
千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)を知ろう
展示期間:令和3年2月９日～4月15日

皆さんはSDGs（エス・デイー・ジーズ 持続可能な開発目標）をご存知ですか？

SDGsとは、2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能でよりよい世界を目指す

ために2030年までに達成すべき国際目標です。17の大きな目標と、それを達成するた

めの具体的な169のターゲットから構成されています。

今、世界は貧困や食糧問題、戦争、差別、環境問題など、様々な課題を

抱えています。これらを解決し、「持続可能でよりよい世界」を作るためには

どうすればよいかを考える際に役立つ資料を、今回の展示では集めました。

地球環境や世界の未来について、この機会に一緒に考えてみませんか。
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

1 サステイナビリティ  地球と人類の課題 矢ケ崎 典隆 編 朝倉書店 2018 290/23/3 一般開架

2
SDGs時代のパートナーシップ  成熟したシェ
ア社会における力を持ち寄る協働へ

佐藤 真久 編著 学文社 2020 318/277 中央

3
地球村の子どもたち　1　途上国から見た
SDGs　格差

石井 光太 著 少年写真新聞社 2020 J333/ｲｺ/1 中央

4
地球村の子どもたち　2　途上国から見た
SDGs　生命

石井 光太 著 少年写真新聞社 2020 J333/ｲｺ/2 中央

5
SDGs  国連世界の未来を変えるための17の
目標  2030年までのゴール　改訂新版

日能研教務部 企画・編集 日能研 2020 J333/ｴｽ 中央

6 SDGsぬまっち式アクション100  1　学校編 沼田 晶弘 監修 鈴木出版 2019 J333/ｴｽ/1 中央

7 SDGsぬまっち式アクション100  2　まち編 沼田 晶弘 監修 鈴木出版 2019 J333/ｴｽ/2 中央

8 SDGsぬまっち式アクション100  3　家族編 沼田 晶弘 監修 鈴木出版 2019 J333/ｴｽ/3 中央

9 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷 裕子 監修 文溪堂 2019 J333/ｸﾆ 中央

10
国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs  1
「人間」に関するゴール

国谷 裕子 監修 文溪堂 2019 J333/ｸﾆ/1 中央

11
国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs  2
「豊かさ」に関するゴール

国谷 裕子 監修 文溪堂 2019 J333/ｸﾆ/2 中央

12
国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs  3
「地球」に関するゴール

国谷 裕子 監修 文溪堂 2019 J333/ｸﾆ/3 中央

13
国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs  4
「平和」と「パートナーシップ」に関するゴール

国谷 裕子 監修 文溪堂 2019 J333/ｸﾆ/4 中央

14
知っていますか?SDGs  ユニセフとめざす
2030年のゴール

日本ユニセフ協
会 制作協力

さ・え・ら書房 2018 J333/ｼﾂ 中央

15 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 池上 彰 監修 学研プラス 2020 J333/ｾｶ 中央

16
世界を変えるSDGs  2030年までにわたしたち
にできることを考えよう!

小林 亮 監修 あかね書房 2020 J333/ｾｶ 中央

17
持続可能な開発目標とは何か  2030年へ向
けた変革のアジェンダ

蟹江 憲史 編著 ミネルヴァ書房 2017 3338/150 一般開架

18 SDGsを学ぶ  国際開発・国際協力入門 高柳 彰夫 編 法律文化社 2018 3338/151 一般開架

19 SDGs白書　2019
慶應義塾大学SFC研
究所xSDG・ラボ 編 インプレスR&D 2019 3338/195/19 中央

20 SDGs入門　日経文庫 1408 村上 芽 著 日本経済新聞出版社 2019 33515/72 中央

21
サステナビリティ・ミックス  CSR、ESG、
SDGs、タクソノミー、次に来るもの

藤井 敏彦 著 日科技連出版社 2019 33515/75 中央

22
全国データ 　SDGsと日本　誰も取り残されな
いための人間の安全保障指標

ＮＰＯ法人「人間の安
全保障」フォーラム 編 明石書店 2019 360/4 中央

　　　SDGs（持続可能な開発目標）とは

場所区分「中央」は中央図書館、「西部」は西部図書館、それ以外は東部図書館　　
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

23 Start Now!  はじめて考える地球のもんだい チェルシー・クリントン 著 潮出版社 2019 J360/ｸﾁ 中央

24
日本社会を解読する Ⅴ　日本人と持続可能
な社会

新田 功 編 人間の科学新社 2008 3617/65 一般開架

25
ユニバーサルデザイン第2期  つながる・ささ
えあう社会へ 2　持続可能な社会をつくるユニ
バーサルデザイン

神保 哲生 監修 あかね書房 2012 J369/ﾕﾆ/2-2 中央

26
未来を築く  先進国の子どもたちと持続可能
な開発目標 (SDGs) 　イノチェンティレポート
カード 14

ユニセフ・イノチェ
ンティ研究所 著

日本ユニセフ協会 2017 3694/231 中央

27
持続可能な社会を考えるための66冊  教育か
ら今の社会を読み解こう

小宮山 博仁 著 明石書店 2020 3704/165 中央

28
環境・自然エネルギー革命  食料・エネル
ギー・水の地域自給

中村 太和 著 日本経済評論社 2010 5016/200 西部

29
小さな地球の大きな世界  プラネタリー・バウ
ンダリーと持続可能な開発

J.ロックストローム 著 丸善出版 2018 519/257 西部

30
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動  1
ストップ!地球温暖化　私たちにできること

