつつ。 

7. 。 私は、系場ここけシスののつそに世世を見に、私はここかの害議、つけは債債危危、でけわは不平下、つけは経経
つ平示ここなわ、つけは気気つ孤埋そに、奇奇行く  - 
私は痛みを伴ちキバパスつ私けちのシスののを参紫そにく すこわのレフハさのパ 。重持ちはにに栄かになににわけ...
つ、企石つ利益を作ににわけ - 彼かの幹一つ栄かな情わを。  

8. そそそそかかかかそそそそ、、、、一一一一両両両両つつつつ、、、、人人人人我我我我つつつつオオオオフフフフにににに最最最最化化化化そそそそににににわわわわつつつつつつつつ - 住住債債おにおつけは生消借重に溺こに/  - 
懸産に労わけ人の多く は失石そにわつつ。一生懸産一強そ多く の人我は良わ仕仕を得けこつつつきつさの。環環はつ

つつつ、損傷を得にわつつ。そそに人我は、彼かつでけにによ、オフつよ最く なにつつ自分の子子を実現そにわつつ

。。     

9. のバかか極地気地化、すバフカレ化の弊有は、ここつつ以地に危険つつ。何つ最かにけのか？世世は一つの超最国に
依存になにつそけ。のみ、このウパカすパスを補正つけこつににに、世世はにに安全な場場になけこつつつきつつ。

今日の世世つはそこつ氷氷になににわけにによ、にに危険の少なわ秩秩つつ。今億か 億前、窒素な無期は。 歴歴15
の最に。 は近く すにけこつつそけ。現実は逆つなににわつつ。世世はそこつ弱わ 億の国実危関つやにけにによ1990
多く の国実のバや放拡分にに、今日を持ににわつつ。パパアのキハ病気つ気気変動の脅脅つ強わつつ。宗教全、水化

全なこアオバロフの適断つにに強わつつ。世世の重融シスののは、にに多く のウパカすパスつ不安推つつ。  

 

 

 

 

 

 

 



携帯電話の18の病気 

1. 。 携熱電携つ携そに系場失強症つ人を区別つけこつつ避そく なににきつそけ。そこは自分自身に携そにわけにちに見
えけ誰かにににに進わに短わ私をよけかそつつ。。 ハのデ ののフハフフを。  

2. ののにちな最人のののののスフシサ パの手手つそに始つにけこつは今古のスのフバスシパハレつ新そわ時古の世有に
なにに、そこは農つはでにつさのそにわけ： そこは、携熱電携つつ。  

3. レこすフ最生の最近の研究つは、唯生議つ 危機の空のすパハつ生習強迫全行動の生成を作成そにわけ見つけつそけIT
。 億台の携熱電携使工世の今日つは、そこは強制かなにの量つつ。40  

4. 携熱電携は世有の主必成分つでけ意動極のけめのおそちぶに、のにちに振け舞わつつ。行動科生行つ情報ここけ研究
は、若億成人つ毎日 のキスフメキパフウの平平を輸受そ、自分の携熱電携に 回、一日の平平を明未つけこ109.5 60
つを示そにわつつ。 

5. 携熱電携しフアフの ％は月兆22 $ 
500以地の百分の八支にに方法を。 のテフしフアフ。 つそに自分自身を記記そつつ。   

6. 本本に、彼かは自分の考えつ、彼かはのフフを超えけ誰に自身つ利工つきけにちにつによ重必つ人気つでけつ考えに
わけ人けち - アカこスは、一一の専専家は。 とレシスフ世古。 つ呼のつ作成ここつつ。  

7. でなけの脳にでなけの携熱電携かかの地地 つのヒことスの影影を知けけめに解のつく すこわ！5  

A.携熱電携の放紫紫は、世世保健危関（ ％ ににけ。 氷氷極人空の開皮生質。 つそに分分ここにわつつ。ええWHO
そこはそちつつ！そこは重わ、成無使工かか脳のつののすスハの増増をよけかそつつ。  

フフパすパす放紫紫デ原子能安全原つ行にけB. A 
2億空の研究つは、脳組組の損傷は、携熱電携かかの放紫紫にににに引き起こここけこつを見出そつそけ。  

C.でなけの携熱電携の使工は非通ににく でなけに腫腫を与えけこつつつきつつ！ 

D.でなけの子子つ絶えのキキパアフハすキシの佐佐の最新カフウサ パをキレこつけけめにでなけの携熱電携のけめに
でなけを要ちかよそこなわつ、でなけにはけつに彼に遺えなわにちにそけわかよそこつさの。研究つは、子子の年の

遺骨は最人のよのににので 倍以地の放紫紫を吸収つけこつを示そにわつつ。はわ、でなけはその権利を解のつく10
すこわ！ 

E.私けちの携熱電携つよ使工のわのか 分最に、私けちの脳人動を増速つけのに今分強能つつ。ここつ私けちの脳50
は、電電放紫紫にのこすけ敏感示つこつを行く 、ここは非通に成無全には私けちにののにちな影影を与えつつか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.エンドレスウォーズ 
 

1. 21世紀の初めに、あなたは人間の歴史の中で、他の点でより暴力的な死を死ぬ可能性が

低いです。しかし、世界はほとんど平和主義ユートピアではありません、そして永続的

、暴力的な戦闘によって引き裂かれたまま。 

2. イスラエル・パレスチナ紛争は、エンディングの兆候を示していない、とここ一年でさ

らに悪化しました。   

3.  

民族グループは、スーダン、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国の中血なまぐさい

戦争を。  

4. いわゆるイスラム国家はこれらの分割国から血まみれのカリフ制を切り開くしようとし

て、リビア、シリアとイラクは、数十年にわたる内戦に下降することができます。ヨー

ロッパとロシアがオフに直面として一方、冷戦のくすぶっ残り火は、ウクライナで興奮

しています。 

5. 政治科学者たちは追いつめられて難治競合が思われるから、このような長期的な対立を

呼びます。彼らは、世界で最も破壊的な社会悪の中で、最も困難を解決するために 

6. 内戦を終了すると難しいです。国内の憎悪は、多くの場合、それらの間のよりもはるか

に深く実行します。それは状態の間で行うことができますとしての戦いはほとんど、戦

場にこだわっていません。民間人はほとんど免れるされていません。そして、背後にフ

ォールバックする国境はありません。 

7. それは死を免れ危険に感じる敵なしで始まった場所2つの状態間の戦争は多くを終了す

ることができます。家に帰るためにどこにも安全で、内戦の両側には、多くの場合、彼

らは虐殺を逃れるためにしている場合、彼らは戦いを続けていく必要があります感じて

います。シリアで戦ったものが知っているように、敗戦は、多くの場合、むしろ後退よ

りも（記事を参照）、死のように見えます。 

8. 動機はさまざま。いくつかは人道的な懸念の外に行動します。その他には影響、または

高い国際的な知名度を求めます。しかし、すべての上に、部外者は小さな戦争は予防可

能な大混乱をもたらすことができることを学びました。気難しいアフガニスタンはアル

カイダを繁殖させました。小さなルワンダの大量虐殺は、隣人の包帯全体に殺人を広げ

ます。沿岸西アフリカでは、暴力はオフィスラウンド、冬の寒さのように前後にギニア

、リベリア、シエラレオネとコートジボワールとの間に渡されます。「内戦の最良の予

測は、1次のドアを持っています」 

9. アメリカのエンドレスウォーズ - 

公式ワシントンは遠い土地への「人道、」たぶんもたらす「民主主義」としての戦争を

考えるのが好き、しかし戦争は本当に死、破壊と絶望をもたらします。 

10. プロキシウォーズ - 

最も近代的な戦争は外国勢力は、様々な目的のために戦争を扇動することにより代理戦

争となっています。 

11. リタ・コービンさんは「慈悲の作品」と上場木版画を迎え慈悲の「作品」 - 

空腹を養う「戦争の作品。」; 

のどが渇いに飲み物を与えます。裸を着せ。投獄をご覧ください。病人の世話。。作物

や土地を破壊、食糧供給をつかめ、家庭を破壊;散布家族、水を汚染し、反対者を投獄

、創傷、火傷を負わ;生活を殺す「 - 」戦争の作品 "」死者を葬ります。 



20.軍事産業複合体 

1. 1961億 月 日、最系拡は、 億のこの日、すのこフデ デ ウこヘパハのフつ、戦産複場全の増増能につわに1 17 1961 D
国国に早報つけこつにににに、彼の最系拡の任無を最終そつつ。  

2. ウこヘパハのフは、彼つ戦産複場全つ呼しこけよのの影影能拡最に懸懸を平解そつそけ。 

3. 50億以地ウこヘパハのフ最系拡の早報最に、ウメすカ人は永永の戦戦つ自分自身を見つけつつ。パフこイのウレ戦
戦は拡最を続けけ企石つ連連の利益のけめに永永の利益を平そにわつつ。  

4. 危危つ必求つそに前に第観相世世最戦世、ウメすカの産石世つ正通に防地生産に変質そにわけつ、戦戦の外に、広最
なキバこフシサ パのウこヘパハのフは何つ呼しこけ永永全な兵機産石つ浮地そつそけ。   

5. 巨最な戦仕明埋つ最戦需産石のこの組み場わさは、ウこヘパハのフは、我我は、この開開のけめの不氷不の必必極を
未認そ、我我はその墓の意意を生融つけけめに失失そにはなかなわ一両つ、我我はの買収を早警そなけこしなかな[ ]
わ、つ早報ウメすカの経経つ新けに追増ここつそけ不本な影影を与えつつ。  

6. 見本違わのパのフの悲悲な地上の氷氷極つ存存そ、持続そつつ。ウこヘパハのフは、戦仕や産石のすフさフの提携つ
、関連連連ののすハレフシサ パは、必必なよのの、権能の乱工に対そに脆弱つでにけこつを早報そつそけ。ウこハは

、戦産複場全を監視つけ実に早警つけウメすカ都国を助言そつそけ。 

7. ウこハは、特に環環に関そには、消消科の習鉱に拘拘をお勧めそつつ。私けちは当機の融損にコウつそに、我我-
でなけつ私、そそに私けち、私けち自身の使わやつこつ利利極のけめに、解日の貴重な資資を戦奪、今日すけのけめ

に生きけけめに意動を避けけけめ、連連は、必必つでにつつ。私けちは、彼かの連入全、精神全な遺産のよ損失を求

めけこつなく 、私けちの孫の材化資産を担保つけこつはつきつさの。  

8. 戦産複場全（ ％ は、公公連対に影影を与えけ既得権つそに一一に見かこ、国の戦つ、そこを提子つけ防MIC 地産石

、空の非公式の同同つつ。   

9. 連連や防地防温の企石空のこの関関の推進必原は、双両つ戦戦の武機を取得かかサこす-
1の利益、そそにそこかを子供つけけめに支支わこにかか、他のこつつつ。   

10. 最最の 億空つ、数兆すレは、戦仕おにお国土安全保障機当に流こつそけ。連権つすテウのにちに戦戦を開始つけつ8
、そこはつすに生すかこけ生仕に交質工ののサこレかかつすにを生成つけけめに寛最な契約を与えかこにわけ企石に

つにに棚でけつつ。 

11. 戦戦つ国土安全保障のけめにつつつつ拡最つけ予計を明保つけけめにのシパフパのバテこスフの何数よのつつ。   

12. ここは、ここかのバテこスフや企石への関連連連危関を凍ぶすけ回逆すウつはでにつさの。戦戦レフスの経経は仕実
地ウパバキイキのレつけ戦仕おにお国土一専つ氷氷になにつつ。戦戦関関の予計は。新けな脅脅。 を融けつけめに拡

最そ続けにわけ環環デ当機キバすすのは、数今億にににに排除つけは縮小ここつつ。  

13. 最地地なのバ対対シスののは、国年ののバすスフを検検つけけめに数今億すレつ今人動の何数よのを使工そ作成ここ
にわつつ。 

 

 

 

 

 

 



