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SDG sを知りたい

SDG sというキーワード。エス・ディ・ ジーズと

読みます。最近よ<見かけるのではないでしょう

か。国連で定められた「持続可能な開発目標」を

表しています。どのような内容で、どんな取り組

みがあるのか、関連の図書を紹介します。

「パスフアインダー」とは、

「道 (path)」 を「見つける人 (lnder)」 という意味で、知りたいこと

を調べるのにどのように資料を探したらよいかを示す手引きのことです。

ヒン ト : 調べるためのキーワー ド

SDGs、 持続可能な開発目標、国連、貧困、飢餓、福祉、教育、ジェンダー、エネルギー、

経済成長、気候変動、平不□、不平等、働きがい、サステすブル、エコ、LGBttQ、 紛争 など。
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☆資料情報の は背ラベルです
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調べたいテーマについて分類から探す
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０ 男性 。女性問題

368 社会病理 369 社会福祉 372 教育史 。事情

451 気象学 493.8 感染症 518 衛生工学 都市工学

519 環境工学 588 食品工業
／
０ 農業経済

650 林業 660 水産業 678 貿易
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SDG sの「 17の目標」 について、キーワー ドか ら調べる

目標                   キ ーワー ド

(1)貧困、身分制度、不当労働など(1)貧困をな<そう

(2)栄養失調、地産地消、流通、飽食など
(2)飢餓をゼロに

(3)生活習慣、医療、感染症、バリアフリーなど(3)すべての人に健康と福祉を

(4)教育制度、学校、不登校、識字率など(4)質の高い教育をみんなに

(5)LGBTQ、 男女差別、児童婚、職業選択など(5)ジ ェンダー平等を実現しよう

(6)衛生、上下水道、下水処理、節水など(6)安全な水とトイレを世界中に

(7)再生可能エネルギー、エネルギーミックスなど(7)エネルギーをみんなに そしてクリーンに

(8)働 き方改革、過労死、非正規労働など(8)働 きがいも経済成長も

(9)イ ンフラ、AI、 情報格差、イノベーシ∃ンなど(9)産業と技術革新の基盤を

(10)貧富の格差、差別、偏見、多様性など(10)人や国の不平等をな<

(11)住み続けられるまちづ           (11)都 市計画、スラム、防災、限界集落など

(12)ごみ、廃棄物、食品ロス、大量生産など(12)つ <る責任 つかう責任

(13)脱炭素社会、ハザードマップ、地球温暖イしなど
(13)気候変動に具体的な対策を

(14)海洋汚染、漁業、プラスティックごみなど(14)海の豊かさを守ろう

(15)陸の豊かさも守ろう            (15)生 態系、森林破壊、外来種、絶滅危惧種など

(16)紛争、難民、テロ、児童虐待、人権など(16)平不□と公正をすべての人に

(17)パー トナーシップで目標を達成しよう    (17)途 上国、先進国、貿易、フェア トレー ドなど

(4)(6)(17)に おいて、枚方市および枚方市 こども読書活動 を通 じた SDGs達 成に向けた

取 り組みを推進 しています。
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SDGs全 体のことについて調べる

