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1 0210343613 /302.2/ﾀﾆ/

ふたり★おなじ星のうえで 谷川 俊太郎/文 東京書籍

2007.5

2 0210668431 /366.2/ｷﾔ/21

キャリア教育に活きる!仕事ファイ
ル センパイに聞く 21 エコの仕事

小峰書店編集部
／編著

小峰書店

2020.4

3 0210869933 /366.38/ﾜﾀ/

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/著 合同出版

2007.11

4 0210668695 /366/ｼﾝ/1

信じられない「原価」 買い物で世
界を変えるための本 1 ケイタイ・
パソコン

稲葉 茂勝/訳・
著

講談社

2015.2

5 0210668709 /366/ｼﾝ/2

信じられない「原価」 買い物で世
界を変えるための本 2 おもちゃ

稲葉 茂勝/訳・
著

講談社

2015.2

6 0210668717 /366/ｼﾝ/3

信じられない「原価」 買い物で世
界を変えるための本 3 食べ物

稲葉 茂勝/訳・
著

講談社

2015.2

7 0210620846 /367.2/ｾｷ/1

世界の女性問題 1 貧困、教育、保
健

関橋 眞理/著 汐文社

2013.10

8 0210741651 /367.6/ｲｼ/

みんなのチャンス ぼくと路上の4億
人の子どもたち

石井 光太/著 少年写真新聞社

2014.10

9 0210391332 /367.6/ﾀﾇ/

学校に行けないはたらく子どもたち
1 アフリカ

田沼 武能/写
真・文

汐文社

2004.11

10 0210393408 /367.6/ﾀﾇ/

学校に行けないはたらく子どもたち
2 アジア・オセアニア

田沼 武能/写
真・文

汐文社

2004.11

11 0210394749 /367.6/ﾀﾇ/

学校に行けないはたらく子どもたち
3 中南米

田沼 武能/写
真・文

汐文社

2004.12

12 0210394757 /367.6/ﾀﾇ/

学校に行けないはたらく子どもたち
4 中東・北アフリカ

田沼 武能/写
真・文

汐文社

2004.12

13 0210449489 /368.2/ｲﾅ/

経済格差（シリーズ格差を考える） 稲葉 茂勝/著 ほるぷ出版

2007.9

14 0210627000 /519.1/ｿﾝ/4

未来をつくるこれからのエコ企業 4
食料にも燃料にも!?ミドリムシで世
界を救う

孫 奈美/編著 汐文社

2014.2

15 0210843144 /519.1/ﾐﾜ/1

身近でできるSDGsエシカル消費 1
エシカル消費ってなに?

三輪 昭子／著 さ・え・ら書房

2019.3
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16 0210843136 /519.1/ﾐﾜ/2

身近でできるSDGsエシカル消費 2
エシカル消費でSDGsを!

三輪 昭子／著 さ・え・ら書房

2019.5

17 0210843152 /519.1/ﾐﾜ/3

身近でできるSDGsエシカル消費 3
エシカル消費をやってみよう!

三輪 昭子／著 さ・え・ら書房

2019.5

18 0210810564 /588.3/ｲﾁ/

イチからつくるチョコレート（イチ
は、いのちのはじまり）

APLA／編 農山漁村文化協
会

2018.1

19 0210848979 /519.1/ｽｴ/
じゅんびはいいかい? 名もなきこざ
るとエシカルな冒険

末吉 里花／文 山川出版社 2019.7

20 0210760729 /678.2/ｶﾝ/1

考えよう!やってみよう!フェアト
レード 1 フェアトレードって、な
んだろう?

こどもくらぶ／
編

彩流社

2015.9

21 0210766360 /678.2/ｶﾝ/2

考えよう!やってみよう!フェアト
レード 2 フェアトレードが生まれ
た背景と歴史・現状

こどもくらぶ／
編

彩流社

2015.11

22 0210768339 /678.2/ｶﾝ/3

考えよう!やってみよう!フェアト
レード 3 日本のフェアトレードの
現状ときみにもできること

こどもくらぶ／
編

彩流社

2015.12

23 0210668423 /678.5/ｻｲ/3

メイドインどこ? 3 家庭にあるもの 斉藤 道子/編・
著

大月書店

2015.3

24 0210541148 /913.6/ﾎﾘｺ/

チョコレートと青い空（ホップス
テップキッズ!）

堀米 薫/作 そうえん社

2011.4

25 0210543957 E/913/ﾀﾆ/

そのこ 谷川 俊太郎/詩 晶文社

2011.6
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