
資料番号 タイトル 人名 出版者 元保管場所

0115777484 あなたの暮らしが世界を変える 阿部　治／監修 東京：山と溪谷社 工学      

0115357139 安全・安心なまちを子ども達へ 中村　攻／著 [東京]：自治体研究社 工学      

0116705708 今なぜ「持続可能な社会」なのか 矢口　芳生／著 東京：農林統計出版 社会科学  

0115757585 海ゴミ 小島　あずさ／著 東京：中央公論新社 工学      

0115882045 環境(エコ)生活のススメ 箕輪　弥生／著 東京：飛鳥新社 工学      

0116996281 エコ・ファンタジー 山田　利明／編著 横浜：春風社 工学      

0115958860 エコロジーという洗脳 副島　隆彦／著 東京：成甲書房 工学      

0117455451 SDGsを学ぶ 高柳　彰夫／編 京都：法律文化社 社会科学  

0117801894 SDGs 南　博／著 東京：岩波書店 社会科学  

0117731422 SDGsが生み出す未来のビジネス 水野　雅弘／著 東京：インプレス 社会科学  

0117670828 SDGsがよくわかる本 松原　恭司郎／著 東京：秀和システム 社会科学  

0117680249 SDGs時代の持続学のすすめ 行本　正雄／編著 東京：コロナ社 工学      

0117677336 SDGs時代のパートナーシップ 佐藤　真久／編著 東京：学文社 社会科学  

0117672188 SDGsとは何か? 安藤　顯／著 東京：三和書籍 社会科学  

0117723015 SDGs日本の挑戦　2020 東京：日経HR 社会科学  

0117473173 SDGsビジネス戦略 ピーター D.ピーダーセン／編著 東京：日刊工業新聞社 社会科学  

0117724427 SDGs見るだけノート 笹谷　秀光／監修 東京：宝島社 社会科学  

0117672329 LGBTヒストリーブック ジェローム・ポーレン／著 東京：サウザンブックス社 社会科学  

0116452392 LGBTQってなに? ケリー・ヒューゲル／著 東京：明石書店 社会科学  

0117066605 男という名の絶望 奥田　祥子／著 東京：幻冬舎 社会科学  

0115772956 「温暖化」がカネになる 北村　慶／著 東京：PHP研究所 工学      

0117829077 会社で泣き寝入りしないハラスメント防衛マニュアル 山田　真由子／著 東京：徳間書店 社会科学  

0117367763 開発政治学を学ぶための61冊 木村　宏恒／監修 東京：明石書店 社会科学  

0117665398 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤　敏彦／著 東京：丸善出版 工学      

0115896805 風と風車のはなし 牛山　泉／著 東京：成山堂書店 工学      

0117851717 気候変動に立ちむかう子どもたち アクシャート・ラーティ／編 東京：太田出版 工学      

0117268508 Cabin Porn ザック・クライン／編 東京：グラフィック社 工学      

特集名：長野11月～12月青少年向けテーマ「社会について考えてみる」
特集期間：2021／10／29～2021／12／22



0117646315 Q&A SDGs経営 笹谷　秀光／著 東京：日本経済新聞出版社 社会科学  

0117732644 今日からできる!小さな会社のSDGs 村尾　隆介／著 東京：青春出版社 社会科学  

0117658567 教育格差 松岡　亮二／著 東京：筑摩書房 教育      

0115999179 教育の不平等 小内　透／編著 東京：日本図書センター 教育      

0117046193 国際協力 下村　恭民／著 東京：有斐閣 社会科学  

0115907495 心に「エコ」の木を植えよう 青葉　益輝／著 東京：求龍堂 工学      

0116810151 子どもと話すマッチョってなに? クレマンティーヌ・オータン／著 東京：現代企画室 社会科学  

0117291583 子どもの貧困対策と教育支援 末冨　芳／編著 東京：明石書店 教育      

0117102335 ごみとトイレの近代誌 山崎　達雄／著 東京：彩流社 工学      

0117764357 これからの男の子たちへ 太田　啓子／著 東京：大月書店 社会科学  

0117770032 最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本 天沼　伸恵／編著 東京：秀和システム 社会科学  

