
テーマ 書名 著者名 出版社名 出版年 気候変動＋２℃
山本良一責任編集 ; Think the Earthプロジェクト編
集・文

ダイヤモンド社 2006

世界国勢図会　2016/2017年版 矢野恒太郎記念会　編集 矢野恒太郎記念会 2016 温暖化の世界地図[第2版] Kirstin Dow, Thomas E. Downing [著] ; 近藤洋輝訳 丸善 2012

世界年鑑2017 ＫＹＯＤＯ　ＮＥＷＳ　ＷＯＲＬＤ　ＹＥＡＲＢＯＯＫ 共同通信社 共同通信社 2017
JICA広報誌「mundi」2019年8月号 : 気候変動対策　地球の未来のた
めに

国際協力機構（JICA) JICA 2019

ワールドウォッチ研究所「地球白書」2013-2014 ワールドウォッチ研究所
ワールドウォッチ研
究所

2016 ハチドリのひとしずく　いま、私にできること 辻 信一監修 光文社 2005

人間開発報告書2015 ： 人間開発のための仕事 UNDP（国連開発計画） CCCメディアハウス 2016 ワンガリの平和の木　アフリカでほんとうにあったおはなし ジャネット・ウィンター ＢＬ出版 2010

日本の国際協力 ： 2017年度版　開発協力白書 外務省 外務省 2017 ツバル : 海抜１メートルの島国・その自然と暮らし 遠藤秀一 国土社 2004

地図で読む世界情勢：　第１部　なぜ現在の世界はこうなったか ジャン・クリストフ・ヴィクトル 草思社 2007 あおいうみのイルカたち 越智隆治 ポプラ社 2002

地図で読む世界情勢：　第２部　これから世界はどうなるか ジャン・クリストフ・ヴィクトル 草思社 2007 いろのかけらのしま イ・ミョンエ ポプラ社 2017

地図で読む世界情勢　これだけは知っておきたい世界のこと ジャン・クリストフ・ヴィクトル CCCメディアハウス 2015 クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀 旬報社 2019

世界がぐっと近くなるSDGｓとボクらをつなぐ本 池上彰監修 学研プラス 2020 プラスチック汚染とは何か 枝廣淳子 岩波書店 2019

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷裕子監修 文溪堂 2019 プラスチック惑星・地球 藤原幸一 ポプラ社 2019

SDGs ぬまっち式アクション100 1学校編 沼田 晶弘 鈴木出版 2019 海と空の約束 :　A Promise Between The Sea and The Sky 西谷寛・作　/　有村綾・絵
神戸新聞総合出
版センター

2011

未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK 佐藤真久 (監修) 宣伝会議 2019 絵でわかる生物多様性 鷲谷いづみ 講談社 2017

60分でわかる！SDGｓ超入門 バウンド著 ; 功能聡子・佐藤寛/監修 技術評論社 2019 きみもやってみよう！国際協力① ： 地球の豊かな環境を保つために 監修・指導：杉下恒夫 学研 2004

知っていますか？SDGｓユニセフとめざす２０３０年のゴール 日本ユニセフ協会 さ・え・ら書房 2018 １００円からできる国際協力3.　大地を守る 100円からできる国際協力編集委員会 汐文社 2010

SDGs未来を変える目標　アイディアブック Think the Earth 紀伊國屋書店 2018
ぼくの村がゾウに襲われるわけ。野生動物と共存するってどんなこ
と？

岩井雪乃 合同出版 2017

ＳＤＧｓ2030年までのゴール : 国連　世界の未来を変えるための１７の
目標

日能研 みくに出版出版 2017 もったいないばあさんと考えよう　世界のこと　生きものがきえる 真珠まりこ 講談社 2010

自分ごとからはじめよう　SDGｓ探求ブック　～旅して学ぶ、サスティナ
ブルな考え方～

保本正芳　・　中西將之　・　池田靖章 noa出版 2019 ゾウの森とポテトチップス 横塚眞己人 そうえん社 2012

基本解説そうだったのか。 SDGs : ー「我々の世界を変革する : 持続
可能な開発のための２０３０アジェンダ」から、日本の実施指針までー

SDGz市民社会ネットワーク
SDGz市民社会ネッ
トワーク 2017 パーム油のはなし : 「地球にやさしい」ってなんだろう？（改訂版） 開発教育協会 開発教育協会 2018

