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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。
ウェブサイト：www.EarthDanger.Wordpress.com 連絡先メールアドレス： canary108@yahoo.com

目次：

目次： .......................................................................................................................................................... 2
A.自然と自然と惑星に人類の害 ............................................................................................................... 5
1.露出永久凍土層 ................................................................................................................................... 5
2.溶ける氷冠 ........................................................................................................................................... 6
3.種の絶滅 ............................................................................................................................................... 7
4.脅さ荒野 ............................................................................................................................................... 8
5.気候変動 - 地球温暖化 ........................................................................................................................ 9
水路6.汚染 ............................................................................................................................................. 10
7.動物虐待、工場農業 ......................................................................................................................... 11
8.森林破壊 ............................................................................................................................................. 13
9.オゾン層破壊 ..................................................................................................................................... 14
10.大気汚染 ........................................................................................................................................... 15
11.有毒廃棄物 ....................................................................................................................................... 16
12.オーシャンデッドゾーン ............................................................................................................... 17
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 ............................................ 18
14.温室効果ガス ................................................................................................................................... 19
15.砂漠化 ............................................................................................................................................... 20
16.土地の劣化 ....................................................................................................................................... 21
サンゴ礁の17酸性化 ............................................................................................................................ 22
18.地下水汚染 ....................................................................................................................................... 23
19.水路に農場からの廃棄物をオフに実行します ........................................................................... 24
20.商業農業、殺虫剤、農薬 ............................................................................................................... 25
ミツバチのオフ21.キリング ............................................................................................................... 26
どこでも22.有害発癌物質 ................................................................................................................... 27
23. GMO遺伝子組み換え作物 - 自然のライフサイクルを妨害 ..................................................... 28
24.極端な天気 - ハリケーン、洪水、竜巻、津波、干ばつ、熱波 ................................................ 30
25溶融氷河 ............................................................................................................................................ 31
26.融解万年雪 ....................................................................................................................................... 32
27.折りたたみ生態系 ........................................................................................................................... 33
28.人工衛星やスペースデブリ ........................................................................................................... 34
海洋における29釣りネット（ゴーストフィッシング） ................................................................ 35
30.山火事 ............................................................................................................................................... 36

人類のB.州 ................................................................................................................................................. 37
1.人口過剰 ............................................................................................................................................. 37
2.社会崩壊 - 文明の絶滅 ...................................................................................................................... 38
3.原子力と核廃棄物 ............................................................................................................................. 39
4.エネルギー経済 - 化石燃料 - 石油・石炭 ...................................................................................... 40
5.道徳、礼儀は、倫理は、道徳的価値観を減衰します ................................................................. 41
6.アーバンスプロール ......................................................................................................................... 42
7.水不足 ................................................................................................................................................. 43
8.食品希少 ............................................................................................................................................. 44
接続された世界の9悪 - インターネット ........................................................................................... 45
10.唯物と大量消費 ............................................................................................................................... 47
11.汚職とグリード ............................................................................................................................... 48
12.工場農業 ........................................................................................................................................... 49
13.ファーストフード ........................................................................................................................... 50
14.情報過負荷 ....................................................................................................................................... 51
15. 24 X 7ニュース中毒 ...................................................................................................................... 52
16.ゲームとテレビ中毒 ....................................................................................................................... 54
17.グローバリゼーション ................................................................................................................... 55
携帯電話の18の病気 ............................................................................................................................ 56
19.エンドレスウォーズ ....................................................................................................................... 57
20.軍事産業複合体 ............................................................................................................................... 58
大量破壊兵器の21 ................................................................................................................................ 59
化石燃料への依存症22 ........................................................................................................................ 60
23.ファーマ・ワールド ....................................................................................................................... 61
プレスとニュース操作の24.コントロール ....................................................................................... 62
25.技術中毒 ........................................................................................................................................... 64
26.インターネットハッカー - 現代の海賊？.................................................................................... 65
27.サイバー戦 ....................................................................................................................................... 67
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、 ........................................ 68
29.スーパーバグ ................................................................................................................................... 70
30.グローバル通貨操作 ....................................................................................................................... 71
貧しい国に31の腕販売 ........................................................................................................................ 72
貧困層の32搾取 .................................................................................................................................... 73
33.分割統治政策 ................................................................................................................................... 75

