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知っていますか？SDGs
エスディジーズ

 

 

SDGs とは Sustainable Development Goals  日本語で「持続可能な開発目標」 のこと

で、2015 年に国連で採択されました。「17 の目標（ゴール）」と「169 のターゲット（小目標、達

成項目）」を掲げ、世界中のみんなで 2030 年のゴールを目指そう、ということです。すでに世

界の国々、自治体、企業、様々な組織や人々が、垣根を越えて協力し目標達成のために歩

き出しています。 

これからの社会で活躍する人は「SDGs」について「知りません」では済みません。SDGs を意

識した経済活動、SDGs を意識した研究テーマ、SDGs を意識した技術開発、SDGs と教育な

どなど、皆さんが進学や就職したときに大なり小なり必ずその分野に対して SDGs が関わって

きます。そういうわけですから、この SDGs は小論文や面接の重要なキーワードとなります。自

分の進路（学部）や日常生活と関連付けて考える習慣をつけておきましょう。 

２年生は総学の基本テーマになっていますがきちんと理解できていますか？ まずは SDGs

とは何かを理解すること。そしてその 17 の目標達成のために何をすべきか、何ができるかを考

えられる（提案できる）ようになりましょう。 

 

《 SDGs 17 の目標 》 

 

1. 貧困をなくそう 

2. 飢餓をゼロに 

3. すべての人に健康と福祉を 

4. 質の高い教育をみんなに 

5. ジェンダー平等を実現しよう 

6. 安全な水とトイレを世界中に 

7. エネルギーをみんなに そしてクリーン

に 

8. 働きがいも経済成長も 

9. 産業と技術革新の基盤をつくろう 

10. 人や国の不平等をなくそう 

11. 住み続けられるまちづくりを 

12. つくる責任つかう責任 

13. 気候変動に具体的な対策を 

14. 海の豊かさを守ろう 

15. 陸の豊かさも守ろう 

16. 平和と公正をすべての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 



SDGs 関連の新しい図書を入れました 

まずは SDGs の入門的な本を 

『知っていますか？SDGs ユニセフとめざす２０３０年のゴール』   

制作協力 日本ユニセフ協会 さ・え・ら書房 ２０１８年出版 分類記号 331/シ 

◆「ＳＤＧｓ（＝持続可能な開発目標）」についてわかりやすく解説。ユニセフの活動をもとにして、ＳＤＧｓの

テーマごとに、世界中の子どもたちに起こっていることを取り上げて紹介する。 

 

『国谷裕子と考える SDGs がわかる本』  

国谷裕子 監修 文溪堂 2019 年出版 分類記号 519/ク 

 

SDGs をどう取り入れる？ 

『未来を変える目標 SDGs アイデアブック』 Think the Earth 2018 年出版 519/ミ 

 

身近なところで考えよう  

『SDGs が地方を救う なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか』  

米谷 仁・生田尚之 著 プレジデント社 2019 年出版 分類記号 336/コ 

◆淡水化、太陽光、バイオマス発電…。気鋭の若手起業家によるビジネス的視点と、現在は農業に取り組む元・環

境省審議官による専門的視点から、再生エネルギーと循環型社会の可能性について、複合的に描き出す。 

『SDGs の実践 自治体・地域活性化編』  

村上周三ほか著 学校法人先端教育機構 事業構想大学院出版部 2019 年出版 331/ハ 

◆直面している課題や目指すべき将来像が異なるそれぞれの地域での持続可能性の実現を目的として、自治体・

地域におけるＳＤＧｓ実践の導入方法・政策・事例についてまとめた１冊 

『SDGs とまちづくり―持続可能な地域と学びづくり』  

田中治彦ほか著 学文社 2019 年出版 分類記号 519/タ 

◆ＳＤＧｓの基本的なコンセプトである「持続可能性」を実現するまちづくり（ＳＤＧ１１）を担う地域人材を

育てるための「学びづくり」に注目し、広義の教育活動の実践及び住民参加・子ども・マイノリティ等の今ある

最新事情を論ずる。 

 

「地域活性化」（入試面接や小論文のテーマで頻出）つながりで関連図書 

『地域再生入門―寄りあいワークショップの力』  

山浦晴男 著 ちくま新書 2015 年出版 318/ヤ 

 

