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１１１１　「　「　「　「ESDESDESDESD」」」」についてについてについてについて知知知知るるるる本本本本、、、、事典類事典類事典類事典類

タイトル 著者等 出版者 出版年月

知ろう！学ぼう！行動しよう！よくわかる

ＥＳＤまんが読本　　１

環境アセスメントセンター西

日本事業部／制作・著作

岡山市京山地区ＥＳＤ

推進協議会

2009.3

知ろう！学ぼう！行動しよう！よくわかる

ＥＳＤまんが読本　　２

環境アセスメントセンター西

日本事業部／制作・著作

岡山市京山地区ＥＳＤ

推進協議会

2009.9

ＥＳＤ教材活用ガイド　　持続可能な未来

への希望

ユネスコ・アジア文化

センター

2009.12

ひろがりつながるＥＳＤ実践事例４８

ユネスコ・アジア文化

センター

2011.3

学校＆みんなのＥＳＤプロジェクト　　ひろ

がりつながるＥＳＤ実践事例１０１

ユネスコ・アジア文化

センター

2012.3

ユネスコスクールと持続発展教育（ＥＳＤ）

日本ユネスコ国内委

員会事務局

2012.1

未来をつくる『人』を育てよう　　（わかる！

ＥＳＤテキストブック　１）

持続可能な開発のための教

育の10年推進会議／編

持続可能な開発のた

めの教育の10年推進

会議

2006.12

希望への学びあい　　なにを、どう、はじめ

るか　　（わかる！ＥＳＤテキストブック　２）

持続可能な開発のための教

育の10年推進会議／編

持続可能な開発のた

めの教育の10年推進

会議

2009.3

生物多様性を大切にした地域づくりをはじ

めよう　　（わかる！ＥＳＤテキストブック

３）

持続可能な開発のための教

育の10年推進会議／編

持続可能な開発のた

めの教育の10年推進

会議

2012.4

未来をつくるＢＯＯＫ　　東日本大震災を

ふりかえり今をみつめ対話する　持続可

能な地球と地域をつくるあなたへ

持続可能な開発のた

めの教育の10年推進

会議

2011.11

あなたの暮らしが世界を変える　　持続可

能な未来がわかる絵本

阿部　治、野田　研一／監

修, 浦本　典子／イラスト

山と渓谷社 2007.9

未来をつくる教育ＥＳＤ

五島　敦子、関口　知子／編

著

明石書店 2010.2

開発教育で実践するＥＳＤカリキュラム

地域を掘り下げ、世界とつながる学びの

デザイン

開発教育協会内ＥＳＤ開発

教育カリキュラム研究会／

編

学文社 2010.8

ＥＳＤをつくる　　地域でひらく未来への教

育

生方　秀紀、神田　房行、大

森　享／編著

ミネルヴァ書房 2010.4

市民のための地球環境科学入門 岡山ユネスコ協会／編 大学教育出版 1999.6

サステナビリティ辞典　　２００７ 三橋　規宏／監修 海象社 2007.9

環境自治体白書　　２０１２－２０１３年版 生活社 2012.11

環境史年表　　明治・大正編 下川　耿史／編 河出書房新社 2003.11

環境史年表　　昭和・平成編 下川　耿史／編 河出書房新社 2004.1

平成２６年３月改訂

岡山市立中央図書館

　岡山市立中央図書館２階に設置している「ESD関連資料コーナー」の本を

中心に、ESDに関する資料をご紹介します。

（※このリストでは、岡山関連の比較的新しい資料を主に紹介しています。

今後、資料は追加していく予定です。なお、館内閲覧のみの資料も含まれ

ています。詳しくは蔵書検索画面でご確認ください。）



２２２２　　　　岡山岡山岡山岡山ののののESDESDESDESD

タイトル 著者等 出版者 出版年月

岡山ＥＳＤプロジェクト　　－ゆるやかな

ネットワークにより岡山地域から持続可能

な社会づくりを目指す－

岡山ＥＳＤ推進協議会 [2013.9]

Ｏｋａｙａｍａ　ＥＳＤ　Ｐｒｏｊｅｃｔ

Ｏｋａｙａｍａ　ＥＳＤ　Ｐｒ

ｏｍｏｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｉｓｓ

ｉｏｎ

[2013.9]

