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書名 著（編）者 出版者 出版年月 請求記号

1　プラスチック汚染

いろのかけらのしま イミョンエ／作と絵 ポプラ社 2017.11 児　Ｅ/ｲ503

海洋プラごみ問題解決への道
重化学工業通信社・石

油化学新報編集部／

編

重化学工業通

信社
2019.4 519.4/ｶｲ

海洋プラスチック汚染 中嶋　亮太／著 岩波書店 2019.9 519.4/ｶｲ

科学 ２０１９年１月

「プラスチック汚染　海に広がる脅威からの転換」
岩波書店 2019.1 雑

クジラのおなかからプラスチック 保坂　直紀／著 旬報社 2018.12 児　519/ｸｼ

食べもの通信 ２０１８年１１月

「世界の海を汚すマイクロプラスチック」

家庭栄養研究会

／編

食べもの通信社　合

同出版（発売）
2018.11 雑

食べもの通信 ２０１９年１０月

「今すぐ始めたい 脱プラスチック生活」

家庭栄養研究会

／編

食べもの通信社　合

同出版（発売）
2019.10 雑

食べもの通信２０１９年１２月

「食の安全・安心　マイクロ・ナノプラスチック　ティー

バッグからも１００億個超」

家庭栄養研究会

／編

食べもの通信社　合

同出版（発売）
2019.12 雑

地球が危ない！プラスチックごみ 幸運社／編 汐文社 2019.9 児　518/ﾁｷ

ナショナルジオグラフィック　２０１８年６月

「海を脅かすプラスチック」

日経ナショナルジ

オグラフィック社
2018.6 〔熊〕雑

日経ものづくり ２０１９年２月

「脱プラは解決策になるか？」
日経ＢＰ社 2019.2 雑

プラスチック・スープの地球　汚染される「水の

惑星」

ミヒル・ロスカム・アビング

／著，藤原　幸一／監

訳

ポプラ社 2019.11 児　519/ﾌﾗ

プラスチック・プラネット
ジョージア・アムソン

＝ブラッドショー／作
評論社 2019.7 児　519/ﾌﾗ

プラスチック惑星・地球
藤原　幸一／写

真と文
ポプラ社 2019.5 児　519/ﾌﾗ

2　ＳＤＧｓ

アフリカの「障害と開発」　ＳＤＧｓに向けて 森壮也／編
アジア経済研

究所
2016.2 〔熊〕369.27/ｱﾌ

ＳＤＧｓを学ぶ 高柳　彰夫／編 法律文化社 2018.12 〔熊〕333.8/ｴｽ

ＳＤＧｓ時代のグローバル開発協力論
重田　康博／編

著
明石書店 2019.10 〔熊〕333.8/ｴｽ

　■リストは書名順で掲載しています。掲載資料は所蔵資料の一部です。

　■「請求記号」欄の表示は次のとおりです。

　　  「〔熊〕」・・・熊谷図書館所蔵　　（ 〔熊〕の表記がない資料は、すべて久喜図書館所蔵です）

　　　「児」・・・児童書　　「雑」・・・雑誌
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書名 著（編）者 出版者 出版年月 請求記号

