
SDGs(持続可能な開発目標)関連書 

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 

No.KD0084   2020年1月 

SDGsを学ぶ 
国際開発・国際協力入門 
著者:高柳彰夫 大橋正明【編】  
出版社: 法律文化社 
出版年月: 2018/12 
同時アクセス１本体価：7,040円 
 
SDGsとは何か、今日の世界にどのよう
な意義をもつのか。目標設定と実現課
題を第一線の研究者・実務家が掘り
下げて解説。 
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持続可能な開発目標と国際貢献 
フィールドから見たＳＤＧｓ 
著者: 東洋大学国際共生社会研究セン
ター【編】  
出版社: 朝倉書店 
出版年月: 2017/09 
同時アクセス１本体価：9,240円 
 
東洋大学国際共生社会研究センターの
目指す持続可能な発展に向けた取組み
に加え、SDGs専門家、海外の大学や国
際開発機関の専門家の取組みを紹介。 
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ＳＤＧｓ・ＥＳＧを導くＣＶＯ（チー
フ・バリュー・オフィサー） 
次世代ＣＦＯの要件 
著者: マーヴィン・キング【著】  
出版社: 東洋経済新報社 
出版年月: 2019/06 
同時アクセス１本体価：11,220円 
 
国際統合報告評議会（ＩＩＲＣ）名
誉議長による「統合的思考」を実践する
ための提言。 
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同時
アクセス1
本体価

同時
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著者 ISBN
SDGs・ESGを導くCVO(チーフ・バ
リュー・オフィサー)～次世代CFOの要件

KP00021742
東洋経済新報社 201906 EPUBリフロー ¥11,220 ¥14,960 ¥16,830

マーヴィン・キング【著】ジル・アトキンス【協
力】KPMGジャパン統合報告センター・オ
ブ・エクセレンス【訳・編著】

9784492602270

SDGsを学ぶ～国際開発・国際協力入
門

KP00021793
法律文化社 201812 PDF ¥7,040 － ¥10,560

高柳彰夫　大橋正明【編】 9784589039699

持続可能な開発目標と国際貢献～
フィールドから見たSDGs

KP00017846

朝倉書店 201709 PDF ¥9,240 ¥13,860 ¥18,480

東洋大学国際共生社会研究センター
【編】

9784254180534

持続可能な開発目標(SDGs)と開発
資金～開発援助レジームの変容の中で

KP00004866
文眞堂 201706 PDF ¥7,920 － ¥11,880

浜名弘明 9784830949531

価値共創時代の戦略的パートナーシッ
プ

KP00004860
文眞堂 201704 PDF ¥5,940 － ¥8,910

長谷川直哉【編著】 9784830949401

公益法人・NPO法人と地域 KP00024498 文眞堂 201811 PDF ¥7,040 ¥8,800 ¥10,560

現代公益学会【編】 9784830950100

だれも置き去りにしない～フィリピンNGO
のソーシャル・ビジネス

KP00024519

文眞堂 201809 PDF ¥3,960 ¥4,950 ¥5,940

トーマス・グレイアム【著】久米五郎太【監
修・訳】

9784830950001

世界で活躍する仕事100～10代から
の国際協力キャリアナビ

KP00015476
東洋経済新報社 201807 EPUBリフロー ¥7,260 ¥9,680 ¥10,890

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
【編】

9784492046265

統合思考とESG投資～長期的な企業
価値創出メカニズムを求めて

KP00024500
文眞堂 201803 PDF ¥6,160 ¥7,700 ¥9,240

長谷川直哉【編著】宮崎正浩　村井秀
樹　環境経営学会統合思考・ESG投資
研究会【著】

9784830949883

ODAの終焉～機能主義的開発援助の
勧め

KP00019504
勁草書房 201709 PDF ¥9,900 － ¥14,850

浅沼信爾　小浜裕久 9784326504404

国際開発学入門～開発学の学際的構
築

KP00019460

勁草書房 200912 PDF ¥9,130 － ¥13,750

大坪滋　木村宏恒　伊東早苗【編】 9784326503278

国際協力・国際交流ハンドブック～基礎
から実践へ

KP00009011
実教出版 200510 PDF ¥5,280 － －

浅野英一 9784407308297

社会的企業(ソーシャルエンタープライ
ズ)～雇用・福祉のEUサードセクター

KP00000512

日本経済評論社 200407 PDF ¥10,450 － ¥15,675

カルロ・ボルザガ　ジャック・ドゥフルニ【編】
内山哲朗ほか【訳】

9784818815582

NPOで働く～「社会の課題」を解決する
仕事

KP00005336
東洋経済新報社 201107 EPUBリフロー ¥3,080 ¥3,850 ¥4,620

工藤啓 9784492223123

企業の社会戦略とNPO～社会的価値
創造にむけての協働型パートナーシップ

KP00004495

白桃書房 200312 PDF ¥7,040 ¥8,250 ¥9,570

横山恵子 9784561263975

地球が舞台～国際NGO最前線からの
活動報告

KP00009838
勁草書房 200210 PDF ¥9,680 － ¥14,520

津守滋　【編著】 9784326601530

コンパクトな原書であり、理念が中心となっている。それでは、日本企業にとって何が問題になりつつあるのか、世界の資
本・投資の流れがどのように向かいつつあり、どのように対応すべきかがわからないので、原書の3つのPARTに対応して、
日本の対応・課題・展望を加える。販売可能機関は、大学、学校、病院、官公庁。

