
学生選書企画「推し本総選挙～ふれる編～」得票資料一覧 2022年7月5日
文教大学付属図書館

得票数 書　名 著者名 出版社 SDGsゴール
31 フィンランド人はなぜ「学校教育」だけで英語が話せるのか 米崎里 亜紀書房 4.質の高い教育をみんなに 
23 きょうは  おかねが  ないひ ケイト・ミルナー 合同出版 1.貧困をなくす
23 これからの大学 松村 圭一郎著 春秋社 4.質の高い教育をみんなに 
23 恋せぬふたり 吉田／恵里香∥著 ＮＨＫ出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
22 これからの男の子たちへ 太田啓子 大月書店 5.ジェンダー平等を実現しよう
22 トイレ学大事典 日本トイレ協会∥編 柏書房 6.安全な水とトイレを世界中に
22 ファストファッション クローゼットの中の憂鬱 エリザベス・L・クライン著／鈴木 素子訳 春秋社 12.つくる責任つかう責任
20 ＪＫ、インドで常識ぶっ壊される 熊谷／はるか∥著 河出書房新社 1.貧困をなくす
20 海獣学者、クジラを解剖する。 田島／木綿子∥著 山と溪谷社 14.海の豊かさを守ろう
19 子どもが面白がる学校を創る 上阪／徹∥著 日経ＢＰ 4.質の高い教育をみんなに 
19 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同 明石書店 5.ジェンダー平等を実現しよう
19 「なぜ！？」からはじめる世界史 津野田／興一∥著 山川出版社 17.パートナーシップで目標を達成しよう
18 フィンランド公共図書館 吉田右子・小泉公乃・坂田ヘントネン亜希 新評論 4.質の高い教育をみんなに 
18 はぐれイワシの打ち明け話 ビル・フランソワ∥著 光文社 14.海の豊かさを守ろう
17 生き物を殺して食べる (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ) ルイーズ・グレイ 亜紀書房 15.陸の豊かさも守ろう
16 異なる人と「対話」する 野村／浩子∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 8.働きがいも経済成長も
16 絶滅動物図鑑 ジョン・ウィットフィールド∥著 日経ナショナルジオグラフィック社 15.陸の豊かさも守ろう
16 戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ∥原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 16.平和と公正をすべての人に
14 世界の難民をたすける30の方法 滝澤三郎 合同出版 10.人や国の不平等をなくそう
14 ＳＤＧｓな生活のヒント タラ・シャイン∥著 創元社 12.つくる責任つかう責任
13 いのちのバトンをつなぎたい ワールド・ビジョン・ジャパン 合同出版 2.飢餓をゼロに
13 生き抜くためのメディア読解 小林／真大∥著 笠間書院 4.質の高い教育をみんなに 
13 何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット∥編 河出書房新社 6.安全な水とトイレを世界中に
13 女性のためのお金の不安、仕事のもやもや相談Ｂｏｏｋ 大竹／のり子∥監修 朝日新聞出版 8.働きがいも経済成長も
13 大衆の狂気 ダグラス・マレー∥著 徳間書店 10.人や国の不平等をなくそう
13 地球を滅ぼす炭酸飲料 ホープ・ヤーレン 著／小坂恵理 訳 築地書館 13.気候変動に具体的な対策を
13 アウシュヴィッツの小さな姉妹 タチアナ・ブッチ∥著 アストラハウス 16.平和と公正をすべての人に
12 奴隷労働 巣内尚子 花伝社 1.貧困をなくす
12 会社を変える障害者雇用 紺野大輝 新泉社 8.働きがいも経済成長も
12 どうして、もっと怒らないの？――生きづらい「いま」を生き延びる術は障害者運動が教えてくれる 荒井裕樹 現代書館 10.人や国の不平等をなくそう
12 ＴＨＥ　ＦＩＳＨ 長嶋／祐成∥著 河出書房新社 14.海の豊かさを守ろう
11 フェアトレードの人類学 箕曲在弘 めこん 12.つくる責任つかう責任
11 いきもの六法 中島／慶二∥監修 山と溪谷社 15.陸の豊かさも守ろう
11 ルールの世界史 伊藤／毅∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 17.パートナーシップで目標を達成しよう
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10 フィンランドはもう「学力」の先を行っている――人生につながるコンピテンス・ベースの教育 福田誠治 亜紀書房 4.質の高い教育をみんなに 
10 ＧＩＧＡスクール・マネジメント 佐藤／明彦∥著 時事通信出版局 4.質の高い教育をみんなに 
10 きみだからさびしい 大前／粟生∥著 文藝春秋 5.ジェンダー平等を実現しよう
10 知識ゼロからのＳＤＧｓ入門 夫馬／賢治∥監修 幻冬舎 8.働きがいも経済成長も
10 キャバ嬢なめんな。――夜の世界・暴力とハラスメントの現場 布施えり子 現代書館 10.人や国の不平等をなくそう
10 フェアトレードタウン 渡辺龍也 編 新評論 10.人や国の不平等をなくそう
10 気候危機がサクッとわかる本 森／朗∥監修 東京書籍 13.気候変動に具体的な対策を
9 ルポ路上生活 國友／公司∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 1.貧困をなくす
9 尊厳なきバリアフリー――「心・やさしさ・思いやり」に異議あり！ 川内美彦 現代書館 3.人々に保健と福祉を
9 ホームレス救急隊 オド・マッソ∥作 花伝社 3.人々に保健と福祉を
9 ふたりぱぱ――ゲイカップル、代理母出産（サロガシー）の旅に出る みっつん 現代書館 5.ジェンダー平等を実現しよう
