２F企画展示

展示期間：2019年10月24日-11月20日

SDGs -持続可能な開発目標環境汚染、気候変動、貧困、差別、教育、エネルギー…
様々な問題に取り組むべく、国連で採択されたSDGｓは、全ての国の目標です。
世界の問題から、身近な問題まで、自分にどう関わるのか、
今から何ができるのか、本を読みながら考えてみませんか？

SDGs-持続可能な開発目標書名
サステイナビリティ : 地球と人類の課題 / 矢ケ崎典隆, 森島済, 横山智編. -- 朝倉書店,
2018.3. -- (シリーズ地誌トピックス ; 3).
SDGsの主流化と実践による地域創生 : まち・ひと・しごとを学びあう / 樋口邦史編著 ; 遠
野みらい創りカレッジ編. -- 水曜社, 2019.6. -- (文化とまちづくり叢書).
創造社会の都市と農村 : SDGsへの文化政策 / 佐々木雅幸総監修・編 ; 敷田麻実, 川井田祥
子, 萩原雅也編. -- 水曜社, 2019.7. -- (文化とまちづくり叢書).
SDGsとまちづくり : 持続可能な地域と学びづくり / 田中治彦, 枝廣淳子, 久保田崇編著. -学文社, 2019.3.
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, 2017.3.
持続可能な開発目標と国際貢献 : フィールドから見たSDGs / 北脇秀敏 [ほか] 編. -- 朝倉書
店, 2017.9.
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, 2018.9.
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]. -- イース
ト・プレス, 2015.8.
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, 2018.12.
ビジネスパーソンのためのSDGsの教科書
足達英一郎, 村上芽, 橋爪麻紀子著 -- 日経BP社.
人口減少時代の論点90 / 井上正良, 長瀬光市, 増田勝著. -- 公人の友社, 2019.5.
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. -- 事業構想大学院大学出版部.
SDGs入門 / 村上芽, 渡辺珠子著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.6. -- (日経文庫 ; 1408 ;
B132).
SDGs経営の時代に求められるCSRとは何か / 関正雄著. -- 第一法規, 2018.11.
SDGsとこれからの日本企業 : 大人の教科書「かけがえの無い地球と次世代への責任とは」
内田誠一, 黒田秀雄編著 -- 博進堂, 2018.11.
3つのゼロの世界 : 貧困0・失業0・CO2排出0の新たな経済 / ムハマド・ユヌス著 ; 山田文
訳. -- 早川書房, 2018.2.
国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 / 国谷裕子監修. -- 文溪堂, 2019.1.
未来を変える会社 : 就活NEXT ; 2020年度版
日経HR -- (日経career magazine = 日経キャリアマガジン ; 特別編集).
人口減少社会のデザイン / 広井良典著. -- 東洋経済新報社, 2019.10.
SDGsと開発教育 : 持続可能な開発目標のための学び / 田中治彦, 三宅隆史, 湯本浩之編著. - 学文社, 2016.8.
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.

配置場所

請求記号

3F開架新体系

290//SE83//6591

4F開架新体系

318.6//H56//5260

4F開架新体系

318.6//SA75//5833

4F開架新体系

318.6//TA84//3753

4F開架新体系

333.8//KA55//8220

4F開架新体系

333.8//KI73//4164

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

333.8//N71//2452//西田
蔵書
333.8//SM4//5278
333.8//TA57//2493//西
田蔵書

4F開架新体系

335.15//A16//7025

4F開架新体系

334.31//I57//7088

4F開架新体系

335.15//J48//2128

4F新書版

335.15//MU43//5311

4F開架新体系

4F開架新体系

4F開架新体系

335.15//SE24//2509//
西田蔵書
335.15//U14//7029
335.8//Y98//5895//西田
蔵書

4F開架新体系

L333.8//KU46//7141

4F開架新体系

333.8//TH4//7030

4F開架新体系

364.1//H71//7017

4F開架新体系

375//TA84//2844

4F開架新体系

L377.9//MI49//7024

不都合な真実 / アル・ゴア著 ; 枝廣淳子訳 ; 2. -- 実業之日本社, 2017.11.
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 -- プレジデント社, 2019.3.
SDGsとESG時代の生物多様性・自然資本経営 / 藤田香著 ; 日経エコロジー編. -- 日経BP
社.
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. -- 明石
書店, 2018.5.
SDGsに取り組む大学特集 : 国連が掲げ、世界193の国と地域が合意した「持続可能な開発
目標」. -- 東洋経済新報社, 2019.7. -- (東洋経済academic).