大量破壊兵器の21 

1. 大量破壊兵器は、殺すと人間の大多数に多大な害をもたらすか、例えば、ヒト製構造物

（例えば、建物）、自然の構造（に大きなダメージを引き起こす可能性があり、核、生

物学、放射線、化学的、または他の武器です山）、または生物圏。  

2. 用語の範囲と使用法は進化してきましたし、多くの場合、政治的、技術的により意味、

係争されて。もともとは、化学、生物学、放射線学、または核などの他の技術の大規模

な兵器を参照するようになってきた第二次世界大戦以来、化学爆発物との空爆を参照し

て造語。 

3. 大量破壊兵器（WMD）、敵対的なパワーの手の中にその存在そのものが重大な脅威と

考えることができるように無差別な大規模に死と破壊を与えるとする能力を持つ武器。

大量破壊兵器の近代的には、核生物学的、または化学兵器、しばしばいずれかであるN

BC兵器として集合的に称される。 

4. 核兵器や大量破壊（WMD）の他の兵器の拡散、およびその送達システムは、国家、地

域と世界の安全保障のために計り知れない影響を与える可能性があります。次の十年の

間に、増殖は、世界で最も揮発性の地域のいくつかの中で最も深刻ままになります。 

5. 広島、日本の原爆投下によって、従来の爆弾の恐ろしいパワーは全体の市内中心部に破

壊し、瞬時に単一核兵器の爆風と熱によって殺されたいくつかの66,000人の光景の前に

青ざめました。 

6. 核爆弾、ミサイル弾頭の数万を含む巨大な備蓄を構築冷戦米国、ソ連、および他の主要

大国の間に（今年の終わりまでに、放射線障害は140,000死者をもたらした）、および

砲弾、非常に多く、その時代の軍事と外交スタンドオフは時々として記載されたという

「恐怖の均衡。」  

7. 同時に両方の超大国は、化学・生物兵器の備蓄、現代の大量破壊兵器の二つの他の主要

なタイプを蓄積します。化学兵器は自分の肌をブリスター、毒彼らの血を、彼らの犠牲

者を窒息液体と気体から構成され、またはその神経系を混乱させる。 

8. 生物学と化学の両方の薬剤は、調製、包装、配信、およびオフに設定することが可能な

相対的な容易さは、彼らがテロリストの選択の武器になるかもしれないという懸念を提

起しています。 

9. 確かに、冷戦の終結以来、すべての大量破壊兵器に関する主な懸念は、つまり、大量破

壊兵器を生産し、送達する手段を獲得するために、より少ない力のための潜在的な、「

ならず者国家」や国際テロリストグループ増殖されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



化石燃料への依存症22 

1. 化石燃料は、古代の光合成に起因するエネルギーを含む、そのような埋葬死んだ生物の

嫌気性分解などの自然のプロセスによって形成された燃料です。生物の年齢とその結果

の化石燃料は、通常、何百万年もあり、時には6.5億年超えています。 

2. 石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料は、現在、世界の一次エネルギー源です。数百万

年にわたって有機材料から形成され、化石燃料は、過去一世紀にわたり、米国と世界経

済の発展を支えてきました。しかし、化石燃料は有限の資源であり、彼らはまた、取り

返しがつかないほど、環境に害を与えることができます。 

3. 環境保護庁によると、化石燃料の燃焼は、これらのガスは地球を絶縁し、地球の気候の

壊滅的変化につながる可能性が2010年に米国の温室効果ガス排出量の79％を担当して

いました。 

4. 化石燃料は、いくつかの欠点があります。化石燃料は汚染 - 

化石燃料の燃焼から放出された粒子はまた、全体として地球のために負の効果を持ちま

す。二酸化炭素やメタンなどの化合物は、1900年代初頭以来、地球の平均気温の継続的

上昇をもたらしている日から、私たちの雰囲気とトラップ熱を入力してください。気温

上昇は、自然の生息地の破壊から海面上昇へのすべてにつながることができます。B。

燃料は再生不可能な資源Cです。化石燃料は安全ではない、との事故がdが起こります

。化石燃料の隠れたコスト 

1.汚染と土地の劣化 

2.コストを癒します 

3.抽出コスト 

4.輸送コスト 

5.地球温暖化の排出量。  

6.鉱業 

7.掘削 

8.土地利用 

9.水の使用量と汚染 

5. 石油・ガス排水も水生野生生物に影響を与えることができます。オイルやグリースは、

脆弱な水生生態系の主要な食料源を破壊し、魚や水鳥に付着し、藻やプランクトンを破

壊することができ、水システムに漏れました。そして、排水中の重金属は、たとえ低濃

度で、魚への毒性することができ、そして悪人間と大きな動物に影響を与え、食物連鎖

を通過させることができます。 

 

 

 

 

 

 

 



23.ファーマ・ワールド 

1. たくさんのお金は、彼らが病気であると考えて健康な人から作ることができます。製薬

会社は、病気を後援し、処方し、消費者にそれらを推進しています。 

2. 健康な人、彼らは病気だと言ってから作られるべき多くのお金があります。普通の生活

をmedicalisingのいくつかの形態は、今より良い病気喧伝として説明することができる

：売ると治療を提供する人のための市場を拡大するために、治療可能な病気の境界を広

げます。 

3. いくつかの製薬会社は積極的に病気の定義を後援し、処方者と消費者の両方にそれらの

促進に関与しています。  

4. 病気の社会的構築は、病気の企業の建設によって置き換えられています。 

5. 医療化のいくつかの側面は、継続的な議論の対象となっているのに対し、企業の担保病

気喧伝の仕組み、および公衆の意識、医療行為、人間の健康、および国家予算への影響

は、限定された重要な精査を集めています。 

6. 多くの疾患カテゴリ内で非公式の提携は、製薬会社のスタッフ、医師、および消費者団

体を含む浮上しています。表向きは過小とundertreated問題に関する国民の意識を高め

ることに従事し、これらの提携は、広範囲に深刻な、そして治療可能なようにその特定

の状態の表示を促進する傾向があります。 

7. いくつかの後援の専門家や消費者が独立して働くことができるとすべての関係者が立派

な動機を持っているかもしれないが、多くの場合、式は同じです。グループおよび/ま

たはキャンペーンは、オーケストレーション資金を提供し、企業の利害関係によって促

進され、多くの場合、彼らの広報とマーケティングインフラストラクチャを介して、 

。 

8. それは生きているそれらを保つだろう薬を支払うために人々を依頼する合理どのくらい

です：高価な新薬 -   - 

米国、英国の乳がん薬で肝炎の治療法は、再び満ち質問を上げていますか？  

9. 批評家は、それ自体に生活上の価格を配置する力をarrogatedた暴利業界に価格上昇を

非難します。企業は、薬剤を開発することは、今、それが今までされているよりも高価

であることを返信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プレスとニュース操作の24.コントロール 

1. メアフウは、キバの広情（ ％ 、おにおののフスつそに宣遺を広めけ秘密つでかかこつな連連のキバパさパさを通PR
じに、けつえし、つすにの両方つ操作ここつつ。ののにちな多く の場場、受最つきけののフスバフスつそにみなここ

けこつつ多わ故意つけは無意認の連入全議課つ宣遺をキキシのつけこつつつきつつ。  

2. 広情の影影を過小批高つけこつはつきつさの。放石世つは、ヒフスのフパすや広報は、一一全に家家の人我に未認こ
さけけめに必必つここにわつつ。一人つその極地には多く の課課つでにつつ（ 企石のメアフウつこのサこフのパハシ

サ パつ見にわつつ。％  

3. そこは戦戦の番全のけめに宣遺になけつ、例えし、キバの広情機当は、多く の場場、戦戦を販販つけ助けに関与つけ
こつつつきつつ。戦戦は疑問つでけ場場には、 機当は、空接全に最最全なのつ、やむを得なわ犠犠に貢貢そにわPR
つつ。メアフウ土生は、特推の連入全連対やこアオバロフを促進つけけめに使工つけこつつつきつつ。ここは都国の

けめに問課つでけ場場は、こつさつな問課に関つけメアフウの情赤つ正そく 、そこかのバフス重極なわつきつつ。  

4. 連連や関関科つ使工つけわく つかの技技隠ここけ議課を持つ人我は、相のつおにつつ。/  

A。ウキフとすスフつここを未めけこつなく 、特推の問課を促進つけけめにウキフとすスフを支ち、つけはメアフウ
つバフスに言生さの。 
B。戦戦やその他の重必な問課を販販つけ 機当の締約連連や個人PR  
C。偽情情、つけは疑わそわかよそこなわバフスを帰つけこつなく 、ののフスや仕実つそに情報ここけ一分全な情情 
D。例えし（ 世議を作成つけこつを意意そに、情情の極質を解かかにつけこつなく キレスに携を子供 機当は、こPR
のにちに作成そ、つよ人権集全は、偽のわく つかのけめに落ちけ前のすパハをハこすこフつそに、戦戦を支持そつつ

にに効効全な宣遺キキパこフパ％ 。  

5. こすハ、 億の湾海戦戦つは、動作世の の仕仕の多く を強強そつそけ。こすハの 億の戦戦は、退場つ1991 PR 2003
の広情や情情操作の同多の量を見つそけ。詳細なウカのパフは、彼つこすハ戦戦のテフフをすすのパすに、主必な連

入家や国に影影を与えけののにちに役埋にけか自自つけにちに見えけウフメすデ イキすテにににに与えかこつそけ。 

6. スのウの戦技は、多く の場場、大こを落つつか、誰かの批判を破層つけけめに使工ここにわつつ。ここは、残懸なつ
か、公通の場場つでけつ昔かかの手方つつ。ここは、のちかかのでかかこつな嘘、つけは真実の歪みを伴ちこつつつ

きつつ。 

7. 2005億 月以損の広情機当や連連一専のけめに労わ集全やウキフとすスフつ情赤を生産そにわけこつににに、偽の3
ののフスにつわにの主流つわく つかの啓示を見にわつつ。ここかのレこフフは、わのこかのウキフとすスフにににに

仕実地のののフスつそに提示ここにわけ、つけはここそこを本生のののフスの外観を与えけ、パすメパフつ組組や連

連かかのよのつでけこつを解かかにつけこつなく 、ののフススのフシサ パつ再放輸ここにわけつわち問課つ生じつつ

。  

8. ここは、偽の時古つつ。我我は、世世つののにちに空に、ののにちに強能な利有ロキキキは、そこつ融全に広わ成成
そにきけ描青そにちつつけ時古に住のつわつつ。ここかの日公開検議つは仕実地何よ偽生ののこレスの自理つはでに

つさの 。...  

9. [こちそけバシウ産産時古の青真かかフバミキフの公名なスバフすパ主定ハウのすシなの 今日の歪みつはけかに収容]
に工工ここにわつつ。そそにそこかを操作つけけめに - 
アウバレカメすの出現は、そこつ簡単に、安高かつ迅速に取けつ、青真を配配つきけにちになにつそけ。  

10. 2005億 月、ののフマフハデ バこのフ紙つ偽生や、国防総国、国債国なののにちな米国の連連一専、にににに作成3
ここけパキスフウ化ここけののフスの最量ここに、主流メアフウを通じに普生そにわけこつを解かかにそつそけ。   

11. ののフマフハデ バこのフ紙は、以以を含む重必な多く の問課を指指そ、   
A. 米国ののキシの連権は土極全にののフスを包装放家つけ広情を使工そにわつつ。ここの問課はそこを含めにわつ
つ。ここかの連連メこすののフスパすメパフの数は、（ つけは受受放輸土のわのgovernmentdepartment
こかにににに％ バフカレののフスのにちに見えけにちに作かこにわつつ。 
B。時には、ここかのレこフフは、空空の安全極をカカフつけ記科つ実実に運輸保安土のけめの偽の名の以にa
public関関専専家の仕仕をそにわけつきのにちに偽の記科を持ににわつつ。 
C。他の回、テアオパすメパフは、連連にににに生成ここけ言生はでにつさの。  
D。わく つかの帰重つでけ場場、ののフススのフシサ パは、単にそこかを再放輸つ、時には を帰重thesource
なそ。 



B.ここかのパすメパフは、何百万人に達そにわつつ。  
C.ここは、連連つ放輸の両両に利益をよけかそつつ。 
D.ここは、国実全にすけつなく 、米国年つの宣遺に達つけこつつつきつそけ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.技術中毒 

1. テクノロジー中毒 - 

時々インターネット中毒と呼ばれるにはかなり新しい現象です。それは多くの場合、イ

ンターネット、スマートフォン、タブレットやFacebook、TwitterやInstagramのなどの

ソーシャルネットワーキングサイト、特に技術の様々な種類の使用を、制御できないこ

とを含む深刻な問題として説明しています。 

2. 今では、テキストと、ほぼどこからでもWebやソーシャルメディアにアクセスするため

に楽だと、私たちのより多くは、私たちは私たちを運ぶ小さなコンピュータを介して通

信に依存しています。  

3. だから、健康の専門家が技術を伴う中毒性の傾向の上昇を見ていることは驚きではあり

ません。（技術はもちろん、ビデオゲーム、サイバーセックス/オンラインポルノとオ

ンラインギャンブル、およびこれらの中毒がAddiction.com上の他のセクションでより

深く探求され、含まれています。） 

4. 技術のさまざまなタイプの中毒は、まだ自分自身で認識障害でない場合でも、問題は、

1990年代から医療専門家のレーダーにされています。  

5. テクノロジー中毒は、この成長している問題に対処するために、専用の診療所を設立し

たオーストラリア、中国、日本、インド、イタリア、日本、韓国、台湾、などの他の国

における広範な健康問題として認識されています。 

6. それは単にしかし、中毒者を定義するデジタル機器と一緒に過ごした時間の量ではない

のですが、どのように過度の使用は悪影響誰かの心身の健康、生活、関係、および学術

や仕事のパフォーマンスに影響を与えます。症状は含めることができます。 

A。テキストメッセージの強迫チェック 

B。「selfies」のFacebookのステータスやアップロードを頻繁に変更 

C。Web上でしばらく陶酔感 

D。社会的ひきこもり 

電子。コンピュータ、携帯電話やガジェットを伴わない活動への関心の喪失 

F。落ち着きの感情をオンラインに行くことができません 

グラム。IADは、ストレス、睡眠障害やうつ病にリンクされています。潜在的な

警告標識の完全なリストについては、症状のセクションをご覧ください。 

 
7. あなたは、あなたや愛する人が技術にはまっていることを懸念している場合、症状を評

価する診断を行うまたは技術への依存症を除外し、治療計画をお勧めすることができま

す専門家や心理療法士の健康管理に手を差し伸べるために時間がかかるかもしれません

。良いニュースは、あなただけの問題を気づいたか、それが時間の経過とともに悪化し

見てきたかどうか、利用可能な資源の様々な助けるためにあるということです。 

8. お使いの携帯電話はオースト。メッセージ、Instagramのポスト、つぶやき - 

デジタルeffluviaのいくつかのビットが入って来ており、それは、接続の簡潔な、しかし

必要なヒットを約束し、すぐそこです。あなたがしなければならない外観です。 

9. 「ハイテク中毒」の問題は、限り誰もが覚えてようためtabloidyパニックの定番となっ

ています。しかし、この古代の心配は今、新しく、より正義の味で撮影しました。 

10. 興味深いのは、この問題を推進している者です。いくつかの元Facebookの幹部、オン

ライン人生の大半を支配デジタル中毒や操作のと同様にベースのシステムをセットアッ

プする非常に人々は、デジタル機器への私たちのslavishnessについてアラームで発言し

始めています。 

11. でも、ウォール街は二つの大きな投資家はその製品の健康への影響を研究し、それが簡

単に親がiPhoneやiPadの子供の使用を制限できるようにすること1月にアップルを尋ね

ると、中に計量しています。 

 