9 生皮 井上／荒野∥著 朝日新聞出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
9 火星に住むつもりです 村木／風海∥著 光文社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
9 アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？ カトリーン・マルサル∥著 河出書房新社 8.働きがいも経済成長も
9 テレワークも業務改善もさっぱりわからない私に新しい働き方を教えてください！ 沢渡／あまね∥監修 朝日新聞出版 8.働きがいも経済成長も
9 スリーエックス 三菱総合研究所∥編著 ダイヤモンド社 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
9 ＮＦＴの教科書 天羽／健介∥編著 朝日新聞出版 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
9 開発との遭遇―第三世界の発明と解体 アルトゥーロ・エスコバル／北野収 訳 新評論 10.人や国の不平等をなくそう
9 ロヒンギャ難民100万人の衝撃 中坪央暁 めこん 10.人や国の不平等をなくそう
9 もうやってらんない カイリー・リード∥著 早川書房 10.人や国の不平等をなくそう
9 いのちの秘義――レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』の教え 若松英輔 亜紀書房 13.気候変動に具体的な対策を
8 陽だまりに至る病 天祢／涼∥著 文藝春秋 1.貧困をなくす
8 ロヒンギャ　差別の深層 宇田有三 高文研 2.飢餓をゼロに
8 クリーンミート ポール・シャピロ∥著 日経ＢＰ 2.飢餓をゼロに
8 天国の扉をたたくとき――穏やかな最期のためにわたしたちができること ケイティ・バトラー 亜紀書房 3.人々に保健と福祉を
8 ルポ・収容所列島 風間／直樹∥著 東洋経済新報社 3.人々に保健と福祉を
8 〈社会的排除〉に向き合う授業 坂井俊樹 編著 新泉社 4.質の高い教育をみんなに 
8 ガールズ・メディア・スタディーズ 田中東子　編著 北樹出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
8 江戸の上水道と下水道 江戸遺跡研究会∥編 吉川弘文館 6.安全な水とトイレを世界中に
8 難民鎖国ニッポン 志葉 玲 かもがわ出版 10.人や国の不平等をなくそう
8 「関さんの森」の奇跡 関　啓子 新評論 11.住み続けられるまちづくりを
8 子どもと家庭を包み込む地域づくり 谷川／至孝∥編著 晃洋書房 11.住み続けられるまちづくりを
8 記憶に残る廃村旅 浅原／昭生∥著 実業之日本社 11.住み続けられるまちづくりを
8 戦争とバスタオル 安田／浩一∥文 亜紀書房 16.平和と公正をすべての人に
8 強い国でわかる世界の歴史 神野／正史∥監修 朝日新聞出版 17.パートナーシップで目標を達成しよう
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7 「自己責任論」をのりこえる 吉崎祥司 学習の友社 1.貧困をなくす
7 戦争をする国・しない国　ふくしの思想と福死の国策 浅井春夫 新日本出版社 3.人々に保健と福祉を
7 博論日記 ティファンヌ・リヴィエール 花伝社 4.質の高い教育をみんなに 
7 飢える私――ままならない心と体 ロクサーヌ・ゲイ 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
7 足をどかしてくれませんか。――メディアは女たちの声を届けているか 林香里ほか 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
7 さよなら、男社会 尹雄大 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
7 元女子、現男子。 木本奏太かなたいむ。∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5.ジェンダー平等を実現しよう
7 多様性って何ですか？ 羽生／祥子∥著 日経ＢＰ 5.ジェンダー平等を実現しよう
7 76億人が暮らす「一軒家」 末吉正三 新評論 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
7 世界を変える１００の技術 日経ＢＰ∥編 日経ＢＰ 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
7 この国の不寛容の果てに 雨宮処凛 大月書店 10.人や国の不平等をなくそう
7 フェアトレード学 渡辺龍也 新評論 10.人や国の不平等をなくそう
7 ザ・ソウル・オブくず屋――SDGsを実現する仕事 東龍夫 コモンズ 12.つくる責任つかう責任
7 生態学大図鑑 ジュリア・シュローダー∥ほか著 三省堂 15.陸の豊かさも守ろう
7 ぼくの村は壁で囲まれた――パレスチナに生きる子どもたち 高橋真樹 現代書館 16.平和と公正をすべての人に
6 貧困の基本形態――社会的紐帯の社会学 セルジュ・ポーガム 著　川野英二、中條健志 訳 新泉社 1.貧困をなくす
6 13歳からの食と農 関根佳恵 かもがわ出版 2.飢餓をゼロに
6 あなたの少食が世界を救う 甲田 光雄 春秋社 2.飢餓をゼロに
6 ＥＸＴＲＡ　ＬＩＦＥ スティーブン・ジョンソン∥著 朝日新聞出版 3.人々に保健と福祉を
6 学校にいきたい（教育） 茂木ちあき 新日本出版社 4.質の高い教育をみんなに 
6 スウェーデンにおける野外保育のすべて エーバ・エングゴード／高見幸子・光橋　翠  訳 新評論 4.質の高い教育をみんなに 