SDGｓと開発教育：持続可能な開発目標のための学び 田中治彦、三宅隆史、湯本浩之編著 学文社 2016 カポックの木（南米アマゾン・熱帯雨林のお話） リン・チェリー 童話屋 1996

共につくる私たちの未来 : SDGsから「持続可能な社会の創り手」への
一歩を

国際協力機構　JICA地球ひろば
国際協力機構
JICA地球ひろば

2019 マダガスカルのバオバブ 堀内孝 福音館書店 2014

授業で使えるSDGsカード 国際協力機構　JICA地球ひろば
国際協力機構
JICA地球ひろば

2019 森の暮らしの記憶 マーロン・クエリナド 自由国民社 1998

ミレニアム開発目標　世界から貧しさをなくす８つの方法 「動く→動かす」編 合同出版 2012 移民や難民ってだれのこと？ : 国際化の時代を生きるためのQ&A1 マイケル・ローゼン 創元社 2018

世界から貧しさをなくす３０の方法 田中優・樫田秀樹・ マエキタミヤコ編 合同出版 2006
合意ってなに？なぜだいじなの？ : 国際化の時代を生きるための
Q&A4

ルイーズ・スピルズベリー 創元社 2018

フードバンクという挑戦　貧困と飽食のあいだで 大原悦子 岩波書店 2016 人権で世界を変える３０の方法 ヒューマンライツ・ナウ編 合同出版 2009

貧困に立ち向かう仕事　世界銀行で働く日本女性 西水美恵子 明石書店 2003 戦争をしなくてすむ世界をつくる３０の方法 田中優・小林一朗・川崎哲編 合同出版 2003

ぼくは１２歳、路上で暮らしはじめたわけ。：　私には何ができますか？
その悲しみがなくなる日を夢見て

国境なき子どもたち編著 合同出版 2010 １００円からできる国際協力　１;　平和を守る 100円からできる国際協力編集委員会 汐文社 2010

子どもが主役で未来をつくる：　紛争、貧困、環境破壊をなくすために
世界の子どもたちが語る２０のヒント

小野寺愛 ： 高橋真樹 合同出版 2011 きみもやってみよう！国際協力③紛争や災害の難民を助けるために 監修・指導：杉下恒夫 学研 2004

マザー・テレサ　愛と祈りをこめて 中村俊已 PHP研究所 2015 小学4年生の世界平和 ジョン・ハンター KADOKAWA 2014

ジュニア地球白書　2012-13
特集：アフリカの飢えと食料・農業；

林良博監修
ワールドウォッチ
ジャパン

2013
クラスター爆弾なんてもういらない。：　世界から兵器をなくすみんなの
願い

清水俊弘 合同出版 2008

世界から飢餓を終わらせるための30の方法 ハンガー・フリー・ワールド編 合同出版 2012 ぼくは１３歳　職業、兵士。：　あなたが戦争のある村で生まれたら 鬼丸昌也 合同出版 2005

食料の世界地図　第2版 Eriｋ　Millstone : Tim Lang 丸善 2009 ぼくらのアフリカに戦争がなくならないのはなぜ？ 小川真吾 合同出版 2012

「20円」で世界をつなぐ仕事 小暮真久
日本能力協会マネジメン
トセンター

2009
私は12歳、爆撃される悪夢を見る夜。紛争下でこころのケアを必要と
する4億人の子どもたち

井筒節 合同出版 2019

きみもやってみよう国際協力②：　飢えた人たちに食料が届くように 監修・指導：杉下恒夫 学研 2004 ぼくは13歳、任務は自爆テロ。テロと戦争をなくすために必要なこと 永井陽右 合同出版 2017

子どもと健康の世界地図：劣悪な環境におかれた子どもたち
Bruce Gordon, Richard Mackay, Eva Rehfuess [著]
; 平野裕二訳

丸善 2008
ぼくのお母さんを殺した大統領をつかまえて。人権を守る新しいしくみ。
国際刑事裁判所

アムネスティインターナショナル日本国際人権法
チーム

合同出版 2014

きみもやってみよう国際協力④：　病人が薬やワクチンで治るように 監修・指導：杉下恒夫 学研 2004 子ども兵士：　銃をもたされる子どもたち アムネスティ・インターナショナル日本編著 リブリオ出版 2008

１００円からできる国際協力　２・命とくらしを守る 100円からできる国際協力編集委員会 汐文社 2010 子どもの人身売買：　売られる子どもたち アムネスティ・インターナショナル日本編著 リブリオ出版 2008