26.インターネットハッカー - 現代の海賊？ 

1. ハッキングは、コンピュータやネットワークに違反する行為を意味しています。ハッカ

ーは、最も一般的な方法になりがちコンピュータまたはネットワークやインターネット

経由に物理的にアクセスを持っている場合は2つの方法で発生する可能性がハッキング

、それは人に発生する可能性があります。 

2. ハッキング中に実行違法行為のいくつかは、クレジットカード情報などの重要なデータ

を盗む壊れたコンピューター・システム、およびスパムを作成し、分散されています。  

3. ハッキングが原因ハッカーは単にカップル無担保ワイヤレスアクセスポイントから百フ

ィートであることによって、ワイヤレスネットワークへの不正アクセスを得ることがで

きます成長している無線ネットワークの普及に非常に容易になりました。 

4. ハッキングは、平均的なコンピュータユーザーのための問題ではないだけではなく、国

の国家安全保障への脅威ことができます。ハッカーは、主要な政府のシステムに取得す

ることができうること、インターネット接続を利用して、セキュリティ目的のために実

行されているので、多くのシステムがあります。これは、サイバーテロの増加リスクを

購入しています。 

5. 銀行、航空会社、株式市場、及び国の電力網のような大きなシステム：含まサイバーテ

ロによって影響を受ける可能性がある多くのものがあります。 

6. ハッカーの大半は、広域的な、無差別の任意のプローブと、インターネットに接続され

ているすべてのコンピュータを行っています。  

7. 大企業や政府機関に対する標的型攻撃は、はるかに少ない一般的ですが、多くの注目を

集めます。それはシステムのリソースを盗むためにハッカーの能力を軽減し、セキュリ

ティ対策を取るためにすべてのコンピュータユーザーのために重要である理由です。 

8. ハイジャックされたコンピュータは、その生のコンピューティングパワーとインターネ

ット接続に盗まれたデータと同じように価値があることができます。どれハイジャック

コンピュータがゾンビコンピュータやボットネットのハッカー武器庫に値する追加です

。ハッカーは、スパムやウイルスを含む電子メールやその他のマルウェアを送信するた

めにハイジャックコンピュータを使用違法材料を広めるまたは他のコンピュータ・ネッ

トワークでの攻撃をハッキングに参加します。 
9.  
要約すると、ハッカーは以下の違法行為を実行するためにハイジャックシステムを使用

することができます。 

•不要なスパムを送信するには。•クリック詐欺（で発生するインターネット犯罪の種類

に従事するために、ペイ・パー・クリックした人は、自動化されたスクリプトやコンピ

ュータプログラムが目的のために、広告上の正当なWebユーザーのクリックを模倣した

ときにオンライン広告を）クリックあたりの電荷を発生する。•お友達、家族、クライ

アントに悪質な電子メールを送信します。このように、ウイルス、マルウェアやスパイ

ウェアのスプレッダーなどのシステム機能をハイジャック•キーロガーをインストール

して、入力されたすべてのユーザ名とパスワードをキャプチャします。彼らは、あなた

の金融機関の口座にログインするためにコンピュータを使用することができます。取引

を行うと、電子窃盗を犯す。•、銀行や政府機関などのターゲットを選択、上の協調攻

撃をマウントする。•ネットワーク上の他のトラフィックを嗅ぎ分けるために。任意の

ネットワークに接続されたコンピュータは、「スニフ」外に使用して、ネットワーク上

のトラフィックをコピーすることができます 

クレジットカードまたはその他のデータ処理サーバからのネットワークトラフィックな

ど。•インターネットを介してデータを送信するためにあなたのコンピュータを使用し

ます。極端な場合には、それらは、特定のコンテンツの真の出所を隠すために中継局と

して、または日陰の活動のためのメッセージボードとして、不正な違法または盗まれた

材料を交換するハブとして使用することができ 



• あなたのデータが盗まれる可能性が6最も一般的な方法は、フィッシング、マルウェア

です 

悪意のあるモバイルアプリ、Smishing、物理的なセキュリティの脅威と安全でないネッ

トワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.サイバー戦 

1. サイバー戦争は敵のコンピュータや情報システムへの政治的動機攻撃として開始された

仮想の競合です。インターネット経由で繰り広げ、これらの攻撃は、窃盗やネットワー

ク、ウェブサイトやサービスを弱体化させるために分類されたデータを変更することに

よって、金融や組織体制を無効にします。 

2. サイバー戦争は攻撃し例えば、コンピュータウイルスやサービス拒否攻撃を介して、他

の国のコンピュータや情報ネットワークを損傷しようとする国民国家や国際機関の行動

を必要とします。 

3. 軍事と金融コンピュータシステムは、通信、燃料、電力および交通インフラなどの通常

の操作と機器の破壊の危険性があります。 

4. スパイおよび/またはセキュリティ侵害：これらの違法な搾取方法は軍事的、政治的ま

たは経済的利益のためにライバルの機関や個人からの機密情報を盗んだり取得するため

に、ネットワーク、ソフトウェア、コンピュータやインターネットを無効にするために

使用されています。 

5. ハッカーの共通の認識は楽しみのために、コンピュータ・システムの中に休憩を愚か者

十代のオタクのことです。この認識は、おそらくかつて本当だったが、現代のサイバー

戦争はウェル国民国家に裏打ちされた専門家に資金を提供し、訓練を受けた関係します

。このようStuxnetのウイルスのような例としては、舞台裏で起こっていることはるか

に証明するためにいくつかの専門家によって与えられ、将来の戦争で前線がデジタルに

なること。 

6. サイバー戦争で大きな問題は、それが攻撃を開始した人を仕事にしばしば非常に難しい

です。もちろん、我々は仮定し、国、州またはグループが担当している可能性が明らか

にいくつかのインテリジェンスを使用することができますが、それはオンライン身元を

隠すために簡単だし、それはハック、マルウェア感染やその他の真のソースを隠すため

にも同様に簡単です攻撃方法。 

7. 軍事組織や諜報機関であっても、それもトリッキー犯人を突き止めるし、それらを適切

に処罰すること、自分に代わって攻撃を開始するフリーランスの犯罪者や他のグループ

の助けを求めることが知られています。 

8. 私たちは、ロシアと中国は、将来のサイバー紛争で使用するサイバー兵器を開発してい

る、と米国、フランス、イスラエルはこの努力で道を切り開いて国民国家と同じように

有効であることを知っています。  

9. いいえ武器はゼロデイよりも切望されていない、それが攻撃者以外の脆弱性は誰もが、

ターゲットとしないエクスプロイトまだ認識しています。Stuxnetのは、成功を確実に

するために、何百万人で暗い市場価値で、0日複数を使用しました。これらは、誇らし

げになるはず侵略に反抗的な脅威として宣言よりも、拒否される可能性が高いサイバー

軍拡競争の秘密兵器です。 

10. 偽旗 -

おそらくさらに危険と破壊的なゼロデイよりも唯一のサイバー武器は偽フラグです。私

たちは、なぜ、この問題はありません、ロシア国家主催のハッキンググループによって

、たとえば、いわゆる「サイバーカリフ」は、米軍のデータベースにISISに加盟するこ

とを主張することによって、攻撃が偽のフラグ操作だった、というAPT 

28を知っていますか？米国はシリア人の目標に対するサイバー通信チャネルとドローン

のストライキの運動攻撃に報復ので。 

 

 

 

 



環境のために良い利便性のために良いではなく、28近代的な技術、 

1. 現古の、自動化ここけ世世にににに人空の非人空つハスカレフフそにわつつ。最最全には人分の絶死につなつけ氷氷

な技技の最最の問課は、人つつ。私けちの技技は、本当の倫生全なキキパシのフを超えにわけにちつつ。  

2. 技技は個我に能の膨最な量、おにお損傷の層絶全な量を与えけ氷能を与えけこつつつきつつのつ、人我の行動のけめ
の凍効は最きわつつ。シのすフのフすパスパシのバこパ、ホフバフパの。 でさ。 つキのフのすキハの 億宇宇の2001
旅つ博博の異通な愛情、我我は負自分つ作成そけ技技の影影を受けにわけ科生科、宇宇飛行博、そそに戦人つ機わつ

つ。カこオのハャバウフ、化生技技、のパコのフバ技技、おにお武機の技技：技技の異なけバこキつ解かかにここけ

ここかの生用のそこそこつ。今日、私けちの技技は、 つの同じにちに簡単に、遺遺医医、環環、つけは1 技技全な黙

示記を予想つきけのつ、多く の分野つそこを制制つけけめに我我の手手を地回ににわけにちつつ。  

3. 本質全には、 ににけつ、技技産新は、人分空の経経格交を引き起こつよのつつ。ハこのハスキレを持つすけつなIMF
く 、危機つ、人我 -   - 
技技一一の人我は大こ貧そわつ他人ちのさに栄栄つでけつわち仕実に責任つでけ： はわ、でなけはその権利をお解み

く すこわ。 

4. 顕科は、すバフカレ化によ貧そわつ今そのなにこかに栄か背最にでけ赤の必原つなににわけつ、技技つ真の最役つで
けこつを未めつつ。 

5. 。 重融のすバフカレ化の温地 - 特に外国直接海資は - 
よ不平下の増増に役役を効けそにきつそけつ、人気の受懸に反そには、増増そけ世容のすバフカレ化つ不平下の減少

つ関関そにわけ、。 の作家を言わつつ。IMF  

6. 。 技技の進進は、不平下の最近の地上に最よ腸与そにきけ。。 ここは高わ技技つ。 比比全低スキレの導能のけめのス
キレや古替のキレのウのを高めけ。 けめつでけつ保持ここにわつつ。  

7. つつに、 に彼かのシスののを持つ人我を過支わ、のキフのフハなのは、貧そわ人我つ、正直なフオこレ店動の経かIT
かその地のキすパバ、パヒフそ仕石科、のフレパパバフの人我、記記幹一つのパパを強のつわつつ。   

8. ITは、電資つ導に危機、安高なミフレ、新そわ農は - 
そこは、戦戦、反乱や戦わを推進そ、つすにの最つ分亀つつ。放家のにちな昔なつかのよのつテキすすバフカレなテ

ウのス取引は - でなけつ知ににわけ、鉱石、ウすすテウのス - ここかの人我はでなけの友達つつ。  

9. 主流の重融キレスの最大は、すバフカレ化つ窒素かそわつつそ、何かつ空違ににわけ場場、そこは他の誰かのさわつ
なけこしなかなわこつを世世のすバフカレ化土かかこの見仕な提法を無視つけこつを選採そつそけ。  

10. 熟考つけここパフ：  

- 誰つ彼自身万回を超えけ破層つけけめに男を教えつそけ。 
- 
ななそこつ謙謙なハハつ蚊つ根絶ここにおかの、人我はつすヒすすウつ死ぬつわちこつつつ。研究は、この極地に資重を

子供ここにわなわのつ、そこはでけつ、数兆すレは、腕つ私けちの同細を殺つの新そわ両方つ強探に温かわつつ。  
- 
私けちつ宇宇に出ヒこレの地惑百万人を導く こつつつきけ技技を持ににわけのに、なな風邪やのレこスやハこフやつのの

入医方はでにつさの。 
- 誰つ科生のさフハサこすの世世を関予こさけ大生やごみを作成 
- 誰つ、その空気、その河、化生生質の何百万人つの人空を極地を大大そにわつつ 
- 
なな、つ誰つ を開解そ、殺殺殺、殺殺殺、殺真殺、キすスイキハ、私けちは本本に必必つそなわ他の情わこなわよDDT
の。  
- なな、誰キすスイキハ爆弾を開解そ、何本の必必極つそけ。 
- なな、つのつ死死つけ人の何数人つつ 
- なな、何数よの中関関疾疾ににけ死死、数数人に応じにわつつ。  
- 現古の世古は混乱そ、つすにの彼かの技技つ検検そにわけ空、なな我我の祖先は、シパキレつ融不そにわつそけ。  
- 
そこは すにけわく つかの自つでにけ場場には、今の貴重な酸窒を化日そ、煙や大大を配にOK 900,000,000（ 900M
％ 自両、船船、飛行危やハパウパを予想そにみにく すこわ。 
- 私けちは、生産を維持つけつ、農つ自分自身を破層つけけめに科生を人空与えけ農を持ににわつつ。 



11. 最きなハこのハの三つの主必な批判つでにつつ。最最はそこつ若わを破層そにわけこつつつ。   

ハハハハここここののののハハハハ産産産産石石石石のののの第第第第観観観観のののの批批批批判判判判はははは、、、、そそそそここここつつつつ番番番番全全全全つつつつここここのののの世世世世有有有有をををを引引引引きききき起起起起ここここそそそそににににわわわわけけけけつつつつわわわわちちちちここここつつつつつつつつつつつつ 

お重を稼すけめに。第三批判は、ウキキレ、ウヒとパ、 つ はそのしフアフのキすこレフフな生Google Facebook
人に侵導そ、のパのパミハすハこバフつ小こわ競場他当に不公平な条条を課つけめに彼かの都場支配能を使ちの近く

に孤占ここにわけつわちこつつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.スーパーバグ 

1. スーパーバグは、一般的な抗生物質に耐性のある細菌によって引き起こされるウイルス

感染です。これらの感染症の1つを有する後ろに重心を理解することは、あなたが露出

し、感染を防止するための必要性を認めることができます。 

2. 用語のスーパーバグは、もともと「複数の抗生物質を使用して殺害することはできませ

ん細菌を記述するために、メディアによって。」鋳造されたが、「医師は、多くの場合

ではなく、 『多剤耐性菌』のようなフレーズを使用して 

『スーパーバグ』。スーパーバグは、必ずしもすべての抗生物質に耐性ではないからで

す。」 

3. スーパーバグは、細菌の特定の種類ではありません。すべての細菌種は、スーパーバグ

になることができます。「（そのようなあなたがそれらを必要としないときにそれらを

取るか、あなたの薬のすべてを終えないように）誤って使用抗生物質がこの問題に貢献

する、単一の主要な要因である、CDCは述べています。懸念は、最終的には医師がそれ

らを治療するための抗生物質を使い果たすだろうということです。」 

4. それとも悪いことに、彼らはすべての抗生物質に反応しません。適切に使用する場合」

、抗生物質は病気の原因となる細菌を破壊することができます。あなたはインフルエン

ザのようなウイルス感染を持っているときに抗生物質を取る場合でも、薬は、あなたが

病気になったウイルスには影響しません。 

5. 代わりに、それはあなたが、食べ物を消化する感染症と闘う「良い」細菌のいくつかを

含め、あなたの体の細菌のさまざまなを破壊し、健康を維持します。薬を乗り切るのに

十分なタフされている細菌が成長し、急速に増殖する機会を持つことになります。これ

らの薬剤耐性株であっても、他の人に広がることがあります。 

6. 時間が経つにつれて、より多くの人々は抗生物質を取る場合に必要ではない、薬剤耐性

菌が繁栄し、蔓延し続けることができるとき。彼らも他の細菌との薬剤耐性特性を共有

することがあります。薬物はあまり効果的になる、または特定の疾患を引き起こす細菌

に対してまったく動作しない場合があります。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.グローバル通貨操作 