環境情報普及セ
ンター 監修

金の星社 2009 J519/ｶﾝ/1 中央

31
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動  2
ごみ問題・森林破壊　私たちにできること

環境情報普及セ
ンター 監修

金の星社 2009 J519/ｶﾝ/2 中央

32
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動  3
大気・水を汚さないために　私たちにできるこ
と

環境情報普及セ
ンター 監修

金の星社 2009 J519/ｶﾝ/3 中央

33
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動  4
学校ではじめるエコ活動　私たちにできること

環境情報普及セ
ンター 監修

金の星社 2009 J519/ｶﾝ/4 中央

34
考えよう!地球環境身近なことからエコ活動  5
家庭ではじめるエコ活動　私たちにできること

環境情報普及セ
ンター 監修

金の星社 2009 J519/ｶﾝ/5 中央

35
岩波科学ライブラリー 137　サステイナビリ
ティ学への挑戦

小宮山 宏 編 岩波書店 2007 51904/33 一般開架

36
食・農・環境とSDGs  持続可能な社会のトータ
ルビジョン

古沢 広祐 著 農山漁村文化協会 2020 51904/33 西部

37
サステイナビリティ学をつくる  持続可能な地
球・社会・人間システムを目指して

三村 信男 編 新曜社 2008 51904/35 一般開架

38
サステイナビリティ学  1　サステイナビリティ
学の創生

小宮山 宏 編 東京大学出版会 2011 51908/4/1 西部

39
サステイナビリティ学  2　気候変動と低炭素
社会

小宮山 宏 編 東京大学出版会 2010 51908/4/2 西部

40
サステイナビリティ学  3　資源利用と循環型
社会

小宮山 宏 編 東京大学出版会 2010 51908/4/3 西部

41
サステイナビリティ学  4　生態系と自然共生
社会

小宮山 宏 編 東京大学出版会 2010 51908/4/4 西部

42
サステイナビリティ学  5　持続可能なアジアの
展望

小宮山 宏 編 東京大学出版会 2011 51908/4/5 西部

43
SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経
営

藤田 香 著 日経BP社 2017 51913/298 西部

44 持続可能な世界へ  生活空間再生論序説 安村 克己 著 学文社 2017 601/23 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

45 貧困の経済学    上 マーティン・ラヴァリオン 著 日本評論社 2018 33187/14/1 一般開架

46 貧困の経済学    下 マーティン・ラヴァリオン 著 日本評論社 2018 33187/14/2 一般開架

47 日本で暮らす移住者の貧困 移住連貧困プロジェクト 編
移住労働者と連帯す
る全国ネットワーク 2011 33441/63 一般開架

48 現代貧乏物語 橋本 健二 著 弘文堂 2016 3618/103 一般開架

49 シリーズ・貧困を考える    1 稲葉 茂勝 著 ミネルヴァ書房 2017 J368/ｲｼ1   中央

50 シリーズ・貧困を考える    2 稲葉 茂勝 著 ミネルヴァ書房 2017 J368/ｲｼ2 中央

51 シリーズ・貧困を考える    3 稲葉 茂勝 著 ミネルヴァ書房 2017 J368/ｲｼ3　 中央

52 絶対貧困  世界最貧民の目線 石井 光太 著 光文社 2009 3682/54 一般開架

53
家計から診る貧困  子ども・若者・女性の経済
的困難と政策

室住 眞麻子 著 法律文化社 2019 3682/54 中央

54
貧困問題がわかる  貧困問題解決に向けて
第一線の論者が語る  1

大阪弁護士会 編 明石書店 2010 3682/65/1 一般開架

55
貧困問題がわかる  貧困問題解決に向けて
第一線の論者が語る  2

大阪弁護士会 編 明石書店 2011 3682/65/2 一般開架

56
貧困問題がわかる  貧困問題解決に向けて
第一線の論者が語る  3

大阪弁護士会 編 明石書店 2012 3682/65/3 一般開架

57
貧困と地域  あいりん地区から見る高齢化と
孤立死

白波瀬 達也 著 中央公論新社 2017 3682/79 一般開架

58 貧困 駒村 康平 編著 ミネルヴァ書房 2018 3682/82 一般開架

59
千葉県子どもの貧困対策推進計画  すべて
の子どもが夢と希望を持って成長していける
社会の実現を目指して

千葉県 2015 C3694/7 郷土開架

60 子どもへの支援施策ガイドブック 千葉県 2016 C3694/8 郷土開架

61 子どもの貧困ハンドブック 松本 伊智朗 編著 かもがわ出版 2016 3694/221 中央

62
世界の子どもの貧困対策と福祉関連QOL  日
本、韓国、イギリス、アメリカ、ドイツ

黒木 保博 監修 学文社 2018 3694/237 中央

63 貧困のなかにいる子どものソーシャルワーク 大西 良 編著 中央法規出版 2018 3694/241 中央

64
子どもの貧困調査  子どもの生活に関する実
態調査から見えてきたもの

山野 則子 編著 明石書店 2019 3694/251 中央

65
ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦  貧乏
人は教育で抜け出せるのか?

