
SDGs
エスディージーズ

 （Sustainable Development Goals）とは

No. 書名 編著者名 発行 出版年

1 地球ときみをつなぐSDGsのお話 松葉口玲子監修 学研プラス 2022

2 男らしく、女らしくがいいの? : ジェンダー(u&iえほんシリーズ)
NHK Eテレ「u&i」制作班編 ; 西田征史
原作 ; 鈴木友唯絵

ほるぷ出版 2022

3
学ぼう!SDGs目標5～8ジェンダー・水・エネルギー・労働(SDGsを学んで新聞を作
ろう ; [2])

SDGs市民社会ネットワーク監修 金の星社 2021

4 世界でいちばん素敵なSDGsの教室 小林亮監修 三才ブックス 2021

5 こどもジェンダー シオリーヌ著 ; 村田エリー絵 ワニブックス 2021

6 学ぼう!SDGs目標5～8ジェンダー・水・エネルギー・労働 SDGs市民社会ネットワーク監修 金の星社 2021

7 12歳までに身につけたいSDGsの超きほん(未来のキミのためシリーズ) 蟹江憲史監修 朝日新聞出版 [2021]

8 みんなで目指す!SDGs×ジェンダー平等 男女共同参画推進連携会議編
男女共同参画推進連携
会議

[2021]

9 ジェンダー(SDGsのきほん : 未来のための17の目標;6 ; 目標5) 稲葉茂勝著 ポプラ社 2020

10 こどもSDGs : なぜSDGsが必要なのかがわかる本 秋山宏次郎監修 ; バウンド著 カンゼン 2020

11 すし屋のすてきな春原さん (おはなしSDGs ; . ジェンダー平等を実現しよう) 戸森しるこ作 ; しんやゆう子絵 講談社 2020

12 世界を変えるSDGs : 2030年までにわたしたちにできることを考えよう! 小林亮監修 あかね書房 2020

13 ちいさなフェミニスト宣言 : 女の子らしさ、男の子らしさのその先へ
デルフィーヌ・ボーヴォワ文 ; クレー
ル・カンテ絵 ; 新行内美和訳

現代書館 2020

14 未来の授業 : 私たちのSDGs探究BOOK 佐藤真久監修 ; ETI 宣伝会議 2019

15 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷裕子監修 文溪堂 2019

16 未来を変える目標SDGsアイデアブック Think the Earth編著 ; ロビン西マンガ Think the Earth 2018

図書館総合展2022̲ONLINE̲plus

国立女性教育会館 女性教育情報センター

「SDGs目標5『ジェンダー平等』を学ぼう！」

●図書（子ども向け）

ジェンダー平等は、分野横断的な課題として重要な目標です。
国立女性教育会館は、ジェンダー平等の実現に取り組んでいます。

【目標５】
ジェンダー の平等を達成し、すべての女性
と女児のエンパワーメントを図る

（引用）日本ユニセフ協会
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs

誰ひとり取り残されることなく、人類が安定してこの地球で暮らし続けることができるように、世界のさまざまな問題
を整理し、解決に向けて具体的な目標を示したのが、SDGs（持続可能な開発目標）です。
2015年に国連で採択され、国際社会は一致団結して、2030年を目指してこの目標を達成しよう、と合意しました。
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17 知っていますか?SDGs : ユニセフとめざす2030年のゴール 日本ユニセフ協会制作協力 さ・え・ら書房 2018

