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書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

「成長の限界」からカブ・ヒル村へ : ドネラ・H・メドウズと持続
可能なコミュニティ

ドネラ・H・メドウズ, カブ・ヒル・
コーハウジング著/神谷宏治, 鈴木幸子,
鈴木哲喜構成

生活書院 2007 0255381 304||ME11 新図書館

人新世の「資本論」 (集英社新書:1035A) 斎藤幸平著 集英社 2020 0309280 331.6||SA25 新図書館

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 0301856 333.8||N77 新図書館

「スウェーデン・モデル」は有効か : 持続可能な社会へむけて レグランド塚口淑子編
ノルディック出版/海象
社 (発売)

2012 0279900 369.02388||TS52 新図書館

SDGs時代の教育 : 社会変革のためのESD (持続可能な社会のため
の環境教育シリーズ:10)

荻原彰, 小玉敏也編著 筑波書房 2022 0312164 371.5||O25 新図書館

ESD入門 : 持続可能な開発のための教育 (持続可能な社会のための
環境教育シリーズ:4)

佐藤真久, 阿部治編著 筑波書房 2012 0279043 374.91||A12 新図書館

環境教育と開発教育 : 実践的統一への展望:ポスト2015のESDへ
(持続可能な社会のための環境教育シリーズ:5)

鈴木敏正, 佐藤真久, 田中治彦編著 筑波書房 2014 0284339 374.91||A12 新図書館

学校環境教育論 (持続可能な社会のための環境教育シリーズ:3) 小玉敏也, 福井智紀編著 筑波書房 2010 0270436 374.91||A12 新図書館

未来の授業 : 私たちのSDGs探究BOOK 佐藤真久監修/ETIC.編集協力 宣伝会議 2019 0303685 375.3||E11 新図書館

プランB3.0 : 人類文明を救うために
レスター・ブラウン著/[木村ゆかり
ほか訳]

ワールドウォッチジャパ
ン

2008 0261981 468||B77 新図書館

サステイナビリティ学の創生 (サステイナビリティ学:1.
Sustainability science)

小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2011 0276846 519.08||SA82 新図書館

SDGs 総合

SDGsについて知ろう

Learning about the SDGs 
SDGs、持続可能、サステイナビリティ、

ESD、地球の未来、環境教育 etc.



持続可能なアジアの展望 (サステイナビリティ学:5. Sustainability
science)

小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2011 0276850 519.08||SA82 新図書館

世界経済図説 第4版 (岩波新書:新赤版 1830) 宮崎勇, 田谷禎三著 岩波書店 2020 0305304 333.6||MI88 新図書館2階中央

SDGs : 危機の時代の羅針盤 (岩波新書:新赤版 1854) 南博, 稲場雅紀著 岩波書店 2020 0308188 333.8||MI37 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

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 0299646 331.87||R18 新図書館

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 0299647 331.87||R18 新図書館

貧困と格差 : ピケティとマルクスの対話 奥山忠信著 社会評論社 2016 0290680 332.1||O57 新図書館

貧困と闘う知 : 教育、医療、金融、ガバナンス
エステル・デュフロ [著]/峯陽一,
コザ・アリーン訳

みすず書房 2017 0306593 333.8||D95 新図書館

なぜ貧しい国はなくならないのか : 正しい開発戦略を考える 大塚啓二郎著 日本経済新聞出版社 2014 0284665 333.8||O88 新図書館

新・日本の階級社会 (講談社現代新書:2461) 橋本健二著 講談社 2018 0297813 361.4||H38 新図書館

格差と分断の社会地図 : 16歳からの「日本のリアル」 石井光太著 日本実業出版社 2021 0311113 361.8||I75 新図書館

ノマド : 漂流する高齢労働者たち
ジェシカ・ブルーダー著/鈴木素子
訳

春秋社 2018 0310272 366.8||B78 新図書館

誰も置き去りにしない社会へ : 貧困・格差の現場から 平松知子 [ほか] 著 新日本出版社 2018 0298567 368.2||D41 新図書館

貧困世代 : 社会の監獄に閉じ込められた若者たち (講談社現代新
書:2358)

藤田孝典著 講談社 2016 0289921 368.2||F67 新図書館

閉ざされた扉をこじ開ける : 排除と貧困に抗うソーシャルアクショ
ン (朝日新書:754)

稲葉剛著 朝日新聞出版 2020 0306429 368.2||I51 新図書館

目標1：貧困をなくそう

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

End poverty in all its forms everywhere

No Poverty

貧困、格差、子どもの貧困、女性の貧困、

生活保護、ワーキングプア、子ども食堂、

ストリートチルドレン、ホームレス etc.



本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 石井光太著 文藝春秋 2019 0310195 368.2||I75 新図書館

女性ホームレスとして生きる : 貧困と排除の社会学 増補新装版 丸山里美著 世界思想社 2021 0311466 368.2||MA59 新図書館

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 新潮社 2018 0298028 368.2||N11 新図書館

生活保護解体論 : セーフティネットを編みなおす 岩田正美著 岩波書店 2021 0312118 369.2||I97 新図書館

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

中嶋和夫, 近藤理恵編著 学文社 2018 0303087 369.4||N34 新図書館

大人になる・社会をつくる : 若者の貧困と学校・労働・家族 (シ
リーズ子どもの貧困:4)

杉田真衣, 谷口由希子編著 明石書店 2020 0306801 369.4||SH88 新図書館

からっぽの冷蔵庫 : 見えない日本の子どもの貧困 米山けい子著
東京図書出版/リフレ出
版 (発売)

2018 0298075 369.4||Y84 新図書館

つながり続けるこども食堂 湯浅誠著 中央公論新社 2021 0310236 369.4||Y96 新図書館

ルポ貧困女子 (岩波新書:新赤版 1621) 飯島裕子著 岩波書店 2016 0290537 367.21||I27 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

冷蔵庫で食品を腐らす日本人 : 日本の食文化激変の50年史 (朝日
新書:059)

魚柄仁之助著 朝日新聞社 2007 0255779 383.8||U79 新図書館

農学が世界を救う! : 食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 (岩波
ジュニア新書:861)

生源寺眞一, 太田寛行, 安田弘法編
著

岩波書店 2017 0294324 610.1||SH95 新図書館

地球を救う新世紀農業 : アグロエコロジー計画 吉田太郎著 筑摩書房 2010 0270968 610.4||Y86 新図書館

有機農業がひらく可能性 : アジア・アメリカ・ヨーロッパ (シリー
ズ・いま日本の「農」を問う:3)

中島紀一 [ほか] 著 ミネルヴァ書房 2015 0290093 610.8||I41 新図書館

農業と人間 : 食と農の未来を考える 生源寺眞一著 岩波書店 2013 0283370 611||SH95 新図書館

世界の食料生産とバイオマスエネルギー : 2050年の展望 川島博之著 東京大学出版会 2008 0264508 611.3||KA97 新図書館

食大乱の時代 : "貧しさ"の連鎖の中の食 大野和興, 西沢江美子著 七つ森書館 2008 0263450 611.3||O67 新図書館

飢餓国家ニッポン : 食料自給率40%で生き残れるのか (角川SSC
新書:049)

柴田明夫著
角川SSコミュニケー
ションズ (発売)

2008 0262509 611.3||SH18 新図書館

食糧争奪 : 日本の食が世界から取り残される日 柴田明夫著 日本経済新聞出版社 2007 0262565 611.3||SH18 新図書館

アジア・コメ輸出大国と世界食料危機 : タイ・ベトナム・インドの
戦略 (情勢分析レポート:no. 12)

重冨真一, 久保研介, 塚田和也著
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2009 0268925 611.38||SH29 新図書館

次世代の食料供給の担い手 : ラテンアメリカの農業経営体 清水達也編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2021 0308972 611.7||SH49 新図書館

目標2：飢餓をゼロに

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な

農業を促進する

End hunger, achieve food security and improved nutrition 

and promote sustainable agriculture 

飢餓、食料危機、食料自給率、食品ロス、

農業改革、有機農業、フードバンク、

農業インフラ、地産地消、昆虫食 etc.

