
＊は、国際連合（UN）の “SDG Book Club” のリストとして公開された資料。2022年10月までに、目標17までが公開されている。 世界を知るへや

＜目標１：貧困をなくそう＞ 最終更新：2023年3月

言語 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

英語 A chair for my mother ＊ by Vera B. Williams Greenwillow Books c1982 Y17-A613

日本語 かあさんのいす ベラ・B.ウィリアムズ 作・絵, 佐野洋子 訳 あかね書房 1984 Y18-455

英語 The happy prince ＊
a tale by Oscar Wilde, illustrated and adapted by 
Maisie Paradise Shearring

Thames & Hudson ©2017 Y17-D894

英語 Last stop on Market Street  ＊
words by Matt de la Peña, pictures by Christian 
Robinson

G.P. Putnam's Sons, an 
imprint of Penguin Group 
(USA)

[2015]©2015 Y17-B17756

日本語 おばあちゃんとバスにのって
マット・デ・ラ・ペーニャ 作, クリスチャン・ロビンソン 
絵, 石津ちひろ 訳

鈴木出版 2016 Y18-N16-L265

英語 Serafina's promise : a novel in verse ＊ by Ann E. Burg Scholastic [2015]©2013 Y8-D838

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 2　
（貧困：目標1）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N20-M294

＜目標2：飢餓をゼロに＞

英語/スペイン語
The good garden : how one family went from 
hunger to having enough ＊

written by Katie Smith Milway, illustrated by 
Sylvie Daigneault

Kids Can Press [2010] Y17-D1508

英語 The lunch thief ＊ Anne C. Bromley, illustrated by Robert Casilla Tilbury House Publishers [2020] Y17-D1494

英語 Stone soup retold and illustrated by Jon J. Muth Scholastic Press 2003 Y17-B2404

中国語 石頭湯 強‧穆特文‧圖, 馬景賢譯 小魯文化事業 2004 Y17-AZ3552

日本語 しあわせの石のスープ ジョン・J.ミュース さく・え, 三木卓 やく フレーベル館 2005 Y18-N05-H42

英語 Thank you, Omu! ＊ Oge Mora
Little, Brown and 
Company

2018 Y17-B21382

日本語 ありがとう、アーモ! オーゲ・モーラ 文・絵, 三原泉 訳 鈴木出版 2020 Y18-N20-M248

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 3（飢
餓 : 目標2）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N20-M362

＜目標3：すべての人に健康と福祉を＞

英語
A handful of quiet : happiness in four pebbles 
＊

Thich Nhat Hanh Plum Blossom Books [2012] Y5-D30

英語 I am peace : a book of mindfulness ＊ by Susan Verde, art by Peter H. Reynolds
Abrams Books for Young 
Readers

[2017]©2017 Y17-D872

英語 What what what? ＊
Arata Tendo, Ryoji Arai, translated from the 
Japanese by David Boyd

Enchanted Lion Books [2017]©2017 Y18-D54

日本語 どーしたどーした 天童荒太 文, 荒井良二 絵 集英社 2014 Y8-N14-L102

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 4（健
康と福祉 : 目標3）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N20-M363

＜目標4：質の高い教育をみんなに＞

英語 Rain school ＊ written and illustrated by James Rumford
Houghton Mifflin Books 
for Children

[2010] Y17-D887

英語
Razia's ray of hope : one girl's dream of an 
education ＊

written by Elizabeth Suneby, illustrated by Suana 
Verelst

Kids Can Press [2013] Y5-B415

英語 When I was eight ＊
Christy Jordan-Fenton & Margaret Pokiak-
Fenton, art by Gabrielle Grimard

Annick Press [2013] Y2-D93

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 5（教
育 : 目標4）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N20-M394

SDGｓ（持続可能な開発目標）の本
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＜目標5：ジェンダー平等を実現しよう＞

言語 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

英語
Bright sparks : amazing discoveries, inventions 
and designs by women ＊

Owen O'Doherty The O'Brien Press 2018 Y11-D156

スペイン語 Las mujeres y los hombres
idea y texto, Equipo Plantel, ilustraciones, Luci 
Gutiérrez