ポール・タフ 著 みすず書房 2020 37253/46 中央

　　　目標１　貧困

　　　　　　　　あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる
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66
食卓から地球環境がみえる　食と農の持続可
能性　地球研叢書

湯本 貴和 編 昭和堂 2008 4985/109 一般書庫

67 食料危機ってなんだろう 山崎 亮一 監修 文研出版 2011 J611/ｼﾖ 中央

68 アフリカ「貧困と飢餓」克服のシナリオ 二木 光 著 農山漁村文化協会 2008 61115/58 一般開架

69
持続可能な暮らしと農村開発  アプローチの
展開と新たな挑戦

イアン・スクーンズ 著 明石書店 2018 61115/80 一般開架

70
フードバンク　世界と日本の困窮者支援と食
品ロス対策

佐藤 順子 編著 明石書店 2018 6113/50 中央

71
フードバンクという挑戦　貧困と飽食のあいだ
で

大原 悦子 著 岩波書店 2008 6113/52 一般書庫

72
未来をつくる私たちのアクション  飢餓のない
世界は健康的な食生活から

FAO駐日連絡事務所 2019 61138/13 中央

73
グローバル視点から考える世界の食料需給・
食料安全保障  気候変動等の影響と農業投
資

小泉 達治 著 農林統計協会 2017 61138/18 一般開架

74
小規模農家等支援事業の成果集  小粒でも
キラリと光る地域の取組

千葉県農林水産
部担い手支援課

2015 C6117/6 郷土開架

75
タイ農業概観  持続的農業開発のモデルを求
めて

小金丸 梅夫 著 東京農業大学出版会 2010 61223/17 一般開架

76 地球温暖化と農業 清野 豁 著 成山堂書店 2008 6131/11 一般開架

77
世界からバナナがなくなるまえに  食糧危機
に立ち向かう科学者たち

ロブ・ダン 著 青土社 2017 615/21 一般開架

78
タネの未来  僕が15歳でタネの会社を起業し
たわけ

小林 宙 著 家の光協会 2019 61523/8 一般開架

79
アジア・アフリカの稲作　多様な生産生態と持
続的発展の道

堀江 武 編著 農山漁村文化協会 2015 6162/78 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

80 国境なき医師が行く 久留宮 隆 著 岩波書店 2009 J329/ｸﾀ 中央

81
国境なき助産師が行く
難民救助の活動から見えてきたこと

小島 毬奈 著 筑摩書房 2018 J329/ｺﾏ 中央

82
国境なき医師団
終わりなき挑戦、希望への意志

レネー・C.フォックス 著 みすず書房 2015 32936/40 一般開架

　　　目標２　飢餓

　　　　　　　　飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な農業を促進する

　　　目標３　保健

　　　　　　　　あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

83 人類五〇万年の闘い  マラリア全史 ソニア・シャー 著 太田出版 2015 49388/5 一般開架

84 国際保健医療のお仕事 中村 安秀 編著 南山堂 2008 498/86/8 一般開架

85
社会が病気をつくる  「持続可能な未来」のた
めに

玉城 英彦 著 角川学芸出版 2010 498/120 一般開架

86 やさしく学べる国際保健・看護の基礎と実践 山崎 明美 編 桐書房 2012 498/126 一般開架

87 国際保健医療のキャリアナビ 日本国際保健医療学会 編 南山堂 2016 498/136 一般開架

88 持続可能な医療を創る 森 臨太郎 著 岩波書店 2013 49802/101 一般開架

89
ヘルスリテラシー　健康教育の新しいキー
ワード

福田 洋 編著 大修館書店 2016 49807/11 西部

90
21世紀の健康戦略シリーズ　7
ヘルスリテラシーとは何か?

垣内出版 2017 4981/302 西部

91
グローバル・エイズ
途上国における病の拡大と先進国の課題

アリグザンダー・
アーウィン 著

明石書店 2005 4986/95 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

92
世界の学校  教育制度から日常の学校風景
まで

二宮 皓 編著 学事出版 2014 372/15/14 一般開架

93
生きるための読み書き  発展途上国のリテラ
シー問題

中村 雄祐 著 みすず書房 2009 372/19 一般開架

94
発展途上国の困難な状況にある子どもの教
育  難民・障害・貧困をめぐるフィールド研究

澤村 信英 編著 明石書店 2019 372/36 中央

95
識字と学びの社会史  日本におけるリテラ
シーの諸相

大戸 安弘 編 思文閣出版 2014 3721/36 中央

96
学校学力から生涯学力へ  変化の時代を生
きる

前田 耕司 編著 学文社 2011 3731/66 一般開架

97
無償教育と国際人権規約  未来をひらく人類
史の潮流

三輪 定宣 著 新日本出版社 2018 3731/82 中央

98 人権としての教育 堀尾 輝久 著 岩波書店 2019 3731/84 中央

99 教育基本法の社会史 副田 義也 著 有信堂高文社 2012 37322/67 中央

100 生涯学習論  大人のための教育入門 久田 邦明 著 現代書館 2010 379/82 一般開架

101 生涯学習論入門 今西 幸蔵 著 法律文化社 2017 379/85/17 一般開架

102 世界の生涯学習  現状と課題 新海 英行 編著 大学教育出版 2016 37904/6 中央

103 識字の社会言語学 かどや ひでのり 編 生活書院 2010 8101/13 中央

　　　目標４　教育

　　　　　　　　すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する
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104
クラーラ・ツェトキーン  ジェンダー平等と反戦
の生涯

