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展示 SDGs 資料名称 資料番号 請求記号 所蔵（空欄はおすすめ棚）

一期 SDGs総合 SDGs(持続可能な開発目標) / 蟹江憲史著  12521318 CH/2604

一期 SDGs総合 SDGsのきほん : 未来のための17の目標1  入門SDGsってなに?/ 稲葉茂勝著 12523557 333.8/69/1

二期 SDGs総合 地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック / イヴェット・ヴェレ, ポール・アルヌー著 12526554  333.8/70 第1書庫2層

二期 SDGs総合 10代からのSDGs : いま、わたしたちにできること / 原佐知子著 12564959 受入中

二期 SDGs総合 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? 12451045 335.1/84 第1書庫2層

二期 SDGs総合 60分でわかる!SDGs超入門 / バウンド著 12547167  335.1/89 第1書庫2層

一期 SDGs総合 知る・わかる・伝えるSDGs１貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生/ 日本環境教育学会監修 12508618 371.4/65

一期 1:貧困をなくそう 貧しい人を助ける理由 : 遠くのあの子とあなたのつながり / デイビッド・ヒューム著 ; 太田美帆 [ほか] 訳 12409191 333.8/60

一期 1:貧困をなくそう アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した : 潜入・最低賃金労働の現場 / ジェームズ・ブラッドワース著 ; 濱野大道訳  12467485 366/96 学生選書コーナー

一期 1:貧困をなくそう 女子と貧困 : 乗り越え、助け合うために / 雨宮処凛著 12379561 367/1310

一期 1:貧困をなくそう 貧困専業主婦 / 周燕飛著  12495640 367.3/100

一期 1:貧困をなくそう 貧困問題最前線 : いま、私たちに何ができるか / 大阪弁護士会編 12454729 368.2/44

一期 1:貧困をなくそう 高校生ワーキングプア : 「見えない貧困」の真実 / NHKスペシャル取材班著   12421578 368.2/43

一期 ２：飢餓をゼロに 貧困と飢饉 / アマルティア・セン [著] ; 黒崎卓, 山崎幸治訳   11071760 333.8/25

一期 ２：飢餓をゼロに 食の未来のためのフィールドノート上 : 「第三の皿」をめざして / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳    12274264 498.5/397/1

一期 ２：飢餓をゼロに 食の未来のためのフィールドノート下 : 「第三の皿」をめざして / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳   12274273 498.5/397/2

一期 ２：飢餓をゼロに ファーマゲドン : 安い肉の本当のコスト / フィリップ・リンベリー, イザベル・オークショット著 ; 野中香方子訳    12272051 611.3/130

一期 ２：飢餓をゼロに 食物倫理 (フード・エシックス) 入門 : 食べることの倫理学 / ロナルド・L.サンドラー [著] ; 馬渕浩二訳   12480335 611.3/139

一期 ２：飢餓をゼロに 満腹の情景 : "日本の食"の現在 / 木村聡文・写真   12480362 611.3/140 第1書庫3層

一期 ２：飢餓をゼロに 「メイド・イン・ジャパン」の食文化史 : what is made in Japan? / 畑中三応子著   12539185 611.3/143

一期 ２：飢餓をゼロに 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   12384216 615/42

一期 ２：飢餓をゼロに 世界からコーヒーがなくなるまえに / ペトリ・レッパネン, ラリ・サロマー著 ; セルボ貴子訳  12509369 617/27

一期 ３：全ての人に健康と福祉を 人類と病 : 国際政治から見る感染症と健康格差 / 詫摩佳代著 中公新書 12515325 CH/2590

一期 ３：全ての人に健康と福祉を パンデミックを阻止せよ! : 感染症を封じ込めるための10のケーススタディ / 浦島充佳著   12519232 081/73/84

一期 ３：全ての人に健康と福祉を ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか / 山内一也 [著]   12546239 493.8/52 MeL（電子書籍）