妹は3歳、村にお医者さんがいてくれたなら。わたしたちが900万人の
人びとに医療をとどけるわけ

国境なき医師団 合同出版 2013 生きのびるために デボラ・エリス さ・え・ら書房 2002

きみもやってみよう国際協力⑤：　すべての子が学校で学べるために 監修・指導 ： 杉下恒夫 学研 2004 希望の学校ー新・生きのびるために デボラ・エリス さ・え・ら書房 2013

学校の世界地図　：　くらべてわかる世界地図② 藤田千枝 編 ・小川真理子 著 大月書店 2004 三つの願いーパレスチナとイスラエルの子どもたち デボラ・エリス さ・え・ら書房 2006

チェンジの扉～児童労働に向き合って気づいたこと～ NPO法人ACE : 安田菜津紀 集英社 2018 ネルソン・マンデラ カディール・ネルソン 鈴木出版 2014

私は10歳、本を知らずに育ったの。アジアの子どもたちに届けられた
27万冊の本

鈴木晶子 合同出版 2017 バスラの図書館員－イラクで本当にあった話ー ジャネット・ウィンター 晶文社 2006

マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ ポプラ社 2017 すべては救済のために : デニ・ムクウェゲ自伝 デニ・ムクウェゲ あすなろ書房 2019

ルワンダに教育の種を：内戦を生きぬいた女性・マリールイズの物語 中地フキ子著 かもがわ出版 2011
HIROSHIMA : A Tragedy never to be repeated : 英語版　絵で読む広
島の原爆

那須正幹 福音館書店 1998

つまり、「合理的配慮」って、こういうこと？！ :  共に学ぶための実践事
例集

インクルーシブ教育データバンク　編 現代書館 2017
よりよい未来をともに学び・ともに創るファシリテーターのための参加型
アクティビティ集 : コミュニケーション編ー他者に関わる力を育もうー

久世治靖・佐藤かおり、ほか NIED/国際理解
教育センター

2018

きれいごと抜きのインクルーシブ教育 多賀一郎 ; 南惠介 黎明書房 2017 開発教育基本アクティビティ集1 : 世界とのつながり 八木亜紀子 開発教育協会 2017

ジェンダーってなんのこと？ : 国際化の時代に生きるためのQ&A 2 ジュノ・ドーソン 創元社 2018
グローバル時代の「開発」を考える : 世界と関わり、共に生きるための
7つのヒント

西あい ; 湯本浩之ほか 明石書店 2017

フェミニズムってなんのこと？ : 国際化の時代に生きるためのQ&A 3 ルイーズ・スペルズベリー 創元社 2018
Ｓｏｃｉａｌ　Ａｃｔｉｏｎ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ　テーマと出会い・仲間をつくり・アクショ
ンの方法を見つける39のアイデア

ＮＰＯ法人 開発教育協会編
ＮＰＯ法人 開発教
育協会

2017

貧しい国で女の子として生きるということ：開発途上国からの5つの物
語

編集協力 ： NGOプラン・ジャパン 遊タイム出版 2010 ひとりじゃ生きられないニッポン ひとりじゃ生きられないニッポン制作委員会 星雲社 2010

わたしは女の子だから　世界を変える夢をあきらめない子どもたち ローズマリー・マカーニー ； ジェン・オルバー 西村書店 2019 いっぽんの鉛筆のむこうに 谷川俊太郎 福音館書店 1989

Because I am a Girl : わたしは女の子だから ジョアン・ハリス, ティム・ブッチャー他 英治出版 2012 世界で一番貧しい大統領のスピーチ ホセ・アルベルト・ムヒカ・コルダノ 汐文社 2014

わたしは13歳、学校に行けずに花嫁になる。未来を奪われる2億人の
女の子たち

プラン・ジャパンほか 合同出版 2014 世界で一番貧しい大統領からきみへ くさばよしみ編 汐文社 2015

三つ編み レティシア・コロンバニ 早川書房 2019 北緯36度線 小林豊 ポプラ社 1999

リキシャ・ガール ミタリ・パーキンス 鈴木出版 2009 ぼくがラーメンたべてるとき 長谷川義史 教育画劇 2007

世界を変えた100人の女の子の物語 エレナ・ファヴィッリ 河出書房新社 2018
「国際協力」をやってみませんか？：　仕事として、ボランティアで、普
段の生活でも