伊藤 セツ 著 御茶の水書房 2013 2893/ﾂｸ1 一般開架

105 女と男のちがいって? プランテルグループ 文 あかね書房 2019 J367/ｵﾝ 中央

106 世界の女性問題    3　政治、仕事、ジェンダー 関橋 眞理 著 汐文社 2014 J367/ｾﾏ 中央

107
国連・女性・NGO    Part2　世界を変えるの
は、あなた

国連NGO国内女
性委員会 編

パド・ウィメンズ・オフィス 2017 3671/16/2 一般開架

108 女性学・男性学  ジェンダー論入門 伊藤 公雄 著 有斐閣 2011 3671/103/11 一般開架

109
女性学入門  ジェンダーで社会と人生を考え
る

杉本 貴代栄 編著 ミネルヴァ書房 2018 3671/209/18 一般開架

110 母から娘へ　ジェンダーの話をしよう 権　仁淑 著 梨の木舎 2011 3671/215 一般開架

111
人間中心の開発とジェンダー  共生社会の実
現に向けて

信田 理奈 著 三恵社 2013 3671/223 一般開架

112
ジェンダーから見た世界史　歴史を読み替え
る

三成　美保　編 大月書店 2014 3672/71 一般開架

113
近現代の女性史を考える  戦争・家族・売買
春

折井 美耶子 著 ドメス出版 2015 36721/185 一般開架

114 アジアの家族とジェンダー 落合 恵美子 編 勁草書房 2007 36722/49 一般開架

115 切除されて キャディ 著 ヴィレッジブックス 2007 36724/2 一般開架

116
時代を拓く女性リーダー  行政・大学・企業・
団体での人材育成支援

国立女性教育会館 編 明石書店 2008 37946/7 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

117 トイレはどこですか? 小屋 一平 著 心交社 2001 3839/36 一般開架

118
トイレの話をしよう  世界65億人が抱える大問
題

ローズ・ジョージ 著 日本放送出版協会 2009 3839/57 一般開架

119 水の役割と機能化  その多様性と利用 川瀬 義矩 著 工業調査会 2007 43544/13 一般開架

120 改訂新版　水と生活  水の生活科学 藤田 四三雄 共著 槇書店 2001 4529/16 一般書庫

121 水は健康を育む 中室 克彦 著 丸善 2003 49841/7 一般書庫

122 心が癒される水  水を大切に 千葉県水道局 千葉県水道サービス協会 2000 C517/7 一般書庫

123
東大塾　水システム講義  持続可能な水利用
に向けて

古米 弘明 編 東京大学出版会 2017 517/63 西部

　　　目標５　ジェンダー

　　　　　　　　ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行う

　　　目標６　水・衛生

　　　　　　　　すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

124
わきだせ!いのちの水  日本伝統の上総掘り
井戸をアフリカに

たけたに ちほみ 著 フレーベル館 2019 J518/ ﾀﾁ 中央

125
新版　環境とリサイクル   11　自然のしくみと
人間の社会　水のリサイクル

本間 正樹 文 小峰書店 2003 J518/ﾎﾏ/11 中央

126
小事典暮らしの水  飲む、使う、捨てる水につ
いての基礎知識

建築設備技術者協
会 編

講談社 2002 5181/14 一般書庫

127
水の循環  地球・都市・生命をつなぐ“くらし革
命”

山田 国広 編 藤原書店 2002 5181/15 一般書庫

128 水供給  これからの50年
持続可能な水供給
システム研究会 編

技報堂出版 2007 5181/58 西部

129 新しい上下水道事業  再構築と産業化 山本 哲三 編著 中央経済社 2018 5181/71 西部

130
熊本大学政創研業書９　持続可能な地下水
利用に向けた挑戦  地下水先進地域熊本か
らの発信

嶋田 純 編 成文堂 2016 51812/21 西部

131
水環境と地域づくり  持続可能な発展をめざし
て

中藤 康俊 著 古今書院 2010 519/199 西部

132
水を守りに、森へ  地下水の持続可能性を求
めて

山田 健 著 筑摩書房 2012 6565/14 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

133
一目でわかる!最新世界資源マップ  エネル
ギー、レアメタル、食糧の今が見える!