Zero Hunger



国連家族農業10年 : コロナで深まる食と農の危機を乗り越える 農民運動全国連合会編著 かもがわ出版 2020 0307976 612||N94 新図書館

野菜が壊れる（集英社新書:0469B） 新留勝行著 集英社 2008 0268640 612.1||N71 新図書館

農業・食料問題入門 田代洋一著 大月書店 2012 0283601 612.1||TA93 新図書館

有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から (岩波ブック
レット:No. 1044)

香坂玲, 石井圭一著 岩波書店 2021 0308928 612.3||KO27 新図書館

地産地消と循環的農業 : スローで持続的な社会をめざして 三島徳三著 コモンズ 2005 0239989 610.4||MI53 新図書館

貧困と飢饉 (岩波現代文庫:学術:366)
アマルティア・セン [著]/黒崎卓,
山崎幸治訳

岩波書店 2017 0293063 368.2||SE56 新図書館2階中央

フードバンクという挑戦 : 貧困と飽食のあいだで (岩波現代文庫:社
会:297)

大原悦子著 岩波書店 2016 0288956 611.3||O27 新図書館2階中央

ジャガイモのきた道 : 文明・飢饉・戦争 (岩波新書:新赤版 1134) 山本紀夫著 岩波書店 2008 0259237 616.8||Y31 新図書館2階中央

ジョゼット・シーラン カップ1杯の給食が子どもを救う (NHK未
来への提言)

ジョゼット・シーラン, 菊川怜著 日本放送出版協会 2008 0264789 080||N11 旧図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

多様性のレッスン : 車いすに乗るピアカウンセラー母娘が答える
47のQ&A

安積遊歩, 安積宇宙著 ミツイパブリッシング 2019 0302614 146.8||A84 新図書館

予防接種拡大計画 : ワクチンが起こした奇跡 : 感染症と闘った人々
の記録 (世界人権問題叢書:105)

ジューン・グッドフィールド著/四
本健二訳/久木田純補論

明石書店 2021 0308656 316.108||SE22 新図書館

超高齢社会の乗り越え方 : 日本の介護福祉は成功か失敗か 安立清史著 弦書房 2020 0305972 364||A16 新図書館

自殺学入門 : 幸せな生と死とは何か 末木新著 金剛出版 2020 0310903 368.3||SU16 新図書館

20のテーマでわかるこれからの福祉と介護 : 自立した生活を支え
るための知のレシピ (新・Minerva福祉ライブラリー:32)

小笠原浩一著 ミネルヴァ書房 2019 0303203 369||O22 新図書館

最新社会福祉のすすめ (シリーズ社会福祉のすすめ:1) 和田光一, 筒井澄栄, 西川ハンナ著 学文社 2019 0303086 369.08||SA22 新図書館

どうする日本の福祉政策 (いま社会政策に何ができるか:1) 埋橋孝文編著 ミネルヴァ書房 2020 0309471 369.1||U99 新図書館

アジアにおける高齢者の生活保障 : 持続可能な福祉社会を求めて 金成垣, 大泉啓一郎, 松江暁子編著 明石書店 2017 0299221 369.26||KI31 新図書館

災害・支援・ケアの社会学 : 地域保健とジェンダーの視点から 板倉有紀著 生活書院 2018 0300985 369.3||I87 新図書館

「助けて」が言えない : SOSを出さない人に支援者は何ができる
か

松本俊彦編 日本評論社 2019 0312566 369.6||MA81 新図書館

地域包括ケアと地域医療連携 二木立著 勁草書房 2015 0290690 369.73||N73 新図書館

目標3：すべての人に健康と福祉を

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

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 健康、福祉、地域医療、医療改革、医療格差、

自殺防止、依存症、感染症、ワクチン、

性教育、交通事故、乳幼児の死亡 etc.

Good Health and Well-Being



子どもの健康と安全 (新保育ライブラリ) 加藤則子, 菅井敏行編著 北大路書房 2021 0309021 376.108||H81 新図書館

10歳からの「性」のこと、話そうか? : 体の変化・性衝動・交際
それから……(おそい・はやい・ひくい・たかい:No. 81)

岡崎勝編集 ジャパンマシニスト社 2014 0285327 379.8||O78 新図書館

ウイルスと人間 新版 (岩波科学ライブラリー:296) 山内一也著 岩波書店 2020 0307592 408||I95 新図書館

アディクション・スタディーズ : 薬物依存症を捉えなおす13章 松本俊彦編 日本評論社 2020 0308044 493.155||MA81 新図書館

図解感染症の世界史 石弘之著 KADOKAWA 2021 0310054 493.8||I71 新図書館

地域の病院は命の砦 : 地域医療をつくる政策と行動 横山壽一, 長友薫輝編著 自治体研究社 2020 0305916 498.13||Y79 新図書館

医療崩壊 : 真犯人は誰だ (講談社現代新書:2642) 鈴木亘著 講談社 2021 0311692 498.13||SU96 新図書館

新・生き方としての健康科学 第2版 朝倉隆司編 有信堂高文社 2021 0309455 498.3||Y48 新図書館

危険ドラッグ大全 阿部和穂著 武蔵野大学出版会 2016 0290075 499.15||A12 新図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

シリアの秘密図書館 : 瓦礫から取り出した本で図書館を作った人々
デルフィーヌ・ミヌーイ著/藤田真
利子訳

東京創元社 2018 0301442 010.2282||MI47 新図書館

ペンとミシンとヴァイオリン : アフガン難民の抵抗と民主化への道 清末愛砂著 寿郎社 2020 0311320 226.2||KI92 新図書館

マララ : 教育のために立ち上がり、世界を変えた少女
マララ・ユスフザイ, パトリシア・
マコーミック著/道傳愛子訳

岩崎書店 2014 0284960 289.2||Y95 新図書館

もしも学校に行けたら : アフガニスタンの少女・マリアムの物語 後藤健二著 汐文社 2009 0287249 302.262||G72 新図書館

わたしもじだいのいちぶです : 川崎桜本・ハルモニたちがつづった
生活史

康潤伊, 鈴木宏子, 丹野清人編著 日本評論社 2019 0308098 316.821||KA54 新図書館

障害をもつ人の生涯学習支援 : インクルーシヴな学びを求めて
「24の事例」

小林繁, 松田泰幸, 「月刊社会教
育」編集委員会編

旬報社 2021 0312216 369.27||KO12 新図書館

ダイバーシティ時代の教育の原理 : 多様性と新たなるつながりの地
平へ

藤田由美子, 谷田川ルミ編著/奥野
佐矢子 [ほか] 著

学文社 2018 0300354 371.04||F67 新図書館

私たちは子どもに何ができるのか : 非認知能力を育み、格差に挑む ポール・タフ著/高山真由美訳 英治出版 2017 0298038 371.4||TO75 新図書館

こんな学校あったらいいな : 小さな学校の大きな挑戦 辻正矩 [ほか] 共著 築地書館 2013 0303701 371.5||MI46 新図書館

第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育 (岩波
ブックレット:No. 1045)

佐藤学著 岩波書店 2021 0308929 372||SA85 新図書館

教育格差 : 階層・地域・学歴 (ちくま新書:1422) 松岡亮二著 筑摩書房 2019 0304391 372.107||MA86 新図書館

目標4：質の高い教育をみんなに

すべての人々への包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の

機会を促進する

Ensure inclusive and equitable quality education and promote 

lifelong learning opportunities for all 

教育、教育格差、女性の教育、途上国の教育、

インクルーシブ教育、技術教育、職業教育、

教育環境、識字率、奨学金、図書館 etc.

