
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。私たちの今と未来に密接に関わる大

切な目標です。このブックでは、図書館に行かなく

てもSDGsについて理解を深められるようにインターネ

ット上で読める電子ブックをご紹介します。他にも雑

誌のデータベースや、関西学院の学生・教員が取り組ん

でいるSDGsについても取り扱っています。この機会に

私たちの9年後についてじっくり考えてみませんか？

図書館に行かなく
ても読めるSDGs

もくじ

SDGsって何のこと？

SDGs電子ブックリスト

学外からアクセスするには？

雑誌データベースでもSDGsを読める！

SDGs ×関西学院について知ろう！



１．24 時間いつでも読める

２．図書館まで行かなくていい

３．本を持ち運ぶ必要がない

４．返却期限や本の紛失の心配がいらない

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。

17の目標をクリックしてどのような内容か
みてみましょう。関連本も確認できます。

★ SDGsが生み出す未来のビジネス (できるビジネスシリーズ)

★ SDGs思考 2030年のその先へ 17の目標を超えて目指す世界

■ SDGsとは何か? ―世界を変える17のSDGs目標―

★ 国際行政の新展開 国連・EUとSDGsのグローバル・ガバナンス

■ 持続可能な開発目標(SDGs)と開発資金
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電子ブックの特長

もっと知りたい！という方は電子ブックでSDGsを学んでみよう！

同時に閲覧できるのは1名のみです。

そのため、「同時アクセス数に達し

ました」と表示される場合は時間を

おいてからアクセスしてください。

電子ブックの注意点

SDGsって何のこと？

本の妖精ほんだくん
読みたい資料のタイトルをクリックすると、ログイン画面が
出てくるのでシステム利用IDとパスワードを入力してログイン
しよう。資料の詳細画面を開いたら、以下のようなボタンを
クリックして、電子ブックを読むことができるよ。

★マークのタイトルはInternet Explorer（IE)では本文が表示できないよ。
IEを使っている場合は、URLを他のブラウザに貼り付けて閲覧してね。

閲覧

https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030378
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032475
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085687;jsessionid=AA5FACAEF49EE4C2ABDF46D194D49FB9?0
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032998
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000045650?2


■「難民」をどう捉えるか

■貧困なき世界 ―途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦―

■金持ち課税 : 税の公正をめぐる経済史

■飢えと食の日本史

★食べることの哲学

★会社と社会を幸せにする健康経営

■自宅でできる自重筋力トレーニング

■生き方の不平等 ―お互いさまの社会に向けて―

■医療の選択

■ケアを生きる私たち

■生活保護と貧困対策 ―その可能性と未来を拓く―

■ジムに通う人の栄養学 ―スポーツ栄養学入門―

★医療AIの夜明け AIドクターが医者を超える日

■オバマの医療改革 : 国民皆保険制度への苦闘 = Obama's health care reform

■ちょっと気になる医療と介護 増補版
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貧困をなくそう
地球上のあらゆる形の貧困をなくそう

飢餓をゼロに
飢えをなくし、だれもが栄養のある食糧を十分に手に入れられるよう、
地球の環境を守り続けながら農業を進めよう

すべての人に健康と福祉を
だれもが健康で幸せな生活を送れるようにしよう

17の目標それぞれに関連する電子ブックを集めてリストにしました。気に
なるタイトルをクリックして、関西学院のシステム利用IDとパスワードを
入力すると、電子ブックを読むことができます。電子ブックを活用すれば、
大学図書館に行かなくてもSDGsに関連する学びを深めることができます。
★マークのタイトルはInternet Explorer（IE)では本文が表示できません。
IEをご利用の場合は、URLを他のブラウザに貼り付けて閲覧してください。

トップに
戻る

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085419?36
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079133?39
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000064800;jsessionid=F1CB2D4EAF48CE836193942E66C625A8?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000076028;jsessionid=1D4DF553C3441F831694DB51D6DB0C21?0
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00019084
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00009776
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000031096;jsessionid=741DE0F0B547AA75A7ABBA7A3CBB6DDE?0
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085156?4
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000073161?5
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1362825&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000072717?9
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000028194?10
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00027278
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1406891&lang=ja&site=ehost-live
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000052945?14


★LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク エンパワメント視点からの実践モデル

■空間紛争としての持続的スポーツツーリズム : 持続的開発が語らない地域の生活誌

■他者の影 : ジェンダーの戦争はなぜ終わらないのか

■教養としてのジェンダーと平和
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★アジア社会と水 アジアが抱える現代の水問題

★トイレ掃除の経営学：Strategy as Practice アプローチからの研究

■新しい上下水道事業 ―再構築と産業化―

ジェンダー平等を実現しよう
男女平等を実現し、すべての女性と女の子の能力を伸ばし可能性を広げよう

安全な水とトイレを世界中に
だれもが安全な水とトイレを利用できるようにし、自分たちで
ずっと管理していけるようにしよう。

★企業成長と価格行動 キリンビールのマーケティング戦略

■藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか?