3F開架新体系

451.85//G67//4573//西
田蔵書

3F開架新体系

518.15//KO63//7026

3F開架新体系

519.13//F67//2872

4F開架新体系

678.2//N21//7653

4F開架新体系

L377.21//SD//6735

5F映画

DV//1376//1//451.85

An inconvenient sequel : truth to power / directed by Bonni Cohen & Jon Shenk ; source
material, Al Gore ; レンタル専用. -- NBCユニバーサル・エンターテイメント [seller],
[2018?], c2017. v.
週刊東洋経済

6848号

SDGs経営 : "社会課題解決"が企業を成長させる
松木喬著 ; 日刊工業新聞社編 -- 日刊工業新聞社, 2019.3.

B1新着和(33)
発注中

目標１ 貧困
書名
貧困の終焉 : 2025年までに世界を変える / ジェフリー・サックス著 ; 鈴木主税, 野中邦子
訳. -- 早川書房, 2014.4. -- (ハヤカワ文庫 . ハヤカワ文庫NF ; NF404).
連帯経済とソーシャル・ビジネス : 貧困削減、富の再配分のためのケイパビリティ・アプ
ローチ / 池本幸生, 松井範惇編著. -- 明石書店, 2015.4.
ここまで進んだ!格差と貧困 / 稲葉剛 [ほか] 著. -- 新日本出版社, 2016.4.
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, 2018.1.
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. -- 明石書店, 2017.8.
貧困 = Poverty / 駒村康平編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.2. -- (福祉+α = Welfare plus
alpha / 橘木俊詔, 宮本太郎監修 ; 10).

配置場所

請求記号

B3出納

333.8//SA12//9954

4F開架新体系

335.8//I33//6472//西田
蔵書

4F開架新体系

361.8//I51//2163

4F開架新体系

368.2//H65//5074

4F開架新体系

368.2//KA53//2367

4F開架新体系

368.2//KO58//5692//西
田蔵書
368.2//MA59//5709//西

貧困問題の新地平 : もやいの相談活動の軌跡 / 丸山里美編. -- 旬報社, 2018.2.

4F開架新体系

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. -- 明石書店, 2018.11.

4F開架新体系

368.2//O73//1737

4F開架新体系

369.4//A12//7081

配置場所

請求記号

4F開架新体系

369.4//A12//7081

4F新書版

610.12//F56//2811

4F開架新体系

611.3//D53//8611

4F開架新体系

611.3//SA22//1109

4F開架新体系

611.3//SA62//4611

子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせたい / 阿部彩 [ほか] 編著. -- 大月書店,
2018.4.

田蔵書

目標２ 飢餓
書名
子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせたい / 阿部彩 [ほか] 編著. -- 大月書店,
2018.4.
戦争と農業 / 藤原辰史著. -- 集英社インターナショナル, 2017.10. -- (インターナショナル
新書 ; 015).
食糧と人類 : 飢餓を克服した大増産の文明史 / ルース・ドフリース著 ; 小川敏子訳. -- 日本
経済新聞出版社, 2016.1.
最新世界の農業と食料問題のすべてがわかる本 : 世界と日本の農と食をめぐる動向をわか
りやすく解説! / 八木宏典監修. -- ナツメ社, 2013.6. -- (史上最強カラー図解).
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. -- ナカニシヤ出版, 2019.3.

