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書名 配架場所 請求記号

永遠平和のために ; 啓蒙とは何か : 他3編 / カント著 ; 中山元訳. -- 光文社, 2006.9. -- (光文

社古典新訳文庫 ; [KBカ1-1]).
医9F図書北 134.2//KA59//2027

ジェンダー・アイデンティティ : 社会心理学的測定と応用 / 下條英子著. -- 風間書房,

1997.3.
医9F図書北 143.1//SH52//8740

闘うナイチンゲール : 貧困・疫病・因襲的社会の中で / 徳永哲著. -- 花乱社, 2018.5. 医9F図書北 289.3//TO41//1916

ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著 ; [1]. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波新書 ; 新赤版 1112). 医9F図書北 302.53//TS94//3201

ルポ貧困大国アメリカ / 堤未果著 ;  2. -- 岩波書店, 2008.1-. -- (岩波新書 ; 新赤版 1225). 医9F図書北 302.53//TS94//3202

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.

杉本

4F開架新体系
318.6//TA84//3753

ESG/SDGsキーワード130 / 江夏あかね, 西山賢吾著. -- 金融財政事情研究会. 医9F図書北 333.8//E57//3655

SDGs : 危機の時代の羅針盤 / 南博, 稲場雅紀著. -- 岩波書店, 2020.11. -- (岩波新書 ; 新赤版

1854).
医9F図書北 333.8//MI37//3474

SDGs時代のグローバル開発協力論 : 開発援助・パートナーシップの再考 / 重田康博, 真崎

克彦, 阪本公美子編著 ; 古沢広祐 [ほか] 著. -- 明石書店, 2019.10.

杉本

4F開架新体系
333.8//SH29//8025

SDGsを考える : 歴史・環境・経営の視点からみた持続可能な社会 / 高井亨, 甲田紫乃編. --

ナカニシヤ出版, 2020.3.
医9F図書北 333.8//TA34//3566

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. 医9F図書北 333.8//U96//7446

環境世界と自己の系譜 / 大井玄 [著]. -- みすず書房, 2009.7. 医9F図書北 361.4//O31//1659

われらの子ども : 米国における機会格差の拡大 / ロバート・D.パットナム著 ; 柴内康文訳. -

- 創元社, 2017.3.
医9F図書北 361.8//P98//2421

ワーキングプア : 日本を蝕 (むしば) む病 = Working poor : the sickness undermining

Japan　NHKスペシャル「ワーキングプア」取材班編. -- ポプラ社, 2007.6.
医9F図書北 361.85//N77//1538

貧困のダイナミズム : 日本の税社会保障・雇用政策と家計行動 / 樋口美雄 [ほか] 編. -- 慶

應義塾大学出版会, 2010.6. -- (パネルデータによる政策評価分析 ; 1).

杉本

4F開架新体系
365.4//H56//9220

「働くこと」の哲学 : ディーセント・ワークとは何か / 稲垣久和著. -- 明石書店, 2019.11.
杉本

4F開架新体系
366.04//I52//8052

「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフスタイルを考える / 乙部由子著. --

ミネルヴァ書房, 2019.10. -- (Minerva text library ; 69).
医9F図書北 366.38//O86//3149

現代女性の労働・結婚・子育て : 少子化時代の女性活用政策 / 橘木俊詔編著. -- ミネルヴァ

書房, 2005.10. -- (経済政策分析シリーズ).
医9F図書北 366.38//TA13//7098

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.
医9F図書北 367.1//H77//3346

期間：２０２２年１月５日（水）～２月２６日（土）

SDGsについて考えよう。
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「性」の分割線 : 近・現代日本のジェンダーと身体 / 荻野美穂編著. -- 青弓社, 2009.1. --

(日本学叢書 ; 2).
医9F図書北 367.21//O25//3818

図解でわかる14歳からのLGBTQ+ / 社会応援ネットワーク著. -- 太田出版, 2021.9. 医9F図書北 367.9//SH12//4239

イラスト版10歳からの性教育 : 子どもとマスターする51の性のしくみと命のだいじ / "人間

と性"教育研究所著 ; 高柳美知子編. -- 合同出版, 2008.8.
医9F図書北 367.9//TA57//1248

うちの子って変!?子どものつぶやきから始まる親子性教育 / 黒瀬久美子, 黒瀬清隆著. -- 明

治図書出版, 2007.1.
医9F図書北 367.99//KU77//7626

格差社会における家族の生活・子育て・教育と新たな困難 : 低所得者集住地域の実態調査か

ら / 長谷川裕編著. -- 旬報社, 2014.2.

