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SDGs17の目標 資料名 著者名 配架場所 請求記号 資料番号

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 市:1F 333.8/NI 21032000416155

SDGsの基礎
 : なぜ、「新事業の開発」や「企業価値の向上」につながるのか?

事業構想研究所, 白田範史編 市:1F 335.1/JI 21032000411358

1冊で分かる!ESG/SDGs入門 大森充著 市:1F 335.1/OM 21032000449835

SDGsが地方を救う
 : なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか

米谷仁, 生田尚之著 市:1F 518/KO 21032000449851

貧困を救うテクノロジー
イアン・スマイリー著
千葉敏生訳 ; 遠藤謙序文

市:1F 333.8/SM 21032000332644

入門貧困論 : ささえあう/たすけあう社会をつくるために 金子充著 市:1F 368/KA 21032000383389

世界一大きな問題のシンプルな解き方
 : 私が貧困解決の現場で学んだこと

ポール・ポラック著
東方雅美訳

市:1F 368/PO 10101221773301

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 市:1F 611.3/SA 21032000414209

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 市:1F 611.7/MO 21032000438302

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
高橋洋訳

市:1F 615/DU 21032000361709

医療政策を問いなおす : 国民皆保険の将来 島崎謙治著 市:1F文庫新書
:S

(ちくま新書 ; 1155)
21032000249453

まちづくりとしての地域包括ケアシステム
 : 持続可能な地域共生社会をめざして

田城孝雄, 内田要編 市:1F 318/TA 21032000382455

世界の医療の現場から
 : プライマリ・ヘルス・ケアとSDGsの社会を

本田徹著 市:1F 490/HO 21032000449843

ESDの地域創生力
 : 持続可能な社会づくり・人づくり9つの実践

阿部治編 市:1F 318/AB 21032000333233

SDGs時代の教育 : すべての人に質の高い学びの機会を
北村友人, 佐藤真久,
佐藤学編著

市:1F 371.5/KI 21032000449860

サスティナブルな学校を創ろう
 : 新たな時代のESD : 世界のホールスクールから学ぶ

永田佳之編著・監訳
曽我幸代編著・訳

市:1F 371.5/NA 21032000449827

女性学・男性学 : ジェンダー論入門
伊藤公雄, 樹村みのり,
國信潤子著

市:1F 367.2 /IT 21032000429478

はじめてのジェンダー論 加藤秀一著 市:1F 367.2/KA 21032000347404

なぜジェンダー教育を大学でおこなうのか
 : 日本と海外の比較から考える

村田晶子, 弓削尚子編著 市:1F 377/MU 21032000351037

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
大沢章子訳

市:1F 383/GE 10101221610461

水危機を乗り越える!
 : 砂漠の国イスラエルの驚異のソリューション

セス・M・シーゲル著
秋山勝訳

市:1F 517/SI 21032000287134

日本の地下水政策 : 地下水ガバナンスの実現に向けて 千葉知世著 市:1F 518/CH 21032000442890

「水素社会」はなぜ問題か : 究極のエネルギーの現実 小澤祥司著 市:1F 081/IW/931 21032000238087

21世紀の太陽光発電 : テラワット・チャレンジ 荒川裕則著 市:1F 501/SH/12 21032000357302

エネルギーフローアプローチで見直す省エネ
 : エネルギーと賢く,仲良く,上手に付き合う

駒井啓一著 市:1F 501/SH/15 21032000433360

雇用身分社会 森岡孝二著 市:1F文庫新書
:S

(岩波新書 ; 新赤版 1568)
21032000246403

ストーリーで学ぶ開発経済学 : 途上国の暮らしを考える 黒崎卓, 栗田匡相著 市:1F 333.8/KU 21032000386825

SDGsが問いかける経営の未来 モニターデロイト編 市:1F 336.1/MO 21032000415078

5
ジェンダー平等
を実現しよう

6
安全な水と

トイレを世界中に

7
エネルギーを
みんなに

そしてクリーンに

8
働きがいも
経済成長も

SDGsに
ついて

1
貧困をなくそう

2
飢饉をゼロに

3
すべての人に
健康と福祉を

4
質の高い教育を
みんなに
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オープン・イノベーションの教科書
 : 社外の技術でビジネスをつくる実践ステップ

