持続可能な
開発目標
SDGs

SDGs（持続可能な開発目標）を学ぶ本

●グローバルな問題を
みんなで考えていく本

戦争、難民、貧困、差別……。今、世界中で起きているグローバルな問題を説明し、
解決のために活動する人たちがいることを伝え、
さらに、子どもたちにできることを提案します。
巻頭には世界人権宣言からの一文を、巻末には教育学博士・佐藤学氏の解説を掲載。

初掲載

今、世界はあぶないのか？
全4巻/揃本体6,000円+税
●小学初級・中級・上級 ●中学
●道徳・国際理解 NDC933

評論社

●教師・PTA

◀4冊並べると今の地球が見える
デザイン

新刊
貧困と飢餓／差別と偏見／争いと戦争／難民と移民

●世界と日本の貧困を、異なる視点で考える

●戦争と平和を考える本も新しい本が続々！

今、
日本では子どもの
６人に１人が貧困

初掲載

今こそ戦争と平和を考える
既7巻/揃本体9,800円+税

講談社

シリーズ・貧困を考える

●小学上級 ●中学 ●高校 ●教師・PTA
●総合・国際理解 NDC916

全3巻/揃本体5,400円+税

「戦争と平和を考える」をテーマにした本を集めました。2015 年から 2017 年までに
刊行した新しい本ばかりです。『トットちゃんとソウくんの戦争』から中満泉さん
の『危機の現場に立つ』までバラエティにとんだ本が揃っています。
新刊 危機の現場に立つ／もしも魔法が使えたら 戦争孤児11人の記憶／ナビラとマラ
ラ 「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女／既刊児童文芸ノンフィクション文学賞
東京大空襲を忘れない／ほか
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●人類の敵、疫病！戦いの歴史から予防法まで

●小学上級 ●中学
●社会 NDC360

●高校

ミネルヴァ書房

●教師・PTA・一般

新刊

貧困とはいったいなんなのか？ 世界と日本の貧困を国・時代・世代の異なる視点か
らアプローチして見せる今までにない構成のシリーズ。
世界の貧困・日本の貧困／昔の貧困・今の貧困／子どもの貧困・大人の貧困

●社会のしくみから学ぶ
環境問題と地球の未来

熱
ジカ

「シリーズ 疫病の徹底研究」セット
全4巻/揃本体11,200円+税
●小学上級 ●中学 ●高校
●保健・総合 NDC491

講談社

●教師・PTA

新刊

疫病とは広い範囲で集団的に発生する感染症のこと。疫病と人類の戦いの歴史を紹
介しながら鳥インフルエンザ、SARS、ノロウィルス、O157、ジカ熱など、新しい
感染症の対抗策まで専門家が徹底解説！
1 人類の歴史は疫病との戦いの歴史／2 風邪かインフルエンザか？／3
病・さらなる恐怖／4 疫病対策・わたしたちのできること

現代の疫

地球環境から学ぼう! 私たちの未来
全6巻/揃本体15,600円+税

星の環会

●小学上級 ●中学 ●高校
●総合・社会 NDC371
環境立国へ向けて、日本の未来／自然や地球環境から学ぶ社会のしくみ／このままでは
地球はどうなる? ／日本の問題・世界の問題／ほか ＊A4変型判・各48頁

●タネから育てて
チョコや布を作ってみよう！

イチから作ると、うしろにあるいろんな世界が見えてくる！ ぼくたちはモノを
買っているだけではないか？ 世界のどこから来るのか？ 「生産」の現場や、
自然やその人々のこと。イチから作ると見えてくる！

