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図書
書名 編著者 出版社 出版年 請求記号

デジタル時代におけるジェンダーとICT 国立女性教育会館編 国立女性教育会館編 2015 007/D54

ジェンダーと国連 日本国際連合学会編 国際書院 2015 319/J36

女性が輝く世界をつくる : 日本から世界へ世界から日本
へ

外務省総合外交政策局女性参画推
進室編

[外務省] 国内広報室 2016 319/J76

性暴力被害の実態と刑事裁判
日本弁護士連合会両性の平等に関
する委員会編 ; 角田由紀子編集代
表

信山社 2015 326/Se17

娘と話す世界の貧困と格差ってなに? 勝俣誠著 現代企画室 2016 333.6/Mu89

はじめてのジェンダーと開発 : 現場の実体験から
田中由美子, 甲斐田きよみ, 高松香
奈編著

新水社 2017 333.8/H16

持続可能な開発目標とは何か : 2030年へ向けた変革の
アジェンダ

蟹江憲史編著 ミネルヴァ書房 2017 333.8/J55

ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメント 国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2016 333/J36

ジェンダー平等と女性のエンパワメント : JICAの協力指
針

国際協力機構 (JICA) 国際協力機構 (JICA) 201- 333/J48

人間開発報告書2015 : 人間開発のための仕事 国連開発計画 (UNDP) [編] CCCメディアハウス 2016 333/N76/R

世界人口白書2016 :  10歳の少女の今が私たちの未来を
決める

ジョイセフ [2016] 334.3/Se22

少子化社会対策白書 平成28年版 内閣府編 勝美印刷 2016 334.3/Sh96/R

「SDGs～持続可能な開発目標とジェンダー平等～」展示リスト(2017年4月～6月)

SDGsとは・・・
  Sustainable Development Goals （持続可能な開発目標）

「国連持続可能な開発サミット」

（ 2015年9月開催）にて採択さ

れた、人間、地球及び繁栄のた

めの行動計画の目標です。

国連に加盟するすべての国は、

2030年までに、貧困、エネル

ギー、平和的社会など諸目標

達成のために力を尽くします。

持続可能な開発のための目標

は17つあり、5つ目にジェンダー

平等が示されています。

エスディージーズ



グローバル化と私たちの社会 原田順子, 北川由紀彦編著 放送大学教育振興会 2015 361.5/G95

過労死等防止対策白書　平成28年版 厚生労働省編 正陽文庫 2016 366.34/Ka68/R

仕事と家族 : 日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか 筒井淳也著 中央公論新社 2015 366.7/Sh29

労働経済白書 平成28年版 : 誰もが活躍できる社会の実
現と労働生産性の向上に向けた課題

厚生労働省編 日本労働研究機構 2016 366/R59/R

男女共同参画白書 平成28年版 : 意識をカイカク。男女
でサンカク。社会をヘンカク。

内閣府男女共同参画局編 勝美印刷 2016 367.1/D37/R

2015年NGO日本女性大会 : めざそう!203050 平和な未来
のために : プログラム・資料

国際婦人年連絡会 [編] 国際婦人年連絡会 2015 367.1/N79

アクティブラーニングで学ぶジェンダー : 現代を生きるた
めの12の実践

青野篤子編著 ミネルヴァ書房 2016 367.2/A39

男女共同参画の視点に立った外国人女性の困難等への
支援のための参考資料

国立女性教育会館編 国立女性教育会館 2014 367.2/D37

境界なきフェミニズム
チャンドラー・タルパデー・モーハン
ティー著 ; 菊地恵子, 吉原令子, 我
妻もえ子訳

法政大学出版局 2012 367.2/Ky4

教養としてのジェンダーと平和 風間孝, 加治宏基, 金敬黙編著 法律文化社 2016 367.2/Ky7

Women empowerment 100 : 世界の女性をエンパワーす
る100の方法

ベッツィ・トイチュ著 ; 松本裕訳 英治出版 2016 367.2/W85

男女共同参画統計データブック : 日本の女性と男性
2015

国立女性教育会館, 伊藤陽一, 杉橋
やよい編集

ぎょうせい 2015 367.21/D37

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, 高橋真樹編著 ; ピース
ボート編

合同出版 2011 367.6/Ko21

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

久保田恭代, 寺田聡子, 奈良崎文乃
著

合同出版 2014 367.6/W47

女性白書2016 : 「一億総活躍社会」と女性 日本婦人団体連合会編 ほるぷ出版 2016 367/J76/R

WAW! for All : 様々な立場や世代の女性・男性とともに :
女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム : ハイレベ
ル・ラウンドテーブル