働きがいも経済成長も
だれもが公平に、良い教育を受けられるように、また一生に渡って学習
できる機会を広めよう

■地球・環境・資源 ―地球と人類の共生をめざして―

★ひと目でわかる 地球環境のしくみとはたらき図鑑

エネルギーをみんなに そしてクリーンに
すべての人が、安くて安全で現代的なエネルギーを
ずっと利用できるようにしよう

質の高い教育をみんなに
だれもが公平に、良い教育を受けられるように、また一生に渡って学習
できる機会を広めよう

★SDGs時代の国際教育開発学 ラーニング・アズ・ディベロップメント

■高等教育とESD : 持続可能な社会のための高等教育

トップに
戻る

https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032945
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000079077?0
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000074362?2
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000090084?4
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024503
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00004535
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000093468?7
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00022823
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000010116?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089937?34
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00032502
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00034829
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000063898?4
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■イノベーション&マーケティングの経済学

★技術システムの構造と革新 方法論的視座に基づく経営学の探究

産業と技術革新の基盤をつくろう
災害に強いインフラを整え、新しい技術を開発し、
みんなに役立つ安定した産業化を進めよう

★SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門

★スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える

★私たちが国際協力する理由

★21世紀国際社会を考える 多層的な世界を読み解く38章

人や国の不平等をなくそう
世界中から不平等を減らそう

■科学的に見るSDGs時代のごみ問題

★13歳からの環境問題 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち

■ごみ減量政策 ―自治体ごみ減量手法のフロンティア―

■持続可能なまちづくり ―データで見る豊かさ―

■地方創生を可能にするまちづくり×インバウンド成功する「7つの力」

■地域創生, そして日本創生へ

■ローカリゼーション : 地域へのこだわり

■持続可能な世界へ : 生活空間再生論序説

■地域ブランディングの論理 : 食文化資源を活用した地域多様性の創出

■科学的に見るSDGs時代のごみ問題

■環境政策の変貌 : 地球環境の変化と持続可能な開発目標

■地域の持続可能性 : 下関からの発信

住み続けられるまちづくりを
だれもがずっと安全に暮らせて、災害にも強いまちをつくろう

トップに
戻る

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000077937?1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00004527
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00021793
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00034184
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030955
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024646
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000087261?1
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029675
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000096109?30
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084557?32
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000061785?5
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000089479?6
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000067781?7
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000063075?8
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000041326?9
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000087261?0
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000094729?1
https://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000043700?3
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■新しい消費者教育 ―これからの消費生活を考える―第2版

■消費経済学入門 ―サステイナブルな社会への選択―

■プラスチックの現実と未来へのアイデア ―みんなで考えたい―

★協同による社会デザイン

つくる責任 つかう責任
生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、
責任ある行動をとろう

★13歳からの環境問題 : 「気候正義」の声を上げ始めた若者たち

★北極をめぐる気候変動の政治学

気候変動から地球を守るために、今すぐ行動を起こそう

■海を守る : 地球環境と人間の未来

■文化遺産の眠る海 ―水中考古学入門―

■コンパクトシティのアーバニズム

■開発途上国における森林保全 ―経済学と空間情報科学を融合した学際的研究

海の資源を守り、大切に使おう

陸の豊かさを守り、砂漠化を防いで、
多様な生物が生きられるように大切に使おう

海の豊かさを守ろう

陸の豊かさも守ろう

気候変動に具体的な対策を

読みたい資料のタイトルをクリックすると、ログイン画面がでてくるのでシス
テム利用IDとパスワードを入力してログインしよう。資料の詳細画面を開い
たら、以下のようなボタンをクリックして、電子ブックを読むことができるよ。

★マークのタイトルはInternet Explorer（IE)では本文が表示できないよ。
IEを使っている場合は、URLを他のブラウザに貼り付けて利用してね。

トップに
戻る

閲覧

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000085420?3
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084558?4
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000092045?40
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024970
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029675
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00004805
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000080258?2
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000016562?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000096531?29
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000040132?7
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■持続可能な開発目標と国際貢献