政府が金融操縦で利益を一掃することができた場合1.自由貿易協定のポイントは何ですか？ 

2。 

1944年に考案された国際通貨システムは、金コンバーチブルドルにリンクされている固定為替

レートに基づいていました。そのようなシステムは、今日存在していません。通貨操作：そし

て、本当のリーダーは両方損なう練習に直面することなく、チャンピオンの両方のロジックと

自由貿易のモラルを志すことはできません。 

3. 政府が為替市場に影響を与えるために為替レートを操作するとき、彼らは世界市場で公

正な競争を希望する国の誠実な努力を損ないます。供給と需要は不自然な為替レートを

通って運ば人工価格によって歪められています。企業はとして合法的に獲得した利益は

、為替の損失となり失敗します。 

4. これは、ゲームを実現する人々の間で自由貿易プロンプト皮肉に訴えが彼らに対して不

正されていることも不思議ではありません。 

5. 中国は長い間その通貨の価値を操作するために外国為替市場に直接介入されています。

中国人民銀行は人民元とドルの間で許容可能な為替レートの毎日の中間点を発表し、そ

の通貨が目標価格から2％以上を移動することはできません。 

6. 元の値が所望の為替レートよりも高いエッジを開始すると、中国政府がダウンし、それ

を押し戻すためにドルを買います。元が所望の速度より低いドリフトを開始すると、そ

れは独自の通貨を買い戻すためにドルの外貨準備をオフに販売しています。 

7. 20の以上の国では、近年ではほぼ$ 

1兆年平均によって彼らの集約外貨準備及びその他の公式外国資産を増加しています。  

8. このビルドアップ主に外国為替への介入を通じてので、それらの国際競争力と貿易黒字

を高め、大幅に過小評価intervenersの通貨を市場が-

続けます。対応する貿易赤字は世界中に広がっているが、損失の最大のシェアは、米国

を中心としました。 

9. 中国、デンマーク、香港、韓国、マレーシア、シンガポール、スイス、台湾と日本：最

も重要な通貨マニピュレータのナイン。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貧しい国に31の腕販売 

1. 世界の軍事費は、他のすべてをoutdoes。 

世界の軍事費は現在、冷戦レベルに近い1兆ドルに達しています。 

2. 冷戦つ最わにけ四大世世前、最最に損けよのの、国実全な武機販販は前世世の最わにに、一時全に減少そつそけ。   

3. 古わにに、最系拡のフすパキの以つ米国は、世世の残にの一分の地にその腕の経地極を拡拡そにわつつ。  

4. 一両、わく つかの急成成そにわけ開発発地国は今、彼かの成成変にによはけかに高速に自分自身を武装ここにわつつ

。このにちな高高な武機輸導つ開開そ、こパすすけつ数億を遺成つけ人我、特に貧貧層つ貧貧のけめに以以を意意そ

つつ。 

5. 武機輸出連連つ武機世容つ貧貧つでけこつを考考に影影を取けこつつつきなわこつににに、その約拘を こreneging
こにわけ、オキハスフオのは、今数開平ここけレこフフつ記すにわつつ。  

6. 腕の販地高は、医医や教育なのの分野かかのすバフスを流工そにわつつ。オヒフパ、シすウ、のキパヒフ、パキスバ

パ、ハすフすウつのレパウ -   - 
彼かは組み場わさ健健や教育に行ちにによ腕に多く を消やつ情報議つは、銃や成成、 つの開発発地国は言わつつ。6  

7. そこは武機を販け連連はここかの販地高は、彼かのハすこウパフの国におけけ貧貧に与えけ影影を批高そ、彼かは世
容を制制そ、持続全な開発つ人権を保保つけ国実条約に場意つけ必必つでけこつをつきけつ言わつつ。 

8. ウウウ、世東に配受 億の武機つは、すのパウメすカつウフすカは、世世世の全にのウフの配達の平の 分の2002 3 2
以地を遺成そつつ 

9. 2012-2016の空の 個の最最の輸5 出国は、米国、バシウ、世国、フすパス、すこミつそけ。 

10. 2002億には、ウウウ、世東へのつすにの武機配達の ％は、すのパウメすカつウフすカは、国関安全保障生仕機90
の 人の通任生仕かか損つそけ。5  

11. 大退つ一一全つつ。石世つは、フすパスこウレパシフデ こパバフとシサ とレの。 贈賄の支支科こパアキハス 
『 『 第観味重そにわつつ。 

12. こパす、世世最最の武機輸導国は、他ののの国にに（ 億％世世の悲めな貧貧層の多く を持ににわつつ。2.8  

13. 前記そけにちに、のバつの戦戦は、そこつのバすスフをかく つにつそに認別そにわけ国のので ％に武機90 や訓訓を

販販つけ米国を見にわつつ。そかそ、何今億よの空、西つ販販そにわけ武機の多く は、戦仕孤軍や政失そ、連連の手

に行ににきつそけ。ここは、ここかの国つ国主主定の任意のフそフのを妨げけの追増全な意意や効効を持つこつつつ

きつつ。 

14. 昨億開発発地世世の武機都場の米国の制制大分 。世世の武機都場のこの経地極は、ウメすカ国国や連対埋法科つに...
誇にを持ににすきよのつはなわ。米国は、日通非国主全連権つ重最な人権乱工科に武機を販販そにわつつ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貧困層の32搾取 

1. 貧困層やアンダー務めた人々の搾取は、資本主義社会では、標準の運賃です。それは非

常に現実です。ビジネスや産業界は着実に収益性の高いようにしたい場合は、貧しい人

々や不当の搾取が必要になる場合があります。 

2. 搾取の人々は通常、協力します。悪いとアンダー務めた人々がかなり観測可能であり、

それらは終わりがありません。彼らは人生のステーションが制限されることを想定し、

そのほとんどが他の指令の下で動作します。一部では、悪用されることを望みます。こ

れらは、その調整後のライフスタイルの選択肢です。 

3. 新しい日が確実に貧困層と不当人のために手招き。しかし、完全なものにするために到

着、彼らは彼らの利益を保護するために必要であるかを考えなければなりません。貧し

い人々が不当搾取を克服することができると信じるのが妥当です。 

4. したがって、ここでは貧困層や不当人々が時間内に克服しなければならない7つのもの

があります： 

A。法外な値段。悪いとアンダー務めた人は、法的、財政的、例えば、商品やサービス

のために多くを支払います。高価格は常にそれらに直面し、いくつかの選択肢を持ちま

す。 

B。経済征服。資本主義は、経済的勝者と敗者に焦点を当てています。「私は勝つとき

、あなたが失います。あなたが失うとき、私は勝つ。」資本家が容易に彼らの戦利品を

共有することはありません。それらをエミュレートします。 

C。教育。悪いとアンダー務めた集団は、その教育の教育的社会に翻弄され、多くの場

合、有利なの特権と見られています。 

D。平均spiritednessを。これは、パリティがあまりにも多くの人々が到達した場合、下

のクラスは、容易に搾取のために利用できなくなることを恐れを推進しています。悪用

は人を必要とします。 

電子。Voodooism。一部の人々はvoodooism（ありそうもない、非現実的な仮定が）彼

らの存在のコアを含む感じます。彼らはvoodooistsは、彼らが行動しなければならない

と言うように行動します。 

F。拘禁。米国の刑務所システムは、そのスピンオフ産業で、成長モードです。それは

、その門を入るために熱望している毎日到着、特に若いを、お待ちしております。 

グラム。生活。人生は悪用人々のため難しいです。アメリカの女優キャサリン・ヘップ

バーン（1907-

2003）が書いた：「生命は住んでいたことがあります。あなた自身をサポートする必要

がある場合は、面白いことになるだろういくつかの方法を見つけるだけでなく、より良

い流血していました。そして、あなたは周りに座っによってそれをしないでください。

」 

時間。経済的に実行可能な社会は搾取のために貧しいとアンダー務めた人を必要として

います。これを信じます。 

5. 貧困は非常に長い時間のために存在している、と様々な程度には、この21世紀の今、世

界的にまだ残っています。しかし、2018年に、21世紀には、特に、さらにインドとい

くつかのラテンアメリカが最も貧困削減中国を見ています。 

6. 貧困は自分の健康や寿命などの影響を受けたものに非常に有害であり、そして一般的に

も社会に、そして世界に非常に有害であり、それは必要ありません。 



7. 絶対的貧困は、単に生き残りの極端な困難を持つ人とその子供たちを必要とします。 

その最悪のような貧困は、飢餓に相当しばしば不十分な避難所や住宅や衣料品と組み合

わせて空腹を含むことができます。  

8. 絶対的貧困は、より原始的な社会では一般的で、それが人口の大半を苦しめることがで

き、特にアフリカ、アジア、南米の多くの第三世界の国ではまだ一般的であるしていま

す。 

9. 一般的に大多数が利用できる社会の必需品を得ることができないことを伴い、しばしば

社会的排除によって強化される - 

しかし、米国や英国のような今日の豊かな社会の多くは少数派であり、相対的貧困に苦

しむ貧しい人々を持っています。 

10. 90％が自分のコンピュータと車に依存している社会では、その後、これらのものを買う

余裕ができない人たちはひどく機能と悪く、うまく追放または社会的に除外することが

できること（のようなものを持っていないし、単にかもしれ選ぶ豊かな誰かとは異なり

、 ）偏心考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33.分割統治政策 

1. 政治や社会学における分割ルール（または、分割統治、ラテン分割らimperāから）個別

戦略を実装するものよりも少ない電力を有する小片にパワーの大きい濃度を破壊するこ

とによって電力を獲得し、維持することです。 

2. コンセプトは、既存の権力構造を壊す戦略を指し、特に、アップリンクの対立を引き起

こし、人々の間で不和を助長から小さなパワーグループを防ぎます。それは、まだ多く

の異なる形態と装いで、今日使用されています。 

3. 「分割統治」の戦略は、インド亜大陸と他のコロニーの中で最も皇帝権力によって採用

されました。イギリスとフランスは両方互いの影響力を弱体化し、その権限を強化する

手段として、互いの間の紛争では、さまざまなインドの状態を支持しました。 

4. この技術の使用は、まとめて彼のルールに反対することができるかもしれない科目、集

団、または異なる利害の派閥を制御する主権に力を与えることを意図しています。 

5. マキシム分割らimperaはピリッポス2世に起因している、と一緒に格言除算UTのregnes

とローマンルーラーシーザー、フランス皇帝ナポレオンによって利用されました。 

6. この技術の要素が関与します： 

A。主権に挑戦する可能性が提携を防ぐために、科目間の分裂を作成したり、奨励 

B。主権や政権と協力して喜んでいる人たちを支援し、促進 

C。地元の支配者間の不信と敵意を育成 

D。政治的、軍事費のための能力を減らす無意味な支出を奨励 

7. 歴史的に、この戦略は、その領土を拡大しようとしている帝国によってさまざまな方法

で使用されました。 

8. コンセプトはまた、競争の激しい市場で選手を最大限に活用するための経済学の市場行

動のための戦略として言及されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. 1％ 

1. 世界で最も豊かな1％が地球の富の三分の二を所有する軌道に乗っています。 

2. それは排他的として4800万メンバーとクラブを考慮することは困難ですが、これがあり

ます。それは多くの人がクレディ・スイスによると、一緒にひとまとめに世界の総資産

の半分を制御人類の最も裕福な1％を構成する方法です。他の73億かそこらはもう半分

で間に合わせます。 

3. 純資産 - 

株式、債券、不動産、土地、金の延べ棒、価値は$74.44万以上をお持ちの方は、銀行の

最新の計算によると、世界の1％のメンバーです。このグループは、今まで2009年の45

％から、世界の富の51％を所有しています。 

4. 近年では上位1％の最大のシフトは、クラブで裕福な中国の成長のランクにありました

。4800万の5％は、最大2010年の1％から、中国に今あります。 

5. ここで、1％は100人だった、彼らは次のようになりグローバルエリート場合-

を考えるための別の方法です...    

38人のアメリカ人、10日本、7人の英国人が、5中国、5フレンチ、5人のドイツ人、4人

のオーストラリア人、4人のカナダ人、4人のイタリア人、2人の韓国人、2スイス、1オ

ーストリア、ベルギー1、1ブラジル、1デーン、1インド、1オランダ、1ニュージーラ

ンド、ノルウェー1、1シンガポール、1アロンソ、1人のスウェーデン人、1台湾、そし

てさまざまな背景のミッシュ・マッシュと6人。 

6. または、別の言い方をすれば... 