資源問題研究会 著 ダイヤモンド社 2011 3347/15 一般開架

134
グレタと立ち上がろう  気候変動の世界を救う
ための18章

ヴァレンティナ・
ジャンネッラ 著

岩崎書店 2020 J451/ｼｳ 中央

135 エネルギーと環境問題の疑問55 刑部 真弘 著 成山堂書店 2018 J501/ｵﾏ 中央

136 再生可能エネルギー図鑑 Looop 監修 日経BP 2020 J501/ｻｲ 中央

137
拡大する世界の再生可能エネルギー  脱原
発時代の到来

和田 武 著 世界思想社 2011 5016/130 一般開架

138
1億3000万人の自然エネルギー  renewable
energy society

飯田 哲也 著 講談社 2011 5016/131 一般開架

139 日経資源・食料・エネルギー地図 日本経済新聞社 編 日本経済新聞出版社 2012 5016/142 一般開架

140 緑のエネルギー原論 植田 和弘 著 岩波書店 2013 5016/155 一般開架

141
エネルギー科学と地球温暖化  エネルギーを
知れば世界が変わる

氏田 博士 著 共立出版 2015 5016/156 一般開架

142 再生可能エネルギー技術 藤井 照重 共著 森北出版 2016 5016/157 一般開架

143
再生可能エネルギーによる地域づくり  自立・
共生社会への転換の道行き

白井 信雄 著 環境新聞社 2018 5016/273 西部

　　　目標７　エネルギー

　　　　　　　　すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

144
「エネルギー計画2050」構想　脱原子力・脱炭
素社会にむけて

壽福 眞美 編 法政大学出版局 2019 5016/275 西部

145
再生可能エネルギー開発  最新事情と海外
展開

土木学会エネルギー委員会
環境技術小委員会 編集 土木学会 2018 5016/276 西部

146
エネルギーの未来  脱・炭素エネルギーに向
けて

馬奈木 俊介 編著 中央経済社 2019 5016/278 西部

147 再エネで地域社会をデザインする 小林 久 編 京都大学学術出版会 2020 5016/292 西部

148
エネルギーの物語  わたしたちにとってエネル
ギーとは何なのか

マイケル・E.ウェバー 著 原書房 2020 5016/295 西部

149
「脱炭素化」はとまらない!  未来を描くビジネ
スのヒント

江田 健二 共著 成山堂書店 2020 5016/296 西部

150 ビル・工場で役立つ省エネルギーの教科書 田沼 和夫 著 オーム社 2018 50968/16 西部

151
入門再生可能エネルギーと電力システム  省
エネ大量導入時代の次世代ネットワーク

諸富 徹 編著 日本評論社 2019 54093/4 西部

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

152
アジアの持続可能な発展に向けて  環境・経
済・社会の視点から

厳 網林 編著 慶應義塾大学出版会 2013 29204/4 一般開架

153 プレニテュード  新しい<豊かさ>の経済学 ジュリエット・B.ショア 著 岩波書店 2011 331/168 一般開架

154 繁栄の呪縛を超えて  貧困なき発展の経済学 ジャン=ポール・フィトゥシ 著 新泉社 2013 331/180 一般開架

155 資源と環境の経済学  ケーススタディで学ぶ 馬奈木 俊介 編 昭和堂 2012 3347/17 一般開架

156
自分らしく働きたい  だれもが自信と誇りを
もって

清水 直子 著 大日本図書 2009 J366/ｼﾅ 中央

157
事例に学ぶ地域雇用再生  経済危機を超え
て

佐口 和郎 編著 ぎょうせい 2010 36621/47 一般開架

158 雇用再生  持続可能な働き方を考える 清家 篤 著 NHK出版 2013 36621/56 一般開架

159 若者の逆襲　ワーキングプアからユニオンへ 木下 武男 著 旬報社 2012 36662/55 一般開架

160
わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。　児童
労働者とよばれる2億1800万人の子どもたち

岩附 由香 著 合同出版 2007 36638/69 一般開架

161
世界商品と子供の奴隷　多国籍企業と児童
強制労働

下山 晃 著 ミネルヴァ書房 2009 36638/74 一般開架

162
ホワイト企業　女性が本当に安心して働ける
会社

経済産業省 監修 文藝春秋 2013 36638/88 一般開架

163 「労働」の社会分析　時間・空間・ジェンダー ミリアム・グラックスマン 著 法政大学出版局 2014 36638/89 一般開架

164
地球温暖化と経済発展  持続可能な成長を
考える

宇沢 弘文 編 東京大学出版会 2009 45185/48 西部

　　　目標８　経済成長と雇用　
　　　　　　　　包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある

　　　　　　　　人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する
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　　　　　　　　及びイノベーションの推進を図る

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

165 貧困を救うテクノロジー イアン・スマイリー 著 イースト・プレス 2015 3338/145 一般開架

166
アジアで開く未来への扉  国際協力の現場か
ら

国際協力推進協会 編集 国際協力推進協会 2000 33382/13 一般開架

167 イノベーションとは何か 池田 信夫 著 東洋経済新報社 2011 3361/93 一般開架

168 イノベーション社会学 白水 繁彦 著 御茶の水書房 2011 3615/318 一般開架

169 インフラ・ビジネス最前線  ODAの戦略的活用 山田 順一 編著 日刊建設工業新聞社 2018 51092/14 中央

170
プノンペンの奇跡
世界を驚かせたカンボジアの水道改革

鈴木 康次郎 著
佐伯印刷株式会
社出版事業部

2015 5181/26 一般開架

171
農業大国アメリカで広がる「小さな農業」
進化する産直スタイル「CSA」

門田 一徳 著 家の光協会 2019 6117/169 一般開架

172
OECD政策レビュー・日本農業のイノベーショ
ン
生産性と持続可能性の向上をめざして

OECD 編著 大成出版社 2019 6121/110 一般開架

173 農村DX革命　アグリカルチャー4.1の時代 三輪 泰史 著 日刊工業新聞社 2019 6148/11 一般開架

174
これでわかるフェアトレードハンドブック
世界を幸せにするしくみ

FLO 編 合同出版 2008 6782/14 一般開架

175 フェアトレードを学ぶ人のために 佐藤 寛 編 世界思想社 2011 6782/16 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

176 今、世界はあぶないのか?　4 ハナネ・カイ 絵 評論社 2017 J316/ｽﾙ 中央

177 人権の世界地図 Andrew Fagan 著 丸善出版 2019 3161/187 中央

178 不平等  誰もが知っておくべきこと ジェームス・K.ガルブレイス 著 明石書店 2017 33185/23 中央

179
世界不平等レポート  世界不平等研究所
2018

ファクンド・アルヴァレド 編 みすず書房 2018 33185/24/18 中央

180
不平等と再分配の経済学  格差縮小に向け
た財政政策

トマ・ピケティ 著 明石書店 2020 33185/25 中央

181 グローバル・タックスの構想と射程 上村 雄彦 編 法律文化社 2015 3338/145 西部

182
グローバル・タックスの理論と実践  主権国家
体制の限界を超えて

上村 雄彦 編著 日本評論社 2019 3451/103 中央

183
地図でみる世界の地域格差  OECD地域指標
2018年版

OECD 編著 明石書店 2019 3509/16/18 中央

　　　目標９　インフラ、産業化、イノベーション
　　　　　　　　強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進