ョコレートって
▲ぼくたちの 好きなチ
っているの？
で作
原料
来た
から
どこ

◀カレーライスを
にした
「イチから」作ること
関野ゼミの学生たち

初掲載

イチからつくる

全3巻/揃本体7,500円+税

農文協

●小学中級・上級 ●中学
●技術・総合 NDC389

最新＋新刊

●循環する
「地球のしくみ」をくらしにつくる

地球のくらしの絵本
全5巻/揃本体12,500円+税
●小学中級・上級
●技術家庭・総合

●中学 ●高校
NDC590

農文協

●教師・PTA・一般

生ごみやうんこを土に還し、水をめぐらせ、太陽のエネルギーを生かす「地球のく
らし」は、人がくらすほど生きものがふえ、場が豊かになる。地球のしくみに沿っ
た持続可能なくらし方を写真とジオラマで紹介する実践絵本。

最新刊 ワタの糸と布／チョコレート／ 新刊 映画「カレーライスを一から作る」を再構成
カレーライス

●地球を循環する
「有限な水」の大切さを描くシリーズ

すごいね！

水と
！
なかよし

▲抜群の効率・ロケットストーブのつくり方も！

普段、あたりまえのように周りにあるものを、タネや素材から育てて作っていく
ことを通し、農家や職人の営み、世界の人々や歴史とのつながりに気づかされ、
生き方や暮らしを見つめ直すきっかけとなる絵本シリーズ。

地球の未来と「水」
全3巻/揃本体7,500円+税

さ・え・ら書房

ロング

●小学上級 ●中学
●環境・総合 NDC519

自然に学ぶくらしのデザイン／自然エネルギーをいかす技／土とつながる知恵／水をめ
ぐらす知恵／火をあつかう知恵

生命をささえる、めぐる水／水をつかう、水を流す／きれいな水をとりもどす
＊横山隆一他監修 B5判各48頁、オールカラーの豊富な写真や図を添えて。

●再生可能エネルギーの過去現在から
未来を展望するビジュアルな本

●持続可能なエネルギーの近未来を考えよう！
エネルギーの種類から
持続可能なあり方
暮らし方までを専門家が描く。

オールカラー

オールカラー

エネルギー あなたはどれを選ぶ？
全3巻/揃本体7,800円+税

さ・え・ら書房

●小学上級 ●中学
●理科・総合 NDC543
これまでのエネルギー／太陽、風力、地熱エネルギー／これからのエネルギーと省エネ
節電法や研究の最前線を子どもたちと考える ＊岡田久典編集代表 A4変型判・各40頁

今こそ考えよう！エネルギーの危機
全5巻/揃本体14,500円+税

文溪堂

小学 教科書

●小学中級・上級 ●中学
●社会・総合 NDC519
見直そう、今までのエネルギー／化石・原子力エネルギー／太陽と風のエネルギー／森
と海のエネルギー／みんなの未来とエネルギー ＊藤野純一監修 29㎝×22㎝・各48頁

持続可能な
開発目標
SDGs

SDGs（持続可能な開発目標）を学ぶ本

●大量消費のくらしから、自然に学ぶくらしへ
光村６年国語教
科書の筆者、
石田秀輝・監修

●「こんなにていねいな暮らしが、里山里海には
あったんだ！」─エコな暮らしを写真で紹介！

▲監修者の中川重年

自然に学ぶくらし
全3巻/揃本体8,400円+税

さ・え・ら書房

訪ねるふれあう 日本の里山 日本の里海

新刊

●小学上級 ●中学 ●教師
●社会・総合 NDC519

全6巻/揃本体17,028円+税

総合的な学習や環境学習に最適。環境にやさしい持続可能な社会を目指すために、
生き物や、森林や水などの自然の恵みから学ぶことができる事柄を紹介。
自然の生き物から学ぶ／自然のしくみ・力から学ぶ／自然に学ぶこれからのくらし

