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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
未来をつくる道具
わたしたちのSDGs

川廷 昌弘／著 ナツメ社 2020.10 /519/ｶﾜ/ 1109945376

2
日本のSDGs
それってほんとにサステナブル?

高橋 真樹／著 大月書店 2021.3 /333.8/ﾀｶ/ 1111137996

3
ビジネスパーソンのための
SDGsの教科書

足達 英一郎／著 日経BP社 2018.3 /335.15/ﾋｼ/ 1108992189

4
貧困 子供のSOS
記者が聞いた、小さな叫び

読売新聞社会部／著 中央公論新社 2016.6 4W/369.4/ﾋﾝ/ 0111602831

5
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 2019.9 4W/368.2/ｲｼ/ 0112062695

6 ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 スリラ
ンカ・農園労働者の現実から見えてくる不平等 栗原 俊輔／著 合同出版 2020.8 T/617.4/ｸﾘ/ 0112178863

7
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 /678.2/ﾅｶ/ 1109119121

8
超高齢社会のリアル
健康長寿の本質を探る

鈴木 隆雄／著 大修館書店 2019.8 4H/493.185/ｽｽ0112034314

9 国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会
／編、渋谷 敦志／写真 新泉社 2019.4 4H/498.02/ﾒﾀ 1109422939

10
貧困・障がい・国籍 教育のインクルーシブ
化に学校はどう備えるか

共生社会の学校づく
り研究会／編

学事出版 2020.10 /373.1/ﾋﾝ/ 0112194850

11
大学進学のための
“返さなくてよい”奨学金ガイド

給付型奨学金研究会
／編

産学社 2019.3 /373.4/ﾀｲ/ 0111989094

12
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

大沢 真知子／編著 青弓社 2019.3 /366.38/ｵｵ/ 0111993415

13
女性の世界地図
女たちの経験・現在地・これから

ジョニー・シーガー／
著

明石書店 2020.10 4W/367.1/ｼｶ/ 0112196233

14
ゼロから理解する水の基本 水の安全と環
境、ビジネス最前線まで

千賀 裕太郎/監修 誠文堂新光社 2013.7 /517/ｾﾛ/ 0111280460

15 国際協力トイレ修行学 神馬 征峰／監修 文芸社 2015.10 4H/498/ｺｸ/ 0111519900

16
熱電併給システムではじめる
木質バイオマスエネルギー発電

熊崎 実／編著
日刊工業新聞
社

2016.9 /543.4/ｸﾏ/ 1108430958

17
脱炭素時代を生き抜くための
「エネルギー」入門

齋藤 勝裕／著 実務教育出版 2021.6 /501.6/ｻｲ/ 1111164701

18 君たちはどう働くか 木暮 太一／著 光文社 2018.1 4J/159.4/ｺｸ/ 1109107381

19 AIと日本の雇用 岩本 晃一／編著
日本経済新聞出版
社 2018.11 /366.2/ｲﾜ/ 1109278182

SDGｓ ってなんだろう？
2030年までの達成目標Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。

今日のあなたと、未来の私たち、だれもが暮らしやすい社会を目指すためにできることって何だろう。

※ここでは17の目標に分けてリストにしていますが、それぞれの本の内容は17の目標について横断的に触れているものもあります。

【SDG基本編】

【Goal 1　貧困をなくそう】

【Goal 2　飢餓をゼロに】

【Goal 3　すべての人に健康と福祉を】

【Goal 4　質の高い教育をみんなに】

【Goal 5　ジェンダー平等を実現しよう】

【Goal 6　安全な水とトイレを世界中に】

【Goal 7　エネルギーをみんなにそしてクリーンに】

【Goal 8　働きがいも経済成長も】
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20
マニュファクチャー
2030未来の製造業

松林 光男／監修 日経BP 2019.5 /509.21/ﾏﾆ/ 1109509289

21
なぜ、あそこの6次産業化は
うまくいくのか?

井上 嘉文／著 大学教育出版 2020.8 /611.77/ｲﾉ/ 0112181260

22
世界不平等レポート
世界不平等研究所 2018

ファクンド・アルヴァレド／
編 みすず書房 2018.8 /331.85/ｾｶ/ 1109072791

23
外国人労働者・移民・難民ってだれのこ
と?

内藤 正典／著 集英社 2019.3 /334.4/ﾅｲ/ 0111984394

24
防災・減災につなげる
ハザードマップの活かし方

鈴木 康弘/編 岩波書店 2015.3 4T/369.3/ﾎｳ/ 1107826149

25 地方創生実現ハンドブック
人や仕事が増え、地方が元気になる処方箋

トーマツベンチャーサ
ポート株式会社／著 日経BP社 2015.11 /318.6/ﾁﾎ/ 1109780013

26 食品ロスの経済学 小林 富雄／著 農林統計出版 2020.6 /611.32/ｺﾊ/ 1109892842

27
シンプルなクローゼットが地球を救う
ファッション革命実践ガイド

エリザベス・L.クライン／
著 春秋社 2020.6 /589.2/ｸﾗ/ 0112160484

28 「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 2020.11 /519/ｻｲ/ 0112208320

29
図解でわかる!環境法・条例
基本のキ

安達 宏之／著 第一法規 2020.2 /519.12/ｱﾀ/ 1109696276

30
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 化学同人 2020.7 /519.4/ｲｿ/ 0112171532

31
追いつめられる海
（岩波科学ライブラリー）

井田 徹治／著 岩波書店 2020.4 /519.4/ｲﾀ/ 0112134882

32 世界の土・日本の土は今
地球環境・異常気象・食料問題を土からみると

日本土壌肥料学会/
編

農山漁村文化協
会 2015.5 /613.5/ｾｶ/ 1108014232

33 けものが街にやってくる
人口減少社会と野生動物がもたらす災害リスク 羽澄 俊裕／著 地人書館 2020.10 /654.8/ﾊｽ/ 0112186181

34
ヤングケアラー
介護を担う子ども・若者の現実（中公新書） 澁谷 智子／著 中央公論新社 2018.5 S/369/ｼﾌ/ 0111874149

35 日本の無戸籍者（岩波新書 新赤版） 井戸 まさえ／著 岩波書店 2017.10 S/324.87/ｲﾄ/ 0111753554

36
FACTFULNESS　10の思い込みを乗り越え、
データを基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング ほか／著 日経BP社 2019 /002.7/ﾌｱ 0111828384

37
国際貢献とSDGsの実現
持続可能な開発のフィールド

東洋大学国際共生社会
研究センター／監修 朝倉書店 2019.11 /333.8/ｺｸ/ 1109663334

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

【Goal 9　産業と技術革新の基盤をつくろう】

【Goal 10　人や国の不平等をなくそう】

【Goal 11　住み続けられるまちづくりを】

【Goal 17　パートナーシップで目標を達成しよう】

【Goal 12　つくる責任つかう責任】

【Goal 13　気候変動に具体的な対策を】

【Goal 14　海の豊かさを守ろう】

【Goal 15　陸の豊かさも守ろう】

【Goal 16　平和と公正をすべての人に】

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1 オー

テピア3階

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
http://otepia.kochi.jp/library


