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「お金・経済」

お金との付き合い方や、子どもと考えたいお金のこと、家計
や貯蓄に関する話、お金にまつわる小説など、お金・経済に
関する様々な資料を展示します。
生活を支える身近な「お金」について、考えてみませんか？
… 目

◇ホームページ（所蔵資料の検索もできます）
パソコン用：http://www.lib.pref.yamagata.jp/
◇開館時間・休館日
開館時間：9：00～19：00

次 …

お金とは
子どもと考えるお金のこと
家計とライフプラン
経済・社会
お金にまつわる小説

休館日：月曜日、毎月第3日曜日
特別整理期間（2/27～3/13）及び年度当初
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お金とは
携帯用HP

【お金・貨幣について】
No.

請求記号

著 者 名

出 版 者

ＰＣ用HP

出版年月 資料種別

1 330/ｲｽﾞ/

「世界標準」のお金の教養講座

泉 正人／著

KADOKAWA

2014.10 一般和書

2 332.1/ｵｵ/

お金の流れで読む日本の歴史

大村 大次郎／著

KADOKAWA

2016.3 一般和書

3 337.04/ﾅｶ/

お金の常識・非常識

中野 展子／編著

心交社

4 337.1/ﾀﾞｲ/

マルクスと贋金づくりたち

大黒 弘慈／著

岩波書店

2016.1 一般和書

5 337.2/ﾐﾔ/

お金の世界史200問

宮崎 正勝／監修

日本放送出版協会

2009.1 一般和書

6 337.21/ﾀｹ/

お宝貨幣なんでも読本

竹内 俊夫／著

講談社

7 337.4/ｳｴ/

紙幣肖像の近現代史

植村 峻／著

吉川弘文館

8 338.04/ｵｶ/

１６歳のお金の教科書 『インベスターＺ』公式副読本

お金の特別講義プロ
ジェクト／編著

ダイヤモンド社

9 Z331/ﾎﾙ/

目で見る経済

アルヴィン・ホール／著 さ・え・ら書房

2009.3 児童和書

10 Z337.2/ﾅｸﾞ/

世界のお金１００ しらべ図鑑マナペディア

名倉 克隆／監修

講談社

2011.3 児童和書

11 Z337.2/ﾋﾗ/

世界のお金事典

平井 美帆／文

汐文社

2006.2 児童和書

12 Z337.21/ﾋﾞｼﾞ/ ビジュアル日本のお金の歴史 飛鳥時代ー戦国時代

井上 正夫／著

ゆまに書房

2015.11 児童和書

13 Z337.21/ﾋﾞｼﾞ/ ビジュアル日本のお金の歴史 江戸時代

岩橋 勝／著

ゆまに書房

2015.10 児童和書

14 Z337.21/ﾋﾞｼﾞ/ ビジュアル日本のお金の歴史 明治時代ー現代

草野 正裕／著

ゆまに書房

2016.1 児童和書

（貨幣の価値を変えよ）

（おとなの一般教養）
（らくらく本）

2008.11 一般和書

2013.11 一般和書
2015.6 一般和書
2016.10 一般和書

【お金との付き合い方】
No.

請求記号

著 者 名

15 159/ｵｵ/

お金に好かれる極意

16 159/ｼﾏ/
17 159/ﾃﾞｸﾞ/

（祥伝社新書）

出 版 者

出版年月 資料種別

大村 大次郎／[著] 祥伝社

2015.6 一般和書

プア充

島田 裕巳／著

早川書房

2013.8 一般和書

働く君に伝えたい「お金」の教養

出口 治明／著

ポプラ社

2016.1 一般和書

1

18 159.4/ｵｶ/

学校で教えない“お金”を生む発想法

岡野 雅行／著

朝日新聞出版

2012.7 一般和書

19 159.4/ﾏﾂ/

お金という人生の呪縛について

松本 大／著

幻冬舎

2013.3 一般和書

20 337.1/ﾜﾀ/

なぜ日本人は、こんなに働いているのにお金持ちになれないのか?

渡邉 賢太郎／著

いろは出版

2015.2 一般和書

21 338.18/ﾔﾏ/

学校では教えてくれないお金の授業

山崎 元／著

PHPエディターズ・グループ

2014.6 一般和書

22 369.14/ｺﾝ/

世の中を良くして自分も幸福になれる「寄付」のすすめ

近藤 由美／著

東洋経済新報社

2014.5 一般和書

23 675/ﾀﾞﾝ/

「幸せをお金で買う」5つの授業

エリザベス・ダン／著 KADOKAWA

24 934.6/ｿﾛ/

モノやお金がなくても豊かに暮らせる。もたない贅沢がいちばん ヘンリー・D．ソロー／著 興陽館

25 Y159/ｽｶﾞ/

信頼残高の増やし方

菅井 敏之／著

きずな出版

2015.8 一般和書

26 Y591/ｽｶﾞ/

金の卵を産むニワトリを持ちなさい

菅井 敏之／著

アスコム

2016.5 一般和書

2014.2 一般和書
2015.12 一般和書

子どもと考えるお金のこと
【子どもとお金・お金の教育】
No.