●世界のさまざまな問題を読み何ができるか考えること。
それがあなたの課題であり責任なのです

●小学上級 ●中学 ●高校
●総合・社会 NDC291

農文協

●一般

ロング

体験できる里／伝統を受け継ぐ里／百名山を仰ぐ里／郷土自慢にふれる里／発見の里／
文化の息づく里 ＊中川重年（里山保全、森林の有効活用研究者）監修

●人類という大きな視点からゴミ問題を考える

◀2期

▶著者 池上彰

気候変動・水・食糧・ゴミ…私
たち自身の生活向上から、私た
ち自身の環境を脅かしています。
この大問題にどうたちむかえば
いいのでしょうか？このシリー
ズは、
「まず現状を知る」ことで
解決策を探ります。

池上彰のニュースに登場する世界の環境問題
1期 全5巻/揃本体11,500円+税
2期 全5巻/揃本体11,500円+税

全3巻/揃本体9,000円+税

あすなろ書房

●小学中級・上級 ●中学
●社会 NDC519

さ・え・ら書房

●小学上級 ●中学
●国際理解・社会 NDC519
1期
2期

シリーズ「ゴミと人類」過去・現在・未来
小学校 3・4 年生の社会科「ごみの処理と利用」の単元準拠。環境問題の中でも大
きな存在となっているゴミ問題を、図版を多用し、わかりやすく解説します。

気候変動／水／食糧／ゴミ／健康・病気
人口問題／貧困／公害／エネルギー／動物の多様性

「ゴミ」ってなんだろう？ 人類とゴミの歴史／日本のゴミと世界のゴミ
争／「5R＋1R」とは？ ゴミ焼却炉から宇宙ゴミまで

●農業の魅力をタップリ描く写真絵本

現代のゴミ戦

第 2 集は、養鶏家 ･ バラ農家 ･ お茶農家 ･ シイタケ農家 ･ ジャガイモ農家をとりあげ、
自然とともに生きる農家の楽しさ ･ 苦労 ･ 生き甲斐も描く。

▶▼牛飼いさんや養蜂
家さん、自然のめぐみの
中で「農家になろう」
！

▲第2集

▲既刊セット

農家になろう
第1集
第2集

＊厚労省特別推薦図書（第1集）

全5巻/揃本体9,500円+税
全5巻/揃本体9,500円+税

●小学中級・上級 ●中学
●社会・総合 NDC610

農文協

私たちの命をつなぐための大切な仕事にたずさ
わる農家の人々の生き生きとした姿を見ている
と、農家になりたいという思いがわいてきます。
（広報永平寺No.90号 図書館だよりから）

第1集 酪農家･養蜂家･水田農家･野菜農家･果樹農家の5巻 ＊みやこうせい他写真
第2集 チャとともに 茶農家 村松二六／シイタケとともに きのこ農家 中本清治／
ジャガイモとともに 畑作農家 中藪俊秀／バラとともに 花農家 浅見均／ニワトリ
とともに 自然養鶏家 笹村出 ＊白石ちえこ他写真 AB判･各36頁

●外国につながる子どもが増える今、学校必備！

●子どもたちのために、今必要な知識！

初掲載

同級生は外国人!? 多文化共生を考えよう
全3巻/揃本体7,500円+税
●小学中級・上級
●総合・国際理解

汐文社

●中学 ●教師・PTA
NDC334

もっと知りたい！話したい！セクシュアルマイノリティ ありのままのきみがいい

最新＋新刊

全3巻/揃本体7,200円+税

「給食を食べない」
「服装が変わってる」
「自分勝手」など、日本の子どもから見ると、
外国につながりを持つ子どもたちは常識はずれに思えてしまい、トラブルにつなが
ることも。事例を紹介しながら、異なる文化と背景を持つ相手を尊重する大切さを
学びます。

