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ズ

」についての調
し ら

べ方
か た

をご案内
あ ん な い

します。 

ここに挙
あ

げているのは、ほんの一例
い ち れ い

です。 

わからないことがありましたら、参考
さ ん こ う

カウンターでおたずねください。 

 

お問い合わせ先：徳島県立図書館 〒770-8070 徳島市八万町向寺山 文化の森総合公園内 

                       TEL：088-668-3500 FAX：088-668-6904 

                  2020.3 作成  2022.11 改訂 

徳島
と く し ま

県立
け ん り つ

図書館
と し ょ か ん

 



１．キーワードを考える 

 手がかりとなるキーワードを考えましょう。 

ＳＤＧｓ、貧困、飢餓、栄養改善、持続可能な農業、識字率、ジェンダー、経済格差、 

エネルギー、児童労働、インフラ、食品ロス、気候変動、生物多様性、パートナーシップ 

 

２．テーマを知る 

 初めてそのテーマを調べるとき、入門書や概説本を使うと、概要を把握できたり新たなキ

ーワードを増やすことができます。 

書名 場所 請求記号 

知っていますか?SDGs 子どもの本 Y331 /ｻｴ/ 

これならわかる！ＳＤＧｓのターゲット１６９徹底解説 子どもの本 331L /ｲﾅ/ 

ＳＤＧｓ入門 子どもの本 Y519 /ｶﾆ/ 

 

３．図書を探す 

① 図書館内のパソコンや、お家のパソコン、携帯電話を使って、徳島県立図書館などの資料

を探すことができます。 

書名、著者名、キーワードなどから検索できます。 

検索結果が出たら、「タイトル」をクリックしてください。資料の場所がわかります。書

名、請求記号、場所をメモしてください。 

② 請求記号の示す棚に行ってください。 

図書は「日本
に ほ ん

十進
じゅっしん

分類法
ぶんるいほう

（NDC）」によって、テーマで分類された数字の順番に並んでい

ます。このため、同じテーマの本は、同じ棚に並んでいます。 

分類記号 テーマ 本の例 

３１９ 国際紛争 ＳＤＧｓで見る現代の戦争 

３６０ 社会問題 持続可能な地球のために １・２・３・４ 

３６５ 生活・消費者問題 身近でできる SDGs エシカル消費 1・２・３ 

３６７ 家族問題 地球村の子どもたち １・２・３・４ 

４５１ 気象学 ＳＤＧｓの目でみる天気の図鑑 

４５２ 海洋学 海は地球のたからもの １・２・３  

４６８ 生態学 さぐろう生物多様性 

５０１ 工業基礎 再生可能エネルギーをもっと知ろう １・２・３ 

５1８ 都市工学 ごみから考えるＳＤＧｓ 

５１９ 環境工学 SDGs のきほん 1～１８ 

５８８ 食品工業 食品ロス １・２・３ 

６１１ 農業経済 家族農業が世界を変える １・２・３ 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110250537
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110811283
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110689940
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110667181
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110217673
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110217673
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110243829
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110243829
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110330238
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110330238
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110345063
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110514876
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110514876
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110544288
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110544288
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110921347
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110408013
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110408013
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110452807
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110501673
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110612021
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110612021
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110610883
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110423511
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110480292
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110780223
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110780223
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110790403
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110690822
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110690822
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110793190


４．雑誌・新聞の記事を探す 

 

図書に比べて、新しい情報を知ることができます。 

ａ.  雑誌 

 所蔵検索画面の検索項目を、「キーワード」にして調べたい言葉を検索すると、図書だけで

なく、雑誌記事も一部調べることができます。 

 

書名 号 記事 場所 

月刊 ジュニアエラ 20220500 数字で見る SDGs 子どもの本 

月刊 News がわかる 20210600 「ごみゼロ宣言」の町から考える SDGs 子どもの本 

ｂ.  新聞 

  新聞社が出版している年鑑には、１年間の主な出来事がまとめられています。 

  データベースでお調べできる記事もあります。参考カウンターでおたずねください。 

 

５．インターネットで調べる 

 新しい情報を知ることができます。ホームページの一例を紹介します。 

SDGs CLUB 日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/ 

JAPAN SDGs Action Platform  外務省 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs

/index.html 

 