請求記号

著 者 名

出 版 者

出版年月 資料種別

1 371.45/ﾀｶ/

子どもとお金 おこづかいの文化発達心理学

高橋 登／編

東京大学出版会

2 379.9/ｲｼ/

お金ってなんだろう?

石村 衛／著

PHP研究所

2009.12 一般和書

3 379.9/ｶﾜ/

お金のこと、子どもにきちんと教えられますか?

河村 京子／著

青春出版社

2016.2 一般和書

4 379.9/ｺｲ/

かわいい子には「こづかい」をあげるな!

小泉 俊昭／著

大和書房

2009.12 一般和書

5 379.9/ﾀｶ/3

子どもが変わる「じぶんルール」の育て方 3

高取 しづか／著

合同出版

2008.7 一般和書

6 379.9/ﾀｹ/

12歳までにかならず教えたいお金のこと

たけや きみこ／著

かんき出版

2009.3 一般和書

7 379.9/ﾂﾙ/

お金と上手につきあう子になる育て方

鶴田 明子／著

自由国民社

2013.2 一般和書

8 379.9/ﾃﾞﾕ/

子どものおこづかい練習帳

キャスリーン・デューイ／著

主婦の友社

2004.6 一般和書

9 379.9/ﾌｼﾞ/

子どもに聞かせる「お金」の話

藤沢 久美／著

PHP研究所

2003.2 一般和書

10 379.9/ﾔｷﾞ/

6歳からのお金入門

八木 陽子／著

ダイヤモンド社

2007.4 一般和書

11 379.9/ﾔﾏ/

お金を使う人お金に使われる人

山本 一力／ナビゲーター

時事通信出版局

2009.8 一般和書

12 Z330/ｲｹ/

14歳からのお金の話

池上 彰／著

マガジンハウス

2008.4 児童和書

内田 正信／監修

朝日新聞出版

2008.8 児童和書

内田 正信／監修

朝日新聞出版

2008.10 児童和書

高取 しづか／著

サンマーク出版

2010.10 児童和書

松本 大／監修

マキノ出版

2006.10 児童和書

齋藤 孝／著

PHP研究所

2005.3 児童和書

汐文社

2010.4 児童和書

河出書房新社

2011.7 児童和書

ゆまに書房

2006.3 児童和書

13 Z330/ｳﾁ/
14 Z330/ｳﾁ/
15 Z330/ﾀｶ/

フリーターになるとどうなるの?
（かがくるBOOK 大人も知らないお金のカラクリ）
お金持ちになるにはどうするの?
（かがくるBOOK 大人も知らないお金のカラクリ）

生きるための「お金」のはなし

16 Z338.155/ﾏﾂ/ 中学生への授業をもとにした世界一簡単な「株」の本

2016.9 一般和書

【児童向け お金について】
17 Z159.5/ｻｲ/

ちょっとお金持ちになってみたい人、全員集合!
（齋藤孝の「ガツンと一発」シリーズ）

18 Z329.39/ﾆﾎ/1 100円からできる国際協力 1
19 Z330/ｶﾈ/

学校では教えてくれないお金の話

20 Z331/ｲｽﾞ/1

はじめまして!10歳からの経済学 1

21 Z337/ｶﾞｸ/

お金のウソ?ホント?