●小学上級 ●中学 ●高校
●総合・道徳 NDC367

汐文社

●教師・PTA

最新刊

現在、1 クラスに 1 人はいるとされるセクシュアルマイノリティ。その定義や、学校
現場で対応を検討している先生方に向けて基本情報やデータを盛り込んだシリーズ。

新刊

セクシュアルマイノリティについて／わたしの気持ち、みんなの気持ち／未来に向かって

②「どうして頭にスカーフを巻いているの？」／③「日本がきらいなのかな？」／
①「どうしてルールが守れないの？」

●食事から比べてみよう！

日本と世界

それぞれの国の 3 度の食事や
食文化をくわしく紹介！
作って味わってみよう！

▲ベトナムの朝ごはん

▲フランスの晩ごはん

絵本

オールカラー

世界の食事

全20巻/揃本体50,000円+税
●小学中級・上級
●家庭・国際理解

▶ブラジルの郷土料理

国際理解の本として大人気！ 世界 20 か国を一般家庭の食事から見てみます。構
成を統一していますので国ごとの「朝ごはん」や「食材」
「食習慣」も比較できます。

農文協

●中学
NDC590

ロング フランス／インド／韓国／イタリア／メキシコ／中国／フィンランド／ペルー／
既刊モロッコ／ポルトガル／ほか ＊高松良己ほか絵 AB判・各32頁

●現代っ子の身体の危機とその対策がわかる！
▼ぐっすりねむっ
て、体温を整える
のも、健康のひけ
つなんだ！

▼土ふまずって、なん
だろう？ 健康に関係
することなの？

初掲載

めざせ！からだはかせ
全4巻/揃本体9,200円+税

旬報社

●小学初級・中級・上級 ●教師・PTA
●保健・特別活動 NDC374

最新刊

どうして足のうらがひっこんでいない子がいるの？ 授業中にぼんやりしちゃうのは
なぜ？ 低学年から自分のからだに関心を持つことができるシリーズ。テーマ別の絵
本 3 巻と教師用 1 巻の全 4 巻、わかる、学べる、指導できる。調査データも豊富に収録。
絵本は総ルビ。
①うごいてあそんでグングングン 「土ふまず」って、そうなんだ！／②ぐっすりすっきりニ
ンニンニン 朝から元気な子のひみつ／④子どものからだと心 調査ハンドブック／ほか

持続可能な
開発目標
SDGs

2030年・未来を担う子どもらへおくろう。

●外来生物についての知識を1冊にまとめた図鑑

●この1冊で「世界」を
見渡す！
せかいを知ろう！
お互いを
理解しよう！

外来生物ずかん
全1巻/本体3,600円+税

せかいのひとびと
全1巻/本体1,500円+税

ほるぷ出版

評論社

小学 教科書

超ロング

●小学中級・上級 ●中学
●総合・理科 NDC460

●幼児 ●小学初級 ●教師
●国語・社会 NDC114

いま、日本だけでなく世界中で、
「外来生物」が大きな問題になっています。生物
多様性について考えるために必要な外来生物についての知識を 1 冊にまとめた、
「考
える力」が身につくずかんです。

体の大きさ、肌の色、顔の形、住んでる家、好きな遊び、話す言葉……。世界には
さまざまな民族、風習、言語、文化などがあることを、やさしく説明。それぞれが
ちがっていることの素晴らしさを伝えます。

●太陽を擬人化して語りかける エネルギーと
電気のことを考える絵本

●「海」についての科学的完全ガイド誕生！

▲イラストは本書に登場の
エネルギーの数々

オールカラー
私は太陽！夜空に輝く町の明かりも元々は私の光なのですよ。

シリーズ太陽のちから
全3巻/揃本体4,200円+税

評論社

小学 教科書

●幼児 ●小学初級 ●PTA
●総合・理科 NDC933

もっと深く知りたい！ 海まるごと大研究セット
全5巻/揃本体14,000円+税
●小学中級・上級 ●中学
●理科・総合 NDC452

講談社

●教師・PTA

「波」の成り立ち、深海調査、地球温暖化、海の酸性化、いきものの生態、津波、地震、
汚染問題など、海にまつわるあらゆることを科学的に説明。

海のひかり 海中プランクトンから生命連鎖をやさしく解説／いきているひかり／●全
国SLA選定 ｢よい絵本｣ わたしのひかり ＊モリー ･バング＆ペニー ･チザム作絵