★全国データ SDGsと日本 誰も取り残されないための人間の安全保障指標

★10代からの批判的思考 社会を変える9つのヒント

★21世紀国際社会を考える 多層的な世界を読み解く38章

■国際協力 ―その新しい潮流―

★ローマクラブ『成長の限界』から半世紀 Come On! 目を覚まそう！

SDGs電子ブックリスト 5/5

世界のすべての人がみんなで協力しあい、これらの目標を達成しよう

パートナーシップで目標を達成しよう

もっと読みたい！キーワードから電子ブックを探すには？

大学図書館Webサイトトップページより、「学外アクセス」を行う。

サービス選択画面で「電子ブック」をクリックする。

「電子ブックを探す」の「タイトル」欄にキーワードを入力するなどして検索する。

読みたい資料をクリックし、「本文を見る」の下にある をクリックする。

資料詳細の画面で、 などのボタンをクリックする。

★SDGs時代の平和学

★幸福 (しあわせ) の構造

■戦争を理解するための思考のドリル （平和学入門 2）

■ロボット兵器が変える戦争 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.129）

■紛争解決学入門

★国連平和構築 紛争のない世界を築くために何が必要か

■コラプション ―なぜ汚職は起こるのか―

■なぜ民主化が暴力を生むのか ―紛争後の平和の条件―

平和でだれもが受け入れられ、
すべての人が法や制度で守られる社会をつくろう

平和と公正をすべての人に

トップに
戻る

閲覧

http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000060134;jsessionid=81747527610F0E44515F33AEB4F77ECE?0
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031050
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031054
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00024646
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000027846?25
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031051
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00029786
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00034349
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000095909?6
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000043777?7
http://search.ebscohost.com.kwansei.remotexs.co/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1294660&lang=ja&site=ehost-live
https://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030977
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000084640?10
http://elib.maruzen.co.jp.kwansei.remotexs.co/elib/html/BookDetail/Id/3000081720?11


大学図書館Webサイトトップページの「学外アクセス」をクリック

注意事項を読み、「学外アクセス機能を利用する」をクリック

関西学院システム利用ID・パスワードを入力してログイン

※学外アクセス機能は
30分間セッションの
更新がない場合は、
切断されます

学外からアクセスするには？
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■ 欧州企業が存在感放つ 世界のSDGｓランキング

■ SDGｓ企業×高年収企業、長寿企業

■「日本はSDGｓを達成するのか」 など

雑誌データベースでもSDGsを読める！

週刊東洋経済 7/3号

SDGs 日本を代表する

500 社ランキング 2021年版500

9

週刊東洋経済（東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー）の閲覧方法

a大学図書館Webサイトトップページ
aの「データベース一覧」をクリック
a※学外アクセスした場合は「データ
aベース」をクリック

「目的別で探す」タブの「企業情報を
a探す」より「東洋経済デジタルコン
aテンツ・ライブラリー」をクリック

「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブ
aラリー」トップページが開いたら「雑
a誌」より「週刊東洋経済」をクリック

a号選択で「2021」「7/3号：SDGs
a日本を代表する500社」を選択して
「表示」をクリック

「ビューアで閲覧」をクリックすると
a閲覧できます ※終了する際は必ず
「ログアウト」を押してください

学外から閲覧する際は、あらかじめ「学外アクセス」を
する必要があるよ。詳しい方法はこちらを参照してね。

トップに
戻る

https://library.kwansei.ac.jp/


SDGs×関西学院について知ろう！
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大学図書館に行けば、

もっといろんな資料があるよ！

西宮上ケ原大学図書館1階ミニ特集コーナーにて

『あの人、あの企業がしているSDGs』を開催中です！

（～８月末予定）SDGsと聞くと「難しそう」と敬遠し

てしまう方もいるはず。実は、あの人気カフェや人気タ

レントもSDGsを実践しています。コーナーには専門書

だけでなく、企業のSDGs に関する本や、TVで活躍す

る有名人がファッション誌で連載しているSDGsに関す

SDGs × 関西学院大学図書館

関学生作成の「SDGｓダイアリー」、コンテストで準グランプリ

SDGs × 関学生

SDGs × 関学教員

経済学部の学生がインドネシアで清掃活動 ～バリ島のビーチでごみ収集・分別の指導

商学部ゼミ生が商品開発コンテストでテーマ優勝 SDGsがテーマの旅行プランを商品化へ

総合政策学部の客野尚志教授のコメントが西脇市の広報誌に紹介

丹羽登・教育学部教授らによるプロジェクトがジャパンSDGsアワード特別賞を受賞

三田キャンパスに新たな学びの場「BiZCAFE」オープン！オリジナルマイボトルでSDGs実践

SDGｓ×関西学院をもっと知りたい方はこちらから

スノーピークと包括連携協定を締結～自然と教育を融合した取り組みを本格始動

林直也・人間福祉学部教授ゼミとバスケ部が小学生対象に「バスケ×英語」教室

るページの紹介、彼らのおすすめ本からSDGsに関するDVDまで、豊富に取り揃えてい

ます。今年６月には神戸三田キャンパス図書メディア館、８～９月には西宮聖和キャン

パス図書館でも特集コーナーが開催されるほど、SDGsは注目を集めているホットな

テーマです。ぜひこの機会にSDGsに対するイメージを良い意味で覆してみませんか？

https://library.kwansei.ac.jp/events/uegahara/000270
https://kgc2039.jp/sdgs/news_event_activity/post-000538.html
https://www.kwansei.ac.jp/news/detail/news_20191023_023256.html
https://www.kwansei.ac.jp/news/detail/4229
https://kgc2039.jp/sdgs/news_event_activity/post-000561.html
https://kgc2039.jp/sdgs/practices/post-000493.html
https://kgc2039.jp/sdgs/practices/post-000528.html
https://kgc2039.jp/sdgs/
https://kgc2039.jp/sdgs/news_event_activity/post-000468.html
https://www.kwansei.ac.jp/news/detail/4038
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