（14歳の世渡り術） 金子 哲雄／著
泉 美智子／文

（学研のウソ?ホント?シリーズ）

学研

2004.10 児童和書

22 Z338.01/ｼﾝ/ 15歳からのファイナンス理論入門

慎 泰俊／著

ダイヤモンド社

2009.4 児童和書

23 Z338.1/ｶﾜ/

川村 雄介／監修

学研広告SP事業部教材
資料制作室

2003.4 児童和書

小堂 敏郎／著

ぺりかん社

2016.3 児童和書

お金のひみつ 証券会社の仕事

24 Z338.51/ｺﾄﾞ/ 銀行で働く人たち

（しごと場見学!）

25 Z345/ﾐｷ/1

税ってなに? シリーズ1

三木 義一／監修

かもがわ出版

2014.1 児童和書

26 Z345/ﾐｷ/2

税ってなに? シリーズ2

三木 義一／監修

かもがわ出版

2014.4 児童和書

2

27 Z345/ﾐｷ/3

税ってなに? シリーズ3

三木 義一／監修

かもがわ出版

2014.4 児童和書

28 Z345/ﾐｷ/4

税ってなに? シリーズ4

三木 義一／監修

かもがわ出版

2014.2 児童和書

29 Z365/ｱｷ/1

気をつけよう!消費者トラブル 1

秋山 浩子／文

汐文社

2011.11 児童和書

30 Z365/ｱｷ/2

気をつけよう!消費者トラブル 2

秋山 浩子／文

汐文社

2011.12 児童和書

31 Z365/ｱｷ/3

気をつけよう!消費者トラブル 3

秋山 浩子／文

汐文社

2012.2 児童和書

ポプラ社

2010.3 児童和書

32 Z366.29/ｼﾖ/18 職場体験完全ガイド 18
33 Z591/ｵｷﾞ/

ボクたちの値段

荻原 博子／監修

講談社

2007.3 児童和書

34 Z750/ﾀﾁ/

科学じかけの貯金箱自由研究BOOK

立花 愛子／著

いかだ社

2008.6 児童和書

35 Z750/ﾌﾞﾃ/

しかけがおもしろい貯金箱

ブティック社

2015.7 児童和書

（レディブティックシリーズ）

【お金の絵本・児童書】
36 YZ913.8/ﾈｼﾞ/ ひゃくえんだま （たんぽぽえほんシリーズ）

ねじめ 正一／作

鈴木出版

37 Z727.6/ｱﾏ/

絵くんとことばくん

天野 祐吉／作

福音館書店

2006.1 児童和書

38 Z913.8/ｳﾁ/

ともだちや

内田 麟太郎／作

偕成社

1998.1 児童和書

39 Z913.8/ｸｽ/

しょうじき50円ぶん

40 Z913.8/ｺﾞﾄ/

1ねん1くみ1ばんおかねもち

41 Z913.8/ｺﾞﾐ/

買物絵本

42 Z913.8/ｽﾄ/

一円大王さま

43 Z913.8/ｿｳ/

ぼくらの危(ヤ)バイト作戦

44 Z913.8/ﾀｶ/

ケチルさんのぼうけん

45 Z913.8/ﾀｹ/

2年生のぼく売ります

46 Z913.8/ﾂﾂ/

はじめてのおつかい

47 Z913.8/ﾅｶ/

100円たんけん

中川 ひろたか／ぶん くもん出版

2016.10 児童和書

48 Z913.8/ﾌｼﾞ/

ひみつのきもちぎんこう

ふじもと みさと／作 金の星社

2015.8 児童和書

（たくさんのふしぎ傑作集）

（[おれたち、ともだち!]）
（すこやかな心をはぐくむ絵本）

くすのき しげのり／作 廣済堂あかつき

（こどもおはなしランド）

（Gomi Taro・work shop）

（「ぼくら」シリーズ）

2015.11 児童和書

後藤 竜二／作

ポプラ社

1991.2 児童和書

五味 太郎／著

ブロンズ新社

1993.2 児童和書

すとう あさえ／作

ひさかたチャイルド

2011.2 児童和書

宗田 理／作

ポプラ社

2007.3 児童和書

（フレーベル館の新秀作絵本） たかどの ほうこ／さく・え フレーベル館

（こどものとも傑作集）

2015.10 児童和書

1998.7 児童和書

竹田 まゆみ／作

PHP研究所

1992.2 児童和書

筒井 頼子／さく

福音館書店

1977 児童和書

49 Z918.6/ﾏﾂ/4 中学生までに読んでおきたい日本文学 4

松田 哲夫／編

あすなろ書房

2010.12 児童和書

50 Z933.7/ｷﾝ/

ワビシーネ農場のふしぎなガチョウ

ディック・キング=スミス／作

あすなろ書房

2007.9 児童和書

51 Z933.7/ｸﾚ/

お金もうけは悪いこと?

アンドリュー・クレメンツ／作

講談社

2007.8 児童和書

52 Z933.7/ｼﾞﾖ/

お金のない王女のおはなし

アーシュラ・ジョーンズ／文

BL出版

2014.10 児童和書

53 Z933.7/ﾃﾞﾊﾟ/ ヘルガの持参金

トミー・デ・パオラ／さく ほるぷ出版

1981.9 児童和書

54 Z933.7/ﾎﾟﾀ/12 ピーターラビットの絵本 １２

ビアトリクス・ポター／さく・え

福音館書店

1988 児童和書

55 Z943.7/ﾋﾟﾊﾟ/ フェリックスとお金の秘密

ニコラウス・ピーパー／作

徳間書店

2008.7 児童和書

家計とライフプラン
【賃金・貯蓄】
No.