Quality Education



学校が子どもを殺すとき : 「教える側」の質が劣化したこの社会で
(論創ノンフィクション:001)

渋井哲也著 論創社 2020 0307354 372.107||SH21 新図書館

「つながり格差」が学力格差を生む 志水宏吉著 亜紀書房 2014 0284257 372.107||SH49 新図書館

ブラック奨学金 (文春新書:1112) 今野晴貴著 文藝春秋 2017 0302074 373.4||KO75 新図書館

大学教育とアクセシビリティ : 教育環境のユニバーサルデザイン化
の取組み (叢書インテグラーレ:007)

広島大学大学院総合科学研究科編/佐野
(藤田)眞理子, 吉原正治, 山本幹雄著

丸善 2009 0265065 377||SA66 新図書館

いま大学で勉強するということ : 「良く生きる」ための学びとは 佐藤優, 松岡敬著 岩波書店 2018 0303416 377.04||SA85 新図書館

フル・インクルーシブ教育の実現にむけて : 大阪市立大空小学校の
実践と今後の制度構築

野口友康著 明石書店 2020 0312906 378||N93 新図書館

閉め出さない学校 : すべてのニーズを包摂する教育へ 鈴木文治著 日本評論社 2015 0290118 378||SU96 新図書館

アジアの障害者教育法制 : インクルーシブ教育実現の課題 (アジ研
選書:no. 38)

小林昌之編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2015 0286482 378.022||KO12 新図書館

LDの子の読み書き支援がわかる本 (健康ライブラリー : イラスト
版)

小池敏英監修 講談社 2016 0309956 498.39||KE45 新図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

ALLYになりたい : わたしが出会ったLGBTQ+の人たち 小島あゆみ著 かもがわ出版 2021 0311682 145.7||KO39 新図書館

LGBTヒストリーブック : 絶対に諦めなかった人々の100年の闘
い

ジェローム・ポーレン著/北丸雄二
訳

サウザンブックス社 2019 0310820 145.7||P76 新図書館

「ふつう」ってなんだ? : LGBTについて知る本 藥師実芳, 中島潤監修 学研プラス 2018 0298502 145.7||TO44 新図書館

LGBTとキリスト教 : 20人のストーリー 平良愛香監修 日本キリスト教団出版局 2022 0312299 190.4||TA23 新図書館

夫婦別姓 : 家族と多様性の各国事情 (ちくま新書:1613) 栗田路子 [ほか] 著 筑摩書房 2021 0311595 324.9||F53 新図書館

フェミニスト・ファイト・クラブ : 職場の「女性差別」サバイバル
マニュアル

ジェシカ・ベネット著/岩田佳代子
訳

海と月社 2018 0300425 366.35||B35 新図書館

なぜ女性管理職は少ないのか : 女性の昇進を妨げる要因を考える
(青弓社ライブラリー:96)

大沢真知子編著/日本女子大学現代
女性キャリア研究所編

青弓社 2019 0301133 366.35||O74 新図書館

存在しない女たち : 男性優位の世界にひそむ見せかけのファクトを
暴く

キャロライン・クリアド=ペレス著
/神崎朗子訳

河出書房新社 2020 0311213 367.2||C92 新図書館

Work design : 行動経済学でジェンダー格差を克服する イリス・ボネット著/池村千秋訳 NTT出版 2018 0303436 367.2||B62 新図書館

科学の女性差別とたたかう : 脳科学から人類の進化史まで
アンジェラ・サイニー著/東郷えり
か訳

作品社 2019 0302771 367.2||SA22 新図書館

ボーイズ : 男の子はなぜ「男らしく」育つのか レイチェル・ギーザ著/冨田直子訳
DU BOOKS/ディスク
ユニオン (発売)

2019 0302807 367.5||G42 新図書館

目標5：ジェンダー平等を実現しよう

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

Achieve gender equality and empower all women and girls

ジェンダー、性差別、男女平等、女性参画、

LGBTQ、フェミニズム、女性活躍社会、

強制婚、家庭内の役割・責任 etc.

Gender Equality



これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッ
スン

太田啓子著 大月書店 2020 0308246 367.5||O81 新図書館

ひとりひとりの「性」を大切にする社会へ 遠藤まめた著 新日本出版社 2020 0307506 367.6||E59 新図書館

あいつゲイだって : アウティングはなぜ問題なのか? 松岡宗嗣著 柏書房 2021 0312117 367.6||MA86 新図書館

99%のためのフェミニズム宣言
シンジア・アルッザ, ティティ・バ
タチャーリャ, ナンシー・フレイ
ザー共著/惠愛由訳

人文書院 2020 0311222 367.8||A79 新図書館

女性学・男性学 : ジェンダー論入門 第3版 (有斐閣アル
マ:Interest)

伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著 有斐閣 2019 0303116 367.8||I89 新図書館

炎上CMでよみとくジェンダー論 (光文社新書:1068) 瀬地山角著 光文社 2020 0306210 367.8||SE13 新図書館

多様な性の視点でつくる学校教育 : セクシュアリティによる差別を
なくすための学びへ

眞野豊著 松籟社 2020 0310412 371.5||MA46 新図書館

Because I am a girl : わたしは女の子だから
ティム・ブッチャー [ほか] 著/角
田光代訳

英治出版 2012 0280754 933.78||B31 新図書館

女性のいない民主主義 (岩波新書:新赤版 1794) 前田健太郎著 岩波書店 2019 0303097 311.7||MA26 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

水危機神話を越えて : 水資源をめぐる権力闘争と貧困、グローバル
な課題 (人間開発報告書:2006)

国際協力出版会/古今書
院 (発売)

2007 0251279 329.33||U11 新図書館

くらしの中のトイレの歴史 しおうらしんたろう作・絵 ポトス出版 2019 0301882 383.9||SH77 新図書館

水の歴史 (「知の再発見」双書:163)
ジャン・マトリコン著/遠藤ゆかり
訳

創元社 2014 0283748 452.9||MA72 新図書館

水が世界を支配する
スティーブン・ソロモン著/矢野真
千子訳

集英社 2011 0276668 452.9||SO34 新図書館

地圏の水環境科学 登坂博行著 東京大学出版会 2006 0252140 452.9||TO71 新図書館

今、絶滅の恐れがある水辺の生き物たち : タガメ ゲンゴロウ マルタニシ
トノサマガエル ニホンイシガメ メダカ (ヤマケイ情報箱)

内山りゅう編・写真/市川憲平ほか
解説

山と溪谷社 2007 0257636 481.75||U25 新図書館

水から見た日本文明史と世界の水問題 リバーフロント研究所編集 リバーフロント研究所 2013 0282011 517||R33 新図書館

水道民営化で水はどうなるのか (岩波ブックレット:No. 1004) 橋本淳司著 岩波書店 2019 0301671 518.1||H38 新図書館

水道の民営化・広域化を考える 改訂版 尾林芳匡, 渡辺卓也編著 自治体研究社 2019 0302132 518.1||O12 新図書館

トイレがつくるユニバーサルなまち : 自治体の「トイレ政策」を考
える

山本耕平著 イマジン出版 2019 0308049 518.51||Y31 新図書館

源流から干潟まで (身近な水の環境科学) 日本陸水学会東海支部会編集 朝倉書店 2010 0269148 519||N77 新図書館

目標6：安全な水とトイレを世界中に

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

Ensure availability and sustainable management of water and 

sanitation for all 

安全な水、トイレ、下水処理、水道インフラ、

ウォータービジネス、水資源、汚水処理、

水不足、水辺の生態系、河川、水循環 etc.

Clean Water and Sanitation



ウォーター・ビジネス : 世界の水資源・水道民営化・水処理技術・
ボトルウォーターをめぐる壮絶なる戦い

モード・バーロウ著/佐久間智子訳 作品社 2008 0266016 519.1||B21 新図書館

世界の「水」が支配される! : グローバル水企業 (ウォーター・バロ
ン) の恐るべき実態

国際調査ジャーナリスト協会著/佐
久間智子訳

作品社 2004 0239426 519.1||KO51 新図書館

環境を知るとはどういうことか : 流域思考のすすめ (PHPサイエン
ス・ワールド新書:003)

養老孟司, 岸由二著 PHP研究所 2009 0281025 519.8137||Y84 新図書館

水を守りに、森へ : 地下水の持続可能性を求めて (筑摩選
書:0032)

山田健著 筑摩書房 2012 0278957 653||Y19 新図書館

いのちの水
トム・ハーパー作/中村吉基訳/望
月麻生絵

新教出版社 2017 0298021 933||H33 新図書館

水の未来 : グローバルリスクと日本 (岩波新書:新赤版 1597) 沖大幹著 岩波書店 2016 0288950 517||O51 新図書館2階中央

地下水は語る : 見えない資源の危機 (岩波新書:新赤版 1374) 守田優著 岩波書店 2012 0278982 518.12||MO66 新図書館2階中央

ウォーター・ビジネス (岩波新書:新赤版 878) 中村靖彦著 岩波書店 2004 0229468 519.1||N37 新図書館2階中央

災害時の水利用 : 飲める水・使える水 空気調和・衛生工学会編集
空気調和・衛生工学会/
丸善 (発売)

