
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 間 場 所 

2022年 10月 5日（水）～10月 25日（火） 大学図書館 2階 閲覧室 

 

図書館では、SDGｓに関連する資料を展示しています。 

SDGｓとは、貧困、不平等・格差、気候変動による異常など、

世界のさまざまな問題を解決し、すべての人たちにとってよ

り良い世界をつくるための世界共通の目標です。 

自分たちの未来のためになにができるのか。 

考えるきっかけになればと思います。 

★ブクログから展示資料一覧をご覧いただけます。       

 大阪樟蔭女子大学図書館ブクログ📖 

 

https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3404835&display=front
https://booklog.jp/users/shoinlib?category_id=3404835&display=front


 

 

展 示 資 料 
ＳＤＧｓを知ろう 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

SDGs(持続可能な開発目標) (中公新書:2604) 蟹江憲史著 中央公論新社 2020 487091D 080||C64||2604 

2030 年の世界地図帳 : あたらしい経済と SDGs、未来への展望 落合陽一著 SB クリエイティ

ブ 

2019 484895B 304||O15 

こども SDGs : なぜ SDGs が必要なのかがわかる本 バウンド著 カンゼン 2020 490274C 333.8||B28 

未来を変える目標 SDGs アイデアブック Think the Earth 編著/ロビン

西マンガ 

Think the Earth/

紀伊國屋書店 (発

売) 

2018 484107H 333.8||I62 

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/蔵持不三也訳/クレ

ール・ルヴァスール地図製作 

原書房 2020 489627B 333.8||V65 

未来をつくる道具わたしたちの SDGs 川廷昌弘著 ナツメ社 2020 489613B 519||Ka98 

 



社会の問題 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

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 475622D 080||I95||O-1597 

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 478383C 080||I95||T-366 

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 475595C 080||I95||U-297 

みんなの体をまもる免疫学のはなし : 対話で学ぶ役立つ講義 (阪大

リーブル:62) 

坂野上淳著 大阪大学出版会 2017 479265D 081||H29||62 

社会政策のなかのジェンダー (講座現代の社会政策:4) 木本喜美子, 大森真紀, 室住眞

麻子編著 

明石書店 2010 471193J 364.1||Ki37 

働く女の腹の底 : 多様化する生き方・考え方 (光文社新書:944) 博報堂キャリジョ研著 光文社 2018 482618D 366.38||H19 

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 490305G 367.9||E59 

貧困の救いかた : 貧しさと救済をめぐる世界史 スティーヴン・M・ボードイン

著/伊藤茂訳 

青土社 2009 445870C 368.2||B31 

イギリスに学ぶ子どもの貧困解決 : 日本の「子どもの貧困対策法」

にむけて 

「なくそう!子どもの貧困」全

国ネットワーク編 /岩重佳治 

[ほか] 著 

かもがわ出版 2011 464468J 369.4||N46 

途上国の学びを拓く : 対話で生み出す教育開発の可能性 久保田賢一編著 明石書店 2021 490729J 372||Ku14 

学校の世界地図 (くらべてわかる世界地図:2) 小川真理子著/藤田千枝編 大月書店 2004 462955I 372||O24 

SDGs 時代の国際協力 : アジアで共に学校をつくる (岩波ジュニア

新書:931) 

西村幹子, 小野道子, 井上儀子

著 

岩波書店 2021 490866A 372.25||N84 

食の社会学 : パラドクスから考える エイミー・グプティル , デニ

ス・コプルトン, ベッツィ・ル

ーカル著/伊藤茂訳 

NTT 出版 2016 476017E 383.8||G94 

身のまわりの水のはなし 斎藤恭一著 朝倉書店 2022 492690B 435.44||Sa25 

感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか : 世界史のなかの病

原体 

小田中直樹著 日経 BP/日経 BP

マーケティング  

2020 487368I 493.8||O17 



水の歴史 (「食」の図書館) イアン・ミラー著/甲斐理恵子

訳 

原書房 2016 476367A 518..1||Mi27 

マッキンゼーが読み解く食と農の未来 アンドレ・アンドニアン, 川西

剛史, 山田唯人著 

日経 BP 日本経済

新聞出版本部 /日

経 BP マーケティ

ング (発売) 

2020 490727C 611||A47 

食料危機 : パンデミック、バッタ、食品ロス (PHP 新書:1242) 井出留美著 PHP 研究所 2021 488249B 611.3||I19 

感染症の世界史 (角川文庫:20752) 石弘之 [著] KADOKAWA 2018 486933I B||9955 

      