『城下町のまちづくり講座』 松本都市デザイン学習会 著 信濃毎日新聞社 ２０１９年出版  

◆再開発が難しいとされる城下町の新たなまちづくりはどう進めたらいいのか。国宝松本城を中心に広がる信

州・松本の都市デザインを、専門家や建築士、商店主、市職員など多彩な分野の著者らが「城下町」をキーワー

ドに提案する。 
地元杵築のまちづくりの参考にも！ 



そのほかにも新しい図書がたくさん入っています 

《進路関連》 

書名・著者名・分類記号 内    容 

なるには BOOKS 大学学部調べ 

『経営学部・商学部』 

大岳美帆 著 376/オ進路コーナー 

経営学部・商学部はどういう学部でどんなことを学

ぶのか？資格取得や就職先、この学部を目指すため

にやるべきことなど。 

『国立大学で工学を学ぼう』 

夢ナビ編集部 編 500/コ進路コーナー 

国立大学 56 工学系学部ではどんな学問が学べるの

か？工学の様々な研究を 90 名の大学教員がやさし

く解説。 

なるには BOOKS10 

『通訳者・通訳ガイドになるには』 

鑓田浩章 著 801/ヤ進路コーナー 

通訳者は言語と言語の橋渡しをする専門家。外国人

旅行者の増加に伴って通訳ガイドも注目されてい

る。仕事内容は？資格は？。 

なるには BOOKS110 

『学芸員になるには』 

横山佐紀 著 069/ヨ進路コーナー 

博物館や美術館で活躍する学芸員の仕事は展覧会の

企画だけでなく資料の収集、調査、保存、教育プロ

グラムなど様々。詳しく見てみよう。 

『ゲームプランナー入門』 

吉冨賢介 著 798/ヨ 

プロのゲームプランナーになるために必要な技術と

知識を身に着ける。ゲームを仕事にするための就職

活動も解説。 

《シンガポール修学旅行関連》 ※シンガポールってすごい！知らなかった…。 

書名・著者名・分類記号 内    容 

『シンガポールを知るための６５章』 

田村慶子 編著 302/タ 

歴史・文化・社会・国際関係・経済・政治の観点か

らシンガポールを解説。知らずに行くのと知って行

くのでは楽しみも理解も格段に違う。 

 

『シンガポールの基礎知識』 

田村慶子 著 302/タ 

シンガポールを知るための「必要最低限」の知識を

まとめた１冊。自然と地理から、歴史、住む人々、

政治と行政、経済と産業などを解説。 

『なぜ？シンガポールは成功しつづけるこ

とができるのか』 

峯山政宏 著 302/ミ 文庫 

土地も食料も技術も資源もない国がアジアで一番豊

かな国になった理由。今、日本人が最も知るべきサ

クセスストーリー。 

『シンガポールで見た日本の未来理想図』 

花輪陽子 著 302/ハ 

経済成長率 3.5％、定年退職 67 歳、人口減少に影響

されない社会保障、優秀な外国人労働者を優遇、「稼

げる子」が育つ世界一の教育…。 

「修学旅行関連」右側に続く 

著者は北九大教授。 



書名・著者名・分類記号 内    容 

『地球の歩き方 Plat シンガポール』 

地球の歩き方編集室 著 290/チ 

シンガポールならではの体験・グルメ・ショッピン

グ情報をおさえたコンパクトガイド。 

『るるぶシンガポール ちいサイズ‘20』 

 JTB 海外情報事業部 編 292/ル 

シンガポールの最新情報満載。 

「家族のレシピ」公式グルメブック 

『絶品！シンガポールごはん』 

橘 豊 著 596/タ 文庫 

中国、マレー、インドなど多くのアジア料理が融合

し美食が集まるグルメ都市シンガポール。映画「家

族のレシピ」の舞台にもなった。 

《その他》 ※この夏は「しっかり読む本」もぜひ！ 

書名・著者名・分類記号 内    容 

『「本の読み方」で学力は決まる』 

松﨑 泰ほか 著 379/マ 新書 

最新脳科学でついに出た結論。読書習慣がないと毎

日勉強しても成績は平均以下。本を読む子ほど３年

後の脳神経回路が強化。1 年は間に合う！ 

『スマホが学力を破壊する』 

川島隆太 編 375/カ 新書 

７万人の子ども対象の、数年間にわたる大規模調査

の結果を基に、スマホやアプリの使用による影響を

解明。リスクを正面から論ずる。 

『学校の「当たり前」をやめた。』 

生徒も教師も変わる！公立名門中学校長の改革 

工藤勇一 著 376/ク 

何も考えずに「当たり前」ばかりをやっている学校

教育が、自分の頭で考えずに何でも人のせいにする

大人をつくる。 

『殺人出産』 

村田沙耶香 著  

913/ムラ 文庫 

今から百年前、殺人は悪だった。１０人産んだら誰

かを１人殺せる「殺人出産システム」で人口を保つ

日本。「殺意」が「命を繋ぐ」世界。 

『消滅世界』 

村田沙耶香 著  

913/ムラ 文庫 

夫婦間の性行為は「近親相姦」とタブー視され人工

授精で子どもを産むことが定着した世界。時代に逆

行し両親が愛し合った末に生まれた雨音はそういう

わけで母親に嫌悪を抱いていた。 

『ビリジアン』 

柴崎友香 著  

913/シ 文庫 

突然空が黄色くなった１１歳の日、爆竹を鳴らし続

ける１４歳の日…。１０歳から１９歳まで、自由に

時を往き来しながら描く、不思議な魅力に満ちた掌

編集。 

『ひとりずもう』 

さくらももこ 著 914/サク 文庫 

 

ぼ～っと「青春」を送っていることに初めて気づい

た１７歳。やっと自分の将来について考え始め“さ

くらももこ”になるまでの甘酸っぱい日々を笑いと

涙で綴った自伝エッセイ。 

 

芥川賞作家の作品 2 冊。

人間の「生産性」とは何

かを深く考えさせられま

した。グロいし賛否ある

だろうだけどおススメ。 

こちらも芥川賞作家。

ほんわか読めます。 

「ちびまるこ」が好きな人はもちろん、

ちょっと心を緩めたい人におすすめ。 

教
育
に
関
心
の
あ
る
人
に
！ 


