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埼玉県立熊谷図書館　ビジネス支援室ミニ展示　資料案内

1.　SDGsを知る

書名 著者名 出版者名 出版年月 請求記号

1冊で分かる！ESG／SDGs入門 大森充／著 中央公論新社 2019.6 336/ｲﾂ

ESDの地域創生力 阿部治／編 合同出版 2017.3 375/ｲｴ

環境・CSRキーワード事典 日経エコロジー／編 日経BP社 2016.12 336/ｶﾝ

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

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
333.8/

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
〔久〕

519/ｴｽ

SDGsを学ぶ 高柳彰夫／編 法律文化社 2018.12
333.8/

ｴｽ

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
333.8/

ｺｸ

国際協力キャリアガイド　2019-20
国際開発ジャーナ
ル社

2019.10
333.8/

ｺｸ

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
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
333.8/

ｼｿ

未来を築く
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
369.4/

ﾐﾗ

記事名 誌名 発行日 ページ 請求記号

地球からの警鐘！ SDGsへの取り組
みから見るFPへの提言

日本版FPジャーナル
21巻238号
（日本FP協会）

2019.11.1 p5-21 雑

SDGsとビジネスの未来

企業の持続的な競争力向上の機会として、近年注目が集まっている持続可能な開発目標（SDGs）。
よく耳にするけれど内容は知らない、事業にどう取り入れたらよいかわからない、という方に、埼玉県
立図書館が所蔵するSDGsと企業経営に関する資料をご紹介します。

■用語の解説から実践例まで、この1冊で網羅的にSDGsとESG（環境・社会・ガバナンス）が分かります。

■持続可能な開発のための教育（ESD）を通じた社会づくりを、9つの実例で学ぶ解説書です。

開催期間：令和2年1月25日（土）～令和2年3月26日（木）
場所：埼玉県立熊谷図書館　1階　ビジネス支援室

SDGs（エスディージーズ）とは、「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略。
2001年に策定された「ミレニアム開発目標（MDGs）」の後継として、2015年9月の国連サミットで採択さ
れました。
国連加盟国193か国が達成を目指す、2030年までの国際目標です。「地球上の誰一人として取り残さな
い（leave no one behind）」という共通理念のもと、17のゴール・169のターゲットを設定し、持続可能
な世界のための課題解決を目指しています。