請求記号

著 者 名

出 版 者

出版年月 資料種別

1 159/ﾀｸﾞ/

お金持ちになった人が貧乏な頃からやっていること

田口 智隆／著

フォレスト出版

2 335.3/ｺﾞﾄﾞ/

夫婦で年収5000万円になる方法

午堂 登紀雄／著

KADOKAWA

2015.6 一般和書

3 365.3/ｼﾝ/

月々3万円のへそくりで家が建った!

新谷 准司／著

合同フォレスト

2014.5 一般和書

4 366.4/ﾔﾏ/

手取り10万円台の俺でも安心するマネー話を4つください。 山田 真哉／著

祥伝社

5 366.44/ｻｲ/

最低賃金で1か月暮らしてみました。

最低賃金を引き上げる会／編

亜紀書房

2009.5 一般和書

6 366.45/ﾜﾀ/

ワタミの初任給はなぜ日銀より高いのか?

渡辺 輝人／著

旬報社

2015.1 一般和書

7 591/ｼﾕ/

「貯まる人」「殖える人」が当たり前のようにやっている16のマネー習慣

首藤 由之／著

阪急コミュニケーションズ

2014.3 一般和書

3

2015.10 一般和書

2013.12 一般和書

8 591/ﾋﾗ/

損しないのはどっち?

平林 亮子／著

幻冬舎

9 591/ﾒｸﾞ/

図解最新貯蓄の教科書

目黒 政明／監修

学研パブリッシング

2015.7 一般和書

お金が貯まる財布のひみつ

横山 光昭／著

新潮社

2015.3 一般和書

10 591/ﾖｺ/

2015.11 一般和書

【家計・節約術】
11 590.4/ｵｻﾞ/

3人子持ち働く母のモノを減らして家事や家計をラクにする方法 尾崎 友吏子／著

KADOKAWA

2016.4 一般和書

12 590/ｱｽﾞ/

電気代500円。贅沢な毎日

アズマ カナコ／著

阪急コミュニケーションズ

2013.4 一般和書

13 590/ﾔﾏ/

年収100万円の豊かな節約生活術

山崎 寿人／著

文藝春秋

2011.6 一般和書

14 591/ｲｲ/

高校生と親の「お金の教科書」

飯島 健二／著

セルバ出版

2012.10 一般和書

15 591/ｲｲ/

子どもを持ったら知っておきたいお金の話

飯村 久美／著

KADOKAWA

2014.1 一般和書

16 591/ｳｼﾞ/

手取りが減った人のお金のルール

氏家 祥美／監修

主婦の友社

2013.6 一般和書

17 591/ｵｷﾞ/

荻原博子の「アベノミクス」に負けない安心家計

荻原 博子／著

毎日新聞社

2013.7 一般和書

18 591/ｶｼ/

男の本格節約術

柏本 湊／著

ごま書房新社

19 591/ｻｶ/

35歳からでも遅くない!夢をかなえる「大人の家計簿」

坂田 卓也／著

自由国民社

20 591/ﾀｹ/

日本一わかりやすいお金の本

21 591/ﾀﾃ/

夢を引き寄せるお金の授業

22 591/ﾅｶ/

知らないと損するお金のルールとマナー

23 591/ﾆｼ/

（講談社の実用BOOK） 竹下 さくら／著

2014.12 一般和書
2012.2 一般和書

講談社

2010.10 一般和書

舘野 愛／著

自由国民社

2012.12 一般和書

中村 芳子／著

日本実業出版社

2012.6 一般和書

買い物依存症OLの借金返済・貯蓄実践ノート

西村 優里／著

合同フォレスト

2014.7 一般和書

24 591/ﾌｼﾞ/

お金の不安に答える本 男子用

藤川 太／著

日本経済新聞出版社

25 591/ﾌｼﾞ/

お金の数字と計算に強くなる本

藤本 壱／著

自由国民社

2013.4 一般和書

26 591/ﾌﾛ/

その節約はキケンです お金が貯まる人はなぜ家計簿をつけないのか

風呂内 亜矢／著

祥伝社

2016.5 一般和書

27 591/ﾔﾂ/

レシート○×チェックでズボラなあなたのお金が貯まり出す

八ツ井 慶子／著

プレジデント社

2014.5 一般和書

28 591/ﾔﾂ/

お金の不安に答える本 女子用

八ツ井 慶子／著

日本経済新聞出版社

2010.11 一般和書

29 591/ﾔﾉ/

47テーマで学ぶ家計の教科書(レシピ)

矢野 きくの／著

TAC株式会社出版事業部

2011.12 一般和書

30 591/ﾖｺ/

「これ」で、貯めてもらいます。

横山 光昭／著

徳間書店

31 591/ﾖｽ/

給料そのままで「月5万円」節約作戦!