2002 0221605 369.3||KU28 旧図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

太陽のひと : ソーラーエネルギーで音楽を鳴らせ! 朴順梨著 ころから 2015 0288870 764.7||B63 新図書館

5アンペア生活をやってみた (岩波ジュニア新書:784) 斎藤健一郎著 岩波書店 2014 0286347 365||SA25 新図書館

環境技術で働く (なるにはBooks:補巻11) 藤井久子著 ぺりかん社 2012 0277747 366.29||N53 新図書館

データでわかる世界と日本のエネルギー大転換 (岩波ブックレッ
ト:no. 943)

レスター・R.ブラウン, 枝廣淳子著 岩波書店 2016 0304757 501.6||B77 新図書館

再生可能エネルギーと環境問題 : ためされる地域の力 傘木宏夫著 自治体研究社 2021 0312271 501.6||KA71 新図書館

再生可能エネルギーで地域を変える (知の散歩シリーズ:1) 久保田健, 神本正行監修 弘前大学出版会 2017 0293531 501.6||KU14 新図書館

「水素社会」はなぜ問題か : 究極のエネルギーの現実 (岩波ブック
レット:No. 931)

小澤祥司著 岩波書店 2015 0304755 501.6||O97 新図書館

再生可能エネルギーがひらく未来 (岩波ブックレット:881) エイモリー・ロビンス [ほか] 著 岩波書店 2013 0287084 501.6||SA22 新図書館

自然エネルギーQ&A (岩波ブックレット:884) 自然エネルギー財団編 岩波書店 2013 0285603 501.6||SH93 新図書館

自然エネルギーが地球を救う : 「脱原発」への現実的シナリオ 牛山泉著 いのちのことば社 2019 0303163 501.6||U94 新図書館

環境の思想家たち 上 (エコロジーの思想)
ジョイ・A・パルマー編/須藤自由
児訳

みすず書房 2004 0239212 519.5||P18 新図書館

目標7：エネルギーをみんなに そしてクリーンに

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへの

アクセスを確保する

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern 

energy for all

再生可能エネルギー、自然エネルギー、

省エネ、温室効果ガス、クリーンエネルギー、

カーボンニュートラル、エコロジー etc.

Affordable and Clean Energy



環境の思想家たち 下 (エコロジーの思想)
ジョイ・A・パルマー編/須藤自由
児訳

みすず書房 2004 0239213 519.5||P18 新図書館

市民電力会社をつくろう! : 自然エネルギーで地域の自立と再生を 小坂正則著 影書房 2012 0308101 540.93||KO82 新図書館

コミュニティ発電所 : 原発なくてもいいかもよ? (ポプラ新
書:004)

古屋将太著 ポプラ社 2013 0304890 543||F95 新図書館

魂の発電所 : 負けねど福島オレたちの再エネ十年物語 池尾伸一著 徳間書店 2021 0312092 543||I34 新図書館

「ルポ」原発はやめられる : ドイツと日本その倫理と再生可能エネ
ルギーへの道

小坂洋右著 寿郎社 2013 0311299 543.49||KO82 新図書館

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
(岩波新書:新赤版 1882)

明日香壽川著 岩波書店 2021 0310167 519.1||A93 新図書館2階中央

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載 第4版 (How-nual図解入門. 業界研究)

本橋恵一著 秀和システム 2017 8504315 s17
新館2階資格・
旅行関係資料

最新再生可能エネルギーの仕組みと動向がよ〜くわかる本 : 再生エネビジ
ネスの現在と未来図がわかる! (図解入門ビジネス : How‐nual)

今村雅人著 秀和システム 2022 8505163 s21
新館2階資格・
旅行関係資料

菜の花エコ革命
藤井絢子, 菜の花プロジェクトネッ
トワーク編著

創森社 2004 0251073 617.9||F57 旧図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

時給はいつも最低賃金、これって私のせいですか?国会議員に聞い
てみた。

和田靜香著/小川淳也取材協力 左右社 2021 0311112 312.1||W12 新図書館

ワーク・ライフ・バランスを実現する職場 : 見過ごされてきた上
司・同僚の視点

細見正樹著 大阪大学出版会 2017 0294940 336.4||H94 新図書館

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

岩波書店 2020 0312375 366||G75 新図書館

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

光文社 2019 0308253 366.0233||B58 新図書館

「非正規」六法 : 有期雇用やアルバイトで損せず生活するために 飯野たから著/横山裕一監修 自由国民社 2020 0308702 366.14||I27 新図書館

ブラック企業に負けないリーガル・リテラシー : 労働法と学ぶ「自
覚」のキャリア論

中嶌剛著 萌書房 2016 0308870 366.14||N42 新図書館

地域で暮らせる雇用 : 地方圏の若者のキャリアを考える 阿部誠著 旬報社 2021 0312247 366.2||A12 新図書館

アルバイトの誕生 : 学生と労働の社会史 (平凡社新書:988) 岩田弘三著 平凡社 2021 0312237 366.21||I97 新図書館

障害者とともに働く (岩波ジュニア新書:925) 藤井克徳, 星川安之著 岩波書店 2020 0308068 366.29||F57 新図書館

ブラック企業を許さない! : 立ち上がった若者たちに学ぶ闘い方マ
ニュアル

清水直子著/ブラック企業被害対策
弁護団編

かもがわ出版 2014 0309290 366.3||B88 新図書館

人権としてのディーセント・ワーク : 働きがいのある人間らしい仕
事

西谷敏著 旬報社 2011 0277411 366.3||N86 新図書館

目標8：働きがいも 経済成長も

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

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full 

and productive employment and decent work for all 

働きがい、女性の働き方、非正規雇用、

同一労働同一賃金、児童労働、障害者就労、

ワーク・ライフ・バランス、ブラック企業 etc.

Decent Work and Economic Growth



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, 白木朋子, 水寄僚子著 合同出版 2007 0264838 366.35||I97 新図書館

インド : 児童労働の地をゆく (アジアを見る眼:112) 田部昇著
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2010 0269541 366.35||TA12 新図書館

官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人たちのリアル
(岩波ブックレット:No. 1031)

竹信三恵子, 戒能民江, 瀬山紀子編 岩波書店 2020 0307404 366.35||TA64 新図書館

賃金破壊 : 労働運動を「犯罪」にする国 竹信三恵子著 旬報社 2021 0312248 366.629||TA64 新図書館

日本の外国人労働者受け入れ政策 : 人材育成指向型 (香川大学経済
研究叢書:34)

佐藤忍著 ナカニシヤ出版 2021 0309300 366.89||SA85 新図書館

奴隷労働 : ベトナム人技能実習生の実態 巣内尚子著 花伝社/共栄書房(発売) 2019 0301861 366.89||SU73 新図書館

ぼくは13歳職業、兵士。 : あなたが戦争のある村で生まれたら 鬼丸昌也, 小川真吾著 合同出版 2005 0242072 369.4||O66 新図書館

迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える (岩波ブック
レット:No.1020)

内田良 [ほか] 著 岩波書店 2020 0304423 374.37||ME26 新図書館

ブラックバイト : 学生が危ない (岩波新書:新赤版 1602) 今野晴貴著 岩波書店 2016 0289022 366.3||KO75 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井紀子著 東洋経済新報社 2018 0301197 007.13||A62 新図書館

「ものづくり」を変えるITの「ものがたり」 : 日本の産業、教育、
医療、行政の未来を考える (クオン人文・社会シリーズ:04)

廉宗淳著 クオン 2016 0292891 007.3||C95 新図書館

QRコードの奇跡 : モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 小川進著 東洋経済新報社 2020 0309890 007.6||O24 新図書館