家族農業が世界の未来を拓く : 人口・食料・資源・環境 : 食料保障のための小規模農業へ
の投資 / 国連世界食料保障委員会専門家ハイレベル・パネル著 ; 家族農業研究会, 農林中金 4F開架新体系

611.7//H55//9238

総合研究所共訳. -- 農山漁村文化協会, 2014.2.
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

4F開架新体系

615//D97//1385

配置場所

請求記号

4F開架新体系

364//G92//3052

4F開架新体系

369.022//C53//5257

4F開架新体系

369.26//KA86//8288

老後の誤算日本とドイツ / 川口マーン惠美著. -- 草思社, 2018.11.

4F開架新体系

369.26//KA92//2836

発達障害サポート入門 : 幼児から社会人まで / 古荘純一著. -- 教文館, 2018.5.

3F開架新体系

493.76//F94//9503

橋洋訳. -- 青土社, 2017.8.

目標３ 保健
書名
社会保障制度の高齢化への挑戦 : 世代間の連帯契約で新たな制度を構築する / アンヌ=マ
リー・ギルマール著. -- ミネルヴァ書房, 2019.2. -- (新・Minerva福祉ライブラリー ; 31).
東アジア都市の居住と生活 : 福祉実践の現場から / 全泓奎編著. -- 東信堂, 2019.6.
超高齢社会の介護制度 : 持続可能な制度構築と地域づくり / 加藤久和, 財務省財務総合政策
研究所編著. -- 中央経済社, 2016.1.

医師の不足と過剰 : 医療格差を医師の数から考える / 桐野高明著. -- 東京大学出版会,
2018.9.
健康格差 : あなたの寿命は社会が決める / NHKスペシャル取材班著. -- 講談社, 2017.11. -(講談社現代新書 ; 2452).
地図でみる日本の健康・医療・福祉 / 宮澤仁編著 ; 稲田七海 [ほか] 著. -- 明石書店,
2017.3.
エイズは終わっていない : 科学と政治をつなぐ9つの視点 / ピーター・ピオット著 ; 宮田一
雄, 樽井正義訳. -- 慶應義塾大学出版会, 2019.2.
ケアと健康 : 社会・地域・病い / 近藤克則編著. -- ミネルヴァ書房, 2016.9. -- (講座ケア :
新たな人間-社会像に向けて ; 4).

3F開架新体系

498.14//KI54//0993//西
田蔵書

4F新書版

498//N71//4029

3F開架新体系

498//MI89//8202

3F開架新体系

498.6//P66//3083

3F開架新体系

498//KO73//3687

配置場所

請求記号

3F開架新体系

289//Y95//6747

4F開架新体系

371.5//KI68//4625

4F開架新体系

372//SA95//5078

目標４ 教育
書名
わたしはマララ : 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 / マララ・ユスフザ
イ, クリスティーナ・ラム著 ; 金原瑞人, 西田佳子訳. -- 学研パブリッシング.
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. - 学文社, 2019.4.
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, 2019.1.
開発途上国で学ぶ子どもたち : マクロ政策に資するミクロな修学実態分析 / 關谷武司編. -関西学院大学出版会, 2018.9.
移民の子どもと学校 : 統合を支える教育政策 / OECD編著 ; 三浦綾希子, 大西公恵, 藤浪海
訳. -- 明石書店, 2017.6.
ぼくたちはなぜ、学校へ行くのか。 : マララ・ユスフザイさんの国連演説から考える / [マ
ララ・ユスフザイ述] ; 石井光太文. -- ポプラ社, 2013.11.
多文化社会に生きる子どもの教育 : 外国人の子ども、海外で学ぶ子どもの現状と課題 / 佐
藤郡衛著. -- 明石書店, 2019.9.

4F開架新体系

372//SE43//2439//西田
蔵書

4F開架新体系

373.1//O71//0637

4F開架新体系

373.1//Y95//1438

4F開架新体系

376.9//SA85//7009

目標５ ジェンダー
書名

配置場所

請求記号

4F開架新体系

367.1//H77//5850

4F新書版

367.1//KO51//8189

4F開架新体系

367.9//I84//6585

4F開架新体系

367.9//SE19//5190

4F開架新体系

367.9//Y16//6839

4F開架新体系

371.3//TO62//6251

書名

配置場所

請求記号

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, 2013.2.