1「海は動く」ってどういうこと？／2深海に温泉があるって、ほんと？／3海が温暖化し
ているって、ほんと？／4海の生き物はどんなくらしをしているの？／5海とともにくら
すにはどうすればいい？

●生活の基盤を
支えるインフラを
わかりやすく
学べるシリーズ！

●
〔特集〕犯罪と社会福祉
—刑事司法と社会福祉
の協働・連携の取り組み
を広く紹介する。

日本地図からよみとく 日本のインフラ図鑑

世界の社会福祉年鑑2017〈2018年度版〉

全4巻/揃本体11,200円+税

ほるぷ出版

●小学上級 ●中学 ●高校
●社会・総合 NDC360
「インフラ」について、
「図解」でわかりやすく、
「カラーマップ」で見やすく、
「数値」
をイラスト化で把握しやすくしました。
新刊

情報のインフラ／エネルギーのインフラ／既刊水のインフラ／交通のインフラ

全1巻/本体15,000円+税
●高校
●社会

旬報社

●一般
NDC369

オリンピック開催でさらに進む国際的視野。私たちの学習・仕事・生活に役立つ、注
目すべき世界各国の福祉・介護、社会保障の具体例や実践、課題を解説した比類なき
レファレンス。＜犯罪と社会福祉＞についても紹介。

●1冊でSDGsがちゃんとわかる!
世界中
みんなで
めざそう！

知っていますか？SDGs－ユニセフとめざす2030年のゴール
全1巻/本体2,500円+税

さ・え・ら書房

●小学上級 ●中学 ●高校
●社会・理科 NDC360

最新刊

国連「持続可能な開発目標」
（SDGs）の入門書。SDGs とはどういうものなのか、
ユニセフの協力のもと、世界の子どもたちの現状やユニセフの取り組み事例を写真
で紹介し、やさしく、しっかりと説明する。

●なぜ生じるの？
「貧困」をなくす方法は？

●水道と下水道のひみつ……
調べてみよう！

楽しい調べ学習 考えよう！ 子どもの貧困

楽しい調べ学習 水はどこから来るのか？

全1巻/本体3,000円+税

PHP研究所

●小学中級・上級 ●中学
●社会・総合 NDC369

全1巻/本体3,000円+税

PHP研究所

●小学中級・上級 ●中学
●社会・総合 NDC518

日本では 6 人に 1 人の子どもが貧困状態にあります。なぜ「子どもの貧困」が生じる
のでしょう？ 日本社会の問題点を示すとともに、どうすれば貧困をなくすことができ
るかを考えます。

水道から出る水が、川から取水され浄水場できれいにされるしくみ、下水道に流され
た水が処理をされてきれいになるしくみを紹介。水を供給するために働いている人た
ちの仕事内容や水資源の大切さもわかります。

●カンボジアの子どもたちの
「たいせつななもの」の絵と
写真があなたに語りかけます。

●国連
「子どもの権利条約」を
中学生の会話のように翻訳。

あなたのたいせつなものはなんですか？

子どもによる 子どものための「子どもの権利条約」

全1巻/本体1,500円+税

小学館

●小学中級・上級 ●中学
●社会 NDC302
世界中の人が大事なものの絵を見せあうことができたなら、少しだけお互いに理解し
あえるようになり、少しだけ世の中の争いを減らすことができるかもしれません。子ど
もたちの大切なもので世界にふれる写真絵本です。

全1巻/本体1,360円+税
●小学初級・中級・上級
●社会 NDC369

小学館

●中学

日本でも世界で 158 番目に批准した、国連「子どもの権利条約」
。政府訳はあまりに難
解で子どもも大人もお手上げです。この作品は中学生自身が普段の言葉を使って子ど
もにわかるよう見事に条約の中味を伝えるもの。