6 女性の世界地図 ジョニー・シーガー 著　中澤高志、大城直樹、荒又美陽、中川秀一、三浦尚子 訳 明石書店 5.ジェンダー平等を実現しよう
6 クィア・ヒーローズ アラベル・シカルディ∥文 ジーオーティー 5.ジェンダー平等を実現しよう
6 失敗しないためのジェンダー表現ガイドブック 新聞労連ジェンダー表現ガイドブック編集チーム∥著 小学館 5.ジェンダー平等を実現しよう
6 優しいロボット 松井／龍哉∥著 大和書房 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
6 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ 大月書店 10.人や国の不平等をなくそう
6 PEACE AND ME　わたしの平和 アリ ウィンター／文　ミカエル エル ファティ／絵 かもがわ出版 10.人や国の不平等をなくそう
6 小さき者の幸せが守られる経済へ 浜矩子 新日本出版社 10.人や国の不平等をなくそう
6 フォトリアルＣＧで見る世界のＳＤＧｓスマートシティ エリン・グリフィス∥著 原書房 11.住み続けられるまちづくりを
6 これってホントにエコなの？ ジョージーナ・ウィルソン＝パウエル∥著 東京書籍 12.つくる責任つかう責任
6 日本の堤防は、なぜ決壊してしまうのか？――水害から命を守る民主主義へ 西島 和 現代書館 13.気候変動に具体的な対策を
6 図説人新世 ギスリ・パルソン∥著 東京書籍 13.気候変動に具体的な対策を
6 にっぽんたねとりハンドブック プロジェクト「たねとり物語」 現代書館 15.陸の豊かさも守ろう
6 世界人権宣言 国際基督教大学∥英訳 創元社 16.平和と公正をすべての人に
6 日本の中の外国人学校 月刊イオ編集部∥編著 明石書店 17.パートナーシップで目標を達成しよう
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5 声なき叫び ファリダ・アフマディ 花伝社 1.貧困をなくす
5 安心してくらしたい【貧困・飢餓】 茂木ちあき 新日本出版社 1.貧困をなくす
5 〈新装〉増補修訂版　相互扶助論 クロポトキン 同時代社 1.貧困をなくす
5 食と健康の一億年史 スティーブン・レ 亜紀書房 2.飢餓をゼロに
5 異なれ 鳥海／連志∥著 ワニブックス 3.人々に保健と福祉を
5 #KuToo（クートゥー）――靴から考える本気のフェミニズム 石川優実 現代書館 5.ジェンダー平等を実現しよう
5 メディアリテラシーとジェンダー 諸橋泰樹 現代書館 5.ジェンダー平等を実現しよう
5 〈性〉なる家族 信田 さよ子 春秋社 5.ジェンダー平等を実現しよう
5 読んだら一生お金に困らないＮ／Ｓ高投資部の教科書 Ｎ　Ｓ高投資部∥著 東洋経済新報社 8.働きがいも経済成長も
5 アンチレイシスト・ベビー イブラム・Ｘ・ケンディ 合同出版 10.人や国の不平等をなくそう
5 全国データ　SDGsと日本 NPO法人「人間の安全保障」フォーラム 編、高須幸雄 編著 明石書店 11.住み続けられるまちづくりを
5 過疎再生　奇跡を起こすまちづくり 松場／登美∥著 小学館 11.住み続けられるまちづくりを
5 むらづくり入門 齋藤／雪彦∥著 世界思想社 11.住み続けられるまちづくりを
5 増補改訂版 知らずに食べていませんか？ ネオニコチノイド 水野玲子 高文研 12.つくる責任つかう責任
5 シンプルなクローゼットが地球を救う　ファッション革命実践ガイド エリザベス・L・クライン著／加藤 輝美訳 春秋社 12.つくる責任つかう責任
5 人新世の哲学 篠原雅武 人文書院 13.気候変動に具体的な対策を
5 図解・天気予報入門 古川／武彦∥著 講談社 13.気候変動に具体的な対策を
5 海と島の思想――琉球弧45島フィールドノート 野本三吉 現代書館 14.海の豊かさを守ろう
5 マングローブ入門――海に生える緑の森 中村武久、 中須賀常雄 めこん 14.海の豊かさを守ろう
5 黒いサカナ 保坂／祐希∥著 ポプラ社 14.海の豊かさを守ろう
5 南極ダイアリー 水口／博也∥著 講談社 14.海の豊かさを守ろう
5 野生動物のためのソーシャルディスタンス 戸川久美 新評論 15.陸の豊かさも守ろう
5 楽しい山里暮らし実践術 大内／正伸∥絵と文 ワン・パブリッシング 15.陸の豊かさも守ろう
5 石たちの声がきこえる マーグリート・ルアーズ 作／ニザール・アリー・バドル 絵／前田君江 訳 新日本出版社 16.平和と公正をすべての人に
4 格差の自動化 ヴァージニア・ユーバンクス∥著 人文書院 1.貧困をなくす
4 実存的貧困とはなにか 原田／和広∥著 青土社 1.貧困をなくす
4 食の歴史 ジャック・アタリ∥著 プレジデント社 2.飢餓をゼロに
4 チャイルドヘルプと歩んで 廣川／まさき∥著 集英社 3.人々に保健と福祉を
4 ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木／隆子∥著 大月書店 3.人々に保健と福祉を
4 いま学校に必要なのは人と予算　少人数学級を考える 山﨑洋介・ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会 新日本出版社 4.質の高い教育をみんなに 
4 未来を創造する物語 シリル・ディオン／丸山亮・竹上沙希子 訳 新評論 4.質の高い教育をみんなに 
4 科学的思考のススメ 牧野／悌也∥著 ミネルヴァ書房 4.質の高い教育をみんなに 
4 らんたん 柚木／麻子∥著 小学館 4.質の高い教育をみんなに 
4 キレイならいいのか (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ) デボラ・L・ロード 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
4 女子の遺伝子 三砂ちづる、よしもとばなな 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