4F開架新体系

333.8//U82//6097

はじめての国際協力 : 変わる世界とどう向きあうか / 内海成治編. -- 昭和堂, 2012.6.

4F開架新体系

333.8//U96//3799

4F開架新体系

383.9//G35//8825

3F開架新体系

517//F93//6802

3F開架新体系

517//G72//7558

3F開架新体系

517//H48//3265

4F新書版

517//O51//0013

配置場所

請求記号

3F開架新体系

501.6//B77//4398

3F開架新体系

501.6//C39//4967

3F開架新体系

501.6//C42//3560

3F開架新体系

501.6//H87//2492

3F開架新体系

501.6//I43//7819

3F開架新体系

501.6//N83//3216

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. -- 明石書店, 2019.6.
男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える / 国際女性の地位協会編. -- 岩
波書店, 2018.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 874).
「Xジェンダーという生き方」: 男でも女でもない人の恋愛事情 : バイセクシュアル×トラ
ンスジェンダー対談 / 石﨑沙織著. -- 総合教育出版.
日本と世界のLGBTの現状と課題 : SOGIと人権を考える / LGBT法連合会編. -- かもがわ出
版, 2019.6.
LGBTってなんだろう? : 自認する性・からだの性・好きになる性・表現する性 / 藥師実芳
[ほか] 著. -- 改訂新版. -- 合同出版, 2019.5.
ジェンダーから教育を考える : 共学と別学/性差と平等 / 友野清文著. -- 丸善プラネット.

目標６ 水・衛生

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. -- 日
本放送出版協会, 2009.9. -- (地球の未来を考える).
水システム講義 : 持続可能な水利用に向けて / 古米弘明, 片山浩之編. -- 東京大学出版会,
2017.1. -- (東大塾).
アジア社会と水 : アジアが抱える現代の水問題 / 後藤晃, 秋山憲治編著. -- 文眞堂, 2018.3.
水と社会 : 水リテラシーを学ぶ8つの扉 / 林大樹, 西山昭彦, 大瀧友里奈編. -- 東京大学出版
会, 2019.2.
水の未来 : グローバルリスクと日本 / 沖大幹著. -- 岩波書店, 2016.3. -- (岩波新書 ; 新赤版
1597).

目標７ エネルギー
書名
大転換 : 新しいエネルギー経済のかたち / レスター・R.ブラウン [ほか] 著 ; 枝廣淳子訳. -岩波書店, 2015.7.
21世紀エネルギー革命の全貌 / ジャン=マリー・シュヴァリエ, パトリス・ジョフロン,
ミッシェル・デルデヴェ著 ; 林昌宏訳. -- 作品社, 2013.10.
再生可能エネルギーが社会を変える : 市民が起こしたドイツのエネルギー革命 / 千葉恒久
著. -- 現代人文社.
ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 / 堀史郎, 黒沢厚志著. -- 共立出版, 2016.6.
再生可能エネルギーが一番わかる : 太陽光、風力、地熱、バイオマス発電の実務と実際 /
今泉大輔著. -- 技術評論社, 2013.7. -- (しくみ図解 ; 037).
環境とエネルギー : 枯渇性エネルギーから再生可能エネルギーへ / 西方正司著. -- 数理工学
社. -- (電気・電子工学ライブラリ ; UKE-D1).

目標８ 経済成長と雇用
書名

配置場所

請求記号

4F開架新体系

331//O55//5015

4F開架新体系

334.31//SH81//2918

4F開架新体系

366.28//A43//6678

4F開架新体系

366.28//F68//5650

4F開架新体系

366.28//KA97//8056

配置場所

請求記号

4F開架新体系

335.15//A41//9899

現代中小企業のソーシャル・イノベーション / 佐竹隆幸編著. -- 同友館, 2017.4.