ヨースケ・城山／著 ごま書房新社

2012.8 一般和書

32 Y591/ｽｶﾞ/

家族のお金が増えるのは、どっち!?

菅井 敏之／著

2015.4 一般和書

33 Y591/ﾀﾅ/

家計簿いらずの年間100万円!貯金術

田辺 南香／原案・監修 メディアファクトリー

（ビジネスいらすとれいてっど）

アスコム

2010.11 一般和書

2012.9 一般和書

2011.12 一般和書

【ライフプラン ～ひとり暮らし・結婚・老後など～】
34 365.3/ﾐﾈ/

フグ田マスオさん家を買う。物件の決め方・ローンの組み方の安心鉄則

35 365.4/ｼﾕ/

ひとり暮らし100人のリアル家計簿

36 367.7/ﾅｶ/

あんしん・お気楽!年金15万円のゴージャス生活

37 367.7/ﾊﾔ/

河出書房新社

2016.1 一般和書

主婦と生活社

2011.2 一般和書

中町 敏矢／著

ぱる出版

2012.1 一般和書

老後はお金で買えますか?

早川 裕子／著

主婦の友社

2010.4 一般和書

38 367.7/ﾌｼﾞ/

一〇〇歳まで安心して暮らす生活設計

藤村 紀美子／著

有楽出版社

2013.4 一般和書

39 367.7/ﾎｻ/

お金をかけない「老後の楽しみ方」

保坂 隆／著

PHP研究所

2013.7 一般和書

40 367.7/ﾕｳ/

介護の値段

結城 康博／著

毎日新聞社

2009.12 一般和書

41 590/ｱﾍﾞ/

ふたりではじめる結婚生活

阿部 絢子／監修

日本文芸社

2014.1 一般和書

42 590/ｾｲ/

ひとり暮らしをはじめる本

成美堂出版編集部／編

成美堂出版

2007.3 一般和書

43 590/ﾓﾘ/

ひとり暮らしの教科書

森 眞奈美／監修

マイナビ

2014.3 一般和書

44 591/ｲﾜ/

50歳でも間に合う女の老後サバイバルマネープラン!

岩崎 博充／著

主婦の友インフォス情報社

45 591/ｵｶ/

20代で知っておきたいお金のこと

岡村 聡／著

中経出版

2011.6 一般和書

46 591/ｵｸ/

定年後のお金の不安を解決する本

奥村 彰太郎／監修 三笠書房

2014.8 一般和書

47 591/ｶﾀ/

結婚したらすぐ考えるお金のこと

カタノ トモコ／著

2016.3 一般和書

（PHP文庫）

（メディアファクトリーのコミックエッセイ）

4

峰尾 茂克／著

KADOKAWA

2014.11 一般和書

48 591/ｶﾜ/

知識ゼロからの老後のお金入門

河合 保弘／著

幻冬舎

2016.2 一般和書

49 591/ｸﾛ/

50代からのお金のはなし

黒田 尚子／著

プレジデント社

2015.6 一般和書

50 591/ｺﾄﾞ/

子どもにかけるお金の本

子どもにかけるお金を考
える会／著

主婦の友社

2013.1 一般和書

51 591/ｻｶ/

30代で絶対に知っておきたいお金の話

坂本 千足／著

東京書店

2013.1 一般和書

52 591/ｼﾐ/

年収300万円でも、死ぬまでお金に困らない!

清水 学／著

ソフトバンククリエイティブ

2012.5 一般和書

53 591/ﾀｶ/

ダンナの遺産を子どもに相続させないで

高橋 成壽／著

廣済堂出版

54 591/ﾀｹ/

たりないお金 20代、30代のための人生設計入門

竹川 美奈子／著

ダイヤモンド社

2009.7 一般和書

55 591/ﾅｶ/

老後に破産する人、しない人

中村 宏／著

KADOKAWA

2014.6 一般和書

56 591/ﾅｶ/

20代のいま、やっておくべきお金のこと

中村 芳子／著

ダイヤモンド社

57 591/ﾆﾂ/

退職貧乏父さんにならない6つの方法

日経マネー編集部／著 日経BP社

58 591/ﾆﾎ/

どうする定年

日経ヴェリタス編集部／著

集英社

59 591/ﾉｼﾞ/

定年に備えるお金の教科書

野尻 哲史／著

学研パブリッシング

60 591/ﾌｶ/

30代で「そろそろお金を貯めよう」と思ったら読む本

61 591/ﾌｶ/

30代で知っておきたい「お金」の習慣

深田 晶恵／著

ダイヤモンド社

62 591/ﾏﾙ/

20代のいま知っておくべきお金の常識50

マルコ社／編集

マルコ社

2011.12 一般和書

63 591/ﾖｺ/

「おひとり」を不安0で生き抜く女子貯金

横山 光昭／著

祥伝社

2014.11 一般和書

（Como子育てBOOKS）

（PHP文庫） 深田 晶恵／著

PHP研究所

2014.12 一般和書

2014.12 一般和書
2012.9 一般和書
2014.12 一般和書
2014.9 一般和書
2015.11 一般和書
2011.5 一般和書

経済・社会
【経済・金融】
No.