■ 環境・CSRの専門誌『日経エコロジー』が厳選したキーワード303語をコンパクトに解説した事典です。

「請求記号」欄の表記は次のとおりです。
〔久〕…久喜図書館所蔵 （〔久〕の表記がない資料はすべて熊谷図書館所蔵です。）

SA…埼玉県人著作資料(貸出不可) 雑…雑誌 新…新聞



2.　17のゴール

書名 著者名 出版者名 出版年月 請求記号

図表でみる世界の社会問題　4 OECD／編著 明石書店 2017.7
361.9/

ｽﾋ

WORK DESIGN イリス・ボネット／著 NTT出版 2018.7
366.38

/ﾜｸ

SDGs時代の教育 北村友人／編著 学文社 2019.4
371.5/

ｴｽ

エネルギー業界大研究 南龍太／著 産学社 2019.1
335.21

/ｴﾈ

外国人の子ども白書 荒牧重人／編 明石書店 2017.4
367.6/

ｶｲ

シングル女性の貧困 小杉礼子／編著 明石書店 2017.9
367.21

/ｼﾝ

「労働」から学ぶジェンダー論 乙部由子／著 ミネルヴァ書房 2019.10
366.38

/ﾛｳ

3.　SDGsをビジネスに活かす

書名 著者名 出版者名 出版年月 請求記号

3つのゼロの世界 ムハマド・ユヌス／著 早川書房 2018.2
335.8/

ﾐﾂ

SDGsビジネス戦略 企業と社会が共
発展を遂げるための指南書

ピーター　D. ピー
ダーセンほか／編著

日刊工業新聞社 2019.2
336.1/

ｴｽ

選ばれ続ける会社とは サステナビリ
ティ時代の企業ブランディング

細田悦弘／著 産業編集センター 2019.4 675/ｴﾗ

ディープテック 丸幸弘／著 日経BP社 2019.9
336.17

/ﾃｲ

SDGsが問いかける経営の未来
モニターデロイト／
編

日本経済新聞出
版社

2018.12
336.1/

ｴｽ

SDGsの実践　自治体・地域活性化編
白田範史／編
村上周三ほか／著

事業構想大学院
大学出版部

2019.4
318.6/

ｴｽ

近江商人三方よし経営に学ぶ 末永國紀／著 ミネルヴァ書房 2011.6
672.1/

ｵｳ
企業のサステナビリティ戦略とビジネ
ス・クォリティ

山下洋史／編著 同文舘出版 2017.2
336.1/

ｷｷ

Q&A　SDGs経営 笹谷秀光／著
日本経済新聞出版
社

2019.10 336/ｷﾕ

■グラミン銀行を創設しノーベル平和賞を受けたユヌス博士が語る、ビジネスで社会問題を解決する手法を紹介。

■先端技術だけでなく、既存の「眠れる技術」を世界規模の課題解決に生かすためのヒントとなる資料です。

■変化する社会に対応し、持続的な成長を実現するための企業ブランド戦略の理論と実践をまとめた一冊。

■「行動デザイン」の手法で、ジェンダーバイアスを克服するための具体的な解決策を提案する1冊。

■OECD加盟国及びその他の主要国の各種データから、世界経済・社会における課題を分析しています。

■企業がどのようにSDGsに取り組むか、目標設定、事業戦略への落とし込みなどを丁寧に解説する入門書。

SDGsは社会・経済・環境の課題に総合的に取り組む17のゴール（目標）を設定しています。それぞれの目
標に関連する資料を集めました。
17のゴールは相互に連関しており、複数のゴールを同時解決できる事業が求められています。そのために
は、多様な主体がパートナーシップを充実させて取り組むことが重要です。

企業の価値創造や従業員の意欲向上など、SDGsを経営に取り入れることはこれからの企業活動に重要な
効果をもたらします。具体的にどのように取り組んでいくか、参考になる資料をご案内します。
また、SDGsを活用している企業の事例がわかる資料もあわせて紹介します。