日本列島回復論 : この国で生き続けるために (新潮選書) 井上岳一著 新潮社 2019 0307366 318.6||I57 新図書館

インフラストラクチュア (東アジア長期経済統計:第8巻)
梶原弘和, 藤本耕士, 河口和範/拓殖
大学アジア情報センター編

勁草書房 2019 0303628 330.592||H55 新図書館

東アジアのイノベーション : 企業成長を支え、起業を生む「エコシ
ステム」

木村公一朗編 作品社 2019 0302579 335.22||KI39 新図書館

技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか : 画期的な新製品が惨
敗する理由

妹尾堅一郎著 ダイヤモンド社 2009 0303888 336.17||SE72 新図書館

虹色のチョーク : 働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松成美著 幻冬舎 2017 0297282 369.28||KO61 新図書館

地域の食をブランドにする! : 食のテキストを作ろう (岩波ブック
レット:No.988)

金丸弘美著 岩波書店 2018 0299171 498.5||KA45 新図書館

メイカーズ : 21世紀の産業革命が始まる クリス・アンダーソン著/関美和訳 NHK出版 2012 0280707 509||A46 新図書館

工作機械・ロボット産業のエコシステム : 日本企業が支える世界の
「モノづくり」基盤 (神戸学院大学経済学研究叢書:23)

林隆一著 晃洋書房 2021 0308945 532||H48 新図書館

目標9：産業と技術革新の基盤をつくろう

強靱（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

促進及びイノベーションの推進を図る

Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable 

industrialization and foster innovation

イノベーション、技術革新、インフラ開発、

地域産業、先端技術、AI、ツーリズム、

伝統工芸、ものづくり、データサイエンス etc.

Industry, Innovation and Infrastructure



北陸地方創生と国際化・イノベーション 丸屋豊二郎 [ほか] 編著 日本評論社 2017 0294120 601.14||H82 新図書館

観光再生 : サステナブルな地域をつくる28のキーワード 村山慶輔著 プレジデント社 2020 0311231 689||MU62 新図書館

新しい時代の観光学概論 : 持続可能な観光振興を目指して 島川崇著 ミネルヴァ書房 2020 0308273 689||SH37 新図書館

観光と地域 : エコツーリズム・世界遺産観光の現場から (南方ブッ
クレット:8)

深見聡 南方新社 2019 0303728 689.21||F72 新図書館

コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文
化・社会 増補改訂版

岡本健編著 福村出版 2019 0308209 689.3||O42 新図書館

データサイエンス入門 (岩波新書:新赤版 1713) 竹村彰通著 岩波書店 2018 0296619 007.609||TA63 新図書館2階中央

中国のデジタルイノベーション : 大学で孵化する起業家たち (岩波
新書:新赤版 1931)

小池政就著 岩波書店 2022 0312417 332.22||KO31 新図書館2階中央

EVと自動運転 : クルマをどう変えるか (岩波新書:新赤版 1717) 鶴原吉郎著 岩波書店 2018 0297330 537.25||TS84 新図書館2階中央

10年後の働き方 : 「こんな仕事、聞いたことない!」からイノベー
ションの予兆をつかむ (できるビジネス)

未来予報株式会社著 インプレス 2017 8504767 s19
新館2階資格・
旅行関係資料



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

マイノリティ問題から考える社会学・入門 : 差別をこえるために 西原和久, 杉本学編 有斐閣 2021 0309819 316.1||N82 新図書館

ホワイト・フラジリティ : 私たちはなぜレイシズムに向き合えない
のか?

ロビン・ディアンジェロ著/上田勢
子訳

明石書店 2021 0311221 316.8||D71 新図書館

学校では教えてくれない差別と排除の話 安田浩一著 皓星社 2017 0299075 316.81||Y62 新図書館

となりの難民 : 日本が認めない99%の人たちのSOS 織田朝日著 旬報社 2019 0312093 329.94||O17 新図書館

難民鎖国ニッポン : ウィシュマさん事件と入管の闇 (深読み
Now:2)

志葉玲著 かもがわ出版 2022 0312098 329.94||SH15 新図書館

世界不平等レポート 2018
ファクンド・アルヴァレド [ほか]
編/徳永優子, 西村美由起訳

みすず書房 2018 0299419 331.85||SE22 新図書館

つくられた格差 : 不公平税制が生んだ所得の不平等
エマニュエル・サエズ, ガブリエ
ル・ズックマン著/山田美明訳

光文社 2020 0308375 331.85||SA14 新図書館

ふるさとって呼んでもいいですか : 6歳で「移民」になった私の物
語

ナディ著 大月書店 2019 0303121 334.41||N12 新図書館

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
現代人文社/大学図書
(発売)

2019 0303576 334.41||Y32 新図書館

18歳からの格差論 : 日本に本当に必要なもの 井手英策著/田淵正敏 [画] 東洋経済新報社 2016 0291059 361.8||I19 新図書館

えほん障害者権利条約 ふじいかつのり作/里圭絵 汐文社 2015 0287241 369.27||F57 新図書館

目標10：人や国の不平等をなくそう

各国内及び各国間の不平等を是正する

Reduce inequality within and among countries 性別・人種・障害などによる不平等、差別、

多様性、難民政策、移民問題、機会均等、

フェアトレード、人権、階級 etc.

Reduced Inequalities



外国人の子ども白書 : 権利・貧困・教育・文化・国籍と共生の視点
から 第2版

荒牧重人 [ほか] 編 明石書店 2022 0312191 369.4||G14 新図書館

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 みすず書房 2017 0292741 369.42||B71 新図書館

甘いバナナの苦い現実
石井正子編著/アリッサ・パレデス
[ほか著]

コモンズ 2020 0308427 625.81||I75 新図書館

コーヒーとフェアトレード (筑波書房ブックレット. 暮らしのなか
の食と農:28)

村田武著 筑波書房 2005 0264827 678||MU59 新図書館

障害者と表現活動 : 自己肯定と承認の場をはぐくむ (文化とまちづ
くり叢書)

川井田祥子著 水曜社 2020 0306408 701.3||KA93 新図書館

映画でみる移民/難民/レイシズム 中村一成著 影書房 2019 0303535 778.2||N37 新図書館

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ : あなたがくれた憎しみ (海外文学コレク
ション:6)

アンジー・トーマス作/服部理佳訳 岩崎書店 2018 0307192 933||TH5 新図書館

機会不平等 (岩波現代文庫:社会:302) 斎藤貴男著 岩波書店 2016 0290646 304||SA25 新図書館2階中央

ネルソン・マンデラ : 分断を超える現実主義者 (リアリスト) (岩波
新書:新赤版 1888)

堀内隆行著 岩波書店 2021 0310296 316.84||MA43 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

きみのまちに未来はあるか? : 「根っこ」から地域をつくる (岩波
ジュニア新書:915)

除本理史, 佐無田光著 岩波書店 2020 0305668 318||Y74 新図書館

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 東京大学出版会 2017 0297814 318.6||TS41 新図書館

住み開き : もう一つのコミュニティづくり 増補版 (ちくま文庫:[あ
63-1])

アサダワタル著 筑摩書房 2020 0307397 318.8||A81 新図書館

ドイツの地方都市はなぜクリエイティブなのか : 質を高めるメカニ
ズム

高松平藏著 学芸出版社 2016 0312068 318.934||TA42 新図書館

地域に根差してみんなの力で起業する : 協同組合で実現する社会的
連帯経済

キム・ヒョンデ, ハ・ジョンナン,
チャ・ヒョンソク著/中野宣子訳

彩流社 2018 0301200 335.6||KI31 新図書館

音のない世界と音のある世界をつなぐ : ユニバーサルデザインで世
界をかえたい! (岩波ジュニア新書:776)

松森果林著 岩波書店 2014 0286081 369.276||MA81 新図書館

誰一人取り残さない防災に向けて、福祉関係者が身につけるべき
こと (i‐BOSAIブックレット:no. 1)

立木茂雄著 萌書房 2020 0308139 369.3||TA94 新図書館

ソーシャル・キャピタルを活かした社会的孤立への支援 : ソーシャ
ルワーク実践を通して (現場から福祉の課題を考える)

牧田満知子, 立花直樹編著 ミネルヴァ書房 2017 0297900 369.6||MA37 新図書館

まちの居場所、施設ではなく。 : どうつくられ、運営、継承される
か (文化とまちづくり叢書)

田中康裕著 水曜社 2019 0303683 369.73||TA84 新図書館

地域包括ケアのまちづくり : 老いても安心して住み続けられる地域
を目指す総合的な試み

東京大学高齢社会総合研究機構編 東京大学出版会 2020 0310418 369.73||TO46 新図書館

地方都市を公共空間から再生する : 日常のにぎわいをうむデザイン
とマネジメント

柴田久著 学芸出版社 2017 0304300 518.8||SH18 新図書館

目標11：住み続けられるまちづくりを

包摂的で安全かつ強靱（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

Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient 

and sustainable

都市計画、災害対策、まちづくり、公共交通、

バリアフリー、ユニバーサルデザイン、

地域包括ケアシステム、スラム改善 etc.