岡山ＥＳＤプロジェクト　活動紹介

　ｐａｒｔ　１、２

岡山ＥＳＤ推進協議会 2013.1

ご存じですか？「ＥＳＤ」

　みんなのおかやまVol.5（2011年10月号）

ビザビリレーションズ／制

作・編集

岡山市秘書広報室広

報課

2011.10

岡山のＥＳＤはズゴイ？！

　みんなのおかやまVol.10（2013年1月号）

ビザビリレーションズ／制

作・編集

岡山市政策局広報課 2013.1

ＥＳＤ～ユネスコ世界会議に向けて～

　みんなのおかやまVol.14（2014年1月号）

ビザビリレーションズ／制

作・編集

岡山市政策局広報課 2014.1

岡山市のＥＳＤ　ユネスコスクール２０１１ 住野　好久、川田　力／編集

岡山大学大学院教育

学研究科ＥＳＤ協働推

進室

2012.2

岡山市のＥＳＤ　ユネスコスクール２０１２

住野　好久、川田　力、柴川

弘子、加藤　伸恵／編集

岡山大学大学院教育

学研究科ＥＳＤ協働推

進室

2013.2

Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏ

ｐｍｅｎｔ（ＥＳＤ）　ａｎｄ　Ｋｏｍｉｎｋａｎ／Ｃｏ

ｍｍｕｎｉｔｙ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｒｅ（ＣＬＣ）

〔岡山ＥＳＤ推進協議会〕、

〔岡山大学ユネスコチェア〕

／編

岡山大学出版会 2013.6

【新聞切抜】わがまちのＥＳＤ

生物多様性／ＥＳＤフォトメッセージ優秀

作品集　 岡山市生物多様性元年「いきも

のいろいろ事業」記録報告書

岡山市環境保全課 2011.3

岡山県環境学習の進め方

岡山県生活環境部環境政策

課／編

岡山県生活環境部環

境政策課

2009.2

知ろう学ぼうＥＳＤ！　教材・資料集

岡山市環境局環境保全課、

岡山市教育委員会指導課／

編集

岡山市 2010.8

【雑誌】岡山市環境パートナーシップ事業

ニュースレター　ＥＣＯちゃん＋（プラス）

岡山市環境保全課 2001～

　　　　２２２２－－－－１１１１　　　　京山地区京山地区京山地区京山地区

タイトル 著者等 出版者 出版年月

岡山市京山地区ＥＳＤ環境プロジェクト（岡

山ＫＥＥＰ）　２００４（平成１６）年度の主な

活動の記録

〔岡山ユネスコ協会〕 [2005]

川と共に生きる暮らしと文化の再構築を目

指して　１～５

岡山市京山地区ＥＳＤ

環境プロジェクト（岡山

ＫＥＥＰ）

2005

～2009

岡山市北区京山地区　持続可能な地域づ

くり・人づくり　　～合い言葉は「一人の百

歩より百人の一歩」～

岡山市京山地区ＥＳＤ

推進協議会

[2009]