請求記号

著 者 名

出 版 者

1 330.4/ｵｶ/

やさしい「経済ニュース」の読み方

岡田 晃／著

2 330.4/ｺｴ/

エコノミストの昼ごはん

タイラー・コーエン／著 作品社

2016.1 一般和書

3 330.4/ﾀﾁ/

愛と経済のバトルロイヤル

橘木 俊詔／著

青土社

2016.2 一般和書

4 330.4/ﾊﾗ/

朝日新聞記者が明かす経済ニュースの裏読み深読み

原 真人／著

朝日新聞出版

2013.4 一般和書

5 330.4/ﾔﾏ/

ぐっちーさん日本経済ここだけの話

山口 正洋／著

朝日新聞出版

2013.7 一般和書

6 330/ｲｹ/

池上彰の「経済学」講義 ニュース編

池上 彰／著

KADOKAWA

2015.4 一般和書

7 330/ｲｹ/

池上彰の「経済学」講義 歴史編

池上 彰／著

KADOKAWA

2015.1 一般和書

8 330/ｺｸﾞ/

今までで一番やさしい経済の教科書

木暮 太一／著

ダイヤモンド社

2015.3 一般和書

9 330/ｻｻ/

お金の話を13歳でもわかるように一流のプロに聞いたら
超カッキ的な経済本ができちゃいました!

佐々木 かをり／編著 ダイヤモンド社

2013.3 一般和書

10 330/ﾔﾏ/

なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか?

山口 揚平／著

2013.3 一般和書

11 331/ｱﾘ/

お金と感情と意思決定の白熱教室

ダン・アリエリー／著 早川書房

12 333.6/ｴﾗ/

世界経済危険な明日

モハメド・エラリアン／著 日本経済新聞出版社

13 333.6/ｸﾙ/

2020年世界経済の勝者と敗者

ポール・クルーグマン／著

講談社

2016.1 一般和書

14 333.6/ﾏﾂ/

英国EU離脱の本当の理由!?いよいよドイツ発金融恐慌が始まる!

松藤 民輔／著

ゴマブックス

2016.8 一般和書

15 336.82/ｶﾜ/

事例でわかる!クラウドファンディング成功の秘訣

川上 清市／著

秀和システム

2015.7 一般和書

16 336.82/ｻｻ/

ザ・クラウドファンディング

佐々木 敦也／著

金融財政事情研究会

2016.6 一般和書

17 336.82/ｻﾄ/

ぼくらがクラウドファンディングを使う理由(わけ)

佐藤 大吾／監修

学芸出版社

2016.5 一般和書

18 338.18/ﾏﾀ/

トップ1%の人だけが知っている「お金の真実」

俣野 成敏／著

日本経済新聞出版社

2015.11 一般和書

19 338.21/ｵｸﾞ/

預金封鎖に備えよ マイナス金利の先にある危機

小黒 一正／著

朝日新聞出版

2016.10 一般和書

20 338.3/ｱｲ/

日本銀行の敗北 インフレが日本を潰す

相沢 幸悦／著

日本経済評論社

2016.9 一般和書

21 338.3/ｲﾜ/

マイナス金利政策

岩田 一政／編著

日本経済新聞出版社

2016.8 一般和書

（KINZAIバリュー叢書）

5

三笠書房

出版年月 資料種別

ダイヤモンド社

2014.3 一般和書

2014.6 一般和書
2016.10 一般和書

22 338.3/ｼﾗ/

超金融緩和からの脱却

白井 さゆり／著

日本経済新聞出版社

2016.8 一般和書

23 338.32/ﾏｽ/

FinTechの法律

増島 雅和／編著

日経BP社

2016.7 一般和書

24 338.97/ｴｺ/

通貨の未来 円・ドル・元

英『エコノミスト』編集部／[編]