4F開架新体系

335.35//SA83//0265

SDGsが問いかける経営の未来 / モニターデロイト編. -- 日本経済新聞出版社, 2018.12.

4F開架新体系

336.1//MO33//3864

4F新書版

509.21//H95//1726

3F開架新体系

510.93//Y51//1717

3F開架新体系

511.7//N62//7604

配置場所

請求記号

4F開架新体系

334.43//A19//6463

4F開架新体系

361.5//L61//4889

4F開架新体系

361.5//TA29//6689

4F新書版

366.89//I19//4221

4F開架新体系

369.38//KO38//8588

4F開架新体系

369.38//KU82//6811

グリーン成長は可能か? : 経済成長と環境対策の制度・進化経済分析 / 大熊一寛著. -- 藤原
書店, 2015.5.
これからの日本の人口と社会 / 白波瀬佐和子編. -- 東京大学出版会, 2019.1. -- (東大塾).
精神障害のある人の就労定着支援 : 当事者の希望からうまれた技法 / 天野聖子著 ; 多摩棕
櫚亭協会編著. -- 中央法規出版, 2019.5.
就労支援で高齢者の社会的孤立を防ぐ : 社会参加の促進とQOLの向上 / 藤原佳典, 南潮編
著. -- ミネルヴァ書房, 2016.11.
障がい者の能力を戦力にする : 新しいカタチの「特例子会社」 / 川島薫著. -- 中央公論新
社, 2018.6.

目標９ インフラ、産業化、イノベーション
書名
アイデア・エバリュエーション : 持続可能なビジネスを生み出す方法 / スヴェルケル・
オーレンゲ, マッツ・ルンドクヴィスト編 ; 松永正樹訳. -- 九州大学出版会, 2018.9.

地域の力を引き出す企業 : グローバル・ニッチトップ企業が示す未来 / 細谷祐二著. -- 筑摩
書房, 2017.7. -- (ちくま新書 ; 1268).
インフラを科学する : 波及効果のエビデンス / 柳川範之編著. -- 中央経済社.
新設コンクリート革命 : 長持ちするインフラのつくり方 / 熱血ドボ研2030著 ; 岩城一郎
[ほか]編. -- 日経BP社, 2017.3.

目標１０ 不平等
書名
移動する民 : 「国境」に満ちた世界で / ミシェル・アジエ [著] ; 吉田裕訳. -- 藤原書店,
2019.8.
多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人権・教育 / 李修京編著. -- 明石書
店, 2019.5.
大学生のための異文化・国際理解 : 差異と多様性への誘い / 高城玲編著. -- 丸善出版,
2017.1.
移民クライシス : 偽装留学生、奴隷労働の最前線 / 出井康博 [著]. -- KADOKAWA, 2019.4.
-- (角川新書 ; [K-259]).
グローバル・イシュー : 都市難民 / 小泉康一著. -- ナカニシヤ出版, 2017.1.
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. -- 明石書店,
2019.9.
格差を超え公正な社会へ : 教育・就労・ジェンダー・社会保障 / 平岡公一, 三輪建二, 米田
俊彦編. -- 金子書房, 2013.3. -- (格差センシティブな人間発達科学の創成 : お茶の水女子大 4F開架新体系
学グローバルCOEプログラム / お茶の水女子大学 [編] ; 4巻).