Media Vaca 2015 Y1-B535

日本語 女と男のちがいって?
プランテルグループ 文, ルシ・グティエレス 絵, 宇
野和美 訳

あかね書房 2019 Y1-N19-M375

英語
Malala : my story of standing up for girls' rights
＊

Malala Yousafzai, with Patricia McCormick, 
abridged and adapted by Sarah J. Robbins, 
illustrations by Joanie Slone

Little, Brown and 
Company

2018 Y3-D75

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 6
（ジェンダー : 目標5）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N22-M388

日本語
世界じゅうの女の子のための日 : 国際ガール
ズ・デーの本

ジェシカ・ハンフリーズ, ロナ・アンブローズ 文, シ
モーネ・シン 絵, プラン・インターナショナル 訳・解
説

大月書店 2021 Y1-N21-M558

日本語 ディアガール : おんなのこたちへ
エイミー・クラウス・ローゼンタール, パリス・ローゼ
ンタール ぶん, ホリー・ハタム え, 高橋久美子 や
く

主婦の友社 2019 Y18-N19-M52

日本語 ホオナニ、フラおどります
ヘザー・ゲイル 文, ミカ・ソング 絵, クウレイナニ橋
本 訳

さ・え・ら書房 2021 Y18-N21-M132

日本語 マララのまほうのえんぴつ
マララ・ユスフザイ 作, キャラスクエット 絵, 木坂涼 
訳

ポプラ社 2017 Y3-N18-L11

＜目標6：安全な水とトイレを世界中に＞

英語
Gizo-gizo ! : a tale from the Zongo Lagoon 
 ＊

Emily Williamson with the students and 
teachers of the Hassaniyya Quaranic School 
in Cape Coast, Ghana

Sub-Saharan 
Publishers

2016 Y17-B20504

英語
One well : the story of water on Earth
 ＊

written by Rochelle Strauss ; illustrated by 
Rosemary Woods

Kids Can Press c2007 Y11-B526

英語 Water stories from around the world ＊
edited by Radhika Menon and Sandhya Rao, 
illustrated by Nirupama Sekhar

Tulika Publishers 2013 Y8-B17292

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 7
（水とトイレ : 目標6）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N21-M45

日本語 みずをくむプリンセス
スーザン・ヴァーデ 文, ピーター・H・レイノル
ズ 絵, さくまゆみこ 訳

さ・え・ら書房 2020 Y18-N20-M154

＜目標7：エネルギーをみんなに　そしてクリーンに＞

英語 The boy who harnessed the wind ＊
William Kamkwamba and Bryan Mealer, 
illustrated by Anna Hymas

Puffin Books [2015] Y8-D695

日本語 風をつかまえたウィリアム
ウィリアム・カムクワンバ, ブライアン・ミー
ラー 文, エリザベス・ズーノン 絵, さくまゆみ
こ 訳

さ・え・ら書房 2012 Y11-N12-J713

英語
Iqbal and his ingenious idea : how a 
science project helps one family and the 
planet ＊

Elizabeth Suneby, illustrations, Rebecca 
Green

Kids Can Press [2018]©2018 Y17-D902

英語 What if we run out of oil? ＊ written by Nick Hunter Collins ©2012 Y1-D52

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 8
（エネルギー:目標7）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N21-M33

＜目標8：働きがいも経済成長も＞

英語
A basket of bangles : how a business 
begins＊

Ginger Howard, illustrated by Cheryl Kirk Noll Millbrook Press [2002] Y17-D1296

英語
One hen : how one small loan made a big 
difference ＊

written by Katie Smith Milway, illustrated by 
Eugenie Fernandes

Kids Can Press c2008 Y17-B13915

英語
Twenty-two cents : Muhammad Yunus 
and the Village Bank ＊

by Paula Yoo, illustrated by Jamel Akib Lee & Low Books Inc. [2014] Y17-D945

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 9
（労働と経済 : 目標8）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2020 Y1-N21-M55