山本敏晴 小学館 2012

金香百合のジェンダーワークショップ 金香百合・浮穴正博 解放出版舎 2005
きみもやってみようやってみよう！国際協力⑥世界を知り人の環を広
げるために

監修・指導：杉下恒夫 学研 2004

女性をとりまく問題と開発教育 ： 開発教育６３ ＮＰＯ法人 開発教育協会編 ＮＰＯ法人 開発教
育協会

2016 世界で活躍する日本人①～⑥ 大橋正明　監修 学研 2012

67億人の水「争奪」から「持続可能」へ 橋本淳司
日本経済新聞出版
社

2010 国際協力キャリアガイド　２０１８ー１９ 国際開発ジャーナル社
国際開発ジャー
ナル社

2018

水がなくなる日 橋本淳司 産業編集センター 2018 世界で活躍する仕事100 : 10代からの国際協力キャリアナビ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 東洋経済新報社 2018

水の世界地図：刻々と変化する水と世界の問題[第2版] Maggie Black, Jannet King [著] ; 沖明訳 丸善 2010 高校生のための国際協力入門 ： 世界を感じて、足元を見つめなおす 秋田市立秋田商業高等学校ビジネス実践国際協力課アルテ 2008

水から広がる学び　アクティビティ20 ＮＰＯ法人 開発教育協会編
ＮＰＯ法人 開発教
育協会

2014 医者　井戸を掘る 中村哲 石風社 2001

もったいないばあさん　かわをゆく 真珠まりこ 講談社 2019 エンザロ村のかまど さくまゆみこ文 ; 沢田としき絵 福音館書店 2009

わきだせ！いのちの水 : 日本伝統の上総堀井戸をアフリカに たけたにちほみ フレーベル館 2019 どうしてアフリカ？どうして図書館？ さくまゆみこ あかね書房 2010

トイレをつくる　未来をつくる 会田法行 ポプラ社 2017 私の仕事　国連難民高等弁務官の十年と平和の構築 緒方貞子 草思社 2003

グリーンパワーブック : 再生可能エネルギー入門 ダイヤモンド社
一般社団法人
Think the Earth

2013 開発教育基本アクティビティ集2 : 難民 岩岡由季子 : 八木亜紀子 開発教育協会 2019

風をつかまえたウィリアム ウィリアム・カムクワンバ, ブライアン・ミーラー文 さ・え・ら書房 2012 ようこそ、難民！100万人の難民がやってきたドイツで起こったこと 今泉みね子 合同出版 2018

風をつかまえた少年：14歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつ
くった

ウィリアム・カムクワンバ, ブライアン・ミーラー著 ;
田口俊樹訳

文藝春秋 2010 わたしは13歳、シリア難民。故郷が戦場になった子どもたち 国境なき子どもたち著 合同出版 2018

ヤマネのナノのぼうけん 上岡裕・文　/　むらかみひとみ・絵 岩崎書店 2015 紛争地の看護師 白川優子 小学館 2018

JICA広報誌「mundi」2017年7月号
　クリーンエネルギー　明かりが絶えない安心を

国際協力機構（JICA) JICA 2017 ジャーニー　国境を越えて フランチャスカ・サンナ きじとら出版 2018

世界とつながるビジネス　ＢＯＰ市場を開拓する5つの方法 国連開発計画（ＵＮＤＰ）編 英治出版 2010 難民になったねこクンクーシュ マイン・ヴェンチューラ きじとら出版 2018

NAKED FASHION -ファッションで世界を変えるーおしゃれなエコのハ
ローワーク

サフィア・ミニー（ピープル・ツリ-/グローバルビレッ
ジ代表）

サンクチュアリ出版 2012 おとうさんのちず ユリ・シュルヴィッツ あすなろ書房 2009

世界を変えるオシゴト マリー・ソウ ： キャロル・チャウ 講談社 2010 君とまた、あの場所へ : シリア難民の明日 安田菜津紀 新潮社 2016

ルワンダに灯った希望の光　久美子のバナナ和紙 津田久美子 書肆侃侃房 2017 写真で伝える仕事 : 世界の子どもたちと向き合って 安田菜津紀 日本写真企画 2017

990円のジーンズがつくられるのはなぜ？ファストファッションの工場で
起こっていること

長田華子 合同出版 2016 なんみん　故郷をはなれて アジア福祉教育財団
アジア福祉教育
財団

2005

児童労働：働かされる子どもたち アムネスティ・インターナショナル日本編著 リブリオ出版 2008 母さん、ぼくは生きてます アリ・ジャン マガジンハウス 2004

