持続可能な開発目標（SDGｓ）関連書籍

2018/11/26

SDGsに関連する資料の一部を集めました。ご興味のある方は他にも関連書籍を蔵書検索で探して
みてください。
資料は2階の新着展示棚に配架しております。
No.

資料ID

タイトル

請求記号

政策情報学の視座 : 新たなる「知と方法」を求めて / 千葉商
1 0008025736 科大学政策情報学部10周年記念論集刊行会編. -- 日経事 301:Se19
業出版センター, 2011.
日本未来図2030 : 20人の叡智が描くこの国のすがた / 自由
2 0014313274 民主党国家戦略本部編 ; 秋山弘子 [ほか] 著. -- 日経BP 304:N71
社, 2014.
まちづくりとしての地域包括ケアシステム : 持続可能な地域
3 0014359137 共生社会をめざして / 田城孝雄, 内田要編. -- 東京大学出 318.6:Ma16
版会, 2017.
4 0014279657

変動する日本社会と法 : 加藤一郎先生追悼論文集 / 森島
昭夫, 塩野宏編. -- 有斐閣, 2011.

320.4:Ka86

国際法・国際関係とジェンダー / 植木俊哉, 土佐弘之編. -5 0014236285 東北大学出版会, 2007. -- (東北大学21世紀COEプログラム 329.04:Ko51
ジェンダー法・政策研究叢書 ; 第7巻).
持続可能性の経済学 : 循環型社会をめざして / 慶応義塾
6 0014080089 大学経済学部環境プロジェクト編. -- 慶応義塾大学出版会, 330.4:J55
1996.4.
繁栄の呪縛を超えて : 貧困なき発展の経済学 / ジャン=
7 0014297386 ポール・フィトゥシ, エロワ・ローラン著 ; 林昌宏訳. -- 新泉社, 331:H27
2013. -- (社会思想選書).
8 0014328322

持続可能な社会保障へ / 小塩隆士著. -- NTT出版, 2014. 332.107:Se22:5
- (世界のなかの日本経済 : 不確実性を超えて ; 5).

9 0014314181

テキスト国際開発論 : 貧困をなくすミレニアム開発目標への
333.8:Te31
アプローチ / 勝間靖編著. -- ミネルヴァ書房, 2012.

10 0008047029

東京消滅 : 介護破綻と地方移住 / 増田寛也編著. -- 中央
公論新社, 2015. -- (中公新書 ; 2355).

334.3136:To46

地域振興と中小企業 : 持続可能な循環型地域づくり / 吉田
11 0014277735 敬一, 井内尚樹編著. -- ミネルヴァ書房, 2010. -- (現代社 335.35:C43
会を読む経営学 ; 11).
12 0014304042

環境金融論 : 持続可能な社会と経済のためのアプローチ /
338.3:Ka56
藤井良広著. -- 青土社, 2013.

13 0014352009

地方財政を学ぶ / 沼尾波子 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017. -349:C43
(有斐閣ブックス ; [476]).

14 0014366231 持続可能な社会論 / 矢口芳生著. -- 農林統計出版, 2018.

361.7:J55

持続可能な高齢社会を考える : 官民の「選択と集中」を踏ま
15 0014314405 えた対応 / 貝塚啓明, 財務省財務総合政策研究所編著. -- 364.1:J55
中央経済社, 2014.
北欧福祉国家は持続可能か : 多元性と政策協調のゆくえ /
16 0014356802 クラウス・ペーターセン, スタイン・クーンレ, パウリ・ケットネン 364:H82
編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.
17 0008018095

持続可能な福祉社会 : 「もうひとつの日本」の構想 / 広井良
364:J55
典著. -- 筑摩書房, 2006. -- (ちくま新書 ; 606).
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「環境と福祉」の統合 : 持続可能な福祉社会の実現に向け
18 0014311864
369.04:Ka56
て / 広井良典編. -- 有斐閣, 2008.
アジアにおける高齢者の生活保障 : 持続可能な福祉社会を
19 0014350870 求めて / 金成垣, 大泉啓一郎, 松江暁子編著. -- 明石書店, 369.26:A27
2017.
持続可能な地域福祉のデザイン : 循環型地域社会の創造 /
20 0012341830 牧里毎治, 川島ゆり子編著. -- ミネルヴァ書房, 2016. -369.7:J55
(MINERVA社会福祉叢書 ; 53).
21 0014349948

SDGsと開発教育 : 持続可能な開発目標のための学び / 田
371.5:Sc9
中治彦, 三宅隆史, 湯本浩之編著. -- 学文社, 2016.

SDGsと環境教育 : 地球資源制約の視座と持続可能な開発
22 0014357008 目標のための学び / 佐藤真久, 田代直幸, 蟹江憲史編著. - 371.5:Sc9
- 学文社, 2017.
23 0012296687

幼児期からの環境教育 : 持続可能な社会にむけて環境観を
376.154:Y73
育てる / 井上美智子著. -- 昭和堂, 2012.

社会で通用する持続可能なアクティブラーニング : ICEモデ
24 0014354864 ルが大学と社会をつなぐ / 土持ゲーリー法一著. -- 東信堂, 377.15:Sh92
2017.
25 0008024713

循環型社会 : 持続可能な未来への経済学 / 吉田文和著. 518.52:J96
- 中央公論新社, 2004. -- (中公新書 ; 1743).

東日本大震災復興まちづくり最前線 / 大西隆, 城所哲夫, 瀬
26 0014299432 田史彦編著 ; 増田寛也 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2013. -- 518.8:H55
(東大まちづくり大学院シリーズ).
27 0014278501

環境ガバナンスとNPO : 持続可能な地域社会へのパート
ナーシップ / 宮永健太郎著. -- 昭和堂, 2011.

519.1:Ka56

28 0014241566

持続可能社会と市場経済システム / 天野明弘編著. -- 関
西学院大学出版会, 2008.

519.13:J55

29 0014365951

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
678.2:F17
けて / 長坂寿久編著. -- 明石書店, 2018.

海洋観光立国のすすめ : 持続可能な社会つくり : こころ美し
30 0016447997 い日本の再生 / 中瀬勝義, 明戸眞弓美, 庄司邦昭著. -- 増 689.21:Ka21
補版. -- 七つ森書館, 2008.
31 0016444960

CSV観光ビジネス : 地域とともに価値をつくる / 藤野公孝,
高橋一夫編著. -- 学芸出版社, 2014.

689.4:C94

32 0016447203

空間紛争としての持続的スポーツツーリズム : 持続的開発
が語らない地域の生活誌 / 村田周祐著. -- 新曜社, 2017.

780.13:Ku27

グローバル化と言語政策 : サスティナブルな共生社会・言語教育

33 0016450579 の構築に向けて / 宮崎里司, 杉野俊子編著. -- 明石書店, 2017.

801.2:I47

社会が病気をつくる : 「持続可能な未来」のために / 玉城英
34 0012281432 彦著. -- 角川学芸出版, 2010. -- (アカデミック・ライブラ
WA100:Sh12
リー).