2

3 国連が採択した「持続可能な開発目標(SDGs)」をふまえた国際開発のあり方を実例とともに解説。〔内容〕経済開
発／ソーシャルビジネス／都市開発／環境への貢献／防災／女性のエンパワーメント／観光開発／アフリカの開発
／農業と技術／他

4 2015年9月に国連総会でSDGsが採択されたが、その原資となる開発資金についてはどのような議論がなされている
のか？ODA等公的資金のみならず民間資金を広く動員する必要性が指摘されるが、多くのステークホルダーが関わり
複雑である。最近の開発資金の動向を解明すると共に、それを通して開発援助レジームの変容について検討する。

NO 書影

内容紹介

1

7
人々を幸せにするビジネスとは？第16回日経アジア賞ほか、比、米、仏などで各賞を受賞したトニー・メロト氏が率い
るNGOガワッド・カリンガを廻る旅。

8
やりたいこと、必ず見つかる！キャリアパス、難易度、給与水準から待遇まで、すべてを掲載！使いやすさ抜群の3部構
成。

5 サステイナブル社会の実現を目指す、「持続可能な開発目標(SDGs)」や「共通価値の創造(CSV)」は、マルチステー
クホルダー・パートナーシップなくして実現できない。企業とNPOによるパートナーシップのケースから、社会課題の解決に
向けた合意形成のプロセスや問題点を掘り下げ、価値共創時代の戦略的パートナーシップのあり方を問う。

6
地域こそ公益活動・公益法人の発展・拡充の鍵！日本の公益活動・公益法人は、大学・学校を含め、長い間地域
を軽視してきた。その点は欧米に比べて大きく遅れてきた。今、公益の世界で、漸く地域が見直されつつある。まちづくり
でも、その一環の介護の社会化でも、地域・住民の意識改革と協力がその正否の鍵である。本書の構成は、「地域と
公益」「環境と公益」からなり、公益学研究の原点回帰となる書。

SDGsとは何か。目標設定と実現課題を解説。大学、自治体、市民社会、企業とSDGsのかかわり方を具体的に提
起。SDGsとは何か、今日の世界にどのような意義をもつのか。目標設定と実現課題を第一線の研究者・実務家が
掘り下げて解説。第1部はSDGs各ゴールの背景と内容を明示。第2部はSDGsの実現に向けた政策の現状と課題
を分析。大学、自治体、市民社会、企業とSDGsのかかわり方を具体的に提起。

11
国際開発学の学際性を追求し開発学と開発政策の全体像を示す。経済学、政治学、社会学をコアに多学問領域
ネットワーク型研究を構築。

12

9 持続可能な経営に欠かせない「統合思考」・「ESG投資」とは何か？機能・品質・価格に固執する日本企業は、もは
やグローバル市場では戦えない。かつて世界をリードした日本産業の再生の道、未来の姿はどこにあるのだろうか。
SDGs時代にマッチした「新しいビジネスモデル」のヒントを提供する、経営者、ビジネスマン、機関投資家必読の1冊。

10 本書は、現在のODAへの違和感と危機感を表明しようという目的で書かれた。開発の現場近くで仕事をしてきた著者
達にとって、MDGやSDGは夢の議論のようでその非現実性に強い違和感を抱かざるをえない。ODA自体が存亡の危
機にあるのではないかという危惧感さえ抱く。ODAの将来の方向性についての議論を呼び起こす一冊。

15 企業の社会戦略と企業とNPOのパートナーシップという2つの概念は、未開拓な研究課題です。本書は、両者に対し
て先行研究の検討、概念定義、フレームワークの創出など段階を踏んだ手順を用いて、詳細な事例研究と比較研究
を行い、理論を構築したものです。

16 本書は、筆者が1996年4月より2年弱、外務省出向にて在籍した大阪大学大学院国際公共政策研究科(Osaka
School of International Public Policy)から、陸続として育っている国際NGO活動等に従事する元院生に、
其々の経験を披瀝する場を与え、国際貢献の為の彼らの活躍について読者に知って頂く事を目的とした本である。

13
「社会的企業」という新しい概念から、EU全15カ国の事例を詳細に分析、ポスト福祉国家におけるサードセクターを
再定義して、経済と社会の転換と再生を理論的実証的に展望する意欲作。

14
NPOとはどんな組織なのか、NPOで働くとはどういうことなのか、どこから収益を得ているのか、給与水準はどんなものな
のか…。若き“NPO経営者”の挑戦から、新たなNPOの役割と新しいビジネスのあり方が見えてくる。
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