371.4//KA28//4618

目標１１ 持続可能な都市
書名
外国人と共生する地域づくり : 大阪・豊中の実践から見えてきたもの / とよなか国際交流
協会編集. -- 明石書店, 2019.3.
大学生、限界集落へ行く : 「情報システム」による南魚沼市辻又活性化プロジェクト / 専
修大学経営学部森本ゼミナール編. -- 専修大学出版局, 2016.7.
みんなで備える広域複合災害 / 大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大学共
同出版会, 2013.3. -- (いのちを守る都市づくり ; アクション編).
東日本大震災から見えてきたもの / 大阪市立大学都市防災研究グループ編. -- 大阪公立大
学共同出版会, 2012.3. -- (いのちを守る都市づくり ; 課題編).
危機の都市史 : 災害・人口減少と都市・建築 / 「都市の危機と再生」研究会編. -- 吉川弘文
館, 2019.3.
決定版!グリーンインフラ / グリーンインフラ研究会, 三菱UFJリサーチ&コンサルティン
グ, 日経コンストラクション編. -- 日経BP社.
フューチャー・デザイン : 七世代先を見据えた社会 / 西條辰義編著. -- 勁草書房, 2015.4.
環境デザインの授業 : 世界でいちばん受けたい : 70 KEYWORDS OF ENVIRONMENTAL
ARCHITECTURE / 中村勉[ほか]著. -- エクスナレッジ, 2017.2.
SmartCity5.0地方創生を加速する都市OS / 海老原城一, 中村彰二朗著. -- インプレス,
2019.5.
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.
-- 新評論, 2018.3.
高齢ドライバー・激増時代 : 交通社会から日本を変えていこう / 所正文著. -- 学文社,
2007.6.

配置場所

請求記号

4F開架新体系

318.263//TO88//4141

4F開架新体系

318.6//SE73//3750

4F開架新体系

369.3//O73//5892

4F開架新体系

369.31//O73//0578

3F開架新体系

518.8//TO72//3612

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

田蔵書
519.04//SA19//2517
525.1//N37//7131//西田
蔵書

4F開架新体系

601.126//E14//6878

4F開架新体系

678.21//W46//6105

4F開架新体系

681.3//TO34//4272

成熟都市の交通空間 : その使い方と更新の新たな方向 / 浅野光行著. -- 技報堂出版, 2014.2. 4F開架新体系
モビリティをマネジメントする : コミュニケーションによる交通戦略 / 藤井聡, 谷口綾子,

518.85//G82//6735//西

681.8//A87//8150

4F開架新体系

681.8//F57//5462

配置場所

請求記号

4F開架新体系

335.8//Y79//3695

3F開架新体系

518.52//H93//1343

ルポにっぽんのごみ / 杉本裕明著. -- 岩波書店, 2015.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1555).

4F新書版

518.52//SU38//4658

ごみゼロへの挑戦 : ゼロウェイスト最前線 / 山谷修作著. -- 丸善出版, 2016.10.

3F開架新体系

518.52//Y47//5488

4F新書版

518.523//KO39//7141

松村暢彦編著. -- 学芸出版社, 2015.8.

目標１２ 持続可能な消費と生産
書名
エシカル・アントレプレナーシップ : 社会的企業・CSR・サスティナビリティの新展開 /
横山恵子編著 ; 杉本貴志, 長谷川伸, 宮﨑慧著. -- 中央経済社.
資源の循環利用とはなにか : バッズをグッズに変える新しい経済システム / 細田衛士著. -岩波書店, 2015.2.

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. -- 中央公論新社,
2018.5. -- (中公新書 ; 2489).
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, 2018.3.
プラスチック・フリー生活 : 今すぐできる小さな革命 / シャンタル・プラモンドン, ジェ
イ・シンハ著 ; 服部雄一郎訳. -- NHK出版, 2019.5.
はじめてのエシカル : 人、自然、未来にやさしい暮らしかた / 末吉里花著. -- 山川出版社,
2016.11.

3F開架新体系

519.7//I75//2652//西田
蔵書

3F開架新体系

519//P71//4789

3F開架新体系

519//SU19//3698

4F開架新体系

675//N95//3696

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. -- 産業能率大学出
版部, 2014.3.

目標１３ 気候変動
書名

配置場所

請求記号

気候は変えられるか? / 鬼頭昭雄著. -- ウェッジ, 2013.11. -- (ウェッジ選書 ; 49).