文藝春秋

2016.4 一般和書

25 338/ｻｸ/

人工知能が金融を支配する日

櫻井 豊／著

東洋経済新報社

2016.9 一般和書

26 338/ﾋﾞﾂ/

ブロックチェーンの衝撃

ビットバンク株式会社／著

日経BP社

2016.6 一般和書

27 338/ﾎﾟﾂ/

デジタル・ゴールド ビットコイン、その知られざる物語

ナサニエル・ポッパー／著

日本経済新聞出版社

2016.9 一般和書

28 342.1/ｲﾎ/

消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか

井堀 利宏／著

ダイヤモンド社

2016.3 一般和書

29 345.1/ｵﾊﾞ/

パナマ文書

バスティアン・オーバー
マイヤー／著

KADOKAWA

2016.8 一般和書

30 345.1/ｺﾞｳ/

タックスヘイブンに迫る

合田 寛／著

新日本出版社

2014.9 一般和書

31 345.71/ﾌｼﾞ/

消費増税の真実

藤井 裕久／著

朝日新聞出版

2015.2 一般和書

（日経FinTech選書）

【貧困・社会問題】
32 332.107/ﾓﾘ/

「超貧困」時代

森永 卓郎／著

清流出版

2014.3 一般和書

33 361.8/ｲﾃﾞ/

18歳からの格差論 日本に本当に必要なもの

井手 英策／著

東洋経済新報社

2016.6 一般和書

34 367.21/ｻﾜ/

貧困女子のリアル

沢木 文／著

小学館

2016.2 一般和書

35 367.21/ﾋﾀﾞ/

女性と子どもの貧困 社会から孤立した人たちを追った

樋田 敦子／著

大和書房

36 367.7/ｱﾏ/

下流中年

雨宮 処凛／著

SBクリエイティブ

2016.4 一般和書

37 367.7/ｴﾇ/

老後親子破産

NHKスペシャル取材班
／著

講談社

2016.4 一般和書

38 368.2/ｵｵ/

すぐそばにある「貧困」

大西 連／著

ポプラ社

2015.9 一般和書

39 368.2/ﾅｶ/

ニッポンの貧困

中川 雅之／著

日経BP社

2015.8 一般和書

40 369.4/ｱｻ/

子どもと貧困

朝日新聞取材班／著 朝日新聞出版

41 369.4/ｼｶﾞ/

地方都市から子どもの貧困をなくす

志賀 信夫／編著

旬報社

2016.6 一般和書

42 369.4/ﾎｻ/

子どもの貧困連鎖

保坂 渉／著

新潮社

2015.6 一般和書

43 369.4/ﾖﾐ/

貧困 子供のSOS

44 591/ｵｷﾞ/

隠れ貧困 中流以上でも破綻する危ない家計 （朝日新書） 荻原 博子／著

（小学館新書）

（SB新書）

（新潮文庫）

読売新聞社会部／著 中央公論新社

2015.12 一般和書

2016.10 一般和書

2016.6 一般和書

朝日出版

2016.3 一般和書

2015.12 一般和書

【お金の知識 ～税金・相続・年金など～】
45 324.62/ｲﾏ/

事実婚・内縁 同性婚2人のためのお金と法律

今井 多恵子／共著 日本法令

46 324.7/ｱﾏ/

わかりづらいと思われがちな相続を極力わかりやすく解説した本

天野 隆／[著]