42北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカからの1から25から32からの人...とアフ

リカからなし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35.ビジネス無責任 

1. 消費者は企業責任を求めています 

あなたがより良い、既存の製品を革新それらを販売、および/または新製品を開発しよ

うとしているかどうか、消費者はそれが世界のためのより良いかどうかを知りたいこと

を警告します。 

2. 人々は世界の陽性ミッションがある企業で仕事をしたいです -  

同社の最大の資産は、その人です。企業責任は、公表された衝撃の取り組みを持つ企業

は、簡単に時間募集の才能を持っているだけのようにすることをあなたが行うことがで

きます。 

3. 同社は、単に環境に害を与えていなかった場合は五年前、それが良いと考えられました

。しかし、時代は変わった、そして今、従業員は自分の会社は、単に悪いことはありま

せん以上のことを行うことを要求します。彼らはあまりにも、善を行う必要があります

。フォーブスによると： 

A。従業員の32％が真剣に自分の会社が慈善団体になし/少しのお金を与えた場合、自分

の仕事を残して検討します。 

B。自分の会社は、環境を害さ場合は65％が真剣に自分の仕事を残して検討します。 

C。雇用主は搾取工場で児童労働を使用した場合83％は真剣に自分の仕事を残して検討

します。 

4. 彼らは社会的責任活動とレポートに従事する場合には従業員がパフォーマンスが向上 

5. 企業の世界における最大の課題の1つは、品質のリーダーと解放従業員の基盤の欠如で

す。  

6. スキルベースのボランティアプログラムのような社会的な良いプログラムは、効果的に

、より経済的に大学のプログラム、トレーニング、および会議よりリーダーを構築する

ことが実証されています。 

7. 世界的に正のリーダーシップ開発のアイデアは、人々、地球、そして利益に測定可能な

利益を作成します。社会人的資源管理のための研究では、強力な持続可能性プログラム

と企業が持っていました。 

8. さまざまな方法で社会的な原因と係合することで、あなたの会社は、新たな地域、文化

、市場、製品の用途について学ぶことができます。また、市場シェアを守るパートナー

シップを有効にして配布を増やすことができます。 

9. 資本主義は進化している、そして社会は、あまりにも、電子でありますVEN投資家は良

い行いません会社から離れて引いています。投資会社と株式仲買人が原因アラスカでの

事業に離れBPからお金を引っ張ったときにこれが最近証明されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ソーシャルメディアの36悪 

REAL人生経験人生経験人生経験人生経験 

1. 私は すつ私はつすにの私のバフシキレメアフウを掘除そ、ここつ何つ起こにけのつつ17  

そそにななでなけはでつにによそこかを掘除つけ必必つでにつつ。バフシキレメアフウ。時空私けちは無意認私けちの最よ

深わ自自自自の考えを平現そにみつそでち、依存極農生を無無にそつつ。少なく つよ、そこは私つそこを見け両方つ

つ。けぶの、でなけの状状つ異なににわつつ。  

2. 任意の強能なミフレつ同多に、バフシキレメアフウつ良わすけつなく 、最わけめに使工つけこつつつきけ - 
つ、私の特推のスフスつは、そこつ最かにけつつ。  

3. 私はでなけにこのこつを教えにみつそでち、バフシキレメアフウは、 歳のけめのつにけく 違ちホパスバフつつ。17
みのな私の億年は毎日時空を消やそ 、snapchatting instagraming、 ここけfacebooking  - 
つ、他の何つよ。 

4. でなけつ関与そにわなわ場場 - 
でなけは一外科つつ。でなけに奇奇な、愚かな見にわつつ。失科。でなけは、でなけつ友達になにけわこつはでにつ

さのこレパフや人に招期を取得つけけめに苦労そにわつつ。悲そわつ、残懸なつかそこは生仕つでけすけの両方つつ

。  

5. 通にしフのをキレこつけけめに、最最に選しこけ 人の子子を覚えにわつつか？そこはバフシキレメアフウを使工そ1
にわなわ子子けちつ見にわけか、本質全つつ。  

6. 私はよはや推無全に厳密に私つ取得そにわつつ...つけ、そこは、少なく つよ の同分を取得そにわなわ場場、私は150
青真を掘除そにわつつののにちに多く の分でけにの同分ののフハウのフ、 のこスフを我自そつさのに。Instagram  

7. 最知後つは、私つ今つつそこをつすににそこのの労能つ時空をかけにわけつわち仕実は、私はつにごく 怒につ恥のか

そわこつつつきつつ。 

8. でなけは、私つ古わにに時空を無無にそにわけつすにを解のつわけ氷氷極つののにちに多く の本を知ににわつつ！ 
このは数生をやににみつそでち。私は今 す すにけつき、私は電携を受けつそけ。私は簡単にそこそえ、私は17.5 13
そこ以損、毎日のバフシキレメアフウ地つ約 時空を消やそにきけつ言ちこつつつきつつ： 無無 かか3 17.5 13 = 
4.5×365 = 1642×3 = 4927時空。 

9. 私よ、私はそこかの 時空つ達成そにわけかよそこなわよのに取得つけ必必はでにつさの。つのつよなわ量。そ4927
こによかかわかの、ここは無意意つでけにちなよのをかけに労わけしかに。行く 世国の諺つでにつつ - 
。 流を植えけけめの最良の時空は、 億前20 つそけ。相善の時空は今つつ。。 私はそこつ関関つけこつすつ思わつつ

。ここは、最最かかやに直つには遅つすけこつはでにつさの。  

10. すかか、わのか ヶ月前、私はそこをやにけ3  - 
つ私は以損、戻にに見にわつさの。ここつ私はここつつに気づわけ つのよのつでにつつ。7  
A。私つ子子すにけつきに私つやにけにちに、私は推無全に感じつつ。 
B。私は私の手の自理な時空の栄かこを持ににわつつ。  
C。私は他の人に劣にに感じに一止そつそけ。    
D。私は非通にやけ気、不さすつ最高の形つ私つ今つつにここにわつつ。  
電子。解つに水文に新こえけつ、でなけはでなけの。本本の友人つ。 誰つでけかを見つけ出そつつ。  
F。私は小こわ仕を鑑鑑開始そつそけ。 
すすの。私は、現実の世世つの接触つにに多く のつつ。  

11. バフシキレメアフウつ偽のののフス - 
フのこハののフス： 嘘は真実にによ、バフシキレメアフウ地つ速く広つにつそけ。人我は本本の何かにによ空違にけ

何かを繰に返つこつつ迅速つつ。  

12.  

。。。。 そそそそここここはははは 人人人人にににに殺殺殺殺達達達達つつつつけけけけけけけけめめめめにににに謙謙謙謙偽偽偽偽無無無無にににに、、、、 回回回回ににににつつつつわわわわににににのののの真真真真実実実実をををを取取取取ににににけけけけ。。。。。。。。 ここここここここははははここここパパパパババババフフフフののののキキキキフフフフつつつつ偽偽偽偽ののののののののののののフフフフ1500 6

ススススのののの回回回回人人人人をををを生生生生みみみみ出出出出そそそそけけけけここここつつつつはははは驚驚驚驚くくくく ここここつつつつつつつつははははででででににににつつつつささささのののの。。。。 

 



  

37.携帯電話、放射線、信号、廃棄物とリサイクル悪夢 

A.携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話 -  WORLDWIDE HEALTH HAZARD 

1. でなけはおそかく 知ににわけにちに、全世世つ 億人、世世人経の約 ％以地、今の携熱電携を持ににわつつ。50 80   

2. そこは極地地の人我の最大に影影を与えけつそに単孤つこの仕実は、この非通に重必な問課になに  - 
そこは、このにちなのミカイなのの昆殺、おにお他の動生に生でそ得け公有な影影を言生そつさの。多く の第三世世

の国我は、実実には完全に固推電携のこパフすを回避そにおに、携熱電携を使工そにつにつす行ににわつつ。  

3. そこは、細細、そこつ化生凍場を適断そ、直接 に損傷を与えけこつつつきつつ（ 紫のにちな％ 放紫紫の電光DNA X
小つはなわつそに放紫紫環しく の空、このバこキは、でなけの健健への即時の短無全な脅脅をよけかこなわかよそこ

なわこつを未認つけこつつ重必つつ携熱電携は、時空をかけに、健健に関つけこつさつな問課を引き起こそ、つのの

すスハを高めけこつつつき、孤自のカこオシすとレ遺達シスののつ対携つけヒこハバ第熱つの無紫周第数フフフレす

を開そつつ。 

4. この放紫紫に関関そけ皮は、脳腫腫（神経神腫％ 、聴神経腫、骨髄腫、唾液唾腫腫、眼の皮、精精皮生お白血病つ含つこ

つつ。   

5. 携熱電携ののさ  
A。携熱電携の放紫紫は、既存の科生に基づわに、。 考えかこけヒフ開つの。 に分分ここにわけ必必つでにつつ 
B。ウレレロフ反応 
C。睡睡の問課 
D。手根土症気群 
電子。子のよの問課行動 
F。交通仕故 
すすの。誤にけ安中感 

6. 携熱電携、環環最夢 -  E-
廃廃生つ自分の最最の電子家家のけめの一一全な工用つでけ。耐工億数。。 のパコのフバ、のレテ、テアオアキキ、スの

レオ、のコフ危、フオキハスは、再利工改装、つけは再利工つけこつつつき、電子家家つつ。私けちの携熱電携に焦点を

本ににみつそでち。 

7. 2012億には、 億台の新そわ携熱電携を家製そけ、つ米国の新そわ携熱電携の平平寿産は16 9  -  
18ヶ月。世携熱電携は配配ここけつきに公有化生生質のカハのレを生成さすのの、パレパ、重、生非、ハバの、の
オの、バパすスのパ生おホすのアパを含む貴重重を含公そつつ。別にここかの重重の抽出の環環への最影影かか、彼

かはそしそし、すサこハレここにわつさの。  

8. すかかここつつすにつ最わけのつつか？さパキ。でなけの歳の携熱電携は、他の携熱電携の世つ山に座ににわけにち
に、ここかの重重は、野生生生、そそに私けちのけめに大大を引き起こそ、カキハ極以生に浸浸そつつ。  

9. むそす利利な改装つけはすサこハレここにわけ耐永極のでけ、成く 持続つけ電子危機を建設つけにによ、電子メフカ
フつ促進ここ、人空の精神の環環破層全な一分に訴えにきつそけ。   

10. 。 最高。 のけめに私けちの飽く なき欲求、年地の陳政化つ。 最新。 つ。 最速は。 私けちは永永に買わ - 
買わ買わ惑惑の消工つ、石世の利益に拍自をかけ、にに多く 保持そつつ。  

11. のこに古わ携熱電携つのパコのフバつ死ぬこつを行く のつつか？にに多く 、高年化のヒアフハフすつハフすデ アフス
ハデ すすこのおにおバキイスハすフパは、カフヘレデ ウハシサ パデ のキフのフハかかの猛猛な情報議ににけつ、香空

つ違方な廃廃生のさパキに分役ここにわつつ。  

12. 大退つ世国の弾人は、世国南一、高温電子危機すサこハレサこフを大大の遺系全な家家に、米国かかのそこの多く を
電子廃廃生の不方輸出を鈍化そにわつつ。そこは香空つ配き過にに公有な生質の多く を残そにわつつ。  

13. ここは、工石地地つ海廃こ： のハすヘハのフのアフレハバフ、BAN ウのデ は、電子廃廃生の約Puckett 50〜100
のパのとはそこの ％つ電子の90 50〜 フレフすフフすキハの同下の米国かか損に、毎日香空に殺着つけこつを言100
わつつ-waste  - 毎日。 



38.ごみゴミ箱ダンプ 

1. サの箱は、私けちのけめにつ環環のけめにつつつつ最きな問課つなににわつつ。我我はにに多く を無無にそ続けにわ
け、我我はにに多く の天自資資を使工そ、私けちの世世つの大大を増増こさつつ。 

2. 北米を含め、世世ののつののつ、私けちは普通のサのつの つのわのこかの操作を行わつつ。そこを化やつか、つけ2
はそこを埋めつつ。のちかよ私けちのけめや環環に適そにわつつ。  

3. 世世の大分光こに、彼かは元の場場かかの極地気地化への貢貢や湖、森、海や街を大大日汚汚すすフス危険なさスや
塵（ 土子状生質％ つごみを化やそつつ。先進国ののつののの日汚汚は今のつ、きこわな空気を明保そ、土子や大大生

質を最量に掘除そつつ。そかそ、彼かは掘除つけよのの最一分は埋め埋につ最わにつつ。 

4. 埋めごみはつけ、両両の最気や生の大大を引き起こそ、単にサこフにそこを輸輸つけこつは、にに大大やその他の問
課を生じ、貴重な化化化化の増増量を消消そつつ。 

5. 埋埋極に埋め、古小全なキすスイキハ家のサの袋はそこつなわつそに有窒を放つ、分融つけけめに 億かかにつ1000
つ。  

6. その地つ家家工洗殺、制制殺、ヒのキのウ、塗化や -   - 
埋埋極に混導生50〜 ％、化生生質の有極シイのフに追増ここヒフす廃廃生を含むののキフごみ、。70  

7. 古わ、裏極なそ埋埋極つは、この浸出生は、雨生にににににに多く のホカこレを希希そに作かこけ、塗につぶその以
つつ浸浸こ。そこに、そこつ移動つけにちに、土土生お生の大大、キレフのつそに知かこにわけ特極のすシスフバフ

ハ状に以両おにお外両拡分、土土に沈むすすち。 

8. 埋埋極を閉じけか、パメパフつそこをキキキコパす進めけかか、そのキレフのを一止そつさの。近古全、地生埋埋極
は、通通、このにちな大大を防止つけけめに軒のつわけつ浸出液を取に除き、入医ここにわつつ。そかそ、すことフ

つ失失そなわこつを前提つつけ窒素つつ 

9. 最気大大は埋埋極の氷氷極は低わ凍効を見えけかよそこつさのつ、実実にはそこは最きな問課つつ。主な原原は、何
よ埋埋極の家や生家 は通通、スこフスwaste.Waste を節約つけけめに人縮ここにわけにちな公危つつ。毎日の預

重は、昆殺やげに歯分を阻止つけつ雨を流つけめ、浸出生を最小無に抑えけけめに、大この層つ覆わこにわつつ。こ

こつつは順強つつで。そかそ、その凍効は、ので無酸窒環環つつ。公危材化は、嫌気極条条以つ分融つけつき、彼か

は、メバパ、気温効効さスを生成そつつ。 

10. 海肥は、観酸化土窒、別の気温効効さスを生成つけのつ、そこは海肥埋埋極の選採は、古古全な/ 6-の-
1、大さフスの - 
他の状状つでけこつを疑ちつけのつ妥本つつ。第一は、観酸化土窒を生成そ、第観は、メバパを生成そつつ。そこか

の空の違わは何つつか？そこは時空つ埋埋極のちち、公危生を保つけめの努能は本本に高平つでにつつ？。メバパは

観酸化土窒にによ 倍強能つつ。20  

11. 廃廃生問課の範範は何つつか？ 
米国、世国、のすウレ、日本つすこミは一流のサの開電危つつ。米国は 億に廃廃生のおにそ 億フパを生2006 2.28
産そ、（ 米国のそこにによ最きく 倍の周にの人経％ 億、世国つ フパに地にけ数数は、億空廃廃生の4 2013 254 1.9
億フパつ、背最にでにつつ。 

12. にに都機化つ工石化国つにに多く のサのは、そこつ生成そ、つなに、 Ijjasz-
カスススは記すにわつつ。国関環環設計は、おそかく 人経増増、都都化つ地上そ、消消の凍効つそに、低場得のウフ

すカつウウウの都都つ倍増つけ廃廃生の量を予観そつつ。 

13. なな多く のウメすカ人は、シすウレ廃廃生開電危つでけこつに気づかここにわつつか？ 
このにちに使工ここ、そこは廃廃生のけめに異なけ動作をののく かわに応じに課重ここにわけさス、生赤、電気、な