持続可能な社会の構築　　総合調査報告

書

国立国会図書館調査

及び立法考査局

2010.3

　　　　２２２２－－－－２２２２　　　　竹枝竹枝竹枝竹枝・・・・建部地区建部地区建部地区建部地区

タイトル 著者等 出版者 出版年月

旭川かいぼり調査報告書　ＥＳＤ活動事例

旭川かいぼり調査報告書編

集委員会／編

岡山市環境局環境保

全課

2007.3

山陽新聞連載（２０１２．１．５～１．１７）



岡山市環境学習センター「めだかの学校」

活動報告＆旭川かいぼり調査報告　　２０

０８

岡山市教育委員会・

岡山市環境学習セン

ター「めだかの学校」

2009.3

ふるさとを伝えたい！　活動報告書　～竹

枝地区における小学校・地域協働による

ふるさとづくり～　２００７～２０１１年度

「ふるさとを伝えたい」活動報

告書編集委員会／編集

竹枝を思う会・たけえ

だ水辺の楽校

2008

～2012

竹枝っ子通信

　Ｎｏ．５７～（Ｎｏ．６９）

「たけえだ水辺の楽

校」実行委員会

2011～

たけべのお話　　おばあちゃん聞かせて

三宅　美恵子／文, 三宅　優

／絵, タネピリカ／企画・編

[タネピリカ] 2013.4

タネピリカ

　創刊号～（１２号）

タネピリカ新聞委員会／編

集

岡山市立建部町公民

館

2011～

　　　　２２２２－－－－３３３３　　　　高島地区高島地区高島地区高島地区

タイトル 著者等 出版者 出版年月

高島・旭竜　ひと・まち・しぜん　　Ｖｏｌ．１

高島・旭竜エコミュージアム

／〔編集〕

高島・旭竜エコミュー

ジアム

2001.10

高島公民館開館２０周年記念誌　　みらい

にトライ！　　～地域づくりをめざして～

岡山市立高島公民館・運営

協議会／編集

岡山市立高島公民

館・運営協議会

2013.3

　　　　２２２２－－－－４４４４　　　　竜操地区竜操地区竜操地区竜操地区

タイトル 著者等 出版者 出版年月

竜操ふるさとよもやま話

岡山市立東公民館ＥＳＤプロ

ジェクト「ふるさと」／〔編〕

岡山市立東公民館 2014.3

　　　　２２２２－－－－５５５５　　　　藤田地区藤田地区藤田地区藤田地区

タイトル 著者等 出版者 出版年月

ＥＳＤ　Ｒｉｃｅ　パイロットプロジェクト２０１２

プロジェクトガイド

ユネスコ・アジア文化

センター

2012

３３３３　　　　公民館公民館公民館公民館のののの取組取組取組取組

タイトル 著者等 出版者 出版年月

Ｋｏｍｉｎｋａｎサミット　ｉｎ　Ｏｋａｙａｍａ報告

書　　地域づくりとＥＳＤ推進

岡山大学ユネスコチェア／

編集

岡山大学ユネスコチェ

ア

2008.3

公民館プロジェクトチーム報告書

平成１９、２０年度

岡山市立中央公民館

2008

～2009

※岡山市内の公民館の「公民館だより」もあります。

４４４４　　　　岡山岡山岡山岡山のののの自然自然自然自然、、、、環境環境環境環境、、、、生生生生きききき物物物物

タイトル 著者等 出版者 出版年月

岡山市の自然　　－身近にひろがる水と

緑と生きものたち－

岡山市環境局環境保

全課

2007.3

岡山の自然たんけん　　親子で楽しむ

岡山県小学校教育研究会理

科部会／編著

日本標準 1995.5

岡山の自然と環境問題 岡山ユネスコ協会／編 大学教育出版 2004.8

旭川を科学する　　Ｐａｒｔ１～Ｐａｒｔ４

岡山理科大学『岡山学』研究

会 ／編

吉備人出版

2005

～2008

児島湖グリーンガイド　　－歩いて探そ

う！水辺の生き物－

児島湖流域エコウェイブ／編

児島湖流域水質保全

基金

2012.3

ＩＮＵＪＩＭＡＳＣＡＰＥ 青地　大輔／著 犬島時間実行委員会 2012.5

四季のアルバム　　たんぼのまわりの生き

もの

岡山県自然保護センター／

編

岡山県郷土文化財団 2001.11



岡山県のレッドデータ生物

倉敷市立自然史博物館／編

集

倉敷市立自然史博物

館

2010.7

岡山県版レッドデータブック　　２００９

絶滅のおそれのある野生生物

（動物編）、（植物編）

岡山県生活環境部自然環境

課／製作

岡山県環境保全事業

団

2010.3

岡山市の希少な淡水魚 岡山市環境保全課 2010.10

みんなで守ろうアユモドキ！

岡山市教育委員会文

化財課

2010

天然記念物アユモドキ保全活用指針

アユモドキを守り、アユモドキを活かしたま

ちづくりをめざして

岡山市教育委員会文化財課

／編集

岡山市教育委員会 2010.3

ホタルと人と文化

梶田　博司、青山　勲／著,

おかやま環境ネットワーク／

大学教育出版 2010.12

岡山市ホタルマップ　　平成２５年度調査

結果

岡山市環境保全課 [2014]

【新聞切抜】いき物と人　　多様性元年の

岡山市

おかやまエコ読本　　農と食と暮らしのガ

イド

エコウェーブおかやま／企

画・編集

吉備人出版 2005.6

おかやまの地産地消と特産物

農林水産省中国四国

農政局

2012.8

【雑誌】環境 岡山県環境保全事業 1999～

【雑誌】岡山の自然 岡山の自然を守る会 1981～

【雑誌】自然誌おかやま２ 自然研究会 2012～

５５５５　　　　岡山岡山岡山岡山のののの防災防災防災防災

タイトル 著者等 出版者 出版年月

岡山市防災マニュアル　詳細版

岡山市消防局危機管理課／

編集

岡山市消防局危機管

理課

[2013.8]

みんなで作る「地域防災マップ」　まち歩き

防災マップの作り方

岡山市危機管理課 [2012]

地域防災協定の手引き　～地域の緊急避

難・待避場所確保のために～

岡山市 2012.10

岡山の｢災害｣を科学する

岡山理科大学『岡山学』研究

会／編

吉備人出版 2012.3

６６６６　　　　岡山岡山岡山岡山のごみのごみのごみのごみ問題問題問題問題

タイトル 著者等 出版者 出版年月

ミコロハコロのごみと資源とわたしたち

いまわたしたちにできること

岡山市環境局 [2013.3]

