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未来のための17の目標

SDGs がわかる！ 世界が見える！ SDGs 入門のための決定版！

全18巻
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『生産と消費  目標 12』
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17の目標ひとつひとつを、1 冊ずつにまとめていますので、
学習のテーマに合わせて、各巻の組み合わせが可能です！
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SDGsのきほん



DGs は「持続可能な開発目標」
という意味 で 2015 年 9 月に国連の
加盟国が一致して決めたものです。 
17 個の SDGs のゴール（目標）と

「ターゲット」という「具体的な目標」
が 169 個あります。

のためには、日々の学習
の中で SDGs について学ん
だり考えたりする機会をふ
やす必要があります。

れからの児童生徒には、
「SDGs の目標達成のために
自分が何をすべきか」を主体
的に考え、人類の一員として
SDGs の目標達成に向うこと
が求められています。
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未来のための 17 の目標 
『 SDGs ってなに？　入門』

各巻の内容詳細は特設サイトへ ➡
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な ぜ 今 S D G s ? なぜ展示会で１番選ばれているのか ?

シリーズ「SDGsのきほん」は、1巻目の『入門』と2巻～18巻の各巻で1巻1ゴール（目標）
ずつの構成になっており、17 のゴールすべてについてくわしく学ぶことができるセットです。

17 の目標ひとつひとつを、1 冊かけて手厚く解説！

選ばれている３ポイント

17 の目標をより具体的に示した 169 個のターゲットのポイントを、易しい言葉で表現
した「子ども訳」つき。子どもだけでなく大人にもわかりやすい！

世界の状況が一目でわかる世界地図や各種データ、関連用語解説といった資料を多数
掲載！ 小学生から大人まで 役立てていただけます。

SDGsってなに？ 入門 貧困 目標 1 飢餓 目標 2 健康と福祉 目標 3 教育 目標 4 ジェンダー 目標 5 水とトイレ 目標 6 エネルギー 目標 7

労働と経済 目標 8 インフラ 目標 9 不平等　 目標 10 まちづくり 目標 11 生産と消費 目標 12 気候変動 目標 13 海の豊かさ 目標 14 陸の豊かさ 目標 15

平和と公正 目標 16 パートナーシップ 目標 17

外務省による各目標のターゲットの日本語訳は、難しい言葉が多くわかり
にくい。そこでポイントをしぼって「子ども訳」をつくりました。
例： 外務省訳ターゲット 1.b「貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するた
め、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づ
いた適正な政策的枠組みを構築する。」 
➡子ども訳「貧困をなくすために必要な投資をおこなえる社会をつくる。」