＜目標9：産業と技術革新の基盤をつくろう＞

英語 Awesome engineering ＊ Sally Spray, with artwork by Mark Ruffle Franklin Watts 2019 Y11-D187

英語 Camilla, cartographer ＊ by Julie Dillemuth, illustrated by Laura Wood

Magination Press, 
American 
Psychological 
Association, [2019]

[2019] Y17-D986

英語
One plastic bag : Isatou Ceesay and the 
recycling women of the Gambia ＊

Miranda Paul, illustrations by Elizabeth 
Zunon

Scholastic Inc. [2015]©2015 Y1-D105

日本語 ポリぶくろ、1まい、すてた
ミランダ・ポール 文, エリザベス・ズーノン 絵, 
藤田千枝 訳

さ・え・ら書房 2019 Y1-N19-M224

英語
Wild buildings and bridges : architecture 
inspired by nature ＊

Etta Kaner, Carl Wiens Kids Can Press [2018]©2018 Y11-D183

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
10（ インフラ : 目標9）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2020 Y1-N21-M56
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＜目標10：人や国の不平等をなくそう＞

言語 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

スペイン語 Así es la dictadura
idea y texto, Equipo Plantel, ilustraciones, 
Mikel Casal

Media Vaca 2015 Y17-B18234

日本語 独裁政治とは?
プランテルグループ 文, ミケル・カサル 絵, 宇
野和美 訳

あかね書房 2019 Y1-N19-M373

スペイン語 Cómo puede ser la democracia
idea y texto, Equipo Plantel, ilustraciones, 
Marta Pina

Media Vaca 2015 Y17-B20113

日本語 民主主義は誰のもの?
プランテルグループ 文, マルタ・ピナ 絵, 宇
野和美 訳

あかね書房 2019 Y1-N19-M371

スペイン語 Hay clases sociales
idea y texto, Equipo Plantel, ilustraciones, 
Joan Negrescolor

Media Vaca 2015 Y17-B20076

日本語 社会格差はどこから?
プランテルグループ 文, ジュアン・ネグレスコ
ロール 絵, 宇野和美 訳

あかね書房 2019 Y1-N19-M372

スペイン語 La calle es libre※1 texto, Kurusa ; imágenes, Monika Doppert Ediciones Ekare c1981 Y17-A7390

日本語 道はみんなのもの
クルーサ 文, モニカ・ドペルト 絵, 岡野富茂
子, 岡野恭介 共訳

さ・え・ら書房 2013 Y18-N13-L29

英語
This child, every child : a book about the 
world's children ＊

written by David J. Smith, illustrated by 
Shelagh Armstrong

Kids Can Press c2011 Y1-B347

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
11（不平等 : 目標10）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2020 Y1-N21-M83

日本語 かべのむこうになにがある? ブリッタ・テッケントラップ 作, 風木一人 訳 BL出版 2018 Y18-N18-L56

日本語 ねえさんの青いヒジャブ
イブティハージ・ムハンマド, S・K・アリ 文, ハ
テム・アリ 絵, 野坂悦子 訳

BL出版 2020 Y18-N20-M115

日本語
はじまりは、まっしろな紙 : 日系アメリカ人
絵本作家ギョウ・フジカワがえがいた願い

キョウ・マクレア 文, ジュリー・モースタッド 絵, 
八木恭子 訳

フレーベル館 2020 Y3-N21-M10

＜目標11：住み続けられるまちづくりを＞

英語 Out of the way! Out of the way!＊
story, Uma Krishnaswami, pictures, Uma 
Krishnaswamy

Tulika Publishers 2010 Y17-B20183

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
12（まちづくり : 目標11）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2020 Y1-N21-M84