杉本

4F開架新体系
368.2//H36//7842

現代の貧困 : ワーキングプア/ホームレス/生活保護 / 岩田正美著. -- 筑摩書房, 2007.5. --

(ちくま新書 ; 659).
医9F図書北 368.2//I97//1537

貧困と地域 : あいりん地区から見る高齢化と孤立死 / 白波瀬達也著. -- 中央公論新社,

2017.2. -- (中公新書 ; 2422).
医9F図書北 368.2//SH81//2430

健康・福祉関連サービス産業統計調査 / 厚生省大臣官房統計情報部編 (09184481)  ; 平成2

年 結果の概要,統計表及び各関連サービスの基礎実態結果資料編 - 平成8年. -- 厚生統計協

会, 1992-.

医9F図書北 369//KO83//0217

ヤングケアラーを支える : young carers　Nursing today ブックレット編集部編集. -- 日本

看護協会出版会, 2021.9. -- (Nursing Todayブックレット ; 11).
医9F図書北 369//N99//4193

高齢者と福祉 : ケアのあり方 / 副田あけみ編著. -- 日本図書センター, 2010.9. -- (リーディ

ングス日本の社会福祉 / 岩田正美監修 ; 3).
医9F図書北 369.021//R21//4264

家族のケア : 家族へのケア / 上野千鶴子 [ほか] 編集委員. -- 岩波書店, 2008.9. -- (ケアその

思想と実践 / 上野千鶴子 [ほか] 編集委員 ; 4).
医9F図書北 369.04//U45//1349

いのちを輝かせる生涯福祉の実践 : 社会福祉法人甲山福祉センターの子育てから障害児者の

療育・教育・高齢者福祉まで / 村田良輔, 下川仁夫編著. -- 東京書籍, 2011.10.
医9F図書北 369.1//MU59//7103

地域包括ケアシステム : 「住み慣れた地域で老いる」社会をめざして / 国立社会保障・人口

問題研究所編. -- 慶應義塾大学出版会, 2013.3. -- (国立社会保障・人口問題研究所研究叢

書).

医9F図書北 369.26//KO49//0523

アメリカおきざりにされる高齢者福祉 : 貧困・虐待・安楽死 / 斎藤義彦著. -- ミネルヴァ書

房, 2004.6. -- (Minerva福祉ライブラリー ; 66).
医9F図書北 369.26//SA25//7687

子ども支援の相談・救済 : 子どもが安心して相談できる仕組みと活動 / 荒牧重人 [ほか] 編.

-- 日本評論社, 2008.3.
医9F図書北 369.4//A64//8699

アジアの児童労働と貧困 / 谷勝英著. -- ミネルヴァ書房, 2000.4. -- (MINERVA社会福祉叢

書 ; 9).
医9F図書北 369.4//TA87//6141

今どきの教育を考えるヒント / 清水義範 [著]. -- 講談社, 2002.10. -- (講談社文庫). 医9F図書北 370.4//SH49//4867

幸せのための教育 / ネル・ノディングズ著. -- 知泉書館, 2008.4. 医9F図書北 371.1//N92//3135

こころの発達と教育臨床 / 澤田瑞也, 小石寛文, 佐々木正宏共著. -- 培風館, 2001.11. 医9F図書北 371.4//SA93//1413

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.

杉本

4F開架新体系
371.5//KI68//4625
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フィンランドのジェンダー・セクシュアリティと教育 / 橋本紀子著. -- 明石書店, 2006.12. 医9F図書北 372.3892//H38//9405

WHOライフスキル教育プログラム / WHO編 ; JKYB研究会訳. -- 大修館書店, 1997.6. 医9F図書北 374.97//SE22

保健室のまなざしからとらえた健康教育 : 未来を担う子どもたちにつけたい力・育てたい力

/ 全国国立大学附属学校連盟養護教諭部会編. -- 東山書房, 2002.7.
医9F図書北 374.97//Z3//6776

VLFによる思いやり育成プログラム / 渡辺弥生編集. -- 図書文化社, 2001.11. -- (「こころの

教育」実践シリーズ ; 2).
医9F図書北 375.352//W46//8304

このままでいいのか、超早期教育 / 汐見稔幸著. -- 大月書店, 1993.6. -- (子育てと健康シ

リーズ ; 1).
医9F図書北 376.1//KO88//1891

グローバリゼーション, 社会変動と大学 / 吉田文(代表)著. -- 岩波書店, 2013.3. -- (シリーズ

大学 / 広田照幸 [ほか] 編 ; 1).
医9F図書北 377//SE83//7674

はばかりながら「トイレと文化」考 / スチュアートヘンリ著. -- 文藝春秋, 1993.6. -- (文春

文庫).
医9F図書北 383.9//ST5//2573

写真集日本の自然災害 : 東日本大震災襲来 : 津波による原発事故も収録 / 篠木毅監修. -- 日

本専門図書出版, 2011.6.
医9F図書南 450.98//N77//9676

日本の自然災害 : M8.0大地震襲来 : 日本は、家族・住居は. -- 日本専門図書出版, 2010.12. 医9F図書南 450.981//N77//9498

サンゴとサンゴ礁のはなし : 南の海のふしぎな生態系 / 本川達雄著. -- 中央公論新社,

2008.6. -- (中公新書 ; 1953).
医9F図書南 483.35//MO85//1878

ナイチンゲールはフェミニストだったのか / 河村貞枝 [ほか] 著. -- 日本看護協会出版会,

2021.5. -- (ナイチンゲールの越境 ; 3 . ジェンダー).
医9F図書南 492.9//N71//4174

アレルギーっ子の生活百科 : 環境汚染からみたアレルギーとのつきあい方 / 角田和彦著. --

第3版. -- 近代出版, 2005.6.
医9F図書南 493.931//KA28//9243

ケアとコミュニティ : 福祉・地域・まちづくり / 大橋謙策編著. -- ミネルヴァ書房, 2014.4.