星野達也著 市:1F 336.1/HO 21032000223195

教養としてのテクノロジー : AI、仮想通貨、ブロックチェーン
伊藤穰一,
アンドレー・ウール著

市:1F 504/IT 21032000394755

地域産業のイノベーションシステム
 : 集積と連携が生む都市の経済

山崎朗編著
戸田順一郎ほか著

市:1F 601/YA 21032000427734

世襲格差社会 : 機会は不平等なのか 橘木俊詔, 参鍋篤司著 市:1F文庫新書
:S

(中公新書 ; 2377)
21032000277538

機会不平等 斎藤貴男著 市:1F文庫新書
:S

(岩波現代文庫 ; 社会 ; 302)
21032000303881

子どもたちの階級闘争
 : ブロークン・ブリテンの無料託児所から

ブレイディみかこ著 市:1F 369.4/BR 21032000442938

「コンパクトシティ」を問う 山口幹幸編著 市:1F 318.7/YA 21032000443870

エコロジカル・デモクラシー
 : まちづくりと生態的多様性をつなぐデザイン

ランドルフ・T・ヘスター著
土肥真人訳

市:1F 518/HE 21032000397819

かえよう東京 : 世界に比類のない国際新都心の形成
都心のあたらしい
街づくりを考える会
都市構造検討委員会編

市:1F 518/TO 21032000336755

クリーンダッカ・プロジェクト
 : ゴミ問題への取り組みがもたらした社会変容の記録

石井明男, 眞田明子著 市:1F 518/IS 21032000365739

ソーシャル・プロダクト・マーケティング
 : 社会に良い。信頼されるブランドをつくる3つの方法

野村尚克, 中島佳織,
デルフィス・エシカル・プロ
ジェクト著

市:1F 675/NO 21032000160541

地球気候学 : システムとしての気候の変動・変化・進化
= Global climatology : variability, change and
evolution of climate system

安成哲三著 市:1F 451/YA 21032000400135

精神論抜きの地球温暖化対策 : パリ協定とその後 有馬純著 市:1F 519.1/AR 21032000306600

クライメート・チェンジ : 新たな環境倫理の探求と対話 吉川成美監修 市:1F 519.8/KU 21032000409370

海の教科書 : 波の不思議から海洋大循環まで 柏野祐二著 市:1F文庫新書
:S

(ブルーバックス ; B-1974)
21032000281535

ジパングの海 : 資源大国ニッポンへの道 横瀬久芳著 市:1F 550/YO 21032000174968

日本の海から魚が消える日 : ウナギとマグロだけじゃない! 小松正之著 市:1F 660/KO 21032000169360

海洋大異変 : 日本の魚食文化に迫る危機 山本智之著 市:1F 660/YA 21032000267583

温暖化対策で熱帯林は救えるか
 : 住民と森林保全の相利的な関係を目指して

奥田敏統編 市:1F 650/OK 21032000355440

森林と災害 中村太士, 菊沢喜八郎編 市:1F 650/SH/3 21032000406818

森林と物質循環 柴田英昭編 市:1F 650/SH/8 21032000406605

樹木たちの知られざる生活 : 森林管理官が聴いた森の声
ペーター・ヴォールレーベン著
長谷川圭訳

市:1F 650/WO 21032000357680

命に国境はない : 紛争地イラクで考える戦争と平和 高遠菜穂子著 市:1F 081/IW/1002 21032000435524

暴力の人類史　上
スティーブン・ピンカー著
幾島幸子, 塩原通緒訳

市:1F 209/PI/1 21032000214188

暴力の人類史　下
スティーブン・ピンカー著
幾島幸子, 塩原通緒訳

市:1F 209/PI/2 21032000213882

危機の現場に立つ 中満泉著 市:1F 329/NA 21032000348206

ESG投資 : 新しい資本主義のかたち
 : environment/social/governance

水口剛著 市:1F 338.1/MI 21032000377982

ODAの終焉 : 機能主義的開発援助の勧め 浅沼信爾, 小浜裕久著 市:1F 333.8/AS 21032000402154

SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門 高柳彰夫, 大橋正明編 市:1F 333.8/TA 21032000416147

17
パートナーシップで
目標を達成しよう

16
平和と公正を
すべての人に

11
住みつづけられる
まちづくりを

9
産業と技術革新の
基礎をつくろう

12
つくる責任
つかう責任

13
気候変動に

具体的な対策を

14
海の豊かさを
守ろう

15
陸の豊かさも
守ろう

10
人や国の不平等を

なくそう