3F開架新体系

451.8//KI77//6184

3F開架新体系

451.85//B58//0725

3F開架新体系

451.85//B72//6955

3F開架新体系

451.85//KA56//8667

7F新体系

451.85//KU52//1413

3F開架新体系

451.85//U92//5794

HOPE : 都市・企業・市民による気候変動総力戦 / マイケル・ブルームバーグ, カール・
ポープ著 ; 国谷裕子監訳 ; 大里真理子訳. -- ダイヤモンド社, 2018.10.
地図とデータで見る気象の世界ハンドブック/フランソワ=マリー・ブレオン, ジル・リュ
ノー著 ; 鳥取絹子訳. -- 原書房, 2019.9.
レジ袋がなくなる日 : 2030年日本が危ない! / 環境問題を考える編集者の会著. -- マイクロ
マガジン社, 2007.6.
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, 2018.10.
気候正義 : 地球温暖化に立ち向かう規範理論 = Climate justice / 宇佐美誠編著. -- 勁草書
房, 2019.1.
気候変動クライシス / ゲルノット・ワグナー, マーティン・ワイツマン著 ; 山形浩生訳. -東洋経済新報社, 2016.9.
実現可能な気候変動対策 : 政策・経済・技術・エネルギーのバランス / 山口光恒 [編]・監

3F開架新体系

451.85//W14//5048//西
田蔵書

3F開架新体系

451.85//Y24//6503

3F開架新体系

451.9155//O93//9117

3F開架新体系

452.4//W12//4156

書名

配置場所

請求記号

海の温暖化 : 変わりゆく海と人間活動の影響 / 日本海洋学会編集. -- 朝倉書店, 2017.7.

3F開架新体系

451.85//N71//1368

3F開架新体系

498.5//B21//6070

3F開架新体系

517.8//D51//6729

3F開架新体系

519.4//A35//4841

4F新書版

519.4//KO39//4993

3F開架新体系

519.4//MO39//8029

3F開架新体系

519.4//N34//6868

3F開架新体系

519.5//H68//6856

配置場所

請求記号

訳. -- 丸善出版, 2013.3.
都市環境の気候学 : 気候変動に伴う都市の高温化と名古屋の熱中症対策に向けて / 大和田
道雄, 大和田春樹編 ; 神谷俊彦 [ほか] 著. -- 古今書院, 2018.8.
北極がなくなる日 / ピーター・ワダムズ著 ; 武藤崇恵訳. -- 原書房, 2017.11.

目標１４ 海洋資源

海と種子 / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳. -- NTT出版, 2015.9. -- (食の未来のための
フィールドノート : 「第三の皿」をめざして / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳 ; 下).
消えゆく砂浜を守る : 海岸防災をめぐる波との闘い / コーネリア・ディーン著 ; 林裕美子,
宮下純, 堀内宜子訳. -- 地人書館, 2019.9.
海の生物多様性を守るために / 秋道智彌, 角南篤編著. -- 西日本出版社, 2019.2. -- (海とヒ
トの関係学 ; 2).
海ゴミ : 拡大する地球環境汚染 / 小島あずさ, 眞淳平著. -- 中央公論新社, 2007.7. -- (中公
新書 ; 1906).
プラスチックスープの海 : 北太平洋巨大ごみベルトは警告する / チャールズ・モア, カッサ
ンドラ・フィリップス著 ; 海輪由香子訳. -- NHK出版, 2012.8.
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. -- 岩波書店, 2019.9.
-- (岩波科学ライブラリー ; 288).
非除染地帯 : ルポ3・11後の森と川と海 / 平田剛士著. -- 緑風出版, 2014.10.

目標１５ 陸上資源
書名

地球生態系の危機 : 農と食の未来. -- 新樹社, 2013.2. -- (吉良竜夫著作集 / 吉良竜夫著 ; 5). 3F開架新体系
土と大地 / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳. -- NTT出版, 2015.9. -- (食の未来のための
フィールドノート : 「第三の皿」をめざして / ダン・バーバー著 ; 小坂恵理訳 ; 上).
世界自然遺産と生物多様性保全 / 吉田正人著. -- 地人書館, 2012.11.