＜目標12：つくる責任 つかう責任＞

英語 The curious garden ＊ Peter Brown
Little, Brown and 
Company

2009 Y17-D2003

日本語
ふしぎなガーデン : 知りたがりやの少年と
庭 ＊

ピーター・ブラウン 作, 千葉茂樹 訳 ブロンズ新社 2010 Y18-N10-J62

英語
Curious questions & answers 
about...saving the Earth ＊

words by Camilla De la Bédoyère, 
illustrations by Richard Watson

Miles Kelly 2019 Y1-D155

英語
Join the no-plastic challenge! : a first 
book of reducing waste＊

Scot Ritchie Kids Can Press
[2019]
©2019

Y11-D377

英語
What a waste! : where does garbage go? 
＊

by Claire Eamer, illustrations by Bambi 
Edlund

Annick Press
[2017] ©
2017

Y1-D65

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
13（生産と消費 : 目標12）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M141

日本語 希望の牧場 森絵都 作, 吉田尚令 絵 岩崎書店 2014 Y1-N14-L372

日本語
捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ : 
SDGsノンフィクション食品ロス

井出留美 著 あかね書房 2021 Y1-N21-M538

日本語
プラスチック星にはなりたくない! : 地球の
ためにできること

ニール・レイトン 作・絵, いわじょうよしひと 
訳, 高田秀重 日本語版監修

ひさかたチャイルド 2020 Y1-N20-M272

日本語
プラスチックモンスターをやっつけよう! : き
みが地球のためにできること

高田秀重 監修, クリハラタカシ 絵, クレヨンハ
ウス編集部 編

クレヨンハウス 2020 Y1-N20-M188

＜目標13：気候変動に具体的な対策を＞

英語
No one is too small to make a difference
＊

Greta Thunberg Penguin Press
2020
©2019

Y1-D158

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
14（気候変動 : 目標13）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M159

日本語
グレタのねがい : 地球をまもり未来に生き
る : 大人になるまで待つ必要なんてない

ヴァレンティナ・キャメリニ 著, 杉田七重 訳
西村書店東京出版編
集部

2020 Y3-N20-M25

日本語 ペンギンかぞくのおひっこし※2 刀根里衣 絵・文 小学館 2017 Y18-N17-L71
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＜目標14：海の豊かさを守ろう＞

言語 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号

英語 The big book of the blue＊
words and pictures, Yuval Zommer, sea life 
expert, Barbara Taylor

Thames & Hudson 2018 Y11-D444

英語
Shark lady : the true story of how Eugenie 
Clark became the ocean's most fearless 
scientist＊

written by Jess Keating, illustrations by 
Marta Álvarez Miguéns

Sourcebooks 
Jabberwocky

[2017] Y3-D110

英語 Water : a deep dive of discovery＊
written by Christy Mihaly, illustrated by 
Mariona Cabassa

Barefoot Books
2021
©2021

Y11-D446

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
15（海の豊かさ : 目標14）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M194

日本語 プラスチックのうみ
ミシェル・ロード 作, ジュリア・ブラットマン 絵, 
川上拓土 訳, 磯辺篤彦 監修

小学館 2020 Y11-N20-M317

日本語 ママとうみのやくそく
コヒヨン ぶん, エヴァ・アルミセン え, おおた
けきよみ やく

主婦の友社 2020 Y18-N20-M148

日本語 山に木を植えました スギヤマカナヨ 作, 畠山重篤 監修 講談社 2008 Y11-N08-J357

＜目標15：陸の豊かさも守ろう＞

英語
Hoot and howl across the desert : life in 
the world's driest deserts＊

Vassiliki Tzomaka Thames & Hudson 2020 Y11-D447

英語 The life cycle of a polar bear＊ Catriona Clarke Collins 2017 Y11-D443

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
16（陸の豊かさ : 目標15）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M195

