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016.2 ﾜ
わたしは10歳、本を知らず
に育ったの。

シャンティ国際ボ
ランティア会

合同出版 0060098660

SS 080 ｲ 1524 天下泰平の時代 高埜　利彦 岩波書店 0051178230

SS 080 ｲ 1597 水の未来 沖　大幹 岩波書店 0004478314

SS 080 ｲ 1854 SDGs 南　博 岩波書店 0060695186

210.5 ﾌﾞ 江戸に学ぶエコ生活術 アズビー・ブラウン
阪急コミュニ
ケーションズ

0050389101

227.9 ﾀ ぼくの村は壁で囲まれた 高橋　真樹 現代書館 0060069463

245.5 ﾖ 子ども兵を知っていますか? 米倉　史隆 現代書館 0050681384

302.4 ｱ 3 アフリカ潜在力 太田　至
京都大学学術
出版会

0004444951

302.5 ﾗ
ラテンアメリカ地球規模課題
の実践

畑　惠子 新評論 0060718938

302.7 ﾔ
地球温暖化、しずみゆく楽
園ツバル

山本　敏晴 小学館 0004238908

304 ｾ 4
世界がもし100人の村だった
ら

池田　香代子 マガジンハウス 0003873780

304 ｵ 2030年の世界地図帳 落合　陽一
SBクリエイティ
ブ

0060560626

304 ｾ
世界がもし100人の村だった
ら

池田　香代子 マガジンハウス 0004564297

304 ｾ
世界がもし100人の村だった
ら

マガジンハウス 0060141300

304 ｾ
世界がもし100人の村だった
ら

池田　香代子 マガジンハウス 0003395180

304 ｾ 2
世界がもし100人の村だった
ら

池田　香代子 マガジンハウス 0003413047

304 ｾ 3
世界がもし100人の村だった
ら

池田　香代子 マガジンハウス 0003737275

318.6 ﾋ
SDGsの主流化と実践による
地域創生

樋口　邦史 水曜社 0060468088

318.6 ｶ 持続可能な地域のつくり方 筧　裕介 英治出版 0060455025

318.6 ｲ 日本列島回復論 井上　岳一 新潮社 0060554183

318.6 ﾌ 「循環型経済」をつくる 藤山　浩
農山漁村文化
協会

0060281760

318.6 ｻ 1
3ステップで学ぶ自治体
SDGs

笹谷　秀光 ぎょうせい 0060690910

SS 319.8 ｵ 平和をつくるを仕事にする 鬼丸　昌也 筑摩書房 0060332602

319.8 ｱ 明日の平和をさがす本 宇野　和美 岩崎書店 0060118821

319.8 ｲ 9条を活かす日本 伊藤　千尋 新日本出版社 0060300593

319.8 ﾜ わたしの<平和と戦争> 広岩　近広 集英社 0060027560

319.8 ﾍ 平和研究 日本平和学会
早稲田大学出
版部

0060520646

319.8 ﾍ 平和研究 日本平和学会
早稲田大学出
版部

0060510762

請求記号



319.8 ﾍ 平和ミュージアム
立命館大学国際
平和ミュージアム

岩波書店 0050020944

SS 323.1 ｺ 平和憲法の深層 古関　彰一 筑摩書房 0051176325

323.1 ｶ 9条入門 加藤　典洋 創元社 0060455520

329.3 ｳ 変わりゆくEU 臼井　陽一郎 明石書店 0060612617

333.8 ﾋ 貧しい人を助ける理由
デイビッド・ヒュー
ム

日本評論社 0060208946

333.8 ｳ
世界の富を再分配する30の
方法

上村　雄彦 合同出版 0004442070

333.8 ﾑ 図解SDGs入門 村上　芽
日経BP日本経済
新聞出版本部

0060708773

SS 333.8 ｶ
SDGs<持続可能な開発目標
>

蟹江　憲史 中央公論新社 0060660244

333.8 ﾀﾞ 脱「国際協力」 藤岡　美恵子 新評論 0050450604

333.8 ｳﾞ
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 原書房 0060496244

335.1 ｱ
最新SDGsの手法とツール
がよ?くわかる本

天沼　伸恵 秀和システム 0060733796

335.1 ﾊﾞ
SDGsの考え方と取り組みが