18
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

2016

No. 書名 編著者名 発行 出版年

1 男女共同参画白書（令和４年版） 内閣府男女共同参画局編 内閣府男女共同参画局 2022

2 ジェンダー研究と社会デザインの現在
萩原なつ子監修 ; 萩原ゼミ博士の会著 ;
森田系太郎編

三恵社 2022

3 多様性って何ですか? : SGDs、ESG経営に必須! : D&I、ジェンダー平等入門 羽生祥子著 日経BP 2022

4
みんなでつくろう!SDGs授業プラン : ソーシャルチェンジのための「公共」「総合的
な探究の時間」 : 中学生高校生

池田考司, 杉浦真理, 教育科学研究会編 旬報社 2022

5 ポストコロナ社会とSDGs 川村真理, 北島勉編 弘文堂 2022

6
FRau SDGs : ニッポンの宿題。 : ジェンダー&ダイバーシティ125の意見。いま考え
たい、フードロスのこと。

講談社 2022

7
女性リーダーがSDGsに向けて果たす役割 : アジアの市民社会と国際教育から =
Women's Leadership and its Role for SDGs : Approaches from Asian Civil Society
and International Education

お茶の水女子大学グローバルリーダー
シップ研究所編集

お茶の水女子大学グローバ
ルリーダーシップ研究所

2021

8 概説ジェンダーと人権 辻村みよ子, 糠塚康江, 谷田川知恵著 信山社 2021

9 暮らしのなかのSDGs : 今と未来をつなげるものさし アノニマ・スタジオ編 KTC中央出版 2020

10 SDGs見るだけノート : 基礎知識とビジネスチャンスにつなげた成功事例が丸わかり! 笹谷秀光監修 宝島社 2020

11
SDGsと多様性のいまを知る/ダイバーシティ社会のみんなの働き方 : 特集(Oriijin =
オリイジン : 暮らす&働くわたしのココロスタイル ; Spring.2020)

ダイヤモンド社 2020

12
女子大学生×ジェンダー調査報告書 : ジェンダー平等の実現なしに持続可能な開発目標
(SDGs)の達成はできないと考えるユースチームが実施したジェンダーに関する調査報告

ガールスカウト日本連
盟

2020

13
SDGsの実現に向けて : 目標5 "ジェンダー平等" はSDGs達成の要 : BPW東アジア地
域会議2019&第2回ヤングBPWアジア太平洋シンポジウム : 報告書

日本BPW連合会 2020

14 「男女格差後進国」の衝撃 : 無意識のジェンダー・バイアスを克服する 治部れんげ著 小学館 2020

15 ジェンダー平等の実現めざして
浅倉むつ子, 戒能民江, 田村智子著 ; 政
治革新めざすオール早稲田の会編集

学習の友社 2020

16 マンガでわかるSDGs
SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議
監修 ; 河村万理作画

PHPエディターズ・グ
ループ

2019

17 SDGs入門 村上芽, 渡辺珠子著 日本経済新聞出版社 2019

18 SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間の安全保障指標
「人間の安全保障」フォーラム編 ; 高
須幸雄編著

明石書店 2019

19 貧困・食料・健康・ジェンダー・水と衛生 (知る・わかる・伝えるSDGs ; 1) 阿部治, 野田恵編著 学文社 2019

20 男女平等はどこまで進んだか : 女性差別撤廃条約から考える 国際女性の地位協会編 岩波書店 2018

21 特集ジェンダー平等をどう進める (アジェンダ : 未来への課題 ; 第62号(2018年秋号))
アジェンダ・プロジェ
クト

2018

22 世界を変えるのは、あなた(国連・女性・NGO ; Part2) 国連NGO国内女性委員会編
パド・ウィメンズ・オ
フィス

2017

23 SDGs : 世界の未来を変えるための17の目標 : 2030年までのゴール  [日能研教務部企画・編集] [日能研] [2017]

24 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

●図書（大人向け）

女性教育情報センター（国立女性教育会館情報課）
〒355-0292 埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
TEL:0493-62-6195 FAX：0496-62-6721
E-mail:infodiv@nwec.jp

図書の貸出や複写郵送サービスなどを行っています。
資料探しでお困りの際はお気軽にお問い合わせください！

女性教育情報センターは、国立女性教育会館内にある、
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。

文献情報データベース（所蔵検索)  
https://winet2.nwec.go.jp/bunken/opac_search
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