　　　目標10　不平等

　　　　　　　　国内及び各国家間の不平等を是正する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

184 社会格差はどこから? プランテルグループ 文 あかね書房 2019 J361/ｼﾔ 中央

185 差別論  偏見理論批判 佐藤 裕 著 明石書店 2018 3618/25 中央

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

186
SDGsとまちづくり  持続可能な地域と学びづく
り

田中 治彦 編著 学文社 2019 3186/96 中央

187 SLUM  世界のスラム街探訪 小神野 真弘 写真・文 彩図社 2013 3682/71 一般開架

188
塗りつぶされた町  ヴィクトリア期英国のスラ
ムに生きる

サラ・ワイズ 著 紀伊国屋書店 2018 3682/83 一般開架

189
防災・減災・復旧・復興Q&A  大災害被災者支
援の経験から

近畿災害対策まちづ
くり支援機構 編 東方出版 2018 3693/119 一般開架

190
安心まちづくりガイドブック  密集市街地を再
生する

密集市街地住宅整備
研究会 編集 創樹社 2008 5188/553 西部

191 駅まち一体開発  TOD46の魅力
日建設計駅まち一体開
発研究会 編集 新建築社 2019 5188/751 西部

192 実践版！グリーンインフラ グリーンインフラ研究会 編 日経BP 2020 51885/62/2 西部

193
グリーンインフラ　地球環境の持続的維持に
向けて

石川　幹子 著 中央大学出版部 2020 51885/73 西部

194 地域ブランドとシティプロモーション 牧瀬 稔 編著 東京法令出版 2018 6011/211 一般開架

195
農と食と地域をデザインする  旗を立てる生産
者たちの声

長岡 淳一 著 新泉社 2019 61177/3 西部

196
生きている文化遺産と観光  住民によるリビン
グヘリテージの継承

藤木 庸介 編著 学芸出版社 2010 689/73 一般書庫

197
アートがひらく地域のこれから  クリエイティビ
ティを生かす社会へ

野田 邦弘 編著 ミネルヴァ書房 2020 704/27 西部

198 テキスト文化遺産防災学
立命館大学「テキスト文
化遺産防災学」刊行委
員会 著

学芸出版社 2013 709/66 一般開架

199
文化遺産の保全と復興の哲学  自然との創
造的関係の再生  　「震災後」に考える

中川武+中川研究室 編著 早稲田大学出版部 2012 70912/1 一般開架

　　　目標11　持続可能な都市

　　　　　　　　包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

200
バイオマス本当の話  持続可能な社会に向け
て

泊 みゆき 著 築地書館 2012 5016/138 一般開架

201
ごみについて調べよう    1　Reduce・リデュー
ス　ごみを出さない・減らす

岡山 朋子 監修 あかね書房 2019 J518/ｺﾐ/1 中央

202
ごみについて調べよう    2　Reuse・リユース
くりかえし使う

岡山 朋子 監修 あかね書房 2019 J518/ｺﾐ/2 中央

203
ごみについて調べよう    3　Recycle・リサイク
ル　資源として再利用する

岡山 朋子 監修 あかね書房 2019 J518/ｺﾐ/3 中央

204
ごみはどこへ ごみのしょりと利用  3　3Rでご
みが生まれ変わる　リデュース・リユース・リサ
イクル

高月 紘 監修 金の星社 2019 J518/ｺﾐ/3 中央

205
楽しい調べ学習シリーズ　最新!リサイクルの
大研究  プラスチック容器から自動車、建物ま
で

田崎 智宏 監修 PHP研究所 2019 J518/ｻｲ 中央

206
知ってる?アップサイクル  もうひとつのリサイ
クル  1　アップサイクルってなに?

「知ってる?アップサイ
クル」編集委員会 編 さ・え・ら書房 2020 J518/ｼﾂ/1 中央

207
知ってる?アップサイクル　2　もうひとつのリサ
イクル　アップサイクルをやってみよう!

「知ってる?アップサイ
クル」編集委員会 編 さ・え・ら書房 2020 J518/ｼﾂ/2 中央

208
エコロジカル・フットプリント  地球環境持続の
ための実践プランニング・ツール

マティース・ワケナゲル 著 合同出版 2004 519/116 西部

209
あなたの暮らしが世界を変える　持続可能な
未来がわかる絵本

阿部 治 監修 山と溪谷社 2007 519/309 一般開架

210 環境がわかる絵本　改訂新版 佐伯 平二 文 山と溪谷社 2007 519/310 一般開架

211
よくわかる持続可能な開発  経済、社会、環
境をリンクする

トレイシー・ストレンジ 著 明石書店 2011 519/355 一般開架

212
プラスチック・プラネット  今、プラスチックが地
球をおおっている

ジョージア・アムソ
ン=ブラッドショー 作

評論社 2019 J519/ｱｼ 中央

213 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ 著 さ・え・ら書房 2020 J519/ﾌｼ 中央

214
地球との和解  人類と地球にはどんな未来が
あるのか

ジェローム・バンデ 編 麗澤大学出版会 2009 51904/21 中央

215
生産的な暮らしをつくろう  レッツプロダクティ
ブ・ハビテーション

ヒューマンルネッ
サンス研究所 編

ビオシティ 2002 5198/53 一般書庫

216
食品ロスの大研究  なぜ多い?どうすれば減ら
せる?