一期 ３：全ての人に健康と福祉を 危険ドラッグの基礎知識 / 舩田正彦著   12342752 499.1/26

一期 ４：質の高い教育をみんなに 教育格差 : 階層・地域・学歴 / 松岡亮二著   12486865 ちくま新書/1422

一期 ４：質の高い教育をみんなに SDGs時代の国際協力 : アジアで共に学校をつくる / 西村幹子, 小野道子, 井上儀子著 岩波ジュニア新書 12547014 IJ/931 第1書庫1層

一期 ４：質の高い教育をみんなに LGBTQ+の児童・生徒・学生への支援 : 教育現場をセーフ・ゾーンにするために / 葛西真記子編著    12489988 367/1348

一期 ４：質の高い教育をみんなに 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   12480219 371.5/63

一期 ４：質の高い教育をみんなに 世界のしんどい学校 : 東アジアとヨーロッパにみる学力格差是正の取り組み / ハヤシザキカズヒコ, 園山大祐, シムチュン・キャット編著12513611 372.2/43

関連本はまだまだあるよ！

図書館のOPACから検索してみよう！
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一期 ４：質の高い教育をみんなに 国際バカロレアの挑戦 : グローバル時代の世界標準プログラム / 岩崎久美子編著 ; 石村清則 [ほか] 著   12421943 373.1/44

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 仕事と家庭は両立できない? : 「女性が輝く社会」のウソとホント / アン=マリー・スローター著 ; 篠田真貴子解説 ; 関美和訳   12383020 366.3/137

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 日本の未来は女性が決める! / ビル・エモット著 ; 川上純子訳   12492108 366.3/148

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 私たちの「戦う姫、働く少女」 = Fighting princesses, working girls, and us / ジェンダーと労働研究会編   12492000 367/1349 第1書庫2層

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための29問 / 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著  12494856 367/1353

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 韓国フェミニズムと私たち / タバブックス編集   12515049 367/1366

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 女子の選択 / 橘木俊詔著   12518171 367/1370 第1書庫2層

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう フェミニズムはもういらない、と彼女は言うけれど : ポストフェミニズムと「女らしさ」のゆくえ / 高橋幸著   12540556 367/1377

一期 5：ジェンダー平等を実現しよう 舌を抜かれる女たち / メアリー・ビアード著 ; 宮﨑真紀訳   12547979 367.6/281

一期 ６：安全な水とトイレを世界中に 13億人のトイレ : 下から見た経済大国インド / 佐藤大介 [著]  12537061 角川新書/K/328

一期 ６：安全な水とトイレを世界中に 図解でわかる14歳からの水と環境問題 / インフォビジュアル研究所著  12528963 519/476

一期 ６：安全な水とトイレを世界中に 日本の水道をどうする!? : 民営化か公共の再生か / 内田聖子編著   12505345 519.1/73

一期 ６：安全な水とトイレを世界中に 今を映す「トイレ」 : ユニバーサル・デザインを超えて、快適性の先に / 彰国社編 12411302 519.5/64 第1書庫3層

一期 ６：安全な水とトイレを世界中に 希望の一滴 : 中村哲、アフガン最期の言葉 / 中村哲著 12560757  614/5

二期
7:エネルギーをみんなにそして

クリーンに
「再エネ大国日本」への挑戦 : 再生可能エネルギー+循環型社会が人口減少と温暖化の危機を救う! / 山口豊, スーパーJチャンネル土曜取材班著  12541092 501/83 第1書庫3層

二期
7:エネルギーをみんなにそして

クリーンに
エネルギーと環境問題の疑問55 / 刑部真弘著   12494053 519/466 第1書庫3層

二期 ８：働きがいも経済成⾧も 新移民時代 : 外国人労働者と共に生きる社会へ / 西日本新聞社編  12535893 334.4/159 第1書庫2層

二期 ８：働きがいも経済成⾧も 非正規クライシス / 北川慧一, 古賀大己, 澤路毅彦著   12410483 366/91 第1書庫2層

二期 ８：働きがいも経済成⾧も ブルシット・ジョブ : クソどうでもいい仕事の理論 / デヴィッド・グレーバー [著] ; 酒井隆史, 芳賀達彦, 森田和樹訳   12537757 366/102 第1書庫2層