-- (講座ケア : 新たな人間-社会像に向けて ; 2).
医9F図書南 498//O28//1425

安全な水を飲みたい / 日下部信雄著. -- 社会思想社, 1994.12. 医9F図書北 518.1//KU82

地球にやさしい99の知恵 : エコロジーにかなった快適な生活を! / アース・ウォッチャー・

グループ著. -- 日新報道, 1991.11.
医9F図書北 519//A93

リサイクルは資源のムダ使い : 地球に正しい生活マニュアル / 小若順一, 食品と暮らしの安

全基金著. -- 講談社, 2007.6.
医9F図書北 519//KO95//0794

水・物質循環系の変化 / 和田英太郎, 安成哲三編 ; 半田暢彦 [ほか執筆]. -- 岩波書店,

1999.2. -- (岩波講座地球環境学 / 高橋裕 [ほか] 編 ; 4).
医9F図書北 519.08//I95//1343

大気環境の変化 / 安成哲三, 岩坂泰信編 ; 中澤高清 [ほか執筆]. -- 岩波書店, 1999.3. -- (岩波

講座地球環境学 / 高橋裕 [ほか] 編 ; 3).
医9F図書北 519.08//I95//1342

カーボンZERO気候変動経営 / EYストラテジー・アンド・コンサルティング編. -- 日経BP.
杉本

3F開架新体系
519.13//E94//0512

世界と地球の困った現実 : まんがで学ぶ開発教育 : 飢餓・貧困・環境破壊 / 日本国際飢餓対

策機構編 ; みなみななみまんが. -- 明石書店, 2003.10.

杉本

4F開架新体系
611.39//N71//6538

森林と地球環境変動 / 三枝信子, 柴田英昭編. -- 共立出版, 2019.12. -- (森林科学シリーズ ;

6).

杉本

4F開架新体系
653.17//SA18//9318
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E-bookを読んでSDGsを考えよう
書名 提供元

子どもの貧困に向きあえる学校づくり 地域のなかのスクールソーシャルワーク 著者: 鈴木

庸裕　丹波史紀　村井琢哉ほか 出版社: かもがわ出版
E-Book KinDen

心の健康ー精神衛生―　文庫クセジュ424　フランソワ・クルーチエ著／吉倉　範光訳 E-Book ジャパンナレッジ

シリーズ　大学生の学びを作る　半径５メートルからの教育社会学　著者: 片山悠樹　内田

良　古田和久　牧野智和【編】　出版社: 大月書店
E-Book KinDen

はじめてのジェンダー論　著編者:加藤, 秀一（著）出版社/提供元:有斐閣 E-Book MOL

女性学・男性学 ―ジェンダー論入門―第3版（有斐閣アルマ Interest）著編者:伊藤, 公雄／

樹村, みのり／國信, 潤子（著）出版社/提供元:有斐閣
E-Book MOL

地域資源を活用した低炭素型農村開発のためのガイドライン : 持続可能な開発の実現のため

に
E-Book 国際農研

再生可能エネルギーと地域社会における絆づくりに関する比較研究 E-Book 全労済協会

世界で働く人になる！人づきあいと英語のスキルを劇的に上げる４１の方法　著者: 田島麻

衣子　出版社: アルク
E-Book KinoDen

われらの子ども ―米国における機会格差の拡大―【スマホ・読上】著編者:ロバート・D・

パットナム（著）　柴内, 康文（翻訳）出版社/提供元:創元社
E-Book MOL

持続可能なまちづくりのための和歌山市総合交通計画 : 和歌山都市圏総合交通計画研究会報

告書
E-Book 和歌山大学学術リポジトリ

ひと目でわかる 地球環境のしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ)　著者: ト

ニー・ジュニパー【著】　赤羽真紀子　大河内直彦【監修】　千葉喜久枝【訳】　出版社:

創元社

E-Book KinoDen

平和をめぐる14の論点 ―平和研究が問い続けること―　著編者:日本平和学会（編）出版社

/提供元:法律文化社
E-Book MOL

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは？

2015年9月の国連サミットで採択された「人類がこの地球で暮らし続けていくため

に、2030年までに達成すべき目標」です。

17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」ことを誓っています。

SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）な

ものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
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