これ1冊でしっかりわかる教

バウンド 技術評論社 0060684831

335.1 ｱ
小さな会社のSDGs実践の
教科書

青柳　仁士 翔泳社 0060267589

335.1 ｱ
ビジネスパーソンのための
SDGsの教科書

足達　英一郎 日経BP社 0060306790

335.1 ｴ SDGsの基礎 白田　範史
先端教育機構事業構
想大学院大学出版部 0060348172

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

0060718997

360 ｻ
ソーシャル・プロジェクトを成
功に導く12ステップ

佐藤　真久 みくに出版 0060521778

360 ｴ SDGsと日本
「人間の安全保
障」フォーラム

明石書店 0060566063

361.3 ﾊﾟ 流動化する民主主義
ロバート・D.パット
ナム

ミネルヴァ書房 0050846848

364 ﾍﾟ
北欧福祉国家は持続可能
か

クラウス・ペーター
セン

ミネルヴァ書房 0060328439

SS 367.1 ｼﾞ 「男女格差後進国」の衝撃 治部　れんげ 小学館 0060676293

367.9 ﾏ
13歳から知っておきたい
LGBT+

アシュリー・マーデ
ル

ダイヤモンド社 0060203870

369 ｺ 社会のしんがり 駒村　康平 新泉社 0060691761

369.4 ｵ ぼくは13歳職業、兵士。 鬼丸　昌也 合同出版 0003904486

371.5 ｽ 学校3.0×SDGs 諏訪　哲郎 キーステージ21 0060733895

371.5 ｷ SDGs時代の教育 北村　友人 学文社 0060455050

371.5 ﾀ SDGsカリキュラムの創造 田中　治彦 学文社 0060673502

421.2 ｽ アインシュタインの戦争
マシュー・スタン
レー

新潮社 0060650020

517 ｾ 社会的共通資本としての水 関　良基 花伝社 0051193220



518.5 ﾄ リターナブルびんの話 戸部　昇
リサイクル文化
社

0003957146

518.5 ﾋ ザ・ソウル・オブくず屋 東　龍夫 コモンズ 0060549910

518.8 ﾀ パリ・エコと減災の街 竹原　あき子 緑風出版 0060012768

519 ﾜ 環境と平和 和田　武 あけび書房 0050026365

519 ｶ
SDGsで「変わる経済」と「新
たな暮らし」

河口　真理子 生産性出版 0060734371

519 ｲ 1 動物かんきょう会議 イアン ヌールエ 0060090804

519 ﾌ もったいない プラネット・リンク マガジンハウス 0003848840

519 ﾌﾟ
プラスチックの現実と未来へ
のアイデア

高田　秀重 東京書籍 0060524898

519 ｼﾞ
ひと目でわかる地球環境の
しくみとはたらき図鑑

トニー・ジュニパー 創元社 0060691852

519.2 ｵ 琉球列島の環境問題
沖縄大学地域研究所<「復帰」40
年、琉球列島の環境問題と持続可
能性>共同研究班

高文研 0050733440

613.5 ﾓ 土の文明史
デイビッド・モント
ゴメリー

築地書館 0050880770

653.2 ｽ 被爆樹巡礼 杉原　梨江子 実業之日本社 0051225619

678.2 ﾅ
フェアトレードビジネスモデ
ルの新たな展開

長坂　寿久 明石書店 0060300990

726.6 ﾏ ちひろ 松本　善明 新日本出版社 0004177991

726.6 ｲ いわさきちひろ ちひろ美術館 河出書房新社 0060096126

810.4 ｽ
世界を人間の目だけで見る
のはもう止めよう

鈴木　孝夫
冨山房インター
ナショナル

0060567765

936 ｱ それでも、私は憎まない
イゼルディン・アブ
エライシュ

亜紀書房 0050960069

943.7 ﾌﾞ サダコ
カール・ブルック
ナー

よも出版 0003820392

953.7 ｻ 星の王子さま サンテグジュペリ 集英社 0003818372

991.2 ｱ 女の平和 アリストパーネス 論創社 0004407106

J36 ﾋﾔ カエルの楽園 百田　尚樹 新潮社 0060001412

J46 ｸ 国を想う 千　玄室 淡交社 0003897821

J46 ﾔ 日本文明とは何か 山折　哲雄 角川書店 0003737987