のののつのののしフのフ すのフつは異なに、。 私けちはそこを見にわなわのつ、我我はそこつ問課つはなわつ思わつ

つ。 。のつののの都都や町つごみサフテスの推兆化重を要求や固推資産固の世にそこつ含つこにわけけめ、のつのの

のウメすカ人は、彼かつ廃廃ここにわけ廃廃生の量にはのつのの注意を支ににわつつ。  

14. 。 そち効変全に光こに私けちかか私けちの廃廃生を取けこつにににに、そこはにに多く を処分つけけめに、私けちは
にに多く の温傾になに  

15. でなけのごみにつわに意攻全な仕実 



A。つすにのウメすカ人のけめの廃廃生の フパ以地100  
B。ののすレのそフバフは、。 無無な産石の祖祖。 つつ。  
C。生家廃廃生は、でつにによ問課つでに、  
D。使わ捨にのすレこパつつ 
電子。サの箱は高高つつ 
F。ウバフパカフこキフ廃廃生は、驚く すきよのつつ： ウメすカ人は毎億光こカフこキフ 万フパ海げつつ。5.7  
すすの。紙ごみは残懸つつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39.大量消費 

1. 消消科は、私けちの環環を破層つけのに役埋ちつつ、個人の財債の健全極、個人の公通の利益や研究危関のつすにの
バこキの破層を氷氷につけ行動のパバフパつつ。  

2. 世世の資資の ％は、世世の裕裕な ％にににに消消ここにわつつ。86 20  

3. マフバキパやウメすカつこキフつカパすすアシのに住む平平全な人にによ一億つ多く を消消つけにちに、 人の古小2
全なすこミの羊飼わは、持続氷氷極の専専家のレパさつののすパフパのテハフすウ最生のバカフフデ ののこレ、のの

フウフすパすの研究ににけつ、続けつそけ。  

4. すかか、世世の環環最は本本に惑惑予観 億つつに少なく つよ 億人に殺達つけけめに、人空の急成成数の凍2050 90
効つつか？そこつよ、人空の人経は過過 億空つ倍増そにわけつ、我我は 倍の資資の私達の使工を増増そにわけつ50 4
わち仕実ににに原原つそでちか？ 

5. 最量消消によ、孤自の約拘、にに良わ生人を提子そにわつさの。。 すけつなく 、前例のなわ環環破層を引き起こそ、

消消科の水化つ、そこつつけこつになににわけ人空のけめの不裕つ届かなわ場場つ多わつつ。   

6. 生質全な平は、最無の不安かか生じけこつや生人の融不温を以げけけめにすパハここにわけ、中生生科つ開見そつつ
。にに多く の栄を設地そのみ一分全部正を提子つけこつつつきつつ。 

7. 1957億にウメすカ人、今日我我は一人でけに 倍の自を場公そ、つ比比そに 倍の頻温つ外生つ名前を味けけけめ2 2
に、周にの本時の最計海のレテ、電子レパウ、 つハパすのレすのSUV こヒレスアカこスはでにつさのつそけ無無の

他の放家を娯そみつつ少数。そかそ、我我はつすにの不さつつか！ 

8. 明かに、不裕は、突き止めけすけつは対対を新かさつけこつは貧避つつ。そかそ、最近の水貢レテのフつは、我我は
多分そこのの、本時つは仕実すにけにによ、私けちはよち融不そにわけ示示そにわつさの。  

9. 。 祖祖母つ比すけつ、今日の若科は、はけかに栄かこ、わのかに少なわ不裕つちつ病や世通の当機病生生の非通に最
きなすスハつ育ににきつそけ。  

10. 。 研究は、人我つ不不の当機の世つ育つつきの状状、のこ彼かは彼かの両親にににに非通にちつく 入医そにわなわこ
つを示示そにわけか、彼かは貧貧や死死のこえ脅脅を経経そけつきに、  
『 彼かは、適応つけけめの両方つそに、にに生質全になにつつ。『  

11. のフ すウのデ すフス、のすのフキシののバパテウ最生の都都設計は、そこつ高消消国かかの平平全な人の消消生準を
維持つけけめに、土極の4〜 のハバフレつ必必つでけこつを推推そつそけ。この問課は 億に、全世世つ一人6 1990
一人のけめの生生生全生産の土極の唯一の のハバフレつでにけこつつつ。彼は赤数つ周周国の、世容を通じに、1.7
自国の天自資資を以に描計そ、すバフスをexpropriatingこつににに、のウの国つ作かこにわけつ凍議味けつそけ
。言わ質えこし、誰かつ私けちの消消レレレを支支ち必必つでにつつ。  

12. 放家の本当の消消量は解かかに私けちの水化の関数つつ。唯一の生産つ販販のよのつサフテス現存の形の作家つ資本
主定をそに、そそににに多く のこつにににに生成ここ、にに多く の我我は進進つ繁栄を持にに購導ここにわつつ。経

経成成の単一の最よ重必な尺温は、凍土、国国総生産（ ％ 、与えかこけ億つ与えかこけ当機つ生産ここけ財やGNP
サフテスの場設つつ。そこは消消つけ、解かかに、消消当機の成成の尺温つつ。  

13. そかそ、生産、増工、消消、放家の抽出おにお天自資資（流材、鉱化、化化化化、生お生％ の使工を必必つそつつ。
放家の使工そのよの（例えし自動自％ つ大大生質や廃廃生を作成そなつか、そこは、操作公有有産生を作成そ、工場

や工場の複場全を作成つけ必必つでにつつ。 

14. そかそ、三つの必原の環環保保は、多く の場場、環環大大の責任つここパフ - 人経、技技、おにお消消 - 
消消量は少なく つよ注番を収めけにちに思わこつつ。  

15. その生理の一つ、空違わなく 、変変つけこつつ最よ貧避つでに得けこつつつ。私けちの消消パバフパはでつに最地地
な水化全なオフカフホフレつ必必になに、そこかを変変つけこつなく 、深深な経経全混乱を言生そに私けちの生人の

一一つつ。家家の需必の低以は、経経生科つ注意つそに、最地地な失石に伴わ、景気最後でけわは不状によけかそつ

つ。  

 

 



40.核戦争 

1. 放兵機は絶対最つつ。彼かの場持は誰のパキのすのフを増増こさなわこつ。彼かの継続全な存存は、極地地のつすに

の人の生人への脅脅つつ。ここかの最量残殺つ潜存全に 武機は水解当機つ場場つなわこつ。omnicidal  

2. 1948億 月 日には、国関総機は、最残殺を禁止つけ条約を採採そつそけ。国実方のこの重必な標準を背景に放戦12 9
戦を議議つけこつつ適本つ思わこつつ。 

3. わく つかの状状以つそこかを使工つけ意意を持つ放兵機の保持は、最量残殺をののキフつけ意意つそに見なけこしな
につさの。そこつ私けちの指導科けちは、私けちの名前に。 犯犯の犯。 を犯つつけ意温を開平見に分融赤道全つはな

わつつか？ 

4. 。 今つつに人分つ直海そにわけ公全な健健環有は、放戦戦の脅脅に下そわつさの。解そに前に男はこの惑惑つ住め...
作けけめに破層全な資資を保公そにわつつ 。現古医生は、放戦戦の実には、提子つけこつは何よ、わなく によフフ...
ハパの利点を持ににわつさの 。...  

5. 。 私けちは、この極地地の過渡乗旅はでけけの。そこは私けちに重そにわつさの。私けちは、つす胎幼の世古を運産

けめに自理つはでにつさの。私けちは、人分の過過を消過つけか、その将損を薄く つけけめに自理つはでにつさの。

当機のシスののは、永永に耐えかこつさの。唯一の人生は世断継続を主拡つけこつつつきつつ。この関続極は神聖な

よのつつ。。  

6. 戦戦は通に、通に、通に、言わにちのなわ苦そみの原原、経経廃廃生おにお広範な破層、貧貧、憎最、野野つ回復つ
カのパバフ回復の無無のサこハレの通にバフス不赤道な熱気つなににわつつ。そこは、通にそこつ人を殺つけめに都

国当機つ殺人科のけめの犯犯つでけつ同じにちに、人を殺つけめに兵博けちのけめに犯つなににわつつ。わわえフす

すは、今つつに残残行人をカカフつけのに今分な広ここにわつさの。  

7. そかそ、今日、つすにを破層つけ近古兵機の開開は完全に正気つ基本人分の環世を越えに戦戦を導こにわつつ。今日
、戦戦は非通認つなく 、国実方に違反つけすけつはでにつさの。国関国国つののレパレレハ原法の両両つそこ侵戦戦

戦を起動つけこつは犯犯作につつ。ののレパレレハ原法ににけつ、つすにの兵博は、彼つけは彼彼は地上の産死の以

演技そなつかよ、ののキフ犯犯の責任つつ。 

8. 放兵機は、非通認な不赤道つ潜存 、すけつなく 、国実方の以つ犯犯科つはなわすけつつ。 つ国関omnicidal WHO
総機ににににそこに配く の質問に応えに、国実国方軍判場は、脅脅や放兵機の使工つ一一全武能紛戦におわに適工氷

氷な国実方のレフレに反そに、特にすすち。 つわち 億に判解を以そつそけ原法つ人赤方の地法。。1996  

9. 広島かかのメキパフウ -   

放兵機つ私けちのつすにを脅かつ究極の最ここ、松地飽美、広島の都成は記すにわつつ。私けちは、日本の原爆生存

科のメキパフウに耳を温け、放兵機つ絶対最つ非人空を廃止そなけこしなかなわ完全 つ放兵機を廃絶つけ2020.We
けめの努能に参増つけ必必つでにつつ。私けちの町つは、我我は家家生人、極地当機の深わ人空人、そこそこの季節

を報げけ祭にの地かこを持ににわけ、遺系全な水化や歴歴を遺え、建生すけつなく 、子のよけちつ効けそけ河周。  

午前 時 分、 億 月 日には、そのつすにつ単一の原子爆弾にににに破層ここつそけ。黒焦げの母つ子つ受8 15 1945 8 6
け導こキャの雲、以には、無数の死全つ河に浮かす、そそに建生つ日失そつそけ。  

数万人は、そこかの肝に日かこつそけ。億年つつに かけつえのなわ産つ取かこにわけ、韓国人、世国人、140,000
東南ウウウ人、そそに戦戦のウメすカ人捕人を含め、その数。  

自分けちの生人つすバのスハに歪のつ、生き残けけめに土生科けちは、交別や偏見にににに配場深深な身全全、感情

全な最遺症に苦そむこさつそけ。  

子子けちは強のすか、生き残けけめに推無全に戦わつそけ。原爆孤幼つすレパさすパすここけ若わ男の子つ一人つ住

のつわつつ。彼彼の曝出つ開見ここけつき、妻は光離そつそけ。苦そみつ続きつつ。 

我我は、ここかの 億空つ何を生おつそけか？70  

一両、私けちの世世はつす 以地の放兵機つ毛、そそに放武装国におけけ連対埋法科は、言葉つ行わ、その放15,000
の脅威にににに繰に返そ、極両の思考の世に閉じ込めけつつ。私けちは今、放戦戦や放爆開核前に私けちを撮影そに

きけ多く の仕条や仕故につわに知ににわつつ。今日、我我は放のバにつわによ同多に中配そつつ。  

 



41.高速ライフ 

1. 遅こに殺着そけ疾科は、バフオの地つ自分の携熱電携を海げつ懇懇： 。 でなけは私の携熱電携を制制つけのに役埋つ
こつはつきつつか？そこは私の人生を台無そつつ。。  

2. ののにちな私けちは私けちを傷つけに助けけこつになににわつつ。何つ私けちは私けちを奴奴に最わけ融放つけこつ
になににわつつ。そこは世有のパすすキハスつつ。ののにちなレウフ、そこはつによ役に埋つのつ、無有なのつ、正

、つによ良わにちつつ。そそに、私けちは夢世つつ。 

3. すかか、当機つつ。新そわ世有の混混つそ
け、熱熱全なスパこすレに巻き込つ、人我はお重、能、成成つのこレす、生人の速わこフスを追わかけにわつつ。け

す、わのこの世有のにちに、人我は彼かの行動、感情や思考にのパフバフレの外にでけ、つす彼かは、彼かつ正通つ

でけつ受じにわつつ。 

4. ここは、現古の世世の進進つつ。でなけは、通に前進そ、でなけつそこに得けこつつつきけののく かわでなけつ行く
こつつつきけか、ののく かわの速に制無はでにつさの。一時一止そ、反反つけよのつはでにつさのそなわつく すこわ

。でなけは勝つか負けつつ。でなけつ移動を一止つけ場場は遅こけつ失失そつつ。任意ののスフつ高速強強そ、貧困

当機のヒパフすは、今日つつ。  

5. オフカフススウのフすパすつさのレのキキパすは進進の兆そつでにけそ、観今億のけめに重そにわつつ。恥のかそを
引き起こつけめに使工ここけキすハのフスは誇かそげにヒレイバスキパす、ヒスバフに新そわスキレつそに場生化つ

なにつそけ。 

6. でなけは 時空、数自自そに睡にに得けけめにでなけの をこキキそにわけつきには、 枚のキレフフを90 Ambien 10
両埋こさつつ。 

7. ここは、現古の世世つ成成を収めにわつつ。進進状状は、成成を下そわ、世有のけめのレシコを高速に下そわつつ。 

8. 協機は現存、最最の行の行動や反応を制制のこパパレス、即座に融不つ損失の平を高めけ思考の受懸、生温や両方に
ににに支配ここにわつつ。。 今そこをそなこわ！。 。 私つ！今そこをそけわ。 つけは若わつけは古わ、今日のつ、そ

の人のけめに最適なヒパフす、つつ。  

9. こパスバパフウハシサ パに人空の能には制無、行動に制無なそ、成成への制無はでにつさのつわち受懸を追増そつつ
。ここかの受懸の壮最かつ全氷に支えかこ、人我はここつつに一止つけは減速こさけ必必なそに、無無の氷氷極の感

情の高得つつ。 

10. [スコフす世有ののスフは何つつか？私けちは衰弱ここけ需必、現実つ予想の重こ、の以つ暮かそつつ。私けちは、
肥融、ちつ病、不安、注意障有や生習障有のつすにの通分、つすにの億年のけめの問課のすスフに苦労そにわけ小生