[日本国政府] [2015] 367/W49

下層化する女性たち : 労働と家庭からの排除と貧困 小杉礼子, 宮本みち子編著 勁草書房 2015 368.2/Ka78

ルポ貧困女子 飯島裕子著 岩波書店 2016 368.2/R86

子どもの性暴力被害の実態と支援の方向性 : "13歳"同
意可能年齢を問う

性暴力救援センター全国連絡
会

2016 368.6/Ko21

国際協力とキャパシティ・ディベロップメント : 障害女性へ
のエンパワーメントの視点から

島野涼子著 現代書館 2015 369.2/Ko51

女性の力で変革を : 男女共同参画と災害リスク削減 : 男
女共同参画と災害・復興ネットワーク4年間の活動記録
2011-2015 : 3.11東日本大震災から第3回国連防災世界
会議まで

男女共同参画と災害・復興ネット
ワーク編

男女共同参画と災害・復興ネッ
トワーク : 日本女性学習財団

2015 369.3/J76

教育におけるジェンダー平等
ネリー・ストロンキスト [著] ; 結城貴
子訳・解説

東信堂 2015 372/Ky4

地球市民の人権教育 : 15歳からのレッスンプラン 肥下彰男, 阿久澤麻理子編著 解放出版社 2015 375/C44



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 375/Sc9

私たちが目指す世界 : 子どものための「持続可能な開発
目標」 : 2030年までの17のグローバル目標

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
トータル・マーケティング・プリ

ンティング（製本・印刷）
2016 375/W47

地球にやさしい保育のすすめ : ESD的発想が保育を変え
る

全国私立保育園連盟保育国際交流
運営委員会編

全国私立保育園連盟 2014 376.1/C44

保育白書　2016年版
全国保育団体合同研究集会実行委
員会編集

ちいさいなかま社 2016 376.1/H81/R

社会教育としてのESD : 持続可能な地域をつくる
日本社会教育学会年報編集委員会
編

東洋館出版社 2015 379/Sh12

厚生労働白書　平成28年版 : 人口高齢化を乗り越える
社会モデルを考える

厚生労働省編 日経印刷 2016 498/Ko83/R

グローバル社会は持続可能か 亀山康子, 森晶寿編 岩波書店 2015 519/G95

環境活動における女性・ジェンダー事例集
北九州サスティナビリティ研究

所
2015 519/Ka56

環境白書平成28年版 : 地球温暖化対策の新たなステー
ジ

環境省編 日経印刷 2016 519/Ka56/R

トイレ学大事典 日本トイレ協会編 柏書房 2015 528.1/To26/R

ファストファッションはなぜ安い? 伊藤和子著 コモンズ 2016 589.2/F15

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

長田華子著 合同出版 2016 589/Ky8

雑誌

特集名等 雑誌名 出版社 発行年月 巻号

減災・環境・ジェンダー : サスティナブルな社会をめざして
We Learn : 男女共同参画のための
情報誌 月刊ウィラーン

日本女性学習財団 2017.3 vol.761

SDGsとESD : いま、求められる学びとは? ACCU news ユネスコ・アジア文化センター 2016.6 No.399

いま女性たちは : 「持続可能な開発目標(SDGs)」はジェ
ンダーの平等の達成に向けて新しく効果的な対応策とな
りうるか

Asian Breeze : エイジアン・ブリーズ
アジア女性交流・研究フォーラ

ム
2016.3 No.76

女性のエンパワーメント NWEC実践研究 国立女性教育会館 2016.2 第6号

SDGsとこれからの国際協力 : SDGs達成を「本気にさせ
る」NGOと労組の役割

Work & Life : 世界の労働 日本ILO協議会 2016.1 通巻32号