Sustainable Cities and Communities



街路樹は問いかける : 温暖化に負けない「緑」のインフラ (岩波
ブックレット:No. 1050)

藤井英二郎 [ほか] 著 岩波書店 2021 0310426 518.85||G15 新図書館

住民主権型減災のまちづくり : 阪神・淡路大震災に学び、南海トラ
フ地震に備える (神戸学院大学現代社会研究叢書:1)

中山久憲著 ミネルヴァ書房 2015 0291315 518.87||N45 新図書館

「牛が消えた村」で種をまく : 「までい」な村の仲間とともに (そ
れでも「ふるさと」)

豊田直巳写真・文 農山漁村文化協会 2018 0298915 543.49||TO83 新図書館

農福連携の「里マチ」づくり 濱田健司著 鹿島出版会 2015 0298571 611.75||H22 新図書館

地域の誇りで飯を食う! : "何もないまち"を変えた奇跡の物語 真板昭夫著 旬報社 2016 0297912 689.2122||MA31 新図書館

基礎自治体の文化政策 : まちにアートが必要なわけ (文化とまちづ
くり叢書)

藤野一夫, 文化・芸術を活かしたま
ちづくり研究会編著

水曜社 2020 0306212 701.9||F64 新図書館

まちづくり都市金沢 (岩波新書:新赤版 1739) 山出保著 岩波書店 2018 0299051 318.7143||Y19 新図書館2階中央

町を住みこなす : 超高齢社会の居場所づくり (岩波新書:新赤版
1671)

大月敏雄著 岩波書店 2017 0293115 365.3||O89 新図書館2階中央

好循環のまちづくり! (岩波新書:新赤版 1877) 枝廣淳子著 岩波書店 2021 0309156 518.8||E21 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

心を育てるリサイクル (心を育てる環境教育:1) 大澤力編著 フレーベル館 2007 0279861 376.153||KO44 新図書館

ごみと日本人 : 衛生・勤倹・リサイクルからみる近代史 稲村光郎著 ミネルヴァ書房 2015 0293196 518.52||I53 新図書館

脱プラスチック : データで見る課題と解決策 (日経BPムック. ナ
ショナルジオグラフィック別冊)

レイチェル・サルト[著]/神田由布
子翻訳

日経ナショナルジオグラフィック社/
日経BPマーケティング(発売) 2021 0310159 518.52||N73 新図書館

国際リサイクルをめぐる制度変容 : アジアを中心に (研究双
書:No.586)

小島道一編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2010 0271843 518.523||KO39 新図書館

文系のための環境科学入門 新版 (有斐閣コンパクト) 藤倉良, 藤倉まなみ著 有斐閣 2016 0309178 519||F59 新図書館

産業廃棄物税の制度設計 : 循環型社会の形成促進と地域環境の保全
に向けて (敬愛大学学術叢書:11)

金子林太郎著 白桃書房 2009 0265528 519||KA53 新図書館

資源利用と循環型社会 (サステイナビリティ学:3. Sustainability
science)

小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2010 0276848 519.08||SA82 新図書館

ごみ問題とライフスタイル : こんな暮らしは続かない (シリーズ地
球と人間の環境を考える:08)

高月紘著 日本評論社 2004 0246881 519.08||W46 新図書館

アジアにおけるリサイクル (研究双書:570) 小島道一編
日本貿易振興機構 アジ
ア経済研究所

2008 0258920 519.5||KO39 新図書館

もう「ゴミの島」と言わせない : 豊島産廃不法投棄、終わりなき闘
い

石井亨著 藤原書店 2018 0299763 519.52||I75 新図書館

ごみから考えよう都市環境 川口和英著 技報堂出版 2003 0230255 519.52||KA92 新図書館

目標12：つくる責任 つかう責任

持続可能な生産消費形態を確保する

Ensure sustainable consumption and production patterns リサイクル、ごみ問題、もったいない、

大量生産、大量消費、産廃、環境汚染、

核のゴミ、食品ロス、地方の文化振興 etc.

Responsible Consumption and Production



ごみ有料化 山谷修作著 丸善 2007 0259369 519.52||Y47 新図書館

図説17都県放射能測定マップ+読み解き集 : 2011年のあの時・い
ま・未来を知る 増補版

みんなのデータサイトマップ集編
集チーム企画・編集

みんなのデータサイト出
版

2020 0306018 539.99||MI44 新図書館

10年後の福島からあなたへ 武藤類子著 大月書店 2021 0309086 543.49||MU93 新図書館

アニマルウェルフェアとは何か : 倫理的消費と食の安全 (岩波ブッ
クレット:No.985)

枝廣淳子著 岩波書店 2018 0298529 645||E21 新図書館

国際リユースと発展途上国 : 越境する中古品取引 (研究双書:no.
613)

小島道一編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2014 0285340 678.2||KO39 新図書館

ルポにっぽんのごみ (岩波新書:新赤版 1555) 杉本裕明著 岩波書店 2015 0287438 518.52||SU38 新図書館2階中央

3R検定公式テキスト : ものを減らすReduceもういちど使うReuse再生し
て使うRecycle : すりーあーる。きれいな地球を、人の手で。

3R検定実行委員会編 ミネルヴァ書房 2008 8500935 s_09
新館2階資格・
旅行関係資料

廃棄物サーマルリサイクルのすすめ : 地球温暖化防止への提言 志垣政信著
リサイクル文化社/星雲
社 (発売)

2008 0308986 518.523||SH27 旧図書館

アジアにおける循環資源貿易 小島道一編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2005 0237970 678.22||KO39 旧図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

1冊で知る地球温暖化 シェリー・タナカ著/黒川由美訳 原書房 2009 0273344 361.608||I85 新図書館

環境 : 持続可能な経済システム (持続可能な福祉社会へ : 公共性の
視座から:2)

倉阪秀史編著 勁草書房 2010 0303045 369.08||J55 新図書館

気候変動論 : 新装版 (地球惑星科学:11) 住明正 [ほか] 著 岩波書店 2011 0273939 448.08||C44 新図書館

地球最後の世代 : 自然が人類に報復しはじめた (地球の未来を考え
る)

フレッド・ピアス著/小林由香利訳 日本放送出版協会 2009 0269329 451.35||P31 新図書館

異常気象と人類の選択 (角川SSC新書:195) 江守正多著
角川マガジンズ
/KADOKAWA (発売)

2013 0283534 451.85||E54 新図書館

これがすべてを変える : 資本主義vs.気候変動 上
ナオミ・クライン [著]/幾島幸子,
荒井雅子訳

岩波書店 2017 0294322 451.85||KL4 新図書館

これがすべてを変える : 資本主義vs.気候変動 下
ナオミ・クライン [著]/幾島幸子,
荒井雅子訳

岩波書店 2017 0294323 451.85||KL4 新図書館

気候変動で読む地球史 : 限界地帯の自然と植生から (NHKブック
ス:1240)

水野一晴著 NHK出版 2016 0291170 451.85||MI96 新図書館

気候変動を理学する : 古気候学が変える地球環境観 多田隆治著 みすず書房 2013 0281060 451.85||TA16 新図書館

気候崩壊 : 次世代とともに考える (岩波ブックレット:No. 1047) 宇佐美誠著 岩波書店 2021 0310026 451.85||U92 新図書館

気候危機 (岩波ブックレット:No. 1016) 山本良一著 岩波書店 2020 0304111 451.85||Y31 新図書館

目標13：気候変動に具体的な対策を

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

Take urgent action to combat climate change and its impacts
気候変動、異常気象、地球温暖化、環境問題、

温室効果ガス、自然災害、災害対策、CO2、

クライメート・チェンジ、低炭素社会 etc.