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4 サフラジェット デイヴィッド・ロバーツ 合同出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
4 トランスジェンダーの私が悟るまで 荒牧／明楽∥著 ＮＲ出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
4 キャッチ・アンド・キル ローナン・ファロー∥著 文藝春秋 5.ジェンダー平等を実現しよう
4 エネルギーと私たちの社会 ヨアン・S ・ノルゴー＋ベンテ・L ・クリステンセン／飯田哲也訳 新評論 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
4 そろそろ左派は〈経済〉を語ろう――レフト3.0の政治経済学 ブレイディみかこ、松尾匡、北田暁大 亜紀書房 8.働きがいも経済成長も
4 ノマド　漂流する高齢労働者たち J. ブルーダー著／鈴木 素子訳 春秋社 8.働きがいも経済成長も
4 未来は予測するものではなく創造するものである 樋口／恭介∥著 筑摩書房 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
4 黒い司法――黒人死刑大国アメリカの冤罪と闘う ブライアン・スティーヴンソン 亜紀書房 10.人や国の不平等をなくそう
4 それでもあなたを「赦す」と言う――黒人差別が引き起こした教会銃乱射事件 ジェニファー・ベリー・ホーズ 亜紀書房 10.人や国の不平等をなくそう
4 パレスチナのちいさないとなみ 高橋美香　皆川万葉 かもがわ出版 10.人や国の不平等をなくそう
4 nigger――ディック・グレゴリー自伝 ディック・グレゴリー、ロバート・リプサイト　著／柳下國興　訳 現代書館 10.人や国の不平等をなくそう
4 パッシング／流砂にのまれて ネラ・ラーセン∥〔著〕 みすず書房 10.人や国の不平等をなくそう
4 マイスモールランド 川和田／恵真∥著 講談社 10.人や国の不平等をなくそう
4 弱者に仕掛けた戦争 エドウィン・ブラック∥著 人文書院 10.人や国の不平等をなくそう
4 平成都市計画史 饗庭 伸 花伝社 11.住み続けられるまちづくりを
4 ＭａａＳが地方を変える 森口／将之∥著 学芸出版社 11.住み続けられるまちづくりを
4 サンセット・サンライズ 楡／周平∥著 講談社 11.住み続けられるまちづくりを
4 地域デザイン技法ー地域を「読み・解く」55のアプローチ 地域デザイン科学研究会編 北樹出版 11.住み続けられるまちづくりを
4 まるで原発などないかのように――地震列島、原発の真実 原発老朽化問題研究会　編 現代書館 12.つくる責任つかう責任
4 ギフトエコノミー リーズル・クラーク∥著 青土社 12.つくる責任つかう責任
4 地球が燃えている ナオミ・クライン 大月書店 13.気候変動に具体的な対策を
4 地球に降り立つ ブルーノ・ラトゥール/　川村久美子訳・解題 新評論 13.気候変動に具体的な対策を
4 ナマコを歩く　現場から考える生物多様性と文化多様性 赤嶺 淳 新泉社 14.海の豊かさを守ろう
4 パプア――森と海と人びと 村井吉敬 めこん 14.海の豊かさを守ろう
4 海が見えるアジア 門田修 めこん 14.海の豊かさを守ろう
4 【増補改訂版】コンゴ共和国　マルミミゾウとホタルの行き交う森から 西原智昭 現代書館 15.陸の豊かさも守ろう
4 我が家にミツバチがやって来た 久志冨士男 高文研 15.陸の豊かさも守ろう
4 先生、モモンガがお尻でフクロウを脅しています？ 小林朋道 築地書館 15.陸の豊かさも守ろう
4 国境と少数民族 落合雪野編著 めこん 15.陸の豊かさも守ろう
4 都市をたたむ 饗庭 伸 花伝社 16.平和と公正をすべての人に
4 ビジネスエリートの必須教養「世界の民族」超入門 山中／俊之∥著 ダイヤモンド社 17.パートナーシップで目標を達成しよう
4 外国人の子ども白書 荒牧／重人∥編 明石書店 17.パートナーシップで目標を達成しよう
3 亀裂 写真：カルロス・スポットルノ、文：ギジェルモ・アブリル 花伝社 1.貧困をなくす
3 橋の下のゴールド　スラムに生きるということ マリリン　グティエレス 高文研 1.貧困をなくす
3 ここまで進んだ！　格差と貧困 唐鎌直義、尾藤廣喜ほか 新日本出版社 1.貧困をなくす
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3 連鎖犯 生馬／直樹∥著 光文社 1.貧困をなくす
3 搾取都市、ソウル イ／ヘミ∥著 筑摩書房 1.貧困をなくす
3 生活困難層の教育社会学 山田／哲也∥監修 明石書店 1.貧困をなくす
3 フードバンク 佐藤順子 編著 明石書店 2.飢餓をゼロに
3 ゲノム編集食品が変える食の未来 松永／和紀∥著 ウェッジ 2.飢餓をゼロに
3 最新日本の農業図鑑 八木／宏典∥監修 ナツメ社 2.飢餓をゼロに
3 食物の世界地図 ジル・フュメイ∥著 柊風舎 2.飢餓をゼロに
3 人生100年時代の養生訓――長寿がもたらす難問を解く 秋山和宏 亜紀書房 3.人々に保健と福祉を
3 介護を仕事にした100人の理由　100歳時代の新しい介護哲学 久田恵＋花げし舎　編著 現代書館 3.人々に保健と福祉を
3 国境の医療者 メータオ・クリニック支援の会 編 新泉社 3.人々に保健と福祉を
3 ＳＤＧｓの推進・合理的配慮提供のための「やさしい日本語」 堀／清和∥監著 晃洋書房 3.人々に保健と福祉を
3 途上国の学びを拓く 久保田賢一 編著 明石書店 4.質の高い教育をみんなに 
3 街角の共育学――無関心でいない、あきらめない、他人まかせにしないために 松森俊尚 現代書館 4.質の高い教育をみんなに 