34. 1％.................................................................................................................................................... 76
35.ビジネス無責任 ............................................................................................................................... 77
ソーシャルメディアの36悪 ................................................................................................................ 78
37.携帯電話、放射線、信号、廃棄物とリサイクル悪夢 ............................................................... 79
38.ごみゴミ箱ダンプ ........................................................................................................................... 80
39.大量消費 ........................................................................................................................................... 82
40.核戦争 ............................................................................................................................................... 83
41.高速ライフ ....................................................................................................................................... 84
42.包装汚染 ........................................................................................................................................... 86
43.プラスチック汚染 ........................................................................................................................... 87
44.加工食品 ........................................................................................................................................... 88
45.がん ................................................................................................................................................... 89
現代生活のストレス46 ........................................................................................................................ 90
ごみダンプの47家族生活 .................................................................................................................... 91
48人身 .................................................................................................................................................... 92
49.麻薬 ................................................................................................................................................... 93
50.使い捨てファッション - 綿花生産................................................................................................ 94

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216フフ フフつ海海を地げ、つすにの氷の極
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90パフパパフ（ おにおその新新な生の70％％ つ、南極つ南極最陸つでに つつ
。
6. 南極は氷の厚この2133メフフレ（ 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61メフフレ（ 200フフ フフ％ に地上つけすすち 。
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7メフフレ（ 20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
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4温つ最よ密つつ
。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億5通以地にのでけつすにの通の99％以地は、絶絶そけつ 推推ここにわつつ。
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6番番の最量絶絶の真に 只世に今でに つつ 過過5億億つ絶絶の第第第。
5. 本当は現存、 6500万億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。
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99％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
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500億空つ、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
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1,000通を知に にわけ 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75％以地へのウハパス権を持に にわつつ
。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20億空つは、極地の荒野の10％つ人人全人能の
けめに失わこつそけ。
8. 残に の48％はつつつつ侵生ここにわけ空、人分の歴歴の空に、極地の生生生の52％の主必な分融つでに つそけ。。
このこフスつ続けし、我我は今最50億以年につすにの荒野を失に にわけすすち 。。
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millennia.1に数今億にわけに 前例のなわ速温つ、 20世世大しつ 進むのつ、人空の人動の凍効つで
け（ 95％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
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10倍速く
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、 19世世最大以損、約2.0温（ 華摂1.1温摂摂％ つ地上そにわつつ。
7. 海海は1969億かか 0.302温華摂の気地化を示つ海の地700メフフレ（ 約2300フフ フフ％ つ、この増増そけ熱の
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50億空にわけに 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
つそけ。

11. すバフカレ海海は前世世に約8こパイの増増つ なに つそけ。過過20億空つのレフフは、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30％増増そつそけ。

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百万180フパ以地をさパキそにわつつ。
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20〜30キバメフフレ（ 12ヒこレ19％ かか成層生の以一に見出ここつつ。
2. 極地の成層生（ オとパ層％ におけけオとパの総量つ約4％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
かに最きわ春の減少： オとパ層破層は、 1970億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
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（ CFC％ 、 HCFC分、ハバパ％ 、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（ O3％ 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
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（ UV消％ の最よ公有なUVB第成を防止そつつ。ここかの第成はオとパを薄く
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1987億のホパフす オフ
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、 3つの一一全なカのサす に分かこにわつつ： 1。化生廃廃生、放紫極廃廃生2、おにお3つの医医廃廃
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（ POPs％ つ そに分分ここつつ。

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POPs農農つつ。

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spratsの爆開は、にに 多く の藻分つ 少なわ酸窒を意意つけ 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tidewrackつ そに知かこにわけ場場、頻繁に座礁洗洗、
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、 POTS、生おフすキ キは
遺廃漁漁（ DFG％ に分分海海サの の別の形生つつ。
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（ PCB％ つ ウハババウフの のレフす ハババハバパ（ 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GYREに接続ここにわけ研
究は、魚の35％つキすスイキ ハを摂取そにわけこつ つわかに つそけ。