Climate Action



ヒマラヤと地球温暖化 : 消えゆく氷河 中尾正義編 昭和堂 2007 0257488 452.96||N41 新図書館

13歳からの環境問題 : 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち 志葉玲著 かもがわ出版 2020 0307971 519||SH15 新図書館

気候変動と低炭素社会 (サステイナビリティ学:2. Sustainability
science)

小宮山宏 [ほか] 編 東京大学出版会 2010 0276847 519.08||SA82 新図書館

排出権取引とは何か : 知っておきたい二酸化炭素市場の仕組み
(PHPビジネス新書:060)

北村慶著 PHP研究所 2008 0262903 519.5||KI68 新図書館

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 清水弘文堂書房 2018 0299312 519.8||C78 新図書館

異常気象と地球温暖化 : 未来に何が待っているか (岩波新書:新赤版
1538)

鬼頭昭雄著 岩波書店 2015 0285990 451.85||KI77 新図書館2階中央

チェンジング・ブルー : 気候変動の謎に迫る (岩波現代文庫:社
会:280)

大河内直彦著 岩波書店 2015 0285798 451.85||O29 新図書館2階中央

低炭素社会のデザイン : ゼロ排出は可能か (岩波新書:新赤版
1324)

西岡秀三著 岩波書店 2011 0275646 519.3||N86 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

住民が見た瀬戸内海 : 海をわれらの手に 環瀬戸内海会議編 技術と人間 2000 0229527 217.9||KA59 新図書館

湿地教育・海洋教育 (持続可能な社会のための環境教育シリー
ズ:8)

朝岡幸彦, 笹川孝一, 日置光久編著 筑波書房 2019 0303549 374.91||A12 新図書館

追いつめられる海 (岩波科学ライブラリー:294) 井田徹治著 岩波書店 2020 0310299 408||I95 新図書館

海洋地球環境学 : 生物地球化学循環から読む 川幡穂高著 東京大学出版会 2008 0264479 452||KA92 新図書館

海洋の未来 : 持続可能な海を求めて
アンドレス・シスネロス=モンテマヨール, ウィリア
ム・チェン, 太田義孝編/太田義孝訳 勁草書房 2021 0311005 452||MO35 新図書館

海洋へのいざない 第2版
「海洋へのいざない」第2版編集グ
ループ編集

日本船舶海洋工学会 2021 0312478 452||N77 新図書館

海の生物資源 : 生命は海でどう変動しているか (東京大学海洋研究
所/海洋生命系のダイナミクス:4)

渡邊良朗編 東海大学出版会 2005 0252779 460||TO46 新図書館

奇跡の海 : 瀬戸内海・上関の生物多様性
日本生態学会上関要望書アフター
ケア委員会編

南方新社 2010 0304860 462.177||N77 新図書館

生命は細部に宿りたまう : ミクロハビタットの小宇宙 加藤真著 岩波書店 2010 0272862 468||KA86 新図書館

クジラは海の資源か神獣か (NHKブックス:1172) 石川創著 NHK出版 2011 0273206 489.6||I76 新図書館

海をよみがえらせる : 諫早湾の再生から考える (岩波ブックレッ
ト:890)

佐藤正典著 岩波書店 2014 0304756 517.3||SA85 新図書館

目標14：海の豊かさを守ろう

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

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine 

resources for sustainable development 

海洋汚染、プラスチックごみ、海洋資源、

マイクロプラスチック、水産資源の保護、

乱獲防止、養殖、海洋生物、捕鯨 etc.

Life Below Water



プラスチック汚染とは何か (岩波ブックレット:No. 1003) 枝廣淳子著 岩波書店 2019 0301670 518.52||E21 新図書館

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 (DOJIN選書:86)

磯辺篤彦著 化学同人 2020 0310160 518.52||I85 新図書館

海洋プラごみ問題解決への道 : 日本型モデルの提案 増補版
重化学工業通信社・石油化学新報
編集部編

重化学工業通信社 2019 0307308 518.52||J92 新図書館

プラスチックの現実と未来へのアイデア : みんなで考えたい : 未来
のために、今から出来るアイデアの数々

高田秀重監修 東京書籍 2019 0307595 518.52||TA28 新図書館

海ゴミ : 拡大する地球環境汚染 (中公新書:1906) 小島あずさ, 眞淳平著 中央公論新社 2007 0255741 519.52||KO39 新図書館

「資源繁殖の時代」と日本の漁業 (日本史リブレット:90) 高橋美貴著 山川出版社 2007 0257092 660.21||TA33 新図書館

銀むつクライシス : 「カネを生む魚」の乱獲と壊れゆく海
G・ブルース・ネクト著/杉浦茂樹
訳

早川書房 2008 0262581 661||KN 新図書館

おクジラさま : ふたつの正義の物語 佐々木芽生著 集英社 2017 0297771 664.9||SA75 新図書館

イワシと気候変動 : 漁業の未来を考える (岩波新書:新赤版 1192) 川崎健著 岩波書店 2009 0266360 662.6||KA97 新図書館2階中央



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

コモンズの思想を求めて : カリマンタンの森で考える (新世界事情) 井上真著 岩波書店 2004 0228183 302.08||SH57 新図書館

自然保護レンジャーになるには (なるにはBooks:73)
須藤ナオミ, 藤原祥弘著 : キャンプ
よろず相談所編

ぺりかん社 2016 0290588 366.29||N53 新図書館

自然保護教育論 (持続可能な社会のための環境教育シリーズ:2) 小川潔, 伊東静一, 又井裕子編著 筑波書房 2008 0262909 374.91||A12 新図書館

幼児のための環境教育 : スウェーデンからの贈りもの「森のムッレ
教室」

岡部翠編 新評論 2007 0272423 376.11||O37 新図書館

里山っ子が行く! : 木更津社会館保育園の挑戦 斉藤道子文/岡本央写真 農山漁村文化協会 2009 0272422 376.12||SA25 新図書館

世界遺産屋久島 : 亜熱帯の自然と生態系
大澤雅彦, 田川日出夫, 山極寿一編
集

朝倉書店 2006 0267861 450.9197||O74 新図書館

沙漠化とその対策 : 乾燥地帯の環境問題 赤木祥彦著 東京大学出版会 2005 0252142 454.64||A29 新図書館

地球環境と保全生物学 (現代生物科学入門:6) 鷲谷いづみ [ほか] 著 岩波書店 2010 0273586 460.8||G34 新図書館

「図説」生物多様性と現代社会 : 「生命 (いのち) の環」30の物語 小島望著 農山漁村文化協会 2010 0275468 468||KO98 新図書館

外来種は本当に悪者か? : 新しい野生 (草思社文庫) フレッド・ピアス著/藤井留美訳 草思社 2019 0311242 468||P31 新図書館

これが見納め : 絶滅危惧の生きものたち、最後の光景
ダグラス・アダムス, マーク・カー
ワディン [著]/安原和見訳

みすず書房 2011 0279185 482||A16 新図書館

目標15：陸の豊かさも守ろう

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

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, 

sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse 

land degradation and halt biodiversity loss

森林保護、干ばつ、砂漠化、生物多様性、

絶滅危惧種、外来種、密猟、自然保護、

生態系、森林再生、環境教育 etc.