3 ミズーラ――名門大学を揺るがしたレイプ事件と司法制度 ジョン・クラカワー 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 バッド・フェミニスト ロクサーヌ・ゲイ 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 ナタンと呼んで カトリーヌ・カストロ原作　カンタン・ズゥティオン作画 花伝社 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 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 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 多様な「性」がわかる本 伊藤悟・虎井まさ衛 高文研 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 被害と加害をとらえなおす　虐待について語るということ 信田 さよ子／シャナ・キャンベル／上岡 陽江 春秋社 5.ジェンダー平等を実現しよう
3 再生可能エネルギーが社会を変える 千葉恒久 現代人文社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
3 なぜ日本の災害復興は進まないのか 家田　修 現代人文社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
3 ＥＶシフトの危険な未来 藤村／俊夫∥著 日経ＢＰ 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
3 企業のヤスクニ 金子毅 高文研 8.働きがいも経済成長も
3 イノベーションするAI 武藤 佳恭／宇田川 誠 春秋社 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
3 私が愛する世界 ソニア・ソトマイヨール 亜紀書房 10.人や国の不平等をなくそう
3 この国の「公共」はどこへゆく 寺脇研／前川喜平／吉原毅 花伝社 10.人や国の不平等をなくそう
3 沖縄は孤立していない 乗松聡子編 金曜日 10.人や国の不平等をなくそう
3 〔増補新装版〕優生保護法が犯した罪――子どもをもつことを奪われた人々の証言 優生手術に対する謝罪を求める会　編 現代書館 10.人や国の不平等をなくそう
3 カナリアが沈黙するまえに 斎藤貴男 同時代社 10.人や国の不平等をなくそう
3 アメリカの声をひろう 能勢／卓∥監修 ナカニシヤ出版 10.人や国の不平等をなくそう
3 五色（いつついろ）のメビウス 信濃毎日新聞社∥編 明石書店 10.人や国の不平等をなくそう
3 新大久保に生きる人びとの生活史 箕曲／在弘∥編著 明石書店 10.人や国の不平等をなくそう
3 集まる場所が必要だ エリック・クリネンバーグ∥著 英治出版 11.住み続けられるまちづくりを
3 サーキュラーデザイン 水野／大二郎∥著 学芸出版社 12.つくる責任つかう責任
3 グレタさんの訴えと水害列島日本 岩佐茂ほか 学習の友社 13.気候変動に具体的な対策を
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3 なぜ環境保全はうまくいかないのか 宮内 泰介 編 新泉社 13.気候変動に具体的な対策を
3 温暖化をくいとめよう【環境】 本木洋子 新日本出版社 13.気候変動に具体的な対策を
3 図解地球温暖化の科学 鬼頭／昭雄∥監修 宝島社 13.気候変動に具体的な対策を
3 海のいのちを守る 渋谷 正信著 春秋社 14.海の豊かさを守ろう
3 めぐみの森 藤原幸一 新日本出版社 14.海の豊かさを守ろう
3 森を守るのは誰か 椙本歩美 新泉社 15.陸の豊かさも守ろう
3 森の探偵 宮崎／学∥著 亜紀書房 15.陸の豊かさも守ろう
3 日本の森のアロマ 稲本／正∥著 世界文化社 15.陸の豊かさも守ろう
3 それでも、私は憎まない (亜紀書房翻訳ノンフィクション・シリーズ) イゼルディン・アブエライシュ 亜紀書房 16.平和と公正をすべての人に
3 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 認定NPO法人 国際子ども権利センター／甲斐田　万智子 合同出版 16.平和と公正をすべての人に
3 フェアな未来へ ヴォルフガング・ザックス／ティルマン・サンタリウス編 川村久美子 訳 新評論 16.平和と公正をすべての人に
3 いのちと平和のバトンを 吉田／裕∥監修 合同出版 16.平和と公正をすべての人に
3 ぼくはロヒンギャ難民。 小峯／茂嗣∥著 合同出版 16.平和と公正をすべての人に
3 ふらっとライフーそれぞれの「日常」からみえる社会 ふらっと教育パートナーズ・伏見裕子 編 北樹出版 16.平和と公正をすべての人に
3 教養としての中東政治 今井／宏平∥編著 ミネルヴァ書房 17.パートナーシップで目標を達成しよう
2 「反緊縮!」宣言 松尾匡 編 亜紀書房 1.貧困をなくす
2 未来にツケを残さない 原田佳子・増井祥子他 高文研 1.貧困をなくす
2 誰も置き去りにしない社会へ　貧困・格差の現場から 中嶋哲彦、飯島裕子、鳫咲子　ほか 新日本出版社 1.貧困をなくす
2 社会を変える〈よりそう支援〉 大原／ゆい∥著 晃洋書房 1.貧困をなくす
2 コロナ貧困 藤田／孝典∥著 毎日新聞出版 1.貧困をなくす
2 自然農法わら一本の革命 福岡 正信 春秋社 2.飢餓をゼロに
2 百姓夜話　自然農法の道 福岡 正信 春秋社 2.飢餓をゼロに
2 無Ⅲ自然農法 福岡 正信 春秋社 2.飢餓をゼロに
2 図解よくわかるフードテック入門 三輪／泰史∥編著 日刊工業新聞社 2.飢餓をゼロに
2 フードテック革命 田中／宏隆∥著 日経ＢＰ 2.飢餓をゼロに
2 食卓から地球を変える ジェシカ・ファンゾ∥著 日本評論社 2.飢餓をゼロに
2 未来の漢方――ユニバースとコスモスの医学 津田篤太郎、森まゆみ 亜紀書房 3.人々に保健と福祉を
