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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
SDGsと人権Q&A 地域・学校・企業から考
える

松岡 秀紀／編著 解放出版社 2021.12 /316.1/ｴｽ/ 1111335947

2
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／著 原書房 2020.7 /333.8/ｳｴ/ 0112158650

3
SDGsで世界をつなぐ ODAを活用したビジ
ネス展開の可能性

山田 順一／編
日刊建設工業
新聞社

2022.3 /333.8/ｴｽ/ 1111571178

4
やるべきことがすぐわかる!SDGs実践入門
中小企業経営者&担当者が知っておくべ
き85の原則

泉 貴嗣／著 技術評論社 2021.1 /335.15/ｲｽ/ 0112223494

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?

白田 範史／編
先端教育機構
事業構想大学
院大学出版部

2018.9 /335.15/ｴｽ/ 1109250223

6
SDGsのすごい会社 SDGsの新ヒーロー17
社。

川田 精一／著
オールズバー
グ

2021.2 /335.15/ｴｽ/ 0112242880

7
SDGs思考 2030年のその先へ17の目標を
超えて目指す世界

田瀬 和夫／著 インプレス 2020.9 /335.15/ｴｽ/ 1109940229

8
SDGsの考え方と取り組みがこれ1冊で
しっかりわかる教科書（図解即戦力）

バウンド／著 技術評論社 2020.11 /335.15/ｴｽ/ 1111017883

9
SDGs思考 社会共創編 価値転換のその
先へプラスサム資本主義を目指す世界

田瀬 和夫／著 インプレス 2022.4 /335.15/ｴｽ/ 1111554018

10 ESG/SDGsキーワード130 江夏 あかね／著
金融財政事情
研究会

2021.2 /335.15/ｴﾅ/ 1111049548

11
企業のリアルな事例でわかるSDGsの課
題別推進方法

蟹江 憲史／著 第一法規 2021.10 /335.15/ｷｷ/ 0112388566

12 ケーススタディーで学ぶ実践企業のSDGs 日経ESG／編 日経BP 2020.6 /335.15/ｹｽ/ 1109872646

13 明快!中小企業のためのSDGs経営 越川 智幸／著 梓書院 2020.7 /335.15/ｺｼ/ 0112164757

14
最新SDGsの手法とツールがよ～くわかる
本 サステナブルなビジネスをするために
（図解入門ビジネス）

天沼 伸恵／編著 秀和システム 2020.9 /335.15/ｻｲ/ 1109932515

15 Q&A SDGs経営 笹谷 秀光／著
日本経済新聞
出版社

2019.10 /335.15/ｻｻ/ 1109637395

16
社長のためのSDGs実践経営 経営方針を
明確にしブランド力と人材力を高める

岡 春庭／編 マネジメント社 2021.9 /335.15/ｼﾔ/ 1111474092

17
経営戦略としてのSDGs・ESG “未来から
愛される会社”になって地域×業界No.1を
目指す

白井 旬／著 合同フォレスト 2022.2 /335.15/ｼﾗ/ 1111522049

18
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 /335.15/ｾｷ/ 1109296846

19
持続可能な経営と中小企業 100年経営・
社会的経営・SDGs経営

関 智宏／編著 同友館 2020.3 /335.15/ｾｷ/ 0112136648

20
イーロン・マスクの未来地図 世界で最も
SDGsに熱心な実業家

竹内 一正／著 宝島社 2021.5 /335.15/ﾀｹ/ 0112273572

SDGs×企業
2030年までの達成目標Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）。

企業がSDGs達成に取り組むために参考になる資料を紹介します。
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21
中小企業経営に生かすCSR・SDGs 持続
可能な調達の潮流とCSR経営

商工総合研究所／
編集

商工総合研究
所

2020.1 /335.15/ﾁﾕ/ 1109718351

22
中小企業が成長するSDGs経営5つのアプ
ローチ 利益と社会貢献を両立する実践的
手法

平野 芳久／著 合同フォレスト 2022.4 /335.15/ﾋﾗ/ 1111535959

23
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

2019.3 /335.15/ﾏﾂ/ 1109402022

24 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 2019.12 /335.15/ﾏﾂ/ 1109685741

25
SDGsアクション <ターゲット実践>インプッ
トからアウトプットまで

松木 喬／著
日刊工業新聞
社

2020.9 /335.15/ﾏﾂ/ 1111006845

26 マンガでわかるSDGs
SDGsビジネス総合研
究所経営戦略会議
／監修

PHPエディター
ズ・グループ

2019.9 /335.15/ﾏﾝ/ 0112065996

27
SDGsが生み出す未来のビジネス（できる
ビジネス）

水野 雅弘／著 インプレス 2020.6 /335.15/ﾐｽ/ 0112153550

28
SDGs経営の羅針盤 持続可能な新しい時
代へ

三井 久明／著
エネルギー
フォーラム

2020.6 /335.15/ﾐﾂ/ 1109884252

29 SDGsゴールとターゲット全解説 三井 久明／著 東京図書出版 2022.3 /335.15/ﾐﾂ/ 1111574727

30
未来をつくるSDGs ニューズウィーク日本
版 2022（MEDIA HOUSE MOOK）

CCCメディアハ
ウス

2022.2 /335.15/ﾐﾗ/ 0112440010

31
今日からできる!小さな会社のSDGs 事例
がいっぱいですぐわかる!アイデアBOOK

村尾 隆介／著 青春出版社 2020.6 /335.15/ﾑﾗ/ 1109776714

32 ものづくり中小企業のためのSDGs入門 森 健人／著 アニモ出版 2020.8 /335.15/ﾓﾘ/ 1109930659

33 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド／著 技術評論社 2019.11 /335.15/ﾛｸ/ 0112074693

34
こんな会社で働きたい 企業研究ガイド
ブック SDGs編

クロスメディアHR総
合研究所／[編]

クロスメディア・
パブリッシング

2021.4 /335.21/ｺﾝ/ 0112260837

35
こんな会社で働きたい 企業研究ガイド
ブック SDGs編2

クロスメディアHR総
合研究所／[編]

クロスメディア・
パブリッシング

2022.3 /335.21/ｺﾝ/2 1111522064

36
SDGsを活かす地域づくり あるべき姿と
コーディネイターの役割

白井 信雄／編著 晃洋書房 2022.4 /601.1/ｴｽ/ 1111539357

37
SDGsブランディングの教科書 本気で社
会課題解決と利益を両立させる実践法

三科 公孝／著
日本ビジネス出
版

2021.11 /675/ﾐｼ/ 1111304810

○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。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

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


