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ミニ展示チラシ No.１8 

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー  

ミニ展示「ＳＤＧｓとビジネスの未来」 
 

ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示

を行っています。第 18 回目は「ＳＤＧｓとビジネスの未来」です。 

新型コロナウイルス感染症が、人々の健康を脅かし経済活動を混乱させるなか、企業にとって

いかにビジネスを続けるかという「持続可能性」がますます重要になっています。 

この展示では、5 つのテーマのもとに集めた資料を紹介して、SDGｓ（持続可能な開発目標） の

本質を知るとともに、持続的に成長するビジネスを目指した SDGｓの実践について学ぶための情報

提供を行います。 

 

＜5 つのテーマ＞ 

 ・「SDGs を知る」 ・「SDGs と企業」 ・「SDGs の周辺（ESG:投資の指標）」 

・「SDGs の周辺（ESD:持続可能な開発のための教育）」 

・「SDGs の周辺（SDGs とまちづくり）」 

 

 

 

このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。 

展示期間：令和 2(２０20)年 10 月 6 日(火)～1１月 29 日(日) 

 

○ SDGs を知る 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

SDGs<持続可能な開発目標>    

（蟹江 憲史／著 -- 中央公論新社 -- ２０２０．８） 
1110388335 33380/K51/ 

SDGs とは何か?－世界を変える 17 の SDGs 目標 

（安藤 顯／著 -- 三和書籍 -- ２０１９．１２） 
1110262472 33380/A16/ 

SDGs 入門 

（村上 芽／著 -- 日本経済新聞出版社 --２０１９．６） 
1110178322 33515/M25/ 

未来を変える目標 SDGs アイデアブック   

（Think the Earth／編著 -- Think the Earth -- ２０１８．５） 
1110162912 33380/T23/ 

 

○ SDGs と企業 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

ものづくり中小企業のための SDGs 入門   

（森 健人／著 -- アニモ出版 -- ２０２０．８） 
1110387733 33515/M29/ 

SDGs の本質－企業家と金融によるサステナビリティの追求   

（御友 重希／編著 -- 中央経済社 -- ２０２０．７） 
1110376934 33515/M28/ 

インパクト評価と社会イノベーション－SDGs 時代における社会的事業の

成果をどう可視化するか（塚本 一郎／編著 -- 第一法規 -- ２０２０．７） 
1110369285 33515/T19/ 

ＳＤＧｓとは、Sustainable Development Goals（サステイナブル・ディベロップメント・ゴールズ）の略で、

2015 年 9 月に国連で採択された、2030 年までに世界が達成すべき持続可能な開発目標のこと。 
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○ SDGs と企業 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

SDGs が生み出す未来のビジネス 

（水野 雅弘／著 -- インプレス -- ２０２０．６） 
1110362744 33515/M27/ 

ケーススタディーで学ぶ実践企業の SDGs   

（日経 ESG／編 -- 日経 BP -- ２０２０．６） 
1110368246 33515/N23/ 

今日からできる!小さな会社の SDGs－事例がいっぱいですぐわかる!アイ

デア BOOK（村尾 隆介／著 -- 青春出版社 -- ２０２０．６） 
1110347406 33515/M26/ 

サステナベーション－多様性時代における企業の羅針盤   

（藤原 遠／著 -- 日経 BP 日本経済新聞出版本部 -- ２０２０．６） 
1110353115 33610/F13/ 

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 -- ２０２０．５） 
1110338868 33515/S17/2 

 

○ SDGs の周辺（ESG：投資の指標） 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

サステナブルファイナンスの時代－ESG/SDGs と債券市場   

（水口 剛／編著 -- 金融財政事情研究会 -- ２０１９．６） 
1110183132 33815/M52/2 

ESG 経営を強くするコーポレートガバナンスの実践   

（松田 千恵子／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１８．１２） 
1110045380 33540/M22/ 

ESG 投資時代の持続可能な調達 市場価値はサプライヤーとの付き合い方で決まる   

（冨田 秀実／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１８．１０） 
1110005236 33515/T18/ 

 

○ SDGs の周辺（ESD：持続可能な開発のための教育） 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

東洋経済 ACADEMIC－SDGs に取り組む小・中・高校特集   

（東洋経済新報社 -- ２０２０．８） 
1110364724 37210/T31/ 

ハーモニーの教育－ポスト・コロナ時代における世界の新たな見方と学

び方（リチャード・ダン／著 -- 山川出版社 -- ２０２０．７） 
1110380407 37150/D3/ 

SDGs 時代の教育－すべての人に質の高い学びの機会を   

（北村 友人／編著 -- 学文社 -- ２０１９．４） 
1110150586 37150/K25/ 

 

○ SDGs の周辺（SDGs とまちづくり） 

タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

SDGs を実現するまちづくり―持続可能な地域創生 

（山口 幹幸／編著 -- プログレス -- ２０２０．４） 
1110321922 31860/Y11/ 

SDGs の主流化と実践による地域創生―まち・ひと・しごとを学びあう 

（樋口 邦史／編著 -- 水曜社 -- ２０１９．６） 
1110180781 31860/H20/ 

SDGs とまちづくり―持続可能な地域と学びづくり   

（田中 治彦／編著 -- 学文社 -- ２０１９．３） 
1110121504 31860/T21/ 

 

令和２年 9 月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567) 