2 すべてのいのちの輝きのために――国際保健NGO・シェアの25年―― シェア＝国際保健協力市民の会 めこん 3.人々に保健と福祉を
2 性別役割分業は暴力である 福岡女性学研究会　編 現代書館 5.ジェンダー平等を実現しよう
2 日本の柔道 フランスのＪＵＤＯ 溝口紀子 高文研 5.ジェンダー平等を実現しよう
2 新編　文学にみる女性像 宮本百合子 新日本出版社 5.ジェンダー平等を実現しよう
2 99％のためのフェミニズム宣言 ナンシー・フレイザー他 人文書院 5.ジェンダー平等を実現しよう
2 ハッシュタグだけじゃ始まらない 熱田／敬子∥編著 大月書店 5.ジェンダー平等を実現しよう
2 ウォーター・ビジネス モード・バーロウ∥著 作品社 6.安全な水とトイレを世界中に
2 子どもたちを放射能から守るために 菅谷昭 亜紀書房 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
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2 現代アジアと環境問題 豊田知世、濵田泰弘、福原裕二、吉村慎太郎 花伝社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 司法は原発とどう向きあうべきか 河合弘之、海渡雄一ほか　編著 現代人文社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 どうすればエネルギー転換はうまくいくのか 丸山康司・西城戸誠　編 新泉社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 ロラン島のエコ・チャレンジ ニールセン北村 朋子 新泉社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 再生可能エネルギーを活用したドイツの地方創生とその理念 保坂稔 新泉社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 ドイツのエネルギー協同組合 小磯明 同時代社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 いちばんやさしい脱炭素社会の教本 藤本／峰雄∥著 インプレス 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 図解でわかるカーボンニュートラル エネルギー総合工学研究所∥編著 技術評論社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 脱炭素時代を生き抜くための「エネルギー」入門 齋藤／勝裕∥著 実務教育出版 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 カーボンニュートラルの経済学 小林／光∥編著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
2 20代からはじめるキャリア3.0――誰でもできる生涯現役の働き方 野津卓也 亜紀書房 8.働きがいも経済成長も
2 チョンキンマンションのボスは知っている　アングラ経済の人類学 小川 さやか 春秋社 8.働きがいも経済成長も
2 森のような経営 山藤／賢∥著 ワニ・プラス 8.働きがいも経済成長も
2 〈善い〉ビジネスが成長を生む 飯塚／倫子∥編著 慶應義塾大学出版会 8.働きがいも経済成長も
2 最新カーボンニュートラルの基本と動向がよ～くわかる本 池原／庸介∥著 秀和システム 8.働きがいも経済成長も
2 脱炭素で変わる世界経済ゼロカーボノミクス 井熊／均∥著 日経ＢＰ 8.働きがいも経済成長も
2 土木の仕事ガイドブック 柴田／久∥編著 学芸出版社 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
2 フェアトレードビジネスモデルの新たな展開 長坂寿久 編著 明石書店 10.人や国の不平等をなくそう
2 パンツを脱いだあの日から－日本という国で生きる マホムッド　ジャケル∥著 ごま書房新社 10.人や国の不平等をなくそう
2 身近に考える人権 髙井／由起子∥編著 ミネルヴァ書房 10.人や国の不平等をなくそう
2 現代アメリカ社会のレイシズム 広瀬／佳司∥編著 彩流社 10.人や国の不平等をなくそう
2 「ヘイト」に抗するアメリカ史 兼子／歩∥編著 彩流社 10.人や国の不平等をなくそう
2 有機農業のチカラ――コロナ時代を生きる知恵 大江正章 コモンズ 11.住み続けられるまちづくりを
2 ＳＤＧｓを活かす地域づくり 白井／信雄∥編著 晃洋書房 11.住み続けられるまちづくりを
2 実践から学ぶ地域活性化 梅村／仁∥編著 同友館 11.住み続けられるまちづくりを
2 インパクト投資入門 須藤／奈応∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 11.住み続けられるまちづくりを
2 地域デザイン思考ー地域と向き合う82のテーマ 地域デザイン科学研究会編 北樹出版 11.住み続けられるまちづくりを
2 UNSTOPPABLE（あきらめない）――愛する子どもの「健康」を取り戻し、アメリカの「食」を動かした母親たちの軌跡 ゼン・ハニーカット　著／松田紗奈 訳 現代書館 12.つくる責任つかう責任
2 オーガニックラベルの裏側　21世紀食品産業の真実 C.G. アルヴァイ著／長谷川 圭訳 春秋社 12.つくる責任つかう責任
2 ミライへつなぐロジスティクス 秋葉／淳一∥著 みらいパブリッシング 12.つくる責任つかう責任
2 プラスチックと歩む ナタリー・ゴンタール∥著 原書房 12.つくる責任つかう責任
2 バイオプラの教科書 小松／道男∥著 日経ＢＰ 12.つくる責任つかう責任
2 13歳からの環境問題 志葉　玲 かもがわ出版 13.気候変動に具体的な対策を