Life On Land



「奇跡の自然」の守りかた : 三浦半島・小網代の谷から (ちくまプ
リマー新書:254)

岸由二, 柳瀬博一著 筑摩書房 2016 0289857 519.8||KI56 新図書館

生態学からみた野生生物の保護と法律 : 生物多様性保全のために
改訂

日本自然保護協会編集 講談社 2010 0272032 519.8||N77 新図書館

実践で学ぶ「生物多様性」 (岩波ブックレット:No. 1015) 鷲谷いづみ著 岩波書店 2020 0304110 519.8||W44 新図書館

アジアの生態危機と持続可能性 : フィールドからのサステイナビリ
ティ論 (研究双書:no. 616)

大塚健司編
日本貿易振興機構アジア
経済研究所

2015 0286506 519.82||O88 新図書館

循環型社会の暮らしと生態系 (里地里山文化論:下) 養父志乃夫著 農山漁村文化協会 2009 0275471 652.1||Y12 新図書館

森林の生態学 : 長期大規模研究からみえるもの (種生物学研究:第
29号)

種生物学会編 : 正木隆責任編集 : 田中浩
責任編集 : 柴田銃江責任編集

文一総合出版 2006 0242696 652.77||SH99 新図書館

木を植えた男
ジャン・ジオノ原作/フレデリッ
ク・バック絵/寺岡襄訳

あすなろ書房 1989 0051563 953||G47 新図書館

沈黙の春
レイチェル・カーソン著/青樹簗一
訳

新潮社 1987 0153643 519.5||C22 旧図書館

複合汚染 : [ハードカバー版] (有吉佐和子選集:第2期 第12巻) 有吉佐和子著 新潮社 1978 0308136 913.68||A78||12 旧図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

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

青土社 2015 0297946 209||P66 新図書館

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

青土社 2015 0297947 209||P66 新図書館

命に国境はない : 紛争地イラクで考える戦争と平和 (岩波ブック
レット:No. 1002)

高遠菜穂子著 岩波書店 2019 0301669 228.1||TA55 新図書館

ガザ : 戦争しか知らないこどもたち 清田明宏著 ポプラ社 2015 0287668 228.5||SE19 新図書館

独裁の政治思想 (角川文庫:21869) 猪木正道 [著] KADOKAWA 2019 0308115 313.8||I56 新図書館

性的人身取引 : 現代奴隷制というビジネスの内側 (世界人権問題叢
書:108)

シドハース・カーラ著/山岡万里子
訳

明石書店 2022 0312069 316.108||SE22 新図書館

人権の世界地図
Andrew Fagan [著]/長島隆, 江崎
一朗, 石田安実共訳

丸善出版 2019 0312434 316.1||J52 新図書館

ぼくは13歳、任務は自爆テロ。 : テロと紛争をなくすために必要
なこと

永井陽右著 合同出版 2017 0300982 316.4||N14 新図書館

ロヒンギャ危機 : 「民族浄化」の真相 (中公新書:2629) 中西嘉宏著 中央公論新社 2021 0311665 316.8238||N38 新図書館

平和学のいま : 地球・自分・未来をつなぐ見取図 平井朗, 横山正樹, 小山英之編 法律文化社 2020 0311340 319.8||H64 新図書館

人はなぜ平和を祈りながら戦うのか? : 私たちの戦争と宗教 星川啓慈, 石川明人共著 並木書房 2014 0304771 319.8||H92 新図書館

目標16：平和と公正をすべての人に

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

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, 

provide access to justice for all and build effective, accountable and 

inclusive institutions at all levels

戦争、平和、暴力、独裁、テロ、人身売買、

子どもの権利、性暴力、組織犯罪撲滅、

平和学、司法へのアクセス etc.

Peace, Justice and Strong Institutions



僕らはソマリアギャングと夢を語る : 「テロリストではない未来」
をつくる挑戦

永井陽右著 英治出版 2016 0300981 333.8453||N14 新図書館

子どもの権利 : 次世代につなぐ 喜多明人著 エイデル研究所 2015 0289700 369.4||KI61 新図書館

奪われる子どもたち : 貧困から考える子どもの権利の話 富坂キリスト教センター編 教文館 2020 0305283 369.4||TO57 新図書館

体罰と戦争 : 人類のふたつの不名誉な伝統 森田ゆり著 かもがわ出版 2019 0302157 371.4||MO66 新図書館

戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク 上
ジョン・W.ダワー [著]/田代泰子,
藤本博, 三浦俊章訳

岩波書店 2021 0312121 392.53||D89 新図書館

戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク 下
ジョン・W.ダワー [著]/田代泰子,
藤本博, 三浦俊章訳

岩波書店 2021 0312122 392.53||D89 新図書館

武器ビジネス : マネーと戦争の「最前線」 上
アンドルー・ファインスタイン著/
村上和久訳

原書房 2015 0288460 559.09||F17 新図書館

武器ビジネス : マネーと戦争の「最前線」 下
アンドルー・ファインスタイン著/
村上和久訳

原書房 2015 0288461 559.09||F17 新図書館

スポーツで蒔く平和の種 : 紛争・難民・平和構築 (阪大リーブ
ル:73)

岡田千あき編著 大阪大学出版会 2020 0309296 780.4||O38 新図書館



書　名 著者名 出版社 発行年 資料ID 請求記号 本の場所

図書館への道 : ビルマ難民キャンプでの1095日 渡辺有理子著 鈴木出版 2006 0244812 010.2238||W46 新図書館

アフガニスタンで考える : カラー版 : 国際貢献と憲法九条 (岩波
ブックレット:No.673)

中村哲 [著] 岩波書店 2006 0249847 226.2||N37 新図書館

人道援助、そのジレンマ : 「国境なき医師団」の経験から (明日へ
の対話)

ロニー・ブローマン著/フィリップ・プ
ティインタビュアー/高橋武智訳

産業図書 2000 0212771 329.39||B71 新図書館

国際貢献のウソ (ちくまプリマー新書:143) 伊勢崎賢治著 筑摩書房 2010 0272186 329.39||I69 新図書館

国際人道支援におけるこころのケア : アフガニスタンでの試み 河野貴代美編著 新水社 2007 0254082 329.39||KA96 新図書館

北朝鮮の人びとと人道支援 : 市民がつくる共生社会・平和文化 日本国際ボランティアセンター編 明石書店 2004 0248226 329.39||N77 新図書館

イラク便り : 復興人道支援221日の全記録 奥克彦著
産経新聞ニュースサービ
ス/扶桑社 (発売)

2004 0230157 329.5||O54 新図書館

世界を救う7人の日本人 : 国際貢献の教科書 池上彰編・著
日経BP社/日経BPマー
ケティング (発売)

2010 0306952 333.8||I33 新図書館

国際協力 : その新しい潮流 第3版 (有斐閣選書:[207]) 下村恭民 [ほか] 著 有斐閣 2016 0303170 333.8||SH53 新図書館

国際協力ってなんだろう : 現場に生きる開発経済学 (岩波ジュニア
新書:668)

高橋和志, 山形辰史編著 岩波書店 2010 0301605 333.8||TA33 新図書館

武器ではなく命の水をおくりたい : 中村哲医師の生き方 宮田律著 平凡社 2021 0310582 333.8262||MI84 新図書館

目標17：パートナーシップで目標を達成しよう

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

Strengthen the means of implementation and revitalize the Global 

Partnership for Sustainable Development

国際貢献、国際協力、人道支援、ODA、

パートナーシップ、持続可能な開発 etc.

Partnerships for the Goals



協働型ガバナンスとNPO : イギリスのパートナーシップ政策を事
例として

金川幸司著 晃洋書房 2008 0280410 335.7||KA43 新図書館

青年海外協力隊員になるには (なるにはBooks:51) 益田美樹著 ぺりかん社 2020 0308458 366.29||N53 新図書館

それでも生きる : 国際協力リアル教室 (ちくま文庫:[い-99-1]) 石井光太著 筑摩書房 2020 0306795 369.4||I75 新図書館

医者、用水路を拓く : アフガンの大地から世界の虚構に挑む 中村哲著 石風社 2007 0257662 369.9||N37 新図書館

世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境なき医師団 山本敏晴著 白水社 2002 0219571 369.9||Y31 新図書館

グッド・モーニング・トゥ・ユー! : ケニアで障がいのある子ども
たちと生きる

公文和子著
いのちのことば社<フォ
レストブックス>

2021 0309930 378.02454||KU39 新図書館

聞き書緒方貞子回顧録 (岩波現代文庫:社会:319) [緒方貞子述]/野林健, 納家政嗣編 岩波書店 2020 0304416 289.1||O23 新図書館2階中央

ブータンに図書館をつくる : 青年海外協力隊隊員の730日 石田孝夫著 明石書店 1993 0071505 016.2258||I72 旧図書館

私の仕事 : 国連難民高等弁務官の十年と平和の構築 緒方貞子著 草思社 2002 0219816 369.37||O23 旧図書館