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21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
保障への影影に応じにわつつ。
3. 世世の農極の40％つつつ真真に低以そにわけつ 推推ここにわつつ。
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degradation5. 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、 2007億のIPCC情報議つ同推ここけ潜存全な危険
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17酸性化
サンゴ礁の 酸性化
1. 'Ino KAモアナ
モアナKEアフ
ネイKAプナ私
モアナ アフmōkākīネイ
アフ
ネイ プナ私uka.'
プナ私
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SEEPS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
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（ 99.9％％ を残そに、適
工ここけ殺殺殺の0.1％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
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320万フパは、毎億使
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1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、
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3000万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80％つ 、毎億米国つ
生産小生の22％は、動生の飼化に使工ここつつ。
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3分の1つ彼か
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€2650億の周に に推推ここにわつつ。すかか、つけ、テのフの不
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3分の1つ昆殺受受に依存： のす ウパさフ、キ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、 4,000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
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DNAを変化こさけこつ
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DNAの変化ににに に引き起こここけ 。 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DNAの変化つ開生つけ氷氷極を高
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（ GMO％ の周に の議議は、わのこかの側に最きな増熱そつつ。 GMO家家の使工に対そに主拡
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、 GMO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（ WHO％ は、そのDNAの非自自
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¨resistant.¨につけけめにG
M植生におけけDNA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。
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GMO'sは、農石の条条つ
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。 GM作生つ植えかこにわけ場場には、一一全にmonocrop形つ、多く
の水化遺産の通子は、よはや使工ここにわつさの。 GMOの極質は、そこそえ、花受媒介にはでつに 蜂を少なく 複除
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、 GM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
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GMO生家かか土
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GM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
。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DNAを輸輸つけこつ つつきつつ。植生は、農石環環に導
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（ GMO％ そのDNA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
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DNA技技つ 呼しこにわつつ。遺遺子組み質え作生を
作成つけつ 、こつさつな生生の細細年かか DNA分子を取に 、遺遺子の新そわパキ フを作成つけけめに、 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DNAを
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50億空つ、米国の多く
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、 1980億古最年かかハす 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
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2100億、約70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
こな氷凍の52パフパパフつ、 25億最には消えにそつわつつこつ を予予そにわつつ。
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5メ
フフレ代温含む、西南極氷氷は、特に脆弱つつ。
8. 1つけは2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。
9. そかそ、おそかく よに つ 重必な設計につわには、洪生つ2050億つけは2150億に開生そけかのち かつつ。

10. 万億...私けちの番の前に溶けにわけ10.七氷凍、ヒキ バフホレパマ フバキ パに行に に、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216フフ フフつ海海を地げ、つすにの氷の極
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90パフパパフ（ おにおその新新な生の70％％ つ、南極つ南極最陸つでに つ
つ。南極は氷の厚この2133メフフレ（ 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61メフフレ（ 200フフ フフ％ に地上つけすすち 。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7メフフレ（ 20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
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4温つ最よ密つつ
。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6500万億旅行つけ必必つでけすすち 。
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10億空つ、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
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。 2016億12月の時点つ、 5つの
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. 2016億7月5日の時点つは、ウメす カ戦戦戦は1419個の運工人工地惑を含め、極地地の地赤に17852人の人工生
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. 2013億7月の時点つ1パパイ（ 0.4％ 、約67万アのす 1〜10パパイメフフレ、生お周に 29,000にに 最きわアのす
にに よ小こわ以地1.7億破海を地赤にでけつ 推推ここつそけ。
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50万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
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17500ヒこレつつの速温つつすにの旅、。
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。 1996億には、フすパスの地惑は10億前
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dailyUnseen海海動生の数百人を殺つ、漁漁は海つ世
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ensnaring、珊珊礁、避破船、つけは堆の地に身を包む、 maiming、そこかの数今
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60億前、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
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600億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
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swelteredにわつつ。
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、 51.3C、ここつつウフす カつ記記ここけ
最高受最極の高わ気温の気温を記記そつそけ。
8. 気温つ40℃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18日には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9なの日
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2C以以に、こ
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 、 6500万億前すに けにち に何。右？
6. 違ち 。今日、人空は2,000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
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guzzlersを買わ続けつつ。
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truthWhatのは空違に に未めけこつ つつきつ
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、 99％、皆 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350.orgすバフカレイフの。
国関の2000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。
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、汚い、危険かつ高価です。
原子力発電は、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U235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$ 700億$
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、 2010億つ 2
030億の空の推推$ 23兆総兆、成成つけ氷氷極つでに つつ。
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10パパフは、化化化化に消やこそのお重ののつ のの
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、 18981963
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20世世％ の戦戦。そそに個人の赤道つ 宗教の一一全な衰後。
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
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60％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
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10億空つ生家高格つ倍増そにわつつ。
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20億つ再お倍増そ、そこは小生や米なのの、主必主
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1億かか相へつ 。 持ち越そ。 予準に保持そ、つけは
余過生家の量に見かこつつ。
7. 。 最最の11億の6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
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、 6°Cつ地上つけ
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、 55億前に比すに、 2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
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6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。
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4分の1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。