日本語 111本の木
リナ・シン 文, マリアンヌ・フェラー 絵, こだま
ともこ 訳

光村教育図書 2021 Y3-N21-M42

日本語 山をつくる : 東京チェンソーズの挑戦 菅聖子 文 小峰書店 2020 Y11-N21-M265

日本語
ワンガリの平和の木 : アフリカでほんとう
にあったおはなし※3

ジャネット・ウィンター 作, 福本友美子 訳 BL出版 2010 Y3-N10-J128

＜目標16：平和と公正をすべての人に＞

日本語/アラビ
ア語

石たちの声がきこえる
マーグリート・ルアーズ 作, ニザール・アリー・
バドル 絵, 前田君江 訳
アラビア語訳: ファラーフ・ラヒーム

新日本出版社 2018 Y1-N18-L372

日本語 今、世界はあぶないのか?争いと戦争※6
ルイーズ・スピルズベリー 文, ハナネ・カイ 
絵, 大山泉 訳

評論社 2017 Y1-N17-L472

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
17（平和と公正 : 目標16）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M241

日本語 せかいいちうつくしいぼくの村※4 小林豊 作・絵 ポプラ社 1995 Y18-11078

日本語 せんそうがやってきた日※7
ニコラ・デイビス 作, レベッカ・コッブ 絵, 長友
恵子 訳

鈴木出版 2020 Y18-N20-M176

日本語 へいわとせんそう たにかわしゅんたろう ぶん, Noritake え ブロンズ新社 2019 Y17-N19-M322

日本語 ぼくの村にサーカスがきた※5 小林豊 作・絵 ポプラ社 1996 Y18-12318

＜目標17：パートナーシップで目標を達成しよう＞

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 
18（パートナーシップ : 目標17）

稲葉茂勝 著 ポプラ社 2021 Y1-N21-M242

日本語 ひとりひとりのやさしさ※8
ジャクリーン・ウッドソン 文, E.B.ルイス 絵, さ
くまゆみこ 訳

BL出版 2013 Y18-N13-L169

日本語
まざっちゃおう! : いろいろないろのおはな
し

アリー・チャン 作・絵, 小栗左多里 訳 フレーベル館 2020 Y18-N20-M62

＜SDGsを知るために＞

日本語
SDGsのきほん : 未来のための17の目標 1
（SDGsってなに?入門）

稲葉茂勝 著, 渡邉優 監修 ポプラ社 2020 Y1-N20-M279

日本語 国谷裕子と考えるSDGsがわかる本 国谷裕子 監修 文溪堂 2019 Y1-N19-M125

日本語
地球をまもるってどんなこと? : 小学生のわ
たしたちにできること

ジョージ Y ハリソン 作, たかしまてつを 絵, 
日本科学未来館 監修

KADOKAWA 2022 Y1-N22-M652

日本語
わたしがかわるみらいもかわる : SDGsは
じめのいっぽ

原琴乃 作, MAKOオケスタジオ 絵, 山田基靖 
監修

汐文社 2020 Y1-N20-M292

＊国際連合（UN）では、 “SDG Book Club” として、6歳から12歳の子どもが「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals: SDGs）について学び、行動を
促すことを目的としたブックリストを公開している。ブックリストでは、SDGsとして掲げられる「目標1」（Goal 1）から「目標17」（Goal 17）までが順番にとりあげられ、国
連の6つの公用語（アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語）の本が、各国語につき数冊ずつ紹介される。

※1SDGs目標番号について、スペイン語版は目標10、英語版は目標11。開架資料はスペイン語版のため、目標10とした。
※2中国語版のブックリストには、中国語翻訳版『美丽的地球』が選ばれている。
※3目標15に選ばれている『Wangari's trees of peace』の翻訳。
※4中国語版のブックリストには、中国語翻訳版『世界上最美丽的村子：我的家乡』が選ばれている。
※5中国語版のブックリストには、中国語翻訳版『村里来了马戏团』が選ばれている。
※6目標16に選ばれている『Children in Our World: Global Conflict』の翻訳。
※7目標16に選ばれている『The Day War Came』の翻訳。
※8目標17に選ばれている『Each Kindness』の翻訳。

※このリストは、子どものへや・世界を知るへやで行っている小展示の資料一覧であり、テーマに沿った資料を網羅的に紹介したり、リストに挙げられた資料を推薦
したりするものではありません。
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