2 英語でもっとわかる！ＳＤＧｓの環境問題 有馬／純∥著 コスモピア 13.気候変動に具体的な対策を
2 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか 木村／駿∥著 日経ＢＰ 13.気候変動に具体的な対策を
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文教大学付属図書館

2 だれのための海洋保護区か 關野伸之 新泉社 14.海の豊かさを守ろう
2 魚はなぜ減った？見えない真犯人を追う 山室／真澄∥著 つり人社 14.海の豊かさを守ろう
2 温暖化で日本の海に何が起こるのか 山本／智之∥著 講談社 14.海の豊かさを守ろう
2 あしたの南極学 神沼／克伊∥著 青土社 14.海の豊かさを守ろう
2 山と獣と肉と皮 繁延あづさ 亜紀書房 15.陸の豊かさも守ろう
2 さまよえる「共存」とマサイ 目黒紀夫 新泉社 15.陸の豊かさも守ろう
2 樹木の恵みと人間の歴史 ウィリアム・ブライアント・ローガン∥著 築地書館 15.陸の豊かさも守ろう
2 JUSTCE 中国人戦後補償裁判の記録 中国人戦争被害賠償請求事件弁護団編 高文研 16.平和と公正をすべての人に
2 平和村で働いた 川村／幸輝∥著 あけび書房 16.平和と公正をすべての人に
2 紛争地のポートレート 白川／優子∥著 集英社クリエイティブ 16.平和と公正をすべての人に
2 グローバリゼーションと変わりゆく社会 千田有紀・菊池英明 編著 北樹出版 16.平和と公正をすべての人に
1 社会調査からみる途上国開発 稲田十一 明石書店 1.貧困をなくす
1 東アジア都市の社会開発 全泓奎、志賀信夫　編著 明石書店 1.貧困をなくす
1 自然に還る 福岡 正信 春秋社 2.飢餓をゼロに
1 福岡正信の〈自然〉を生きる 福岡 正信著／金光 寿郎聞き手 春秋社 2.飢餓をゼロに
1 マッキンゼーが読み解く食と農の未来 アンドレ・アンドニアン∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 2.飢餓をゼロに
1 女性と子どもの健康が未来を拓く 磯邉／厚子∥著 晃洋書房 3.人々に保健と福祉を
1 ＳＤＧｓ時代の学びづくり 岩本／泰∥編著 明石書店 4.質の高い教育をみんなに 
1 ジェット・セックス　 ヴィクトリア・ヴァントック 著　浜本隆三、藤原崇  訳 明石書店 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 告発と呼ばれるものの周辺で 小川たまか 亜紀書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 クィア・アクティビズム――はじめて学ぶ〈クィア・スタディーズ〉のために 新ヶ江 章友 花伝社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 夢をあきらめないで　68歳で性別適合手術 三土明笑 現代書館 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 ウーマン・イン・バトル マルタ・ブレーン 合同出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 女に産土はいらない 三砂 ちづる 春秋社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 真っ赤な口紅をぬって ペリーヌ・ル・ケレック著、相川千尋訳 新泉社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 理系の扉を開いた日本の女性たち 西條敏美 新泉社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 ジェンダー平等の経済学 二宮厚美 新日本出版社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 ＤＥＡＲ　ＣＨＡＩＲＷＯＭＡＮ 中澤／里華∥著 ダイヤモンド社 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 トランスジェンダーを生きる 町田／奈緒士∥著 ミネルヴァ書房 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 ジェンダーで読み解く男性の働き方・暮らし方 多賀／太∥著 時事通信出版局 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 ジェンダーとわたし 笹川あゆみ編著/北原零未・小関孝子・堀川修平 著 北樹出版 5.ジェンダー平等を実現しよう
1 水危機ほんとうの話 沖／大幹∥著 新潮社 6.安全な水とトイレを世界中に
1 これから100年放射能と付き合うために 菅谷昭 亜紀書房 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 バイオマスは地球を救う アウグスト・ラッガム 現代人文社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 ママと若者の起業が変えたドイツの自然エネルギー 海南友子 高文研 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
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1 エネルギーをめぐる旅 古舘／恒介∥著 英治出版 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 ６０分でわかる！カーボンニュートラル超入門 前田／雄大∥著 技術評論社 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 最強の電力調達完全ガイド 久保／欣也∥著 日経ＢＰ 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 みんなで考える脱炭素社会 松尾／博文∥著 日経ＢＰ日本経済新聞出版本部 7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