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、 100万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unrelieved苦そみや残期の生
人を耐えつそけ。人空は数億、人空つ nonhumans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
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、 nonhumansは絶えの肉のけめの飽く なき生
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tormentors戦に 危関に対そに主拡そ、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、 nonhumans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
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25億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、
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

1. ウの フのスデ アフ フパは、 1950億古に。 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
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1950億古のウこすレの
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30％は、最最50％以地、過過20億空つ、肥融つつ。 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gorgingを一止つけこつ はつきつさの

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（ DSM％ 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
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、 DSM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
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1日6時空の平平を見に、のレテを見にわなわ人にに よので5億短わ寿産を持
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。 unelectedつ 非国主全世世非行、国実通国基重（ IMF％ 、世世世容危関（ 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desocializationこす 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 Lilliputiansの新新関熱のけめの漁全全な基岩を提子そつつ。
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. そかそ、 一両つ、 人我つオフ に最化そにわつつ - 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15億前、窒素な無期は。 歴歴
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1990億の国実危関つやに けにに よ
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 IT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
。 40億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。
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109.5のキスフメキ パフウの平平を輸受そ、自分の携熱電携に60回、一日の平平を明未つけこ
つ を示そにわつつ。
5. 携熱電携しフアフの22％は月兆$
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5つのヒことスの影影を知けけめに解のつく すこわ！
A.携熱電携の放紫紫は、世世保健危関（ WHO％ 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
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10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
すこわ！
E.私けちの携熱電携つよ使工のわのか50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
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. 1961億1月17日、最系拡は、 1961億のこの日、すのこフデ Dデ ウこヘパハのフつ、戦産複場全の増増能につわに
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（ MIC％ 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8億空つ、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
、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（ PR％ 、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
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、 PR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
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PR機当の締約連連や個人
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PR機当は、こ
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、 1991億の湾海戦戦つは、動作世のPRの仕仕の多く を強強そつそけ。こすハの2003億の戦戦は、退場つ
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. 2005億3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
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. 2005億3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
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、（ governmentdepartmentつけは受受放輸土のわの
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thesourceを帰重
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2001億宇宇の
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、 1つの同じにち に簡単に、遺遺医医、環環、つけは技技全な黙
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、 IMF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
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、。 IMFの作家を言わつつ。
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 、 IT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
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DDT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
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OK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 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。
ハこのハ 産石の第観の批判は、 そこつ番全つこ の世有を引き起こ そにわけつ わち こ つ つつ
お重を稼す けめに。第三批判は、ウキ キレ、ウヒとパ、 Googleつ Facebookはそのしフアフのキすこレフフな生
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renegingこ
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、 6つの開発発地国は言わつつ。
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2002億の武機つは、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3分の2
以地を遺成そつつ
9. 2012-2016の空の5個の最最の輸出国は、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90％は、すのパウメす カつ ウフす カは、国関安全保障生仕機
の5人の通任生仕かか損つそけ。
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 （ 2.8億％ 世世の悲めな貧貧層の多く を持に にわつつ。
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90％に武機や訓訓を
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（19072003）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
1. 私は17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
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、 17歳のけめのつに けく 違ち ホパスバフつつ。
みのな私の億年は毎日時空を消やそ snapchatting、 instagraming、 facebookingここけ 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1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
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150の同分を取得そにわなわ場場、私は
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、 Instagramのこスフを我自そつさのに。
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17.5す13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
そこ以損、毎日のバフシキレメアフ ウ地つ約3時空を消やそにきけつ 言ち こつ つつきつつ： 無無17.5かか 13 =
4.5×365 = 1642×3 = 4927時空。
9. 私よ、私はそこかの4927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
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、 20億前つそけ。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3ヶ月前、私はそこをやに け 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7つのよのつでに つつ。
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.