468.08//KI51//3267

3F開架新体系

498.5//B21//6069

3F開架新体系

519.8//Y86//1884

森を守るのは誰か : フィリピンの参加型森林政策と地域社会 / 椙本歩美著. -- 新泉社,

4F開架新体系

651.1//SU38//8762

4F開架新体系

651.1//TA87//6075

4F開架新体系

653.17//H38//6285

森林と災害 / 中村太士, 菊沢喜八郎編. -- 共立出版, 2018.3. -- (森林科学シリーズ ; 3).

4F開架新体系

653.9//N37//6484

緑のダムの科学 : 減災・森林・水循環 / 蔵治光一郎, 保屋野初子編. -- 築地書館, 2014.8.

4F開架新体系

656.5//KU52//5250

4F開架新体系

656.5//Y19//9051

配置場所

請求記号

4F開架新体系

312.3935//Y27//3040

4F開架新体系

312.4//C84//0387

4F開架新体系

333.8//C84//2607

2018.7.
森林資源管理の社会的合意形成 : 沖縄やんばるの森の保全と再生 / 谷口恭子著. -- 東信堂,
2018.2.
木々は歌う : 植物・微生物・人の関係性で解く森の生態学 / D.G.ハスケル著 ; 屋代通子訳.
-- 築地書館, 2019.5.

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, 2012.1. -- (筑摩
選書 ; 0032).

目標１６ 平和
書名
マイノリティ保護のクロアチア政治史 : ネイション化とヨーロッパ化の弁証法 / 山川卓著.
-- 晃洋書房, 2019.1.
民主主義がアフリカ経済を殺す : 最底辺の10億人の国で起きている真実 / ポール・コリ
アー著 ; 甘糟智子訳. -- 日経BP社.
最底辺の10億人 : 最も貧しい国々のために本当になすべきことは何か? / ポール・コリアー
著 ; 中谷和男訳. -- 日経BP社.

職場における性別ダイバーシティの心理的影響 / 正木郁太郎著. -- 東京大学出版会, 2019.1. 4F開架新体系
グローバル経済と現代奴隷制 : 人身売買と債務で奴隷化される2700万人 / ケビン・ベイル
ズ著 ; 大和田英子訳. -- 第2版. -- 凱風社, 2014.3.
ベトナムに生きるハンセン病の人々と自立への支援 : (元)患者の社会復帰支援の意味を問
い直す / 渡辺弘之著. -- 明石書店, 2018.10.

336.4//MA61//3258

4F開架新体系

361.8//B16//1206

3F開架新体系

498.6//W46//0748

配置場所

請求記号

目標１７ 実施手段
書名
世界を変える日本式「法づくり」 : 途上国とともに歩む法整備支援 / 国際協力機構編. -- 文
藝春秋企画出版部.
フィールドワークからの国際協力 / 荒木徹也, 井上真編. -- 昭和堂, 2009.6.
開発政治学を学ぶための61冊 : 開発途上国のガバナンス理解のために / 稲田十一 [ほか] 編
著. -- 明石書店, 2018.2.
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. -- 日本評論社,
2019.8.
その一歩からすべてが始まる。. -- 国際開発ジャーナル社. -- (国際協力キャリアガイド : 世
界を目指す仕事と学びの進路ガイダンス ; 2018-19).
マイウェイ国際協力 : 中東・アフリカ・アジア30年の軌跡 / 成瀬猛著. -- 麗澤大学出版会.
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, 2018.5.
グローバル時代のアジア都市論 : 持続可能な都市をどうつくるか / 松行美帆子, 志摩憲寿,
城所哲夫編 ; 大田省一 [ほか] 著. -- 丸善出版, 2016.1.

4F開架新体系

322.92//KO51//0469//
西田蔵書

4F開架新体系

333.8//A64//4813

4F開架新体系

333.8//I51//6093

4F開架新体系

333.8//KI84//6467

2F学生選書

333.8//KO51//1246

4F開架新体系

333.8//N54//3793

4F開架新体系

333.8//O37//7420

3F開架新体系

518.8//MA91//9085

更新：2019年11月7日

