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KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 

読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能など、
長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenなら 学外からアプリで読めるから 読書がはかどる 

自宅で 

移動中に 

すきま時
間に 

②無料アプリ 
bREADER Cloudをスマホに

ダウンロードしてログイン 

①アカウント 
学内でKinoDenのアカウントを 
作成し読みたい本をMy本棚に 

全国データ SDGsと日本 
著者: 「人間の安全保障」フォーラ
ム 【編】高須幸雄【編著】 
出版社: 明石書店 
出版年月: 2019/11 
同時アクセス2本体価：6,600円 
 
SDGs指標を、国としてはほぼ達成
しつつある日本。しかし、SDGsの理
念「誰も取り残されない社会」が実
現しているとは言いがたい。都道府
県ごとの課題を可視化し、改善策を
提言する。 

13歳からの環境問題 
著者: 志葉玲 
出版社: かもがわ出版 
出版年月: 2020/04 
同時アクセス１本体価：3,520円 
 
人類の存亡にも関わる地球異変に
ストップをかけようと、若者たちが声を
上げ始めた。深刻な8項目について
解説し、その解決策を探る。 
 

SDGsが生み出す未来のビジネス 
著者: 水野雅弘 原裕 
出版社: インプレス 
出版年月: 2020/06 
同時アクセス１本体価：5,544円 
 
身近な日本国内から海外の事例ま
で豊富に取り揃えて、イラストや写
真を使って解説。 

株式会社紀伊國屋書店 電子書籍営業部 TEL：03-5719-2501  Mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 

30タイトル 
同時タイトル１または２ 
206,624円（本体価） 
※1点からご購入可 

No.KD0129 2020年10月 

新刊続々！ 

第二弾 
※「SDGｓ関連書第一弾」はカタログNo.KD0084をご参照ください。 



書名 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価
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共生社会の再構築　1

シティズンシップをめぐる包摂と分断
KP00021818

法律文化社 201904 PDF ¥9,240 ¥13,860

大賀哲/蓮見二郎/山中亜紀【編】 9784589040015

共生社会の再構築　2

デモクラシーと境界線の再定位
KP00021822

法律文化社 201904 PDF ¥9,240 ¥13,860

大賀哲/仁平典宏/山本圭【編】 9784589040022

共生社会の再構築　3

国際規範の競合と調和
KP00030867

法律文化社 202003 PDF ¥9,240 ¥13,860

大賀哲/中野涼子/松本佐保【編】 9784589040220

持続可能なまちづくり KP00031368
中央経済社 201906 PDF ¥6,600 ¥7,920

馬奈木俊介/中村寛樹/松永千晶 9784502291517

まちづくりの福祉社会学 KP00032792
中央法規出版 202003 PDF ¥6,160 ¥9,240

杉岡直人 9784805881071

SDGs時代の平和学 KP00029786
法律文化社 201912 PDF ¥6,600 ¥9,900

佐渡友哲 9784589040459

資源地政学 KP00030765
法律文化社 202003 PDF ¥5,940 ¥8,910

稲垣文昭/玉井良尚/宮脇昇【編】 9784589040596

SDGsが生み出す未来のビジネス KP00030378
インプレス 202006 PDF ¥5,544 ¥11,088

水野雅弘/原裕 9784295008965

SDGs思考 KP00032475
インプレス 202009 PDF ¥5,940 ¥11,880

田瀬和夫/SDGパートナーズ 9784295009979

トレイルブレイザー KP00032831
東洋経済新報社 202008 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