【DVD】ミコロハコロのごみと資源とわたし

たち　　いまわたしたちにできること

岡山市環境局／企画, 山陽

映画株式会社／制作

岡山市環境局 2010

岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進優

良事業者等表彰　　平成１８～２４年度

岡山市事業系一般廃

棄物減量化・資源化

推進協議会

2007

～2013

生ごみ減量化ハンドブック 岡山市エコ技術研究 2010.6

７７７７　　　　岡山市岡山市岡山市岡山市、、、、岡山県岡山県岡山県岡山県のののの取組取組取組取組

タイトル 著者等 出版者 出版年月

岡山市環境白書　　平成２４年版

岡山市環境局環境保全課／

編

岡山市環境局環境保

全課

2013.3

第２次岡山市環境基本計画

岡山市環境局環境保全課／

編

岡山市環境局環境保

全課

2012.3

山陽新聞連載（２０１０．９．３～１０．１）



岡山市地球温暖化対策実行計画　【区域

施策編】

岡山市環境局環境保全課／

編

岡山市環境局環境保

全課

2012.3

生物多様性の保全に向けて

岡山市環境局環境保

全課

2012.3

岡山県環境白書　　平成２５年版

岡山県環境文化部環境企画

課／編

岡山県 2013.12

新岡山県環境基本計画（改訂版）　　　エ

コビジョン２０２０

岡山県生活環境部環境政策

課／編

岡山県生活環境部環

境政策課

2013.3

岡山県自然保護基本計画

岡山県環境文化部自

然環境課

2011.3

自然との共生おかやま戦略　～保全と持

続可能な利用のために～

〔岡山県環境文化部自然環

境課 ／作成〕

[2013.5]

８８８８　　　　企業等企業等企業等企業等のののの取組取組取組取組

タイトル 著者等 出版者 出版年月

【新聞切抜】企業のエコ挑戦

環境にやさしい岡山エコ事業所認定制度・

事業所一覧

岡山県生活環境部循

環型社会推進課

2012.10

岡山県エコ製品　製品リスト 岡山県 [2013.7]

岡山大学環境報告書　　２０１３

岡山大学安全衛生部

安全管理課

2013

CSR企業総覧　　２０１４ 東洋経済新報社 2013.11

※企業のCSR報告書もあります。

９９９９　　　　岡山岡山岡山岡山でででで開催開催開催開催されたされたされたされたＥＳＤＥＳＤＥＳＤＥＳＤ関係関係関係関係のののの会議会議会議会議のののの報告書等報告書等報告書等報告書等

タイトル 著者等 出版者 出版年月

ＥＳＤ・環境教育円卓会議ｉｎ岡山　普及啓

発レポート　　これでスッキリ、みんなで解

決！　ＥＳＤ・環境教育お悩み相談室

環境アセスメントセンター西

日本事業部／編集

岡山県備前県民局地

域政策部環境課

[2007]

おかやまＥＳＤ国際会議２００６講演概要

集　　持続可能な社会をめざして

岡山大学大学院環境学研究

科　魅力ある大学院教育イ

ニシアティブ「『いのち』をまも

る環境学教育」／編集

岡山大学大学院環境

学研究科

2007.3

おかやまＥＳＤ国際会議２００６報告書

持続可能な社会をめざして

岡山大学大学院環境学研究

科ユネスコチェア設置準備

室／編集協力

岡山県国際団体協議

会

2007.3

岡山大学ユネスコチェア　持続可能な開

発のための研究と教育　　平成１９・２０・２

１年度総合報告書

岡山大学ユネスコチェア／

〔編〕

〔岡山大学ユネスコ

チェア〕

[2010]

ＨＥＳＤフォーラム２００９関連事業報告書

高等教育機関におけるＥＳＤ推進とネット

ワーク形成

岡山大学大学院環境学研究

科／編集

岡山大学大学院環境

学研究科

2010.3

岡山地区ユネスコスクールＥＳＤ関係校研

修会・交流会　報告書

岡山大学／編集 岡山大学 2011.1

ＥＳＤ・ユネスコスクール研修会岡山２０１

１　報告書

岡山大学／編集 岡山大学 2012.1

ＥＳＤ・ユネスコスクール研修会岡山２０１

２　報告書

岡山大学／編集 岡山大学 2013.1

ＥＳＤ－Ｊ全国ミーティング２０１３ in 岡山

プログラム　　「未来へつなぐ」を現場で学

ぶ

持続可能な開発のた

めの教育の10年推進

会議

2013.6

Ｃａｓｅ　Ｓｔｏｒｉｅｓ　ｏｆ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｐａｒｔｎｅｒ

ｓｈｉｐｓ　ｆｏｒ　ＥＳＤ

ユネスコ・アジア文化

センター

2014.2

山陽新聞連載（２０１０．８．１３～８．２１）