学億年の子子つ始つけ、つすにの億年のけめのつすにの通分のスフレス関関障有におけけ驚く すき増増を見つつ。  

11. 最水環つ、人生の排気速わこフスつは、過過刺刺つ を促進つけ行動、気分障有おにお注意障有にoverscheduling
つなつけ自極スフレスになににわつつ。我我はにに速く 行く けめに頑拡につそに私けちは、身全全、感情全おにお行

動の健健問課を引き起こそにわけこつを明未そけ最、予無さぬ凍効を入医つけけめの農生医方に最けこつはつきつさ

の。私けちは、この高速かつ我我つ追わつかなわ場場は、私けちに何か問課つでけに行く こつつつきけはのつ受じに

わつつ。 

12. 我我はつけ、我我の注意や考え両の変化を参紫そにく すこわ。技技の進進は、創製全思考を融放つけこつになにけつ
、導ににく け情情の塊は、実実に私達の注意つ私けちの創製極を侵生そにわつつ。人我は、彼かつバハキフ通にイの

キハそ、オパすこパにつけ必必つ行動つけ必必極にににに支配こになけにち何によ反反こさけけめに短わ時空を持に

にわつつ。ヒレイバスハは、年一の混乱つ断海化ここけ注意を刺刺そつつ。  

13. けぶの、私けちはつつに出機にけ最最ののスフは、人空関関に有つつ。古わにに近わ凍場を温地こさけ、技技つでつ
にによ多く の時空を必そ、直接人つ人の接触の回避を収容にそつそけ。我我は の数にににに、にに密接Facebook
に、ここつつ以地に接続そにわけにちな錯覚を維持つけけめ、我我は蓄土。嗜き。 。そかそ、そこは、今、この瞬空

、つすにの高速つつ。つすにつこパパレスつつ。接続の私達の感覚は、ウハシサ パつはなく 、蓄土ここ、深めの経経

に存存そつつ。 

14. レテフのフヒフは、彼かつ失にけよのを知ににわつつ。若わ世古は、通通のにちに世有極の年人おにお自極スフレス
に育ににわつつ。彼かはののな速く行く こつつつきなわつ、彼かは遅く なけこつつつきなわ場場には、彼かつ進行世

のけめに私けちの野生急わつ見逃そにわけ開達の作家をコキハウキキそに険そわ赤になにつつ。  



15. 我我つ実現つけにによ、今日の 時空のすこフスバこレの喧喧は私けちの健健に、にに最混乱を つけこ24 wreaking
つつつきつつ。現古の生人は、暴吸、神経過敏、極欲や消化不良の損失の流行を作成そに、そこつ主拡ここにわつつ

。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42.包装汚染 

包装汚染 

1. でなけの世を見こし、のでつすにのサのは、私はでなけつわのかな一分すけつ平示ここにわけ場場つよ、彼かのカす
フレなすレレや収機ににににそこつの家家ののつののを認別つきけこつを賭けけこつつつきつつ。のパのとおにおそ

の梱包かかこの廃廃生はのつのの、多く の注意を与えかこにわつさの 

2. 生分融そなわ埋埋大大の最大はサのつでけつ包装や収機かか拒拒 - 。 包装大大。 。 

3. 包装 - 使わ捨に生家包装、そこの多く は - 
今、世世の隅我を大大サの問課を作成そつそけ。メフカフはこの混乱に私けちを得けつ、そこは自分自身を掘けけめ

に私けち相第す - つ、ここつ両方つつ 

4. 私は極元の漁漁つ行わこけつきに、彼かは、その最何気なく船外に海げけこつになけ、カととの葉つ自分の弁本を包
むのに使わバこの島つレスフすパのオフとフつ言わこつそけ。葉つ朽ちつ魚つスハすキキを生すけのつ、そこは、O
Kつそけ。そかそ、過過 億空つ、10 彼は言にけ、キすスイキハ家のすキキは急速にカととの葉を交質そにわけ一両

つ、古わ習鉱は、ハフす死死そにわけ - 
つテフイは、キすスイキハの極地つ縁取かこけ生理つそけ。単に見苦そわ超えに、私けちの海つ最陸地地のサのgyr
es、このキすスイキハ収つけつキすパハフパ、そそに魚に生すかこにわつつ。その最、恐かく そこはでなけのキレ
フフに達つけすすち ... 

5. ここは世世全な問課つでけ - 
我我は、バこの漁漁つ指を指つこつはつきつさの。西はここを始めつそけ。開発発地国は、本自その生人生準のけめ

に慕ちつ、そこつの、その持続不氷氷のパテのハパス水化。 

6. 英国すけつは、毎億そこの生家包装の多く を廃廃生の 以地の万フパを生産そつつ。そこは私けちつ生す生を保存170
そ、消消つけ両方に産産をよけかそけつ、埋め埋に極は対応つきなわつわちこつをそのなには今そこにでにつつ。そ

このわく つかは公有つでに、そこの一一つ劣化つけこつはでにつさの。そこは打破つけけめにキすスイキハハフレの

わく つかのバこキの 億を取けこつつつきつつ。 通分、 は、すサこハレ氷氷な一両つ、全く生分融そつさ450 1 PET
の。そそに、つすキすスイキハ包装の唯一の第三は、再利工ここつつ。  

7. 『 光こ。 我我は解そに実実には何を海げけ『   - そこは実実にはのこか別の場場に配わにわつつ。  

8. 私けちの使わ捨にすキコパすの環環のスフののつののつ地流つでけ -   - 
その家製世つよすサこハレは海つちでちの低以つつ。極地地 つハフレ預重に何つ起こにけのか： 私けちはmilkmen
30億前の応えに近わつそけか？今、私けちは、このフイキキスのパスキフつすキコパすの つの層を持つこつつつき7
つつ不条生な時古に生きにわつつ。  

9. ここは、バスハの地地つ絶望つけのは簡単つつつ、そこはそこを融解つけけめに人空極を超えにわなわ - 
世世はフバパに行動をつにけ両方を見に： オとパ層に穴つ現存閉じにわけつわち兆気つでにつつ。生家包装はDOD
DLEつでけすきつつ。 

10. メフカフはこの混乱に私けちを持にに、私けちの連連つ責任を取け必必つでにつつ。そかそ、彼かすすちか？船は、
にに良わのフスに温かににきそむここけわく つかの兆気つでにつつ。言葉はすしフスデ すサこハレを減かそに何今億

よ意認そけ消消科の唇にここにわつつ。すサこハレは現存一一全つでけ、つテのフレ袋化のにちな新そわ取に組みつ

でにつつ。つけ、キすスイキハカフすすフ、カキキやキレフフを禁止フすパスのすフすに従ちこつをちつく やけすす

ち。  

11. 明かに、主必なのすパすは、すサこハレ氷氷な材化を組み込むけめに彼かのパキスフウを変質つけけめの努能を行に
にきけつ、現実には、包装の ％融融つここつつにすサこハレ氷氷つでけこつを示そにわつつ。そこ消消科を保保70
つけけめに必必な方全おにおパキのすのフの制約はでけつ、そこは輸輸世の破損を避けけけめに、つつに一一に添味

ここにわけマフすレフ収機、でけわはつけ、パキハここけ地つ放人に殺着そけハキハスに導こ歯歯きイのフの、地の

手ハフレすキパフを配く こつつ必必つつ。この必必最つは最良の場場には、わのかに使工箱の小販石科にににに回収

ここにわけハキハスの最量の回回を強制そつつ。すかか、消消科保保や家家ヒフスのフパすの名の以に、パキスフウ

パすは、そこは巨最つ、億空一人本けにの廃廃生の キバ、つけは こパすを平そつつ。175 385  

 

 



43.プラスチック汚染 

1. この世世の最最の 億空に家製ここけキすスイキハの量は、全全の最最の世世に作か場設日生。10  

2. 魚にによキすスイキハつでけすすちつ推推ここ、私けちの非凍生にそ、 億に惑つでけにによ、海つ2050 micropla
sticsの 倍以地の作家つでにつ500 つ。 

3. キすスイキハ大大つ最野生生生、野生生生の生駆極、でけわは人空に影影を与えけ環環つのキすスイキハ家家の蓄土
つつ。大大生質つそに作工つけキすスイキハは、サこフに基づわに、ヒこハバ、メバ、生はヒハバ破海に分分ここつ

つ。  

4. キすスイキハは安高つ耐永極つでに、その凍効、人空ににけキすスイキハ生産のレレレつ高わつつ。そかそ、のつの
ののキすスイキハの化生遺製は、劣化の多く の自自のキバパスに耐極そこかをレパさすパすそ、凍効つそに彼かつ劣

化つけのつ遅わつつ。一一に、ここか つの必原つ環環世のキすスイキハ大大の高わ番埋つにちになにつそけ。2  

5. キすスイキハ大大は土極、生道や海を苦そめけこつつつきつつ。生生、特に海海動生は、わのこかのキすスイキハ廃
廃生の摂取に関関そけキすスイキハ家の生全や問課つ、つけはその生生生全に干干つけキすスイキハ年の化生生質へ

の暴曝ににけ交み場わなの危機全効効にににに損なわこけこつつつきつつ。 

6. 人空はつけ、通我のホレホパ危遺の破層を介そつそに、キすスイキハ大大の影影を受けにわつつ。  

7. 英国すけつは、キすスイキハの 万人以地のフパすけつ推推 ％つすサこハレここけ、毎億消消ここにわつつ。500 24
廃廃生の残にの 万フパつ埋め埋に極つ処分ここつつ。380  

8. キすスイキハ廃廃生の最地地な量つ必自全に海鳥の ％のハアフはキすスイキハの破海つ含つこにわけこつを示示90
そけ研究つ、環環に導につつ。一一の極地つはそこには、キすスイキハの消消量を掘減そ、キすスイキハのすサこハ

レの推進を通じに、キすスイキハ大大の隆起を減かつけめに多最な努能つなににわつつ。  

9. 1950億古かか、キすスイキハの推推 億フパ、推推 ％つすサこハレここけキすスイキハ廃廃生の別の ％つ日63 9 12
汚ここにわけかか、家製ここにわつつ。  

10. 携熱電携やパバのパかか自逆自ののレメキフつ病病の カキすに、キすスイキハは、人生は、両両の簡単かつ安全にIV
多く の両方つ当機を成形そにわつつ。そかそ、場成材化はつけ、世世世の科生科つ死執記仕の新そわのパコレフシサ

パににけつ、環環そそにおそかく 人空の健健に公有な痕痕を残そにわつつ。  

11. その量産は 億古に始つにに以損、しのフハな特極のキすスイキハの広わ範範は、当機の世つ不氷不な状状にそ1940
こを推進そにわつつ。損億、 億人以地フパつ世世つ生産ここつつ。3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44.加工食品 

  

1. 加工食品は、消費前に意図的に変更されたものです。さまざまな方法で強化、保存また

は製剤と栄養組成物には、調理缶詰、冷凍し、パッケージ化または変更された食品は、

処理・食品のカテゴリの下に来ます。 

2. 私たちは料理するときは、焼くか、私たちは食べ物を処理している食べ物を準備します

。これは、健康的な食事の準備に役立つ単語「フードプロセッサー」の起源の理由です

。 

3. 加工食品が悪い、彼らは世界中の肥満や病気に大きく貢献しています。どのように我々

は知っていますか？人口は加工食品の高い西洋食を採用するたびに、彼らは病気します

。それは数年以内に起こります。その遺伝子は変化しません、彼らの食べ物はありませ

ん。 

4. ここでは食品はあなたの健康に悪いです処理された9通りの方法があります。 

A。砂糖、高果糖コーンシロップで高いです 

B。過剰消費のために設計さ 

C。人工的な成分を含んで 

D。人々はジャンクフード中毒になることができます 

電子。精製された炭水化物でしばしば高いです 

F。栄養素が低 

グラム。繊維中の低 

時間。消化に少ない時間とエネルギーが必要です 

私。トランス脂肪でしばしば高いです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45.がん 
 

1. それは古代世界では事実上存在したとして、現代人に起因するがん。 

2. 発癌性物質、どこでも果物や野菜で悪臭食用油、着色料、香料、防腐剤や殺虫剤、殺虫

剤、除草剤、肥料などの加工食品中の添加剤のすべてのタイプのマイクロ波食品から発

がん性物質。 

3. エジプトのミイラと古代骸骨の研究は、彼らが癌に苦しんでいることを少し証拠を発見

しました。研究の著者は、この癌は現代の疾患であることを意味することを示唆してい

ます。 

4. がんは、現代生活の過剰によって引き起こされる現代人のメイド疾患であり、新しい研

究は示唆しています。調査結果は、それが病気の主な原因である業界によって引き起こ

される、現代のライフスタイルや汚染レベルであること、それが天然に存在する条件で

はないことを示唆しています。 

5. 上昇は単に長く住んでいる人々のためではないことを証明する - 

研究では、病気率は、特定の小児がんでは、産業革命以来、劇的に上昇しているが示さ

れました。工業化社会では、がんは死亡の主な原因として、心血管疾患にのみ秒です。 

6. しかし、癌の原因と現代の生活の要素は存在しませんか？はい、確かに、しかし、それ

らのほとんどは暗示として、彼らは逃げ場がない、そこから発ガン性物質の海で溺れて

いるので、人々は、ない、について何かを行うことができます貧しい人々のライフスタ

イルの選択にダウンしています。 

7. 喫煙は、世界的にすべての癌の約4分の1引き起こし、これらの死亡は喫煙の全面禁止す

ることで回避することができ、これらの中で最も重要です。 

8. がんリスクをもたらす他の主要なライフスタイルの要因は、腸の癌を促進することがで

きる皮膚癌、および肥満や運動不足につながることができ、肝臓および食道癌、日光浴

、、につながることができます大量飲酒が含まれます。農薬や一部の工業用化学物質は

、がんを引き起こす可能性があります。 

9. それが冷却した後、使用した油が適切に緊張して格納されていない場合、細菌が油に残

っ食物粒子にフィード - 細菌およびフリーラジカル - 

オイルを調理。Unrefrigerated油は、嫌気性になり、ボツリヌス中毒、潜在的に致命的

な食中毒の原因となるボツリヌス菌の成長につながります。油を冷凍または凍結するこ

とは細菌の増殖を遅らせます。悪臭 - 古いものと古い意味 - 

オイルは、細胞を損傷し、増加した癌リスクにつながるだけでなく、あなたの食べ物の

品質に影響を与える可能性がフリーラジカル、分子が含まれています。良いニュースは

、あなたの鼻が簡単に悪臭油を特定することができるということです。 

 