マーク・ベニオフ/

モニカ・ラングレー【著】

渡部典子【訳】

9784492534281

3
シリーズの「規範分析」編。共生社会を国際規範の観点から考察する。第Ⅰ部では国際社会にお

ける多文化共生、第Ⅱ部では対外政策におけるその位相、第Ⅲ部では日本における多文化共生

に着眼し、国際的に形成された共生規範の国内での浸透過程や課題を取り上げる。

4
国や地域の豊かさを示す新たな経済指標「新国富指標」を活用したまちづくりが進んでいます。「新

国富指標」は、経済の持続的な発展につながる「資本」が国や地域にどれだけあるのか、教育、健

康、自然なども含めて換算した新たな経済指標です。この指標でまちの豊かさに影響する保育所の

運営やバスの運行などといった事業を選び出し、来年度の予算に反映することを検討している自治

体が増えてきています。

2

5
少子高齢化社会におけるこれからのまちづくりのデザインや基本概念を各地の実践を交えて解説。過

疎地における住民参加の仕組み、環境循環型の活動、こども食堂支援、地域通貨、社会福祉法

人の取組など、具体的な事例を紹介する。これからのまちづくりの方向性を示した一冊。

6

7

8
本書は、SDGsの入門書であり、実践書です。SDGsで定められた17の目標を実現するには、ビジネ

スの力が欠かせません。そして、SDGsへの取り組みがこれからのビジネスには必要不可欠です。本書

では、ビジネスパーソンになじみのあるマーケティングの4P（Product、Price、Place、

Promotion）とSDGsの5P（People、Planet、Peace、Prosperity、Partnership）を掛け

合わせることで、SDGsをどのように事業に組み込めばよいか図解しています。

NO 書影

内容紹介

1

9

世界最大の顧客管理ソフトウェア企業セールスフォース・ドットコム創業者が語る働き方。
10

地球の課題が経営を強くする。本書は、経営にSDGsを組み込もうと考えている、すべてのビジネス

パーソンに役立つ考え方やヒントを盛り込んだ戦略書です。気候変動やパンデミックなど、地球の課

題に対する認識が改めて問われている今、本書ではおもに3つの観点から、ビジネスにSDGsを実装

するためのヒントを提示します。1.SDGsに通底する世界観の理解。「アジェンダ2030」に込められた

メッセージを、4つのキーワードから読み解きます。
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「未来市場」のつくり方 KP00022533
東洋経済新報社 201907 EPUBリフロー ¥4,950 ¥6,600 ¥7,425