現代中小企業の経営戦略と地域・社会
との共生

池田潔／著 ミネルヴァ書房 2018
335.35

/ｹﾝ

サーキュラー・エコノミー
ピーター・レイシーほ
か／著

日本経済新聞出
版社

2019.10
336.1/

ｻｷ

サステナビリティ・ミックス 藤井敏彦／著 日科技連出版社 2019.10
335.15

/ｻｽ
社会を変えたい人のためのソーシャル
ビジネス入門

駒崎弘樹／著 PHP研究所 2016.1
335.8/

ｼﾔ

超訳論語と算盤 渋沢栄一／著 総合法令出版 2011.6
SA

159/ﾁﾖ

バックキャスト思考とSDGs/ESG投
資

北川哲雄／編著 同文舘出版 2019.2
338.15

/ﾊﾂ
ビジネスパーソンのためのSDGsの教
科書

足達英一郎ほか／著 日経BP社 2018.3
335.15

/ﾋｼ
フェアトレードビジネスモデルの新た
な展開

長坂寿久／編著 明石書店 2018.5
678.2/

ﾌｴ

「未来市場」のつくり方 中原雄司／著 東洋経済新報社 2019.7 336/ﾐﾗ

未来の担い手と創造する持続可能な
コミュニティ

トヨタ財団国内助
成プログラム

2019.8
366.21

/ﾐﾗ

記事名 誌名 発行日 ページ 請求記号
サーキュラー・エコノミー 持続可能な
世界をつくる

事業構想 83号（事業構
想大学院大学出版部）

2019.8.1 p12-41 雑

広報のためのSDGs入門Ⅱ
広報会議 126号
（宣伝会議）

2019.7.1 p10-23 雑

SDGsビジネスの可能性と商機 りそなーれ 17巻2号
（りそな総合研究所）

2019.2.1 p7-15 雑

経済的価値と社会的価値を同時実現
する　共通価値の戦略　〔CSV〕

ハーバード・ビジネス・
レビュー 36巻6号
（ダイヤモンド社）

2011.6.1 p8-31 雑

4.　大川印刷関連資料

書名 著者名 出版者名 出版年月 請求記号

60分でわかる! SDGs超入門 バウンド／著 技術評論社 2019.11 331/ﾛｸ

SDGs経営　“社会課題解決”が企業を
成長させる

松木喬／著
日刊工業新聞社/編

日刊工業新聞社 2019.3
335.15

/ｴｽ

記事名 紙誌名 発行日 ページ 請求記号
CSRで稼ぐこれからの印刷会社
―コトづくりはモノづくりの始まり

印刷情報 78巻2号
（印刷出版研究所）

2018.2.1 p30-33 〔久〕雑

地球環境特集―脱炭素、本気の企業、
100%再エネ、流れ加速、ESG、市場
から風圧

日経産業新聞（日本経済
新聞社）

2019.11.25 p13 新

SDGs、なぜ中小企業も？ 日経産業新聞（日本経済
新聞社）

2019.11.15 p11 新

「持続可能」テコに新事業創出支援、関
東経産局、1都10県で、国連提唱の
「SDGs」活用

日本経済新聞（日本経済
新聞社）

2018.1.19
地方経済
面　千葉

p39
新

■SDGsの基本から企業が取り組む意義まで、わかりやすく解説。 p138～139に大川印刷の事例があります。

令和2年2月14日開催のビジネス支援講座「中小企業のSDGs経営入門! -どう向き合う?-」の講師、大川
哲郎氏が代表取締役社長を務める株式会社大川印刷について取り上げた図書や雑誌の一部を紹介します。
大川印刷は外務省「第2回ジャパンSDGsアワード」を受賞し、その取り組みが注目を集めています。



　　　　　インターネット情報

《JAPAN SDGs Action Platform》
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html　外務省)
　SDGsに関する取組を幅広く紹介することを目的としたプラットフォームです。
　政府の最新の取組や企業・自治体などの事例、各目標の達成状況を見ることができます。

《SDGs総研》（https://www.sdg-s.jp/　SDGs総研）
　SDGsに関するニュース・コラムやセミナー・イベント情報をまとめたウェブサイトです。
　企業が実践するためのステップなど、ビジネスへの活用のヒントとなる情報も。

《経団連SDGs特設サイト》
（https://www.keidanrensdgs.com/home-jp　日本経済団体連合会）
　経団連が目指す未来社会「Society 5.0」の実現に向けた第一歩となる商品・サービスを、SDGs
　の各目標と関連づけながら多数掲載しています。

《CSR図書館》（http://csr-toshokan.net/　株式会社ブレインズ・ネットワーク）
　企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility）についての年次報告書を検索・閲覧
　できるウェブサイト。〈SDGs〉で検索するとSDGsの目標に取り組んでいる企業の報告が探せます。
　

　　　埼玉県立熊谷図書館のビジネス支援室では、経営、
　　　会社・業界、起業、就職・転職などのビジネス関連
　　　 図書、商圏分析やマーケティング情報など14種類
　　　の商用データベースをご利用いただけます（県立
　　　図書館全体では23種類）。

　　　豊富な資料と情報で皆様をサポートします。

埼玉県のマスコット
さいたまっち

問い合わせ：埼玉県立熊谷図書館　ビジネス・産業支援担当 048-523-6291（代表）

　SDGsに関する最新情報や、企業の実施事例を調べる際に参考になるウェブサイトを紹介します。

ビジネス支援室のご案内

アクセス

JR高崎線・秩父鉄道熊谷駅北口から徒歩約２０分
または熊谷駅から国際十王交通バスで「ハローワーク
熊谷前」下車

〒３６０－００１４
埼玉県熊谷市箱田５－６－１
https://www.lib.pref.saitama.jp

携帯用QRコード