二期 ８：働きがいも経済成⾧も 21世紀の女性と仕事 / 大沢真知子著   12427643 366.3/141 第1書庫2層

二期 ８：働きがいも経済成⾧も 奴隷労働 : ベトナム人技能実習生の実態 / 巣内尚子著   12473931 366.8/28 第1書庫2層

二期
９：産業と経済革新の基盤をつ

くろう
デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か / 伊藤亜聖著  中公新書 12525378 CH/2612 第1書庫1層

二期
９：産業と経済革新の基盤をつ

くろう
次のテクノロジーで世界はどう変わるのか / 山本康正著  K/2558 講談社現代新書 112502017 K/2558 第1書庫1層

二期 １０：人や国の不平等をなくそう 「差別はいけない」とみんないうけれど。  MeL購入予定

二期 １０：人や国の不平等をなくそう 学校では教えてくれない差別と排除の話 / 安田浩一著  12415068 316.8/356 第1書庫2層

二期 １０：人や国の不平等をなくそう ロヒンギャ問題とは何か : 難民になれない難民 / 日下部尚徳, 石川和雅編著 12503329 316.8/368 第1書庫2層

二期 １０：人や国の不平等をなくそう 移民がやってきた : アジアの少数民族、日本での物語 / 山村淳平, 陳天璽著   12502641 334.4/151 第1書庫2層

二期 １０：人や国の不平等をなくそう よい移民 : 現代イギリスを生きる21人の物語 / ニケシュ・シュクラ編 ; 栢木清吾訳  12564575 受入中

二期 １０：人や国の不平等をなくそう マララが見た世界 : わたしが出会った難民の少女たち / マララ・ユスフザイ著 ; 西田佳子訳   12552515 369.3/306 第1書庫2層

二期 11：住み続けられるまちづくりを コンパクトシティ実践ガイド : 医療・福祉・子育て連携! / コンパクトシティ研究会編  12368742 369/338 第1書庫2層

二期 11：住み続けられるまちづくりを 知られざる地下街 : 歴史・魅力・防災、ちかあるきのススメ / 廣井悠, 地下街減災研究会著   12422050 519.8/517 第1書庫3層

二期 11：住み続けられるまちづくりを 歩いて読みとく地域デザイン : 普通のまちの見方・活かし方 / 山納洋著   12512300 519.8/525 第1書庫3層
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二期 11：住み続けられるまちづくりを 地域と実践するSDGs : 持続可能な地域資源の活用 / 光成麻美, 岩崎哲也編集 12541537 519.8/529/3 第1書庫3層

二期 11：住み続けられるまちづくりを フェアトレードタウン : "誰も置き去りにしない"公正と共生のまちづくり / 渡辺龍也編著 12421596 678/33 第1書庫3層

二期 12：つくる責任つかう責任 リサイクルと世界経済 : 貿易と環境保護は両立できるか / 小島道一著 中公新書 12420150 CH/2489 第1書庫1層

二期 12：つくる責任つかう責任 大量廃棄社会 : アパレルとコンビニの不都合な真実 / 仲村和代, 藤田さつき著   12486678 光文社新書/998 第1書庫1層

二期 12：つくる責任つかう責任 脱プラスチックへの挑戦 : 持続可能な地球と世界ビジネスの潮流 / 堅達京子, NHK BS1スペシャル取材班著   12541127 519/478 第1書庫3層

二期 12：つくる責任つかう責任 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 12425930 611.3/134 第1書庫3層

二期 12：つくる責任つかう責任 フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 : SDGs時代に向けて / ⾧坂寿久編著 12426403  67832/19 第1書庫3層

三期 13：気候変動に具体的な対策を グリーン・ニューディール : 世界を動かすガバニング・アジェンダ / 明日香壽川著 岩波新書 12559144  951/102（岩新） 第1書庫1層