未来への種まき : 国連総会が「持続可能な開発目標
(SDGs)」を採択

社会運動 市民セクター政策機構 2016.1 No.421

人権の潮流 : 持続可能な開発目標(SDGs)のめざすもの 国際人権ひろば
アジア・太平洋人権情報セン

ター(ヒューライツ大阪)
2016.1 No.125

持続可能な社会と女性・女児のエンパワーメント
We Learn : 男女共同参画のための
情報誌 月刊ウィラーン

日本女性学習財団 2016.1 vol.757

持続可能な開発目標(SDGs) : 私たちが未来をつくる mundi 国際協力機構 2015.12 No.27



持続可能な開発目標(SDGs)と女性のエンパワーメント 女たちの21世紀 アジア女性資料センター 2015.12 No.84

行政施策トピックス : 持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ

共同参画 内閣府 2015.11 No.84

ミレニアム開発目標を超えて : MDGsからSDGsへ アジ研ワールド・トレンド
日本貿易振興機構アジア経済

研究所
2015.1 No.232

新聞記事

記事タイトル等 著者・編集等 新聞社 掲載日

2030SDGsで変える : 国谷さん、国連責任者に聞く
「SDGs」日本が牽引を : 「自国第一」を超え共に未来へ :
ガスさん指導者は若者と議論を

仲村和代, 守真弓 朝日新聞 2017.01.31

Voice : 就業促進へ日本女性に時間を
国連開発計画　ヘレン・クラーク総
裁

日本経済新聞 2016.12.28

首相表明 : 難民受け入れ・雇用創出 : 「持続可能な開発
目標(SDGs)推進本部」初会合

日本経済新聞 2016.05.20

私の視点 : グローバルヘルスと日本 : 女性の健康・権利
に力を

国連人口基金東京事務所長 佐崎
淳子

朝日新聞 2016.03.05

私の視点 : 国連の開発目標 : 17分野日本の努力に注目
ケニア国連大使開発アジェンダ政府
間交渉共同議長マチャリア・カマウ

朝日新聞 2016.01.09

「持続可能な開発」採択へ : 国連 貧困撲滅へ目標設定 水野哲也 読売新聞 2015.09.26

貧困・飢餓30年までに撲滅 : 国連の新開発目標 高橋里奈 日本経済新聞 2015.08.03

国連新開発目標合意へ : 持続可能性 先進国も責務 : 男
女平等実現のカギ

草野和彦, 斎藤義彦 毎日新聞 2015.08.03

新聞・ミニコミ誌

誌名・特集名 編集・発行等 内容 配架場所

性搾取問題ととりくむ会ニュース 性搾取問題ととりくむ会
売買春、性差別等の女性や子
どもの人権問題について活動

新聞紙
コーナー

ユネスコ新聞
公益社団法人 日本ユネスコ協会連
盟

UNESCO憲章の理念に共鳴し
活動している民間団体(NGO)

ミニコミ誌
コーナー

女 (わたし)のからだから : 阻止連news  '82優生保護法改悪阻止連絡会
刑法・堕胎罪の撤廃を求めて

いるグループ
ミニコミ誌
コーナー

VOICE OF WOMEN : 日本女性学研究会ニュース 日本女性学研究会
女性学をもって女性解放運動

を作り出していく団体
ミニコミ誌
コーナー

Women's action against FGM, Japan
女性の性器切除と人権侵害に反対し行動する女たちの
会

FGMに反対する女たちの会 
FGM廃絶を目指すアフリカの

人々の支援
ミニコミ誌
コーナー

女性教育情報センターは、男女共同参画および女性・家
庭・家族に関する専門図書館です。

所蔵資料はデータベース化され文献情報データベース
から検索することができます。

●文献情報データベース
　http://winet.nwec.jp/bunken/opac_search/

　図書の貸出や複写郵送サービスなどを
行っています。ぜひご活用ください！

　＜お問い合わせ先＞
　女性教育情報センター
　（国立女性教育　情報課）

〒355-0292
埼玉県比企郡嵐山町菅谷728

　TEL：0493-62-6195
　FAX：0496-62-6721