1 タイの経済と社会 ＯＥＣＤ開発センター 編著 明石書店 8.働きがいも経済成長も
1 ディスガイズド・エンプロイメント 脇田滋 学習の友社 8.働きがいも経済成長も
1 繁栄の呪縛を超えて――貧困なき発展の経済学 ジャン＝ポール・フィトゥシ、エロワ・ローラン 著　林昌宏 訳 新泉社 8.働きがいも経済成長も
1 やさしい 日本と世界の経済の話 熊野剛雄 新日本出版社 8.働きがいも経済成長も
1 中小企業でもできるＳＤＧｓ経営の教科書 藤田／源右衛門∥著 あさ出版 8.働きがいも経済成長も
1 ＢＣＧカーボンニュートラル実践経営 ボストンコンサルティンググループ∥著 日経ＢＰ 8.働きがいも経済成長も
1 持続可能な社会を考えるための66冊 小宮山博仁 明石書店 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
1 ６０分でわかる！ＭａａＳモビリティ革命 楠田／悦子∥著 技術評論社 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
1 スマート物流 藁谷／友紀∥編著 毎日新聞出版 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
1 ソーシャルメディア・スタディーズ 松井広志・岡本健編著 北樹出版 9.産業と技術革新の基盤をつくろう
1 共生社会へのリーガルベース――差別とたたかう現場から 大谷恭子 現代書館 10.人や国の不平等をなくそう
1 日米地位協定の考え方　増補版 琉球新報社編 高文研 10.人や国の不平等をなくそう
1 在日朝鮮人を生きる 山本／かほり∥著 三一書房 10.人や国の不平等をなくそう
1 ひとりの双子 ブリット・ベネット∥著 早川書房 10.人や国の不平等をなくそう
1 自分で始めた人たち 宇野／重規∥著 大和書房 10.人や国の不平等をなくそう
1 反骨の公務員、町をみがく――内子町・岡田文淑の 町並み、村並み保存 森まゆみ 亜紀書房 11.住み続けられるまちづくりを
1 有機農業大全――持続可能な農の技術と思想 澤登早苗・小松﨑将一編著、日本有機農業学会監修 コモンズ 11.住み続けられるまちづくりを
1 住み続ける権利　貧困、震災をこえて 井上英夫 新日本出版社 11.住み続けられるまちづくりを
1 はじめてのまちづくり学 山崎／義人∥著 学芸出版社 11.住み続けられるまちづくりを
1 地域創生マーケティング 西村／順二∥編著 中央経済社 11.住み続けられるまちづくりを
1 地域人材を育てる手法 中塚／雅也∥編著 農山漁村文化協会 11.住み続けられるまちづくりを
1 はじめての地域防災マネジメント 長谷川／万由美∥編著 北樹出版 11.住み続けられるまちづくりを
1 地産地消の経済学 池本廣希 新泉社 12.つくる責任つかう責任
1 “環境力”を持てば、暮らし方が変わるって、ホント？ 渡辺／和良∥著 プレジデント社 12.つくる責任つかう責任
1 ゴミに未来を託した男 杉本／裕明∥著 幻冬舎 12.つくる責任つかう責任
1 無形価値を身につけるには 城島／博∥著 毎日新聞出版 12.つくる責任つかう責任
1 気候変動から世界をまもる30の方法 FoE Japan 合同出版 13.気候変動に具体的な対策を
1 どうすれば環境保全はうまくいくのか 宮内泰介 編 新泉社 13.気候変動に具体的な対策を
1 気候適応の日本史 中塚／武∥著 吉川弘文館 13.気候変動に具体的な対策を
1 一億人のＳＤＧｓと環境問題 藤岡／達也∥著 講談社 13.気候変動に具体的な対策を
1 脱炭素革命への挑戦 堅達／京子∥著 山と溪谷社 13.気候変動に具体的な対策を
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1 リジェネレーション〈再生〉 ポール・ホーケン∥編著 山と溪谷社 13.気候変動に具体的な対策を
1 どうする？ 小林／学美∥作 明石書店 13.気候変動に具体的な対策を
1 持続可能な暮らしと農村開発 イアン・スクーンズ 著　西川小百合 訳 明石書店 15.陸の豊かさも守ろう
1 スイス式[森のひと]の育て方 浜田久美子 亜紀書房 15.陸の豊かさも守ろう
1 新装版　ニホンミツバチが日本の農業を救う 久志冨士男 高文研 15.陸の豊かさも守ろう
1 沖縄 抗う高江の森 山城博明 高文研 15.陸の豊かさも守ろう
1 誰のための熱帯林保全か 笹岡正俊・藤原敬大 編 新泉社 15.陸の豊かさも守ろう
1 燃える森に生きる　インドネシア・スマトラ島　紙と油に消える熱帯林 内田道雄 新泉社 15.陸の豊かさも守ろう
1 週末猟師 原田／祐介∥著 徳間書店 15.陸の豊かさも守ろう
1 学生のためのピース・ノート２ 堀芳枝編著 コモンズ 16.平和と公正をすべての人に
1 ガザの八百屋は今日もからっぽ――封鎖と戦火の日々 小林和香子 めこん 16.平和と公正をすべての人に
1 緊急人道支援の世紀 内海／成治∥編 ナカニシヤ出版 16.平和と公正をすべての人に
1 国際平和協力 山下／光∥著 創元社 16.平和と公正をすべての人に
1 パンデミック時代のＳＤＧｓと国際貢献 東洋大学国際共生社会研究センター∥監修 朝倉書店 17.パートナーシップで目標を達成しよう
1 ソーシャル・ファシリテーションー「ともに生きる社会をつくる関係」を育む技法 徳田太郎・鈴木まり子 北樹出版 17.パートナーシップで目標を達成しよう
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