三期 13：気候変動に具体的な対策を SDGsと防災教育 : 持続可能な社会をつくるための自然理解 / 藤岡達也著 12564968 374.9/ 受入中

三期 13：気候変動に具体的な対策を 図解でわかる14歳から知る気候変動 / インフォビジュアル研究所著    12528954 451/119 第1書庫2層

三期 13：気候変動に具体的な対策を グレタたったひとりのストライキ / マレーナ・エルンマン [ほか] 著 ; 羽根由, 寺尾まち子訳   12496471 519/468 第1書庫3層

三期 14：海の豊かさを守ろう 温暖化で日本の海に何が起こるのか : 水面下で変わりゆく海の生態系 / 山本智之著   12543287 ブルーバックス/2148 第1書庫1層

三期 14：海の豊かさを守ろう 海洋プラスチックごみ問題の真実 : マイクロプラスチックの実態と未来予測 / 磯辺篤彦著   12521283 081/73/86 第1書庫1層

三期 14：海の豊かさを守ろう 海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博士、ごみを語る / 中嶋亮太著   12487588 408/15/288 第1書庫2層

三期 14：海の豊かさを守ろう 追いつめられる海 / 井田徹治著   12515478 408/15/294 第1書庫2層

三期 14：海の豊かさを守ろう 海洋プラごみ問題解決への道 : 日本型モデルの提案 / 重化学工業通信社・石油化学新報編集部編 12514415  519/473 第1書庫3層

三期 15：陸の豊かさも守ろう 生物多様性と私たち : COP10から未来へ / 香坂玲著 岩波ジュニア新書 12016169 IJ/682 第1書庫1層

三期 15：陸の豊かさも守ろう 生物多様性を問いなおす : 世界・自然・未来との共生とSDGs / 高橋進著   12537481 ちくま新書/1542 第1書庫1層

三期 15：陸の豊かさも守ろう 生物多様性の謎に迫る : 「種分化」から探る新しい種の誕生のしくみ / 寺井洋平著   12440423 081/73/77 第1書庫1層

三期 15：陸の豊かさも守ろう 実践で学ぶ「生物多様性」 / 鷲谷いづみ著 12506344 519/470 第1書庫3層

三期 16：平和と公正をすべての人に 宗教と過激思想 : 現代の信仰と社会に何が起きているか / 藤原聖子著 中公新書 12554256 CH/2642 第1書庫1層

三期 16：平和と公正をすべての人に 戦争とは何か : 国際政治学の挑戦 / 多湖淳著  中公新書 12502829 CH/2754 第1書庫1層

三期 16：平和と公正をすべての人に 140字の戦争 : SNSが戦場を変えた / デイヴィッド・パトリカラコス著 ; 江口泰子訳   12479828 319/112 第1書庫2層

三期 16：平和と公正をすべての人に その名を暴け : #MeTooに火をつけたジャーナリストたちの闘い / ジョディ・カンター, ミーガン・トゥーイー著 ; 古屋美登里訳   12533519 368.6/71 第1書庫2層

三期
17：パートナーシップで目標

を達成しよう
世界経済図説 / 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波新書   12515361 333.6/96(岩新） 第1書庫1層

三期
17：パートナーシップで目標

を達成しよう
グローバル時代の「開発」を考える : 世界と関わり、共に生きるための7つのヒント / 西あい, 湯本浩之編著 ; 木下理仁 [ほか] 著 12384207 333.8/59 第1書庫2層

三期
17：パートナーシップで目標

を達成しよう
私たちが国際協力する理由 : 人道と国益の向こう側 / 紀谷昌彦, 山形辰史著   12504934 333.8/67 第1書庫2層

三期
17：パートナーシップで目標

を達成しよう
国際貢献とSDGsの実現 : 持続可能な開発のフィールド / 北脇秀敏 [ほか] 編 12506610  333.8/68 第1書庫2層

※おすすめ本棚配架期間：一期2021年9～10月、二期11月、3期12月