『SⅨ3sのきほん 1～ 17』  ☆この本は児童書です

稲葉茂樹 :著 ポプラ社 :発行 2020年 6月～2021年 3月
SDGsについて丁寧に説明 していく入門書。シリーズ全 17巻。

『一番わかりやすい !SDG sのざつ<り知識』

国際時事アナリスツ :編 河出書房新社 :発行 2021年 5月
SDGsの 採択から 17の目標、企業や国の SDGsへ の取組まで解説する入 Pヨ書。

『世界でいちばん素敵なSDG sの教室』

小林亮 :著 三才ブックス :発行 2021年 7月
Q&∧ 形式のSDGs ttPヨ書。写真やカラフルなページ構成で、わかりやす<解説。

(1)図書で調べる

『現代用語の基礎知識 2020-2021』

現代用語検定協会 :監修 自由国民社 :発行 2020年 7月

新語や時事語がテーマ別になつており、調べ学習にも役立つ一冊。

『 サ ス テす ブ ル 資 本主 義 -5%の 「 考 える 消 費」 が社 会 を変 え る 一』

村上誠典 :著 祥伝社 :発行 2021年 10月

消費者一人一人が持続可能な社会のために何をすべきか提言 してい<。

『なぜ貧 しい国はな<ならないのか 第 2版』

大塚啓二郎 :著 日本経済新聞出版社 :発行 2020年 3月

開発経済学 (貧 しい開発途上国の貧困肖」減に貢献する戦略を研究する学問分野)の入 P日書。

『あなたの会社、その働き方は幸せですか?』

出□治明、上野千鶴子 :著 祥伝社 :発行 2021年 1月

日本人の働き方について著者 2人が語り合い、世界と日本の歴史的背景を踏まえ、家族や

男女の在り方を説 <。
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『「男女格差後進国」の衝撃』

治部れんげ :著 小学館 :発行 2020年 10月

性別での無意識の決めつけを見直す必要性を説き、

『ペンとミシンとヴアイオリン』

清末愛砂 :著 寿郎社 :発行 2020年 8月

2021年 12月

国際的なうごきや国内での試みを紹介。

アフガニスタンで著者が実際にみたアフガン人の暮らしについて、写真付きで訴える。

『本当の貧困の話をしよう』

石丼光太 :著 文藝春碑 発行 2019年 9月

貧困Po5題の構造や、最先端の支援や取り組みまでを網羅 し、読者に貧困の真実を語る。

『SDGsと防災教育』

藤岡達也 :著 大修館書店 :発行 2021年 8月

自然災害と防災・減災について、適切な対応の重要性を説き、SDGsを 踏まえ幅広<解説。

『マララが見た世界』

マララ 0ユスフザイ :著 潮出版社 :発行 2020年 10月
ノーベル平和賞受賞の著者が、活動の中で出会つた世界各地の難民女性たちの体験を紹介。

『教育論の新常識』

松岡亮二 :編著 中央公論新社 :発行 2021年 9月

子供の貧困、ジェンダー、大学入試改革など、教育現場におけるキーワー ドを解説。

『 トイレは世界を救う』

ジャック 。シム :著 PHP研究所 :発行 2019年 10月

話すことをタブー視されがらな トイレの話。その重要性を、ユーモアを持つて解説する。

『海がやつて<る』

エリザベス・ラッシュ :著 河出書房新社 :発行 2021年 6月

温暖化と海面上昇がもたらすアメリカ沿岸部の危機的状況について語る。
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『科学的に見るSDGs時代のごみ問題』

松藤敏彦 :著 丸善出版 :発行 2019年 12月
長年研究 してきた著書によるごみ問題をまとめた一冊。

2021年 12月

ゴミに関するモノの流れを解説。

『最近、地球が暑<てクマってます。』

水野敬也、長沼直樹 :著 江守正多 :監修 文響社 :発行 2021年 9月
多数の写真やイラス トを用いて地球温暖解決を訴える。事例や取り組みも挙げ、簡潔に解説。

『海洋プラスチックごみ問題の真実』

磯辺篤彦 :著 化学同人 :発行 2020年 7月
海に流れ出たプラスチックの何が問題となるのか、基本的な矢□識から研究の最前線まで解説。

『 13歳か らの食 と農』

関根佳恵 :著 かもがわ出版 :発行 2020年 11月

農業の現状や、SDGs達成における家族農業の重要性を、写真やデータを用いて解説。

(2)新聞・雑誌で調べる

『CiN‖ :N‖ 論文情報すビゲータ』

httOs://ci.nl.ac.io/

国内で発行された論文や図書・雑誌などの学術情報が検索できるデータベースサービス。

『 国立国会図書館検索・ 申込オンラインサ ービス』

httos://ndlonline.ndl.go.lo/1離 !/

国立国会図書館の蔵書や国立国会図書館が契約している電子ジャーすルを検索できる。

『社会教育』 2021年 6月号

月刊 旬報社 :発行

特集「ポス ト・ コロすの自然と人間―SDGsを Fo3い 直す」掲載
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(3)参考資料で調べる (貸出禁)

『現代用語の基礎知識 2021』

自由国民社 :発行 2021年 1月

『環境白書 循環型社会白書/生物多様性白書 令和 3年版』

環境省大臣宮房環境計画課 :編 環境省 :発行 2021年 6月

『女性・婦人間題 0ジェンダーの本全情報 2012-2018』

日外アソシエーツ株式会仁 発行 2019年 5月

『食料・ 農業・ 農村白書 令不□3年版』

農林水産省 :編 農林統計協会 :発行 2021年 7月

(4)イ ンターネットで調べる

日本ユニセフ協会 SDGsって何だろう

httos://www.unicef.or.lo/kodomo/sdgs/about/

外務省 日本政府の取組

httOs://ヽ内vυw.mofa.go.lo/mofai/galko/oda/sdgs/effort/inde× .htrnl

大阪府におけるSDGsの取組み

httos://ぃハ
～
w.pref.osaka.lg.ip/kikaku_keikaku/sdgs/i∩ de×.htrnl

枚方市 SDGsの取り組み

httos://、 M″wocty.hirakata.osaka.ip/OOOO027201.htrnl

2021年 12月
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