わたし８歳、カカオ畑で働きつづけて：児童労働者とよばれる２億１８０
０万人の子どもたち

岩附由香, 白木朋子, 水寄僚子著 合同出版 2007 ともだちのしるしだよ カレン・リン・ウィリアムズ ： カードラ・モハメッド 岩崎書店 2009

子どもたちに幸せを運ぶチョコレート : 世界から児童労働をなくす方法  白木朋子 合同出版 2015 海を渡った故郷の味　Ｆｌａｖｏｕｒｓ　Ｗｉｔｈｏｕｔ Borders 認定NPO法人　難民支援協会
認定NPO法人　難
民支援協会

2013

わたし8歳、職業家事使用人 日下部尚徳 合同出版 2018 ＤＯＯＲ　208の国と地域がわかる国際理解地図①～⑤ 国際理解地図帳プロジェクトチーム 帝国書院 2018

世界中から人身売買がなくならないのはなぜ？ 小島　優 ： 原 由利子 合同出版 2010 しらべよう世界の料理①～⑦ 青木ゆり子監修/こどもくらぶ編・著 ポプラ社 2017

イクバルの闘い : 世界一勇気ある少年 フランチェスコ・ダダモ すずき出版 2004 世界の住まい大図鑑：地形・気候・文化がわかる 野外民族博物館リトルワールド　監修 PHP研究所 2013

そのこ 谷川俊太郎 晶文社 2011 世界の食事おもしろ図鑑 ： 食べて、歩いて、見た食文化 森枝　卓士 PHP研究所 2009

世界開発報告2016 　：　デジタル化がもたらす恩恵 世界銀行 一灯舎 2016 世界食べものマップ ジュリア・マレルバ＆フェーベ・シッラーニ 河出書房新社 2017

マダム、これが俺たちのメトロだ！ 阿部玲子 SAIKI 2018 世界の民族衣装文化図鑑１ ・2 パトリシア・リーフ・アナワルト 柊風舎 2011

プノンペンの奇跡 鈴木康次郎 ： 桑島京子 SAIKI 2015 世界のかわいい民族衣装 上場陽子・監修 誠文堂新光社 2013

JICA広報誌「mundi」2018年11月号
　道路　未来へ続く道を造る

国際協力機構（JICA) JICA 2018 世界のともだち　1～36 長倉洋海ほか 偕成社 2013

格差の世界地図 ベン・クロー ：　スーレッシュ・Ｋ・ローダ 丸善 2012 絵本で学ぶ　イスラームの暮らし 松原直美 あすなろ書店 2015

１秒でわかる世界の「今」：　ビジュアル・ワールドデータ８９ クレア・コック・スターキー
ディスカバー・トュエ
ンティワン

2012 あたし、メラハファがほしいな ケリー・クネイイン 光村教育図書 2014

どうして肌の色が問題になるの？ : 国際化の時代に生きるための
Q&A5

ニケシュ・シュクラ 創元社 2018 高校生からわかるイスラム世界 : 池上彰の講義の時間 池上彰 集英社 2017

世界がもし100人の村だったら　お金篇 池田香代子 著 ： Ｃ．ダグラス・ラミス対訳 マガジンハウス 2017 はじめましてアフリカ音楽 ムクナ・チャカトゥンバ
ヤマハミュージッ
ク

2015

持続可能な社会・地域づくりのための学びあいフォーラム2017 ＮＰＯ法人 開発教育協会編
ＮＰＯ法人 開発教
育協会

2018 まんが　クラスメイトは外国人：多文化共生20の物語 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 明石書店 2009

持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経済の生態系」のデザ
イン

筧裕介 英治出版 2019 まんがアフリカ少年が日本で育った結果 星野ルネ 毎日新聞出版 2018

Mottainai Grangma : もったいないばあさん対訳版 真珠まりこ 講談社 2005 もったいないばあさんと考えよう　世界のこと 真珠まりこ 講談社 2008