６．資料一覧 

 資料の一部を紹介します。 

 書名 著者名   出版者 出版年 請求記号 

1 １０代からのＳＤＧｓ 原 佐知子／著 大月書店 2021.04 309 /ﾊﾗ/ 

2 
きみを強くする人権とＳＤＧ

ｓの本 １・２・３ 
伊藤 賀一／監修 小峰書店 2022.02 316L/ｺﾐ/1 

3 
教室にもあった！身のまわり

の国際社会・ＳＤＧｓ 
山下 真一／監修 理論社 2022.01 319L/ﾘﾛ/ 

4 
調べてみよう！国際機関の仕

事 １・２・３ 
吉村 祥子／監修 汐文社 2022.01 329 /ﾁﾖ/1 

5 
くらす、はたらく、経済のは

なし 5 
山田 博文／文 大月書店 2020.02 330 /ﾔﾏ/5 

6 
みんなが知ってる企業のＳＤ

Ｇｓ １・２・３ 
蟹江 憲史／監修 ほるぷ出版 2021.12 335L/ﾎﾙ/1 

7 僕らが学校に行く理由 
渋谷 敦志／写真・

文 
ポプラ社 2022.08 367 /ｼﾌ/ 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1203513946
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210047372
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210047372
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1200597341
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210039396
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=2210039396
https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110610489
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110839686
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110839686
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110839699
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110839699
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110763073
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110763073
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110764327
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110764327
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110787366
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110787366
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110443035
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110443035
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110752782
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110752782
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110793161
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110793161
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110909536


 書名 著者名   出版者 出版年 請求記号 

8 わたしは女の子だから 
ローズマリー・マカ

ーニー／文 

西村書店東京

出版編集部 
2019.03 367 /ﾏｶ/ 

9 １４歳から考えたい貧困 
フィリップ・Ｎ・ジ

ェファーソン／著 
すばる舎 2021.12 Y368 /ｼｴ/ 

10 国境なき医師が行く 久留宮 隆／著 岩波書店 2009.09 Y369 /ｸﾙ/ 

11 １０代からのＳＤＧｓ 野田 将晴／著 高木書房 2022.04 Y375 /ﾉﾀ/ 

12 ＣＯ２はどこへ行くのか？ 小西 哲之／編著 ＰＨＰ研究所 2022.01 451L /ｺﾆ/ 

13 
図解でわかる１４歳から知る

生物多様性 

インフォビジュアル

研究所／著 
太田出版 2022.11 Y468 /ｲﾝ/ 

14 
グラフや表から環境問題を考

える日本の固有種 ２ 
今泉 忠明／監修 汐文社 2020.12 482 /ﾁﾖ/2 

15 トイレをつくる未来をつくる 会田法行／写真・文 ポプラ社 2014.09 498 /ｱｲ/ 

16 エネルギーって何だろう？ 小池 康郎／監修 ＰＨＰ研究所 2022.04 501L /ﾋｲ/ 

17 いま「水」を考える 3 沖 大幹／監修 岩崎書店 2021.02 517L/ｲﾜ/3 

18 
ごみについて調べよう １・

２・３ 
岡山 朋子／監修 あかね書房 2019.03 518L/ｱｶ/1 

19 
数字でわかる！こどもＳＤＧ

ｓ 
秋山 宏次郎／監修 カンゼン 2021.06 519 /ﾊｳ/ 

20 ＳＤＧｓ時代の食べ方 井出 留美／著 筑摩書房 2021.10 Y588/ｲﾃ/ 

21 
ＳＤＧｓクッキング １・２・

３ 
今泉 マユ子／著 理論社 2022.05 596/ｲﾏ/1 

22 13 歳からの食と農 関根 佳恵／著 かもがわ出版 2020.11 Y611 /ｾｷ/ 

23 いのちのバトンをつなぎたい 
ワールド・ビジョン・

ジャパン／編著 
合同出版 2022.04 611 /ﾜｱ/ 

24 
わたしがかわるみらいもかわ

る 
原 琴乃／作 汐文社 2020.05 E /ﾊﾗ/ 

 

https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110318220
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110747435
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1102993483
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110873037
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110752843
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110986291
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110986291
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110548138
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110548138
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1103754186
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110826153
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110576067
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110311217
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110311217
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110326697
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110326697
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110628318
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110628318
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110699735
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110872532
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110872532
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110872534
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110872534
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110532876
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110825548
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110478616
https://alislibopac.bunmori.tokushima.jp/winj/opac/switch-detail.do?bibid=1110478616