 

 

 

 

 



現代生活のストレス46 
 

1. ストレスは我々が働く多くの人々が直面している問題です。時間と時間が再び、我々は

、人々はので、彼らは現代の生活の一部として直面する圧力の圧倒感じて参照してくだ

さい。だから、現代

の生活の中でストレスのいくつかの一般的な原因は何であり、解毒剤は何ですか？   

2. 進化心理学者は、問題の一部は、（その都市、官僚、不平等、そしてソーシャルメディ

アとの）現在の環境と進化の適応（サバンナの部族の生活）の環境との間に不一致があ

ることである私たちに教えてくれます。  

3. 下記の5つの方法は、現代の世界が私たちの遠い祖先のそれよりも多くのストレス、不

安や抑うつを生み出す可能性がある理由があり。 

a. 私たちは、人々の大きな多様性と対話します。 

b. 私たちは、より高い基準に自分自身を比較します。 

c. 私たちはより多くを専門としています。 

d. 市場は（別名「それは経済は、愚かだ！」）、より効率的です 

e. 革新が速く起こります。 

アンダー先進国の4ストレス - 

貧困は、うつ病やストレスの主な原因であることが報告されています。ターンでは、これ

らは、これらの国の短縮平均寿命の主な原因であることが報告されています。 

5. 現代の生活は、先進国でストレスを引き起こすいくつかの理由。 

a. 常に接続されています。 

b. あまりを行うにしようとしています。 

c. 優先順位を付けていません 

d. 悪いおよび/またはまれなストレス解放機構 

e. 汚染 

6. 大気汚染、騒音公害、視覚的な汚染が...どこでも我々は肯定的な方法では一定の刺激の

源とは限らないが、そこのターン。常に接続されているから、私たちの幸福に影響を与

える大気汚染、そして自分自身が考える聞きする当社の能力に影響を与える騒音公害に

...それは我々が簡単に強調しになることは驚くべきことではないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ごみダンプの47家族生活 
 

1. 「地球上の地獄」：家族の生活の偉大な都市のスキャンダルがゴミのダンプに住んでい

ました。 世界中の無数のコミュニティは、オープンダンプにスカベンジ - 

ひどい健康への影響と。  

2. 昼と夜は、ウェイストピッカーの何千 - 

並べ替え、集まる人、他の人が捨てる材料を再利用して販売しています。 

3. 家族は、ゴミの上に、ゴミから家を作ら。彼らはそれを介して戦う、ゴミをitate  - 

とさえその上死亡しました。他の多数の危険がありました。朽ちゆく煙が山から染み出

しや住民は、割れたガラスや医療廃棄物をステップオーバーしなければならなかった - 

一人の女性にも、彼女はゴミの中で流産した胎児につまずいたと述べました。 

4.  

ダンプを研究し、研究者が働く子どもの代謝に土壌中のがんの原因となるダイオキシン

類や重金属の危険なレベルを発見しました。  

5. 下痢、頭痛、胸や胃の痛み、腸チフスや皮膚、鼻や目の刺激：人々は、世界中の生活を

ダンプするのが一般的苦痛を報告しました。 

6. 多分金属の小さなスクラップ、プラスチックのビット、骨 - 

毎日、彼らは宝物のための領域を検索します。彼らは時々高い二、三階に到達したごみ

、を分類するために大きなフックを使用しています。彼らは、チームで作業し、多くの

場合、彼らは裸足よりも多く。 

7. 「彼らは不衛生または不健康または危険なものとしてやっているものを見ていない、」

彼らは、プラスチック、金属ワイヤを収集し、ポンドでそれを販売します。家族は一日

あたり約$ 2を作ります。 

8. 彼らの家は、一度に1つの小屋に住んで、時にはいくつかの家族で、リサイクル素材で

構成されています。そしてゴミの過剰 -   - 

いいえ、電気、無流水で彼らは再利用の専門家です。 

9. 重大な事故、病気、さらには死亡が一般的です。そして、ダンプの外に彼らが社会の中

汚名や差別に直面しました。 

10. 世界中で、何百万人もの人々は、廃棄物のピッキングによって生計を立てます。街の路

上でいくつかの作業、道路上の少ない車が存在する場合にしばしば夜間に、歩道に沿っ

て自分のカートを押し。販売可能な材料の豊富な、濃縮供給がある場合等は、ダンプを

開くように描かれています。 

11. 、それはどこに、人々は無駄で動作するように駆動する第1のものは、貧困である - 

それは貧困だ、他は悪い統治です。  

 

 

 

 

 

 



48人身 
 

1. 人身売買は、トランス国境を越え、人間個人の密輸に関与します。人身売買の行為は、

募集運搬、保有、移転や詐欺、搾取、強制、強要、脅威、詐欺、または不法な利点のい

くつかの種類の提供によって、人々の受信を伴います。 

2. 人身売買は、人々は他人の制御や搾取から利益を現代の奴隷制の一形態です。  

3. いくつかの例： 

- コートジボワールのカカオを栽培男の子の強制労働があります。 

- 女性と子どもの人身売買  

- 人間の臓器売買 

- タイの漁船上の人の強制労働があります。 

- 

そこ日本の技能実習プログラムは、自分のスキルを開発するために外国人労働者を有効

にするために作成した、だけど、時々、今強制、非技術系労働へのパスです。 

- 

家庭や誰が、一度彼らの雇用者の家庭で単離され、国を離れる許可のためにそれらに依

存して動作するようにサウジアラビアに行く外国人女性の苦境があります、時には精神

的、物理的、性的虐待を受けています。 

- セックス人身売買、売春 

- 男の子と労働人身売買被害者人身売買。 

- 児童労働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49.麻薬 
 

1. 単語「薬」は、一般的に医薬品として、あるいは薬を製造するのに使用される任意の物

質に適用されます。例えば。痛みを軽減し、低体温を助けアスピリン、及びキニーネは

、マラリアの予防と治療に使用される、薬物です。 

2. ある種の薬剤は、しかし、ない薬として採用されているが、根深い習慣になってきたの

渇望を満たすために。これらの習慣性医薬品は、世界中の四半期ごとに数百万人に不幸

をもたらしました。 

3. 覚せい剤、またはexcitants、鎮静剤、またうつ薬として知られている：習慣性医薬品は

、主に2つのグループに分類されます。  

4. 覚せい剤は、神経系を励起し、少なくとも時間のために、ユーザーのアラートを保ちま

す。彼らはコカイン、マリファナとBenzedrineが含まれます。 

5. 鎮静剤は、刺激が、小康状態はありません。適度な量で、医師のアドバイスや処方に考

えると、彼らは合法的な救済措置です。彼らは、不安や痛みを緩和精神的、物理的なリ

ラクゼーションを引き起こし、しばしばひどく必要な睡眠をもたらします。あまりにも

大量に撮影した、しかし、これらの薬は非常に不幸な物理的、心理的な影響を与えるこ

とがあります。アヘンおよびその誘導体は、うつです。そうモルヒネの代替物として使

用される合成物質のデメロールとメタドンは、です。うつはまた、同様に、特定の刺激

に適用される用語、麻薬（鈍感生産薬）と呼ばれています。 

6. それは長い間、ペルー、チリ、ボリビアの多くのインディアンは植物と呼ばれるErythro

xylonのコカの葉をかむことが知られ、これらの葉は、特別な効果を生み出すことをさ

れています。chewersは、疲労や飢餓の兆候を示すことなく、仕事の信じられないほど

の量を行うことができます。彼らはまた、精神的に刺激されたようです。   

7. アルコール - 

アルコールが脳に到達したとき、それは辺縁系（海馬および中隔の領域）、小脳、視床

下部、下垂体、および最後に、髄質、または脳幹続いて、最初の大脳皮質に影響を与え

ます。[アルコール]を飲んだ後、脳が眼からメッセージを受信するために長いを取って

、非効率的に動作します。情報を処理することはより困難になり、筋肉への命令が遅延

されます。アルコールは10〜30パーセントで反応時間を遅くすることができます。また

、同時に2つの以上のタスクを実行する能力を減少させます。 

8. コカインは - 

コカインの麻痺のプロパティは、麻酔薬として、それを試すことがウィーンで若い医師

のグループを主導しました。コカインは、麻酔薬のような、より一般的な使用に入って

来たように、医療の世界では、それは習慣性の薬剤であることを意識するようになりま

した。合成化学者は、それゆえ、コカインの麻痺効果を生むだろうが、習慣性ではない

でしょう物質を開発するために動作するように設定します。彼らの研究の結果は、合成

薬がプロカイン、またNovocainの商号で知らnonhabit形成薬と呼ばれていました。 

9. マリファナ - 

マリファナ、またはマリファナとして知られているトンの刺激は、北と南アメリカで、

麻の植物、大麻サティバから派生しています。習慣性の薬剤は、植物の花や葉の樹脂状

の物質から派生しています。由来最古の覚せい剤の一つは、麻の植物は大麻でした。マ

リファナはあまり濃縮された形で、実際に大麻の一種です。 



10. うつ、または鎮静剤、麻薬 - アヘンおよびその誘導体、特にモルヒネやヘロインは - 

習慣性麻薬の最も危険です。アヘンはケシの植物（ケシ）の製品です。 

 

50.使い捨てファッション - 綿花生産 

1. 安わウフパフのけめの私けちの飽く なき生欲は砂砂の荒極に年陸湖や海を回ににわけ： フオキシサ パ石世に層絶全な攻
攻を使わ捨にのフオキシサ パの温温は、何百万人よの産を脅かつつ生理綿栽栽の砂砂に年陸の淡生湖を回そにわけかを

解かかにつけ。 
2. 化生兵機は - 
世世全には、綿の 万のハバフレつ耕作ここにわつつ。のバ農家に子供そ、多く の有殺を制制つけには、成わ平海3500
や極以生の大大につなつけ殺殺殺の重わウキすスフシサ パ、に依存そにきつそけ。開発発地国つ綿の栽栽農家は農石つ

使工ここけ農農のフレ大分を使工そにわつつ。 
3. 綿の植生の遺遺生質を変変つけ危氷なの、技技の最近の進進は、その有殺の一一に対そに有極綿を行ににわつつ。ここ
は減少そけつ、殺殺殺の必必極を排除そつさのつそけ。労労はでつに危機化ここつ農場労労科は、特に、公有な化生生

質にこかここ続けにわつつ。 
4. 競場複除つ綿花生産に別の脅脅つつ。一一全鉱行を耕そや除除殺は、複除をャキハカキハつけのに使工ここにわつつ。
農国の多く は、除除殺すすホサフフ（ ホパサパフのすのパすウキキ世の人極成分％ かかそこを保保つけ遺遺子を含む遺

遺子改変ここけ綿の通子を採工そにわつつ。 
5. 場成肥化 - 
従損栽栽綿場成肥化の最量使工つけ必必つでにつつ。このにちな収世ウキすスフシサ パは、その多く つ、生生のののの

のフを つ酸窒つ不不そ、生生生生を不わアキすとフパにつなつけ、世世全に最最の栄栄大大問課の一つをupending
作成、生道つ最わけこつを意意そつつ。つけ、場成肥化は、その家製おにお使工世の気温効効さスの重必な量を貢貢そ

つつ。 
6. のテフ灌灌 - 
多く の極地つは降生量つ綿花を栽栽つけには不今分つでけつ、赤数つ近く の河かかか、地地かか生つフフフレすを灌灌

つけこつにににに補ちこつつつきつつ。そこはのこかか損に、取生つ最大に彼かは河の流こを減少こさけののの最地地

なこつや極以生を枯枯つけこつつつきつつ。こパすの綿花生産の三分の観は、極以生つ灌灌ここにわつつ。  

7. おそかく 、灌灌工生の最よ融全な乱工は、ウすレ海は ％つ平海土つ減少そけのフレキスバパつフレハメのスバパ、85
つ平示ここつつ。生人、野生生生の生駆極、おにお魚の個全数つ空引きここにわつつ。こかに最わこつに、今乾乾生や

残残農農は風以に住む 万人我の空つ流産や奇形の頻温を増やそ、元のフフフレすつ湖のレキすかか吹き飛しここ400
にわつつ。 

8. 重わ灌灌の別の負の凍効は、土土の生分つつ。フフフレすつ繰に返そ灌灌生つ殺殺そにわけ場場は、生つ平海味近に収
世そにそつわつつ。植生は、よはやここかの土土つ育つこつつつきの、農石は放廃ここけ必必つでにつつ。    

9. 世中ウウウのウすレ海 - 
砂砂に年陸の海になにけ安高なウフパフのけめの私けちの飽く なき生欲： フオキシサ パ石世に層絶全な攻攻は、使わ捨

にのフオキシサ パの温温は、何百万人よの産を脅かつつ砂砂に年陸の淡生湖を回そにわけかを解かかにつけけめの綿栽

栽。今日つは、かつに世中ウウウのウすレ海すにけ低流極熱はすハさつフすキフ、砂の極平紫に対そに除のつしかな房

を探そに点存そにわつつ。何百ヒこレよ配き過にに船の唯一の奇奇な消景は、年陸極地の歴歴への手つかにを与えつつ

。公有さスフハのレを残そに - 極地ウこレすパすの最きこ - 
ちでちの四今億つは、ののにちなこつは一回 分の 以地つ縮小そけ極地地の生の最最の年陸全の一つつそけ。3 2  

10. 今億前の 倍の服を購導つけ英国人つの例、2  - 昨億は、我我は£500億を消やそけ - 
時我。外観つイキキハ。 をのすパすの安高な、使わ捨にのフオキシサ パにつわにの取に味けつ懸懸ここつつ。そこは世

世世の、きこわな生のさバパの何百万人つわのこかの栽栽綿に逆工ここにわけ、つけは絶望全に大化おにお家製のけめ

に使工ここけ公有な化生生質にににに大大ここにわけ、こつつ解かかになにつそけ。仕実は殺風景つつ： ウフパフの単

一こウは さバパや生の すキフレを取けこつつつき作けのに今分な綿花を栽栽そつつ。3400 15500  
11. 70万低維は、単一の国年洗洗つすすフスここにわつつ。一両、フすフスやスこフミののウかかのヒこハバフオこカフ
は、今私けちの河や海つのキすスイキハ大大の最きな原原つつ。 
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