中原雄司 9784492961599

共生の思想と作法 KP00031041
法律文化社 202003 PDF ¥9,240 ¥13,860

笠井賢紀/工藤保則【編】 9784589040572

家計から診る貧困 KP00021801
法律文化社 201902 PDF ¥9,240 ¥13,860

室住眞麻子 9784589039798

子どもの貧困と食格差 KP00012205
大月書店 201804 PDF ¥3,630 ¥5,445

阿部彩/村山伸子/

可知悠子/鳫咲子【編著】
9784272360918

生まれ、育つ基盤 KP00031044
明石書店 201903 PDF ¥5,500

松本伊智朗【編集代表・編著】

湯澤直美【編著】
9784750347899

国際セクシュアリティ教育ガイダンス

改訂版
KP00032946

明石書店 202008 PDF ¥5,720

ユネスコ【編】

浅井春夫/艮香織/

田代美江子/福田和子【訳】

9784750350486

再生可能エネルギーの政治経済学 KP00005046
東洋経済新報社 201003 PDF ¥8,360 ¥10,450 ¥12,540

大島堅一 9784492800836

海岸と人間の歴史 KP00031465
築地書館 202006 PDF ¥6,380 ¥9,570

オーリン・H・ピルキー/

J・アンドリュー・G・クーパー【著】

須田有輔【訳】

9784806716020

13歳からの環境問題 KP00029675
かもがわ出版 202004 PDF ¥3,520 ¥4,400 ¥5,280

志葉玲 9784780310825

ローマクラブ『成長の限界』から

半世紀　Come On！目を覚まそ

う！

KP00031051

明石書店 201912 PDF ¥7,040

エルンスト・フォン・ワイツゼッカー/

アンダース・ワイクマン【編著】

林良嗣/野中ともよ【監訳】

中村秀規【訳者代表】

9784750349329

11
サステナビリティをめぐるメガトレンドを踏まえ、「世界を変える企業」を創造するステップと新たな成長へ

の道筋を展望。

12
どうすれば私たちは共によりよく生き続けることができるだろうか。経済、宗教、持続性といった共生を

考えるための基盤を論じたうえで、地域社会や様々な場において共生がいかに実践されうるのかを明

らかにする。

13
家計をめぐる世帯内の力関係に注視して、家計から世帯や家族における個人の困窮＝貧困の現

象を捉える。女性の貧困と子どもの貧困との相互関係を明らかにし、経済的支援の緊要性・重要性

を唱える。

14
7人に1人が貧困家庭で育つなかで、食事の量や栄養が足りない子どもたちが増えている。栄養学

的調査から、子どもの食格差と健康格差の拡大を示し、この状況を変えるために、すべての学校での

完全な給食の実施を訴える。

15
子どもが生をうけたこの社会には、生活の安定的基盤が確保されているのか。家族という単位は、ど

のように理解されるべきか。シリーズ第1巻となる本巻は、主に貧困とケアの観点から、現在の社会と

家族の特徴を描き、子どもの貧困を生み出す構造を把握する。

16
性教育をすすめていくうえで世界のスタンダードとして定評のある手引きの改訂版。本書は、セクシュア

リティ教育を人権、ジェンダー平等という枠組みの中で再認識し、若者にとっての利益が最大となる、

「性と人間関係」についての包括的な学びを提供している。

17
持続可能な低炭素社会をめざして―石油・石炭・原子力エネルギーに変わる新しい環境・エネル

ギー政策を切り拓く！エネルギー政策の政治経済学的分析と欧米諸国の先進事例から、2050年

に向けた日本のエネルギー政策のあり方を考える。

18
人は砂浜とともに生きるのか？砂浜を殺すのか？ 世界の砂浜にみられる浜の環境問題について具体

例をあげて解説し、経済活動を優先するのか、自然環境を優先するのか、理想と現実のはざまで問

題を投げかける。日本の砂浜にも共通する問題であり、海に囲まれた日本に暮らす人々にとって重

要な視点を提起している。今、世界的に砂浜の価値を見直す機運が広がるなかで、これからの浜の

あり方を考えるうえでの指針となる。

19
人類の存亡にも関わる地球異変にストップをかけようと、若者たちが声を上げ始めた。深刻な8項目

について解説し、その解決策を探る。

20 地球と人類の未来に向けて提言を続けるローマクラブが、ベストセラーとなった最初の報告書『成長の

限界』以降50年近くを経て贈る本格的なレポート。人新生・SDGsの時代に、地球環境と人類社

会の持続のため何ができるかを様々な視点から探究する。
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ひと目でわかる

地球環境のしくみとはたらき図鑑
KP00032502

創元社 202008 EPUB(固定レ

イアウト）

¥9,240 ¥13,860

トニー・ジュニパー【著】

赤羽真紀子/大河内直彦【監修】

千葉喜久枝【訳】

9784422400471

全国データ　SDGsと日本 KP00031050
明石書店 201911 PDF ¥6,600

「人間の安全保障」フォーラム【編】

高須幸雄【編著】
9784750349152

英国貴族、領地を野生に戻す KP00026203
築地書館 201912 PDF ¥5,940 ¥8,910

イザベラ・トゥリー【著】

三木直子【訳】
9784806715931

再生可能エネルギー主力電源化と

電力システム改革の政治経済学
KP00029695

東洋経済新報社 202002 EPUBリフロー ¥25,740 ¥34,320 ¥38,610

長山浩章 9784492800898

水力発電が日本を救う KP00016550
東洋経済新報社 201808 EPUBリフロー ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