経済の問題 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

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 467389B 080||I95||R-884 

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 474978C 080||I95||R-943 

差別感情の哲学 (講談社学術文庫:[2282]) 中島義道著 講談社 2015 472589B 080||Ko19||C-2282 

創造農村 : 過疎をクリエイティブに生きる戦略 佐々木雅幸, 川井田祥子, 萩原

雅也編著 

学芸出版社 2014 469998A 318.6||Sa75 

SDGs がよくわかる本 (図解ポケット) 松原恭司郎著 秀和システム 2019 489600J 335.15||Ma73 

サステナベーション : sustainability×innovation : 多様性時代にお

ける企業の羅針盤 

藤原遠著 日経 BP 日本経済

新聞出版本部 /日

経 BP マーケティ

ング (発売) 

2020 489611E 336.1||F68 

イノベーションを興す 伊丹敬之著 日本経済新聞出版

社 

2009 445711B 336.17||I88 

多文化共生のための異文化コミュニケーション 原沢伊都夫著 明石書店 2014 474475G 361.45||H32 

コミュニティを問いなおす : つながり・都市・日本社会の未来 (ちく

ま新書:800) 

広井良典著 筑摩書房 2009 445052D 361.7||H71 

脱「格差社会」への戦略 神野直彦, 宮本太郎編 岩波書店 2006 438927B 361.8||J52 



子どもたちにしあわせを運ぶチョコレート。 : 世界から児童労働を

なくす方法 

白木朋子著 合同出版 2015 487815J 366.38||Sh89 

誰もが〈助かる〉社会 : まちづくりに織り込む防災・減災 渥美公秀, 石塚裕子編 新曜社 2021 490955B 369.3||A95 

図解でわかるカーボンニュートラル : 脱炭素を実現するクリーンエ

ネルギーシステム : 未来エコ実践テクノロジー 

エネルギー総合工学研究所編

著 

技術評論社 2021 490435E 501.6||E59 

まちを再生する公共デザイン : インフラ・景観・地域戦略をつなぐ

思考と実践 

山口敬太, 福島秀哉, 西村亮彦

編著/長谷川浩己 [ほか] 著 

学芸出版社 2019 485380G 518.8||Y24 

進化する里山資本主義 Japan Times Satoyama 推進

コンソーシアム編 

ジャパンタイムズ

出版 

2020 491270F 601.1||J24 

      

環境の問題 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

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 483435G 080||I95||R-1003 

地球 46 億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現

在・未来 (ブルーバックス:B-2074) 

横山祐典著 講談社 2018 481555G 408||B94||2074 

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 (ブルーバックス:B-2148) 

山本智之著 講談社 2020 487087F 408||B94||2148 

はじめての動物倫理学 (集英社新書:1060C) 田上孝一著 集英社 2021 490039B 480.9||Ta17 

絶滅危惧種を喰らう 秋道智彌, 岩崎望編 勉誠出版 2020 488676D 482||A35 

「環境の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤勝裕著 ベレ出版 2020 490695B 519||Sa25 

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 484943E 519||Ta28 

木のストロー 西口彩乃著 扶桑社 2020 489499F 519.13||N81 

「脱使い捨て」でいこう! : 世界で、日本で、始まっている社会のし

くみづくり 

瀬口亮子編著 彩流社 2019 485386F 519.13||Se16 

サーキュラーエコノミー実践 : オランダに探るビジネスモデル 安居昭博著 学芸出版社 2021 489340J 519.13||Y64 

 

 



平和と実施手段 

書名 著者名 出版者 出版年 資料 ID 請求記号 

グローバルヒストリーと戦争 (阪大リーブル:56) 秋田茂, 桃木至朗編著 大阪大学出版会 2016 476518E 081||H29||56 

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, 関正雄, 川北秀人編

著 

学文社 2020 489614J 318||Sa85 

世界標準の戦争と平和 : 初心者のための国際安全保障入門 烏賀陽弘道著 扶桑社 2019 485189H 319.8||U55 

グローバル社会の国際関係論 新版 (有斐閣コンパクト) 山田高敬, 大矢根聡編 有斐閣 2011 480253F 319||Y19 

SDGs を学ぶ : 国際開発・国際協力入門 高柳彰夫, 大橋正明編 法律文化社 2018 490766D 333.8||Ta57 

公正なグローバル・コミュニティを : 地球的視野の政治経済 (ジェ

ンダー社会科学の可能性:第 4 巻) 

大沢真理編 岩波書店 2011 457654D 367.1||Ts44||4 

      

  

 展示資料以外にも資料を所蔵しています。 

図書館ホームページより、ＯＰＡＣ（蔵書検索）で検索をしてみよう！ 