井出 留美 監修 PHP研究所 2019 J611/ｼﾖ 中央

217
知ろう!減らそう!食品ロス 3　食べ物をすてな
い工夫

小林 富雄 監修 小峰書店 2020 J611/ｼﾛ/3 中央

　　　目標12　持続可能な消費と生産

　　　　　　　　持続可能な消費生産形態を確保する
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

218
地球温暖化と日本の農業　気温上昇によって
私たちの食べ物が変わる!?　気象ブックス 046

農業・食品産業技術
総合研究機構 編著 成山堂書店 2020 6131/8 西部

219 森林と地球環境変動　森林科学シリーズ 6 三枝 信子 編 共立出版 2019 65317/21 西部

220
異常気象と気候変動についてわかっているこ
といないこと

筆保 弘徳 編 ベレ出版 2014 451/36 一般開架

221
海から見た地球温暖化  異常気象、気候変動
の現場を行く

JAMSTEC「Blue
Earth」編集委員会 著 光文社 2008 45185/45 一般開架

222 ココが知りたい地球温暖化
国立環境研究所地球環
境研究センター 編著 成山堂書店 2009 45185/51 一般開架

223 ココが知りたい地球温暖化    2
国立環境研究所地球環
境研究センター 編著 成山堂書店 2010 45185/51/2 一般開架

224 地球温暖化  この真実を知るために 西岡 秀三 監修 ニュートンプレス 2010 45185/53 一般開架

225 地球温暖化の目撃者 小西 雅子 編著 毎日新聞社 2011 45185/57 一般開架

226
正しく理解する気候の科学  論争の原点にた
ち帰る

中島 映至 著 技術評論社 2013 45185/63 一般開架

227 気候変動  インフォグラフィクス エステル・ゴンスターラ 著 岩波書店 2013 45185/64 一般開架

228 気候変動に適応する社会 田中 充 編 技報堂出版 2013 45185/66 一般開架

229
気候変動はなぜ起こるのか  グレート・オー
シャン・コンベヤーの発見

ウォーレス・ブロッカー 著 講談社 2013 45185/67 一般開架

230
地球はもう温暖化していない  科学と政治の
大転換へ

深井 有 著 平凡社 2015 45185/68 一般開架

231
地球気候学  システムとしての気候の変動・
変化・進化

安成 哲三 著 東京大学出版会 2018 45185/80 西部

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

232 海と環境の図鑑 ジョン・ファーンドン 著 河出書房新社 2012 45203/4 一般開架

233
地球の危機をさけぶ生きものたち    1　海が
泣いている

藤原 幸一 写真・文 少年写真新聞社 2017 J519/ﾌｺ/1 中央

234
海のプラスチックごみ調べ大事典  なぜ?どう
したら?プラごみ問題がゼロからわかる!