ＳＤＧｓとＥＳＧ時代の生物多様性・自然

資本経営
藤田香／著 日経ＢＰ社 2017.10 519.13/ｴｽ

ＳＤＧｓと開発教育 田中治彦／編著 学文社 2016.8 〔熊〕333.8/ｴｽ

ＳＤＧｓと環境教育 佐藤真久／編著 学文社 2017.10 519.07/ｴｽ

ＳＤＧｓの基礎
事業構想研究所

／編

事業構想大学

院大学出版部
2018.9 519/ｴｽ

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？

事業構想研究所／

編，白田範史／編

事業構想大学

院大学出版部
2018.9 519/ｴｽ

Ｑ＆Ａ　ＳＤＧｓ経営 笹谷　秀光／著
日本経済新聞

出版社
2019.10 〔熊〕336/ｷﾕ

国谷裕子と考えるＳＤＧｓがわかる本
国谷　裕子／監

修
文溪堂 2019.1 児　519/ｸﾆ

国際地域開発の新たな展開
日本国際地域開

発学会／編
筑波書房 2016.10 〔熊〕333.8/ｺｸ

サステナブルファイナンスの時代　ＥＳＧ　Ｓ

ＤＧｓと債券市場
水口　剛／編著

金融財政事情

研究会
2019.6

〔熊〕338.154/ｻ

ｽ

持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）の

理論と実践
西井麻美／編著 ミネルヴァ書房 2012.11 519.07/ｼｿ

持続可能な開発目標〈ＳＤＧｓ〉と開発資

金
浜名弘明／著 文眞堂 2017.6 〔熊〕333.8/ｼｿ

持続可能な開発目標と国際貢献 北脇秀敏／編 朝倉書店 2017.9 〔熊〕333.8/ｼｿ

持続可能な開発目標とは何か 蟹江憲史／編著 ミネルヴァ書房 2017.3 〔熊〕333.8/ｼｿ

持続可能な地球のために　いま、世界の子ど

もたちは　第１巻　安心してくらしたい
新日本出版社 2018.6 児　369/ｼｿ

持続可能な地球のために　いま、世界の子ど

もたちは　第２巻　学校にいきたい
新日本出版社 2018.12 児　369/ｼｿ

持続可能な地球のために　いま、世界の子ど

もたちは　第３巻　健康で生きたい
新日本出版社 2018.8 児　369/ｼｿ

持続可能な地球のために　いま、世界の子ど

もたちは　第４巻　温暖化をくいとめよう
新日本出版社 2018.10 児　369/ｼｿ

知っていますか？ＳＤＧｓ さ・え・ら書房 2018.9 児　331/ｼﾂ

事典持続可能な社会と教育
日本環境教育学

会／編
教育出版 2019.7 519.07/ｼﾃ

創造社会の都市と農村　ＳＤＧｓへの文化

政策

佐々木　雅幸／

総監修
水曜社 2019.7 〔熊〕318.7/ｿｳ

２１世紀国際社会を考える 渋谷淳一／編著 旬報社 2017.11 〔熊〕319/ﾆｼ

日弁連ＥＳＧガイダンスの解説とＳＤＧｓ

時代の実務対応

ＥＳＧ　ＳＤＧｓ

法務研究会／編
商事法務 2019.6 〔熊〕335.15/ﾆﾁ
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フェアトレードビジネスモデルの新たな展開　Ｓ

ＤＧｓ時代に向けて
長坂寿久／編著 明石書店 2018.5 〔熊〕678.2/ﾌｴ

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 児　365/ﾐｼ

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 児　365/ﾐｼ

未来を築く　先進国の子どもたちと持続可能

な開発目標（ＳＤＧｓ）

ユニセフ・イノチェン

ティ研究所／著

日本ユニセフ協

会
2017.7 〔熊〕369.4/ﾐﾗ

３　環境問題

奪われし未来 長尾力／訳 翔泳社 1997.9 519/ｳﾊ

奪われし未来
シーア・コルボーン

／著
翔泳社 2001.1 519/ｳﾊ

“奪われし未来”を取り戻せ
川名英之／〔ほ

か〕著
リム出版新社 2000.2 519/ｳﾊ

海ゴミ　拡大する地球環境汚染 小島あずさ／著 中央公論新社 2007.7 519.4/ｳﾐ

海の生物多様性を守るために
秋道　智彌／編

著
西日本出版社 2019.2 519.4/ｳﾐ

海はゴミ箱じゃない！ 眞淳平／著 岩波書店 2008.7 児　519/ｳﾐ

海洋大異変 山本智之／著 朝日新聞出版 2015.12 519.4/ｶｲ

紙パルプ産業と環境　２０１９　森と紙とエ

ネルギーのリサイクル
紙業タイムス社 2018.8 585/ｶﾐ

紙パルプ産業と環境　２０２０　ＳＤＧｓと

持続可能な社会への貢献
紙業タイムス社 2019.8 585/ｶﾐ

環境自治体白書　２０１８－２０１９年版　Ｓ

ＤＧｓの推進による地域課題の同時解決

中口　毅博／編

著
生活社 2019.5 519.1/ｶﾝ

地球をめぐる不都合な物質
日本環境化学会

／編著
講談社 2019.6 519/ﾁｷ

地球の危機をさけぶ生きものたち１　海が泣い

ている

藤原幸一／写

真・文

少年写真新聞

社
2017.12 児　519/ﾁｷ

沈黙の春
レイチェル・カーソ

ン／〔著〕
新潮社 1987.5 519/ﾁﾝ

沈黙の春
レイチェル・カーソ

ン／〔著〕
新潮社 1989.12 519.5/ｶ

『沈黙の春』の５０年 原強／著 かもがわ出版 2011.9 519/ﾁﾝ

『沈黙の春』の世界 原強／著 かもがわ出版 1998.3 519/ﾁﾝ
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