開発教育で実践するＥＳＤカリキュラム　地域を掘り下げ、世界とつな
がる学びのデザイン

開発教育協会内ＥＳＤ開発教育カリキュラム研究
会編

学文社 2010 世界の言葉で「ありがとう」ってどう言うの？ 池上彰 ・ 稲葉茂勝 今人舎 2012

ユネスコスクールによるESDの実践
秋田市立秋田商業高等学校　ビジネス実践・ユネスコスクール
班　編著

アルテ 2013 多文化共生社会の未来と開発教育 ＮＰＯ法人 開発教育協会編 開発教育 2017

わかる！ESDテキストブック2実践編　：　希望への学びあいーなにを、
どう、はじめるかー

NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推
進会議編

みくに出版 2009 マッドジャーマンズ　～ドイツ移民物語～ ビルギット・ヴァイ 花伝社 2017

わかる！ESDテキストブック3 生物多様性編　：　生物多様性を大切に
した地域づくりを

NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推
進会議編

みくに出版 2009 多文化共生＜８つの質問＞ 佐藤友則 学文社 2014

身近でできるSDGｓ　エシカル消費①エシカル消費って何？ 三輪昭子 さ・え・ら書房 2019 多文化絵本を楽しむ 福岡貞子 ミネルヴァ書房 2014

身近でできるSDGｓ　エシカル消費②エシカル消費でSDGｓを！ 三輪昭子 さ・え・ら書房 2019 多文化に出会うブックガイド 世界とつながる子どもの本棚プロジェクト 読書工房 2011

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 さ・え・ら書房 2019 絵本で世界を旅しよう ： くぼっち文庫の100冊 久保良道 文芸社 2011

スマホから考える世界・わたし・SDGｓ 開発教育協会 開発教育協会 2018 持続する情熱 国際協力機構（JICA)・監修 万葉舎 2015

プラスチックフリー生活 シャンタル・プラモンドン ; ジェイ・シンハ NHK出版 2019
ビジュアルガイド青年海外協力隊全３巻（アフリカ、アジア、オセアニ
ア・中南米・ヨーロッパ・中近東）

山岸三郎ほか 汐文社 2005

ポリぶくろ、いちまい、すてた ミランダ・ポール さ・え・ら書房 2019 世界を救う7人の日本人 : 国際貢献の教科書 池上彰 日系BP社 2010

コンビニ弁当16万キロの旅　食べものが世界を変えている コンビニ弁当探偵団
太郎次郎社エディタ
ス

2005 国際協力専門員 : 技術と人々を結ぶファシリエータたちの軌跡 林俊行・編 新評論 2008

世界の食料ムダ捨て事情（地球の未来を考える） トリストラム・スチュアート NHK出版 2010 １人ひとりにできること　１人のためにできること 国際協力機構（JICA)・編 ダイヤモンド社 2008

さらば、食料廃棄　捨てない挑戦 シュテファン・クロイツベルガー 春秋社 2013 当たって、砕けるな！: 青年海外協力隊の流儀 吉岡逸夫 高陵社書店 2010

フェアトレードのおかしな真実 : 僕は本当に良いビジネスを探す旅に出
た

コナー・ウッドマン 英治出版 2013
アフガニスタンに平和の礎を：　人々の生活再建に奔走する日本人た
ち

ＪＩＣＡ研究所アフガニスタン・プロジェクト・チーム 丸善プラネット 2013

JICA広報誌「mundi」2018年5月号
　“ごみ”に挑む : 廃棄物管理

国際協力機構（JICA） JICA 2018
JICA広報誌「mundi」2019年10月号 ： JICAの仕事　プロジェクトはこう
して動く

国際協力機構（JICA) JICA 2019

　

SDGs目標8：
適切な良い仕事と

経済成長

難民支援

SDGs目標11：
持続可能なまちと

地域社会

SDGs目標3：
健康であること

JICAに関する本

SDGs目標10：
不平等を減らすこと

SDGs目標7：
再生可能エネルギー

SDGs目標9：
新しい技術とインフラ

国際協力
SDGs目標6：

安全な水と衛生

異文化理解
多文化共生

SDGs目標12：
責任を持って
消費すること

　　　目標17：
パートナーシップで
目標を達成しよう

SDGs目標5：
ジェンダーの平等

SDGs目標4：
質の高い教育

JICA筑波図書室　SDGｓ関連図書リスト　　※JICA筑波図書室で借りることができます！

SDGs

SDGs目標2：
飢餓をなくすこと

統計 ・ 白書  ・
 参考図書

SDGs目標13：
気候変動への対策

SDGs目標1：
貧困をなくすこと

SDGs目標15：
陸のいのちを守ること

SDGs目標14：
海のいのちを守ること

SDGs目標16：
平和で公正な社会