保坂 直紀 著 旬報社 2020 J519/ﾎﾅ 中央

235
プラスチック・スープの地球  汚染される「水の
惑星」

ミヒル・ロスカム・アビング 著 ポプラ社 2019 J519/ﾛｱ 中央

236
海の食料資源の科学  持続可能な発展にむ
けて

佐藤 洋一郎 編集 勉誠出版 2019 6604/9 一般開架

　　　　　　　　持続可能な開発のために、海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

　　　目標14　海洋資源

　　　目標13　気候変動

　　　　　　　　気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

237
漁業資源管理の法と政策  持続可能な漁業
に向けた国際法秩序と日本

児矢野 マリ 編 信山社 2019 6611/10 一般開架

238
海洋資源の流通と管理の人類学　みんぱく実
践人類学シリーズ 3

岸上 伸啓 編著 明石書店 2008 6614/11 一般書庫

239
日本の水産資源管理  漁業衰退の真因と復
活への道を探る

片野 歩 著 慶應義塾大学出版会 2019 6621/49 一般開架

240 日本人が魚を食べ続けるために 秋道 智彌 編著 西日本出版社 2019 6621/50 一般開架

241 魚のいない世界　ポピュラーサイエンス マーク・カーランスキー 著 飛鳥新社 2012 6636/25 一般開架

242 海の保全生態学　Natural History 松田 裕之 著 東京大学出版会 2012 6636/26 一般開架

243 乱獲　漁業資源の今とこれから レイ・ヒルボーン 著 東海大学出版部 2015 6636/27 一般開架

244
魚たちとワシントン条約　マグロ・サメからナマ
コ・深海サンゴまで　水産総合研究センター叢
書

中野 秀樹 編 文一総合出版 2016 6636/28 一般開架

245 ぼくの先生は東京湾 中村 征夫 写真・文 フレーベル館 2015 JE/ﾅｲ 中央

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

246 世界に乗り遅れないための生物多様性読本 日経エコロジー 編 日経BP社 2009 33515/53 一般開架

247 砂漠考  中国の荒れ地とその緑化修復から 徳岡 正三 著 研成社 2019 45464/19 西部

248
千葉県レッドリスト
千葉県の保護上重要な野生生物  植物・菌類
編

千葉県環境生活部
自然保護課 編集

千葉県環境生活部
自然保護課 2017 C462/4/17-1 郷土開架

249
千葉県レッドリスト
千葉県の保護上重要な野生生物  動物編

千葉県環境生活部
自然保護課 編集

千葉県環境生活部
自然保護課 2019 C462/4/19-2 郷土開架

250 生物多様性キーワード事典 生物多様性政策研究会編 中央法規出版 2002 468/33 一般開架

251 ホットスポット最後の楽園
NHK「ホットスポット」
プロジェクト 編 NHK出版 2011 482/5 一般開架

252 絶滅危惧の動物事典 川上 洋一 著 東京堂出版 2008 4821/9 一般開架

253 絶滅危惧の生きもの観察ガイド    東日本編 川上 洋一 著 東京堂出版 2009 4821/10/1 一般開架

254 絶滅危惧の生きもの観察ガイド    西日本編 川上 洋一 著 東京堂出版 2010 4821/10/2 一般開架

255 企業のためのやさしくわかる「生物多様性」 枝廣 淳子 著 技術評論社 2009 51913/58 一般開架

256
グリーンマネジメント
持続可能な社会を実現するために

守屋 有 著 中央経済社 2013 51913/66 一般開架

257 生物多様性民間参画ガイドライン 環境省自然環境局 編 成山堂書店 2010 5198/74 一般開架

258 世界の土・日本の土は今 日本土壌肥料学会 編 農山漁村文化協会 2015 6135/39 一般開架

　　　目標15　陸上資源　
　　　　　　　　陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処

　　　　　　　　ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する
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259 持続可能な乾燥地農業のために 藤山 英保 編著 技報堂出版 2019 6135/42 一般開架

260 生物多様性緑化ハンドブック 亀山 章 監修 地人書館 2006 6293/4 一般開架

261
生物多様性<喪失>の真実
 熱帯雨林破壊のポリティカル・エコロジー

ジョン・H.ヴァンダーミーア 著 みすず書房 2010 65317/20 一般開架

No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求記号 場所区分

262 投票に行きたくなる国会の話 政野 淳子 著 筑摩書房 2016 J314/ﾏｱ 中央

263 よくわかる世界の紛争  最新版図説  2017 毎日新聞外信部 編著 毎日新聞出版 2016 319/71/17 一般開架

264 世界紛争地図 日本経済新聞社 編 日本経済新聞出版社 2013 319/152 一般開架

265 SDGs時代の平和学 佐渡友 哲 著 法律文化社 2019 3198/291 中央

266
国内避難民の国際的保護  越境する人道行
動の可能性と限界

墓田 桂 著 勁草書房 2015 32921/28 一般開架

267
開発と汚職  開発途上国の汚職・腐敗との闘
いにおける新たな挑戦

小山田 英治 著 明石書店 2019 3338/191 中央

268 池上彰が解説したい!国民・移民・難民    1 稲葉 茂勝 文 筑摩書房 2018 J334/ｲｼ/1 中央

269 池上彰が解説したい!国民・移民・難民    3 稲葉 茂勝 著 筑摩書房 2019 J334/ｲｼ/3 中央

270 難民問題と国際法制度の動態 川村 真理 著 信山社 2019 36938/31 中央

271 子どもの権利ガイドブック
日本弁護士連合会子ど
もの権利委員会 編著 明石書店 2017 3694/106 中央

272
子どもの権利と人権保障  いじめ・障がい・非
行・虐待事件の弁護活動から

児玉 勇二 著 明石書店 2015 3694/161 一般開架

273
犯罪被害を受けた子どものための支援ガイド
子どもと関わるすべての大人のために

ピート・ウォリス 著 金剛出版 2016 3694/162 一般開架

274
18歳からの選挙Q&A  政治に新しい風を18歳
選挙権

全国民主主義教
育研究会 編

同時代社 2015 37531/13 中央

　　　　　　　　提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

　　　　　　　　持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを

　　　目標16　平和
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275
国際協力ガイド    2016　一歩、先へ　夢の
キャリアに踏み出そう

国際開発ジャーナル社 編 国際開発ジャーナル社 2014 3338/67/16 一般開架

276 国際協力  その新しい潮流 下村 恭民 著 有斐閣 2009 3338/73/09 一般開架

277
国際協力専門員  技術と人々を結ぶファシリ
テータたちの軌跡

林 俊行 編 新評論 2008 3338/116 一般開架

278 国際協力  治水インフラ整備の現場から 浦上 将人 著 鹿島出版会 2013 3338/137 一般開架

279
国際協力のレッスン  地球市民の国際協力論
入門

牧田 東一 編著 学陽書房 2013 3338/141 一般開架

280
これからの日本の国際協力  ビッグ・ドナーか
らスマート・ドナーへ

黒崎 卓 編著 日本評論社 2015 3338/144 一般開架

281
青年海外協力隊は何をもたらしたか　開発協
力とグローバル人材育成５０年の成果

岡部　恭宜 編著 ミネルヴァ書房 2018 3338/188 中央

282
アフリカに大学をつくったサムライたち　ジョ
モ・ケニヤッタ農工大学物語

荒木　光弥 著 国際開発ジャーナル社 2014 33384/7 一般開架

283 ESG投資  新しい資本主義のかたち 水口 剛 著 日本経済新聞出版社 2017 33815/133 中央

284
身近でできるSDGsエシカル消費    1　エシカ
ル消費ってなに？

三輪 昭子 著 さ・え・ら書房 2019 J519/ﾐｼ1 中央

285
身近でできるSDGsエシカル消費    2　エシカ
ル消費でSDGsを！

三輪 昭子 著 さ・え・ら書房 2019 J519/ﾐｼ/2 中央

286
身近でできるSDGsエシカル消費    3　エシカ
ル消費をやってみよう！

三輪 昭子 著 さ・え・ら書房 2019 J519/ﾐｼ/3 中央

287
フェアトレードのおかしな真実　僕は本当に良
いビジネスを探す旅に出た

コナー・ウッドマン 著 英治出版 2013 6782/17 一般開架

　　　目標17　実施手段

　　　　　　　　持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

SDGsについてもっと知りたい方は、こちらのホームページもご覧ください。

・外務省「JAPAN SDGs Action Platform」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

・国際連合広報センター「2030アジェンダ」
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/
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