竹村公太郎【監修】

福島水力発電促進会議【編】
9784492762448

石炭火力発電　Q＆A KP00013673
かもがわ出版 201806 PDF ¥2,200 ¥2,750 ¥3,300

気候ネットワーク【編】 9784780309669

ほどよい量をつくる KP00024409
インプレス 201909 PDF ¥5,280 ¥10,560

甲斐かおり 9784295007463

ビジネスパーソンの新・兼業農家論 KP00031921
クロスメディア・パブ

リッシング

202009 EPUBリフロー ¥4,620 ¥9,240

井本喜久 9784295404446

半農半林で暮らしを立てる KP00031461
築地書館 202003 PDF ¥3,960 ¥5,940

市井晴也 9784806715955

地域林業のすすめ KP00031466
築地書館 202007 PDF ¥4,400 ¥6,600

青木健太郎/植木達人【編著】 9784806716037

21
分野横断的に環境問題を学べる。教育、SDGs対策にも最適。見開きでまとまった簡潔な構成と、

わかりやすいイラストで、地球環境の危機と保護の実際を学べる、今までにないビジュアル図鑑。

22
国連の持続的開発目標（SDGs）指標を、国としてはほぼ達成しつつある日本。しかし、SDGsの

理念「誰も取り残されない社会」が実現しているとは言いがたい。90あまりの指標から都道府県ごとの

課題を可視化し、改善策を提言する。

23
中世から名が残る美しい南イングランドの農地1400ヘクタールを再野生化する―― 農薬と化学肥

料を多投する農場経営を止め、所有地に自然をとりもどすために、野ブタ、鹿、野牛、野生馬を放っ

たら、チョウ、野鳥、めずらしい植物まで、みるみるうちに復活。その様子を驚きとともに農場主の妻が

描いた全英ベストセラーのノンフィクション。 日本同様、農村人口が減り続ける英国での壮大な実験

の記録。 

24
再エネ（FIP）、環境価値、原発、揚水、VPP、水素。「日本の電力システム改革」は、今後どこに

向かうべきか？「欧州再エネ政策」の教訓と課題は？欧州の未来は？「再エネ支援制度（FIT、

FIP等）」は将来どこに落ち着くか？詳細な解説＆日本・欧州の最新事情＆画期的な提言。1冊

で全てわかる完全バイブル。

25
真の自立のため人々は立ち上がった！福島からエネルギー革命が始まる‼新規大型ダムを建設しな

くても、既存ダムの潜在能力を発揮させれば、水力発電量が２～３倍に。安定的な再生可能エネ

ルギーを確保し、地元経済を活性化し、100年後の日本に大きな富を残す―夢のプロジェクトが動

き出した！「ふくしまモデル」を実現するため国民一人ひとりができることは？

26
COP23では脱石炭火力に逆行する日本に批判が集中。石炭火力発電所の知られざる問題点と

自然エネルギー100%への課題を明快に解説。  なぜ日本は石炭発電所を増やす？温暖化、大気

汚染など石炭のリスクと、再生可能エネルギーの可能性を、豊富なデータで解説。原発も温暖化も

ない、自然エネルギー100％の未来へ！

27
大量生産・大量消費による食品ロスや環境負荷など、その弊害が叫ばれて久しいですが、「ではどう

すればちょうどよい量をつくれるのか」に対する明確な回答はありません。成長のためにはとにかく多くつ

くって多く売ることが当たり前という風潮のなかで、あえて生産を抑えることへの抵抗もあり、そもそも「ほ

どよい生産量」を決めることは覚悟が必要です。そんななか、従来とは違う「つくりすぎない」取り組みを

して成長している企業もあります。

28
都会と地方のよさを合わせた働き方をつくる！従来の農業は「大変で儲からない」というイメージが強

いものでした。しかし今の農業は、工夫次第で「楽しくて、カッコよくて、健康的で、儲かる」！地方と都

会を自由に行き来し、これまでの仕事や興味のあった活動と組み合わせ、相乗効果で成果を上げる

働き方を可能にしてくれます。それを後押ししてくれるのが、柔軟な発想・計画・マーケティング・営業・

PRなどのビジネススキル。ビジネスパーソンこそ、「新・兼業農家」に向いているのです。

29
28歳で新妻と貯金ゼロで東京から新潟・魚沼の山村へ移住して25年。顧客をガッチリ掴んだ米作

り・みそづくりと林業で子ども3人を育て上げ、自宅は地元材でセルフビルド。国土の7割が森林におお

われた日本列島で自然によりそって暮らすには、「半農半林」が最も自然なのでは、と語る著者が、あ

なたにもできる『動物たちに囲まれて、大自然に抱かれて、ゆったり子育て、通勤ラッシュなし（腰痛

はあり）』の暮らしぶりを描く。

30
大規模林業と小規模林業が共存して持続可能な森林経営を行なっているオーストリア。そのカギ

は、徹底した林業専門教育、地域密着のエネルギー供給をはじめとする土地に根ざした地域主体の

小規模林業・林産業と多様な支援体制にあった。日本の農山村が、地域の自然資源を活かして経

済的に自立するための実践哲学を示す。
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