0117046417 最新環境ビジネスの動向とカラクリがよ〜くわかる本 山守　麻衣／著 東京：秀和システム 工学      

0115962334 サステナビリティ アンドリュー・サビッツ／著 東京：アスペクト 工学      

0116500513 酸性雨から越境大気汚染へ 藤田　慎一／著 東京：成山堂書店 工学      

0117727644 持続可能な経営と中小企業 関　智宏／編著 東京：同友館 社会科学  

0116964081 自分が変わった方がお得という考え方 三橋　規宏／編著 東京：中央公論新社 工学      

0116619776 社会をよくしてお金も稼げるしくみのつくりかた 小暮　真久／著 東京：ダイヤモンド社 社会科学  

0115161044 生涯学習時代の到来 瀬沼　克彰／著 東京：日本地域社会研究所 教育      

0116978164 食育ってなぁに? 庄司　誠／著 東京：文芸社 教育      

0117234930 水力ドットコム 阿久根　寿紀／著 東京：オーム社 工学      

0117814202 図解SDGs入門 村上　芽／著 [東京]：日経BP日本経済新聞出版本部 社会科学  

0115318271 スッキリわかるごみ問題 岩佐　恵美／監修 東京：新日本出版社 工学      

0117451955 世界自然遺産でたどる美しい地球 高木　秀雄／監修 東京：新星出版社 工学      

0117890442 世界のSDGs都市戦略 櫻井　美穂子／著 京都：学芸出版社 社会科学  

0116734476 世界のなかの日本経済　2 東京：NTT出版 社会科学  

0116791500 世界のなかの日本経済　5 東京：NTT出版 社会科学  

0115896342 世界の貧困問題と居住運動 ホルヘ・アンソレーナ／著 東京：明石書店 社会科学  

0116201112 多文化共生キーワード事典 多文化共生キーワード事典編集委員会／編 東京：明石書店 社会科学  

0117831503 小さな会社のSDGs実践の教科書 青柳　仁士／著 [東京]：翔泳社 社会科学  

0117684597 小さな地球の大きな世界 J.ロックストローム／著 東京：丸善出版 工学      

0117815860 地球を滅ぼす炭酸飲料 ホープ・ヤーレン／著 東京：築地書館 工学      

0117737494 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／著 東京：原書房 社会科学  

0117456632 地方を変える女性たち 麓　幸子／著 [東京]：日経BP社 社会科学  



0116033911 追跡!私の「ごみ」 エリザベス・ロイト／著 東京：日本放送出版協会 工学      

0116188921 低炭素経済への道 諸富　徹／著 東京：岩波書店 工学      

0116172396 同性愛と異性愛 風間　孝／著 東京：岩波書店 社会科学  

0117716282 どの子も好きになる!楽しみながら話せる!英語あそび101 三好　真史／著 東京：学陽書房 教育      

0117611616 日本の水道をどうする!? 内田　聖子／編著 東京：コモンズ 工学      

0117446393 はじめて学ぶLGBT 石田　仁／著 東京：ナツメ社 社会科学  

0117661959 パワハラ防止の実務対応 帯刀　康一／著 東京：労務行政 社会科学  

0114798549 貧困を救うテクノロジー イアン・スマイリー／著 東京：イースト・プレス 社会科学  

0117159269 貧困なき世界 ジャスティン・リン／著 東京：東洋経済新報社 社会科学  

0116604729 風力発電の歴史 牛山　泉／著 東京：オーム社 工学      

0117299537 不平等 ジェームス・K.ガルブレイス／著 東京：明石書店 社会科学  

0117624155 プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田　秀重／監修 東京：東京書籍 工学      

0117576785 プラスチック・フリー生活 シャンタル・プラモンドン／著 東京：NHK出版 工学      

0117626408 包摂・共生の政治か、排除の政治か 宮島　喬／編 東京：明石書店 社会科学  

0117593897 本当に怖いセクハラ・パワハラ問題 神坪　浩喜／著 東京：労働調査会 社会科学  

0117779249 まちの未来を描く!自治体のSDGs 高木　超／著 東京：学陽書房 社会科学  

0116843749 水の環境戦略 清水　康利／著 東京：TOTO出版 工学      

0116233578 水の恵みを受けるまちづくり 渡部　一二／著 東京：鹿島出版会 工学      

0117850131 未来を変えるメッセージみんなのSDGs 水谷　孝次／作 名古屋：リベラル社 工学      

0117716274 未来の市民を育む「公共」の授業 杉浦　真理／編 東京：大月書店 教育      

0116186107 みんなの自然をみんなで守る20のヒント 竹内　純子／編 東京：山と溪谷社 工学      

0117529149 虫捕る子だけが生き残る 養老　孟司／著 東京：小学館 工学      

0115299356 もったいない プラネット・リンク／編 東京：マガジンハウス 工学      

0117764175 ものづくり中小企業のためのSDGs入門 森　健人／著 東京：アニモ出版 社会科学  

0116571662 よくわかる水リサイクル技術 藤江　幸一／編著 東京：オーム社 工学      

0117720409 予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス 水谷　英夫／著 東京：日本加除出版 社会科学  

0115729675 リサイクルは資源のムダ使い 小若　順一／著 東京：講談社 工学      

0116883802 理想の村マリナレダ ダン・ハンコックス／著 東京：太田出版 社会科学  

0116965989 ルポにっぽんのごみ 杉本　裕明／著 東京：岩波書店 工学      

0117651430 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド／著 東京：技術評論社 社会科学  