。 そこは1500人に殺達つけけめに謙偽無に 、 6回につわにの真実を取に け。 。 こ こはこパバ フのキ フつ偽ののの フ
スの回人を生み出そけこ つ は驚く こ つ つはでに つさの。

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 - WORLDWIDE HEALTH HAZARD

1. でなけはおそかく 知に にわけにち に、全世世つ50億人、世世人経の約80％以地、今の携熱電携を持に にわつつ。
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DNAに損傷を与えけこつ つつきつつ（ X紫のにち な％ 放紫紫の電光
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、 16億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： BANのハすヘハのフ のアフ レハバフ、 ウのデ Puckettは、電子廃廃生の約50〜100
のパのとはそこの90％つ電子の50〜100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
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2つのわのこかの操作を行わつつ。そこを化やつか、つけ
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1000億かかに つ
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50〜70％、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、。
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waste.Wasteは通通、スこフス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20倍強能つつ。
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2006億に廃廃生のおにそ2.28億フパを生
産そ、（ 米国のそこにに よ最きく 4倍の周に の人経％ 2013億、世国つ254フパに地に け数数は、億空廃廃生の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100フパ以地
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 5.7万フパ海げつつ。
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86％は、世世の裕裕な20％ににに に消消ここにわつつ。
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、 2人の古小
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2050億つつに少なく つ よ90億人に殺達つけけめに、人空の急成成数の凍
効つつか？そこつ よ、人空の人経は過過50億空つ倍増そにわけつ、我我は4倍の資資の私達の使工を増増そにわけつ
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 2倍の自を場公そ、つ 比比そに2倍の頻温つ外生つ 名前を味けけけめ
に、周に の本時の最計海のレテ、電子レパウ、 SUVつ ハパすのレすの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4〜6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1990億に、全世世つ一人
一人のけめの生生生全生産の土極の唯一の1.7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、
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（ GNP％ 、与えかこけ億つ与えかこけ当機つ生産ここけ財や
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omnicidal武機は水解当機つ場場つなわこつ 。
2. 1948億12月9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
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omnicidal、すけつなく 、国実方の以つ犯犯科つはなわすけつつ。 WHOつ 国関
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 1996億に判解を以そつそけ原法つ 人赤方の地法。。
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2020.Weつ放兵機を廃絶つけ
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8時15分、 1945億8月6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
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140,000かけつえのなわ産つ取かこにわけ、韓国人、世国人、
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70億空つ何を生おつそけか？
一両、私けちの世世はつす15,000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
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90時空、数自自そに睡に に得けけめにでなけのAmbienをこキ キそにわけつ きには、 10枚のキレフフを
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 overschedulingを促進つけ行動、気分障有おにお注意障有に
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Facebookの数ににに に、にに 密接
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24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wreakingつけこ
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10億空つ、 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170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
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450億を取けこつ つつきつつ。 1通分、 PETは、す サこハレ氷氷な一両つ、全く 生分融そつさ
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milkmenつ ハフレ預重に何つ起こに けのか： 私けちは
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7つの層を持つこつ つつき
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70％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
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175キバ、つけは385こパすを平そつつ。

43.プラスチック汚染
1. この世世の最最の10億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。
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、 2050億に惑つでけにに よ、海つmicropla
sticsの500倍以地の作家つでに つつ。
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 2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。
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500万人以地のフパすけつ推推24％つす サこハレここけ、毎億消消ここにわつつ。
廃廃生の残に の380万フパつ埋め埋に極つ処分ここつつ。
8. キすスイキ ハ廃廃生の最地地な量つ必自全に海鳥の90％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
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63億フパ、推推9％つす サこハレここけキすスイキ ハ廃廃生の別の12％つ日
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IVカキ すに、キすスイキ ハは、人生は、両両の簡単かつ安全に
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1940億古に始つに 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
こを推進そにわつつ。損億、 3億人以地フパつ世世つ生産ここつつ。

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3500万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
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upending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
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85％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、
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400万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
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3分の2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。
10. 今億前の2倍の服を購導つけ英国人つ の例、 - 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3400さバパや生の15500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。
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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