主婦の友社

2015.5 一般和書

47 324.7/ﾊﾏ/

幸せの遺し方38歳からの相続

浜野 康次郎／著

日本経済新聞出版社

2015.4 一般和書

48 324.7/ﾎﾝ/

税理士が見つけた!本当は怖い相続の失敗事例55
（失敗から学ぶ実務講座シリーズ）

本郷 孔洋／監修

東峰書房

2015.11 一般和書

49 338.74/ﾆｼ/2016 クする70の新常識

西澤 京子／監修

エクスナレッジ

2015.12 一般和書

50 338.8/ﾌｶ/

ジュニアNISA入門 口座の作り方、買い方、増やし方がカンタンにわかる！

深野 康彦／著

ダイヤモンド社

2015.11 一般和書

51 345.1/ｸﾙ/

金持ちは税率70%でもいいvsみんな10%課税がいい

ポール・クルーグマン／著

東洋経済新報社

52 345.1/ﾆﾎ/

税金考

日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社

2016.7 一般和書

53 345.53/ｻｴ/H27 図解相続税法「超」入門 平成27年度改正

佐伯 草一／編著

2015.7 一般和書

54 345.53/ｾﾞｲ/

税制経営研究所／編 旬報社

住宅ローン＆マイホームの税金がスラスラわかる本 2016 知ってト

これで安心!円満な相続と相続税対策

税務経理協会

2014.6 一般和書

2014.12 一般和書

55 345.71/ｶﾄ/H27 図解消費税法「超」入門 平成27年度改正

加藤 友彦／編著

税務経理協会

2015.7 一般和書

56 345/ｶﾅ/2015 100%得をするふるさと納税生活 2015年改訂版

金森 重樹／著

扶桑社

2015.5 一般和書

57 345/ﾐﾅ/

家計を元気にする税金活用術

湊 義和／著

中央経済社

2015.8 一般和書

58 364.3/ｻｻ/

知らないともらえないお金の話

佐佐木 由美子／著 実業之日本社

2011.4 一般和書

59 364.6/ｳﾙ/

障害年金の手続きから社会復帰まで

漆原 香奈恵／著

秀和システム

2015.1 一般和書

60 364.6/ﾀﾅ/

10分でわかる得する年金のもらい方

田中 章二／著

WAVE出版

2015.4 一般和書

61 364.6/ﾅｶ/2015 図解わかる年金 2015-2016年版

中尾 幸村／著

新星出版社

2015.5 一般和書

62 364.6/ﾐｽﾞ/

みずほ総合研究所／著

東洋経済新報社

2015.1 一般和書

図解年金のしくみ

6

63 364.7/ﾋﾕ/2015 失業保険150%トコトン活用術 [2015]第7版

（DO BOOKS） 日向 咲嗣／著

同文舘出版

2015.6 一般和書

64 365/ｲｼ/

Q&A高齢社会の消費者トラブル

石戸谷 豊／編著

日本加除出版

2014.9 一般和書

65 365/ﾀﾀﾞ/

あなたはこうしてだまされる

多田 文明／著

産経新聞出版

2015.4 一般和書

66 365/ﾑﾗ/

市民のための消費者契約法

村 千鶴子／著

中央経済社

2016.9 一般和書

67 366.46/ﾅｶ/

確定拠出年金が、老後破産を防ぐ!

仲藤 和弘／著

白夜書房

68 369.27/ﾜﾀ/

障害のある子が「親なきあと」にお金で困らない本

渡部 伸／著

主婦の友社

2016.10 一般和書
2016.6 一般和書

お金にまつわる小説
No.

請求記号

著 者 名

1 591/ﾀｹ/

貯金兄弟

2 913.6/ｱｲ/

（PHP文庫）

出 版 者

出版年月 資料種別

竹内 謙礼／著

PHP研究所

デフォルト

相場 英雄／著

ダイヤモンド社

3 913.6/ｲｹ/

M1

池井戸 潤／著

講談社

2000.3 一般和書

4 913.6/ｲｹ/

銀行仕置人

池井戸 潤／著

双葉社

2005.2 一般和書

5 913.6/ｲｹ/

オレたちバブル入行組

池井戸 潤／著

文藝春秋

6 913.6/ｴｶﾞ/

霞が関中央合同庁舎第四号館

江上 剛／著

実業之日本社

2006.6 一般和書

7 913.6/ｴｶﾞ/

レジスタンス

江上 剛／著

講談社

2005.1 一般和書

8 913.6/ｴﾊﾞ/

ジャパン・プライド

江波戸 哲夫／著

講談社

2009.9 一般和書

9 913.6/ｵｵ/

謀略銀行

大塚 将司／著

ダイヤモンド社

2004.7 一般和書

10 913.6/ｵｻﾞ/

金色夜叉

尾崎 紅葉／著

新潮社

11 913.6/ｶｷ/

老後の資金がありません

垣谷 美雨／著

中央公論新社

2015.9 一般和書

12 913.6/ｶﾗ/

億男

川村 元気／著

マガジンハウス

2014.10 一般和書

13 913.6/ｸﾛ/1

巨大投資銀行(バルジブラケット) 上

黒木 亮／著

ダイヤモンド社

2005.11 一般和書

14 913.6/ｸﾛ/2

巨大投資銀行(バルジブラケット) 下

黒木 亮／著

ダイヤモンド社

2005.11 一般和書

15 913.6/ｸﾛ/1

トリプルA 上

黒木 亮／著

日経BP社

2010.5 一般和書

16 913.6/ｸﾛ/2

トリプルA 下

黒木 亮／著

日経BP社

2010.5 一般和書

17 913.6/ｺｳ/

財務省の階段

幸田 真音／著

角川書店

2011.7 一般和書

18 913.6/ｺｳ/1

天佑なり 上

幸田 真音／著

角川書店

2013.6 一般和書

19 913.6/ｺｳ/2

天佑なり 下

幸田 真音／著

角川書店

2013.6 一般和書

20 913.6/ｼﾏ/

悪貨

島田 雅彦／著

講談社

2010.6 一般和書

21 913.6/ｼﾐ/

MONEY

清水 義範／著

徳間書店

2004.2 一般和書

22 913.6/ｼﾗ/

流星たちの宴

白川 道／著

新潮社

1997.8 一般和書

23 913.6/ｼﾝ/

奪取

真保 裕一／著

講談社

1996.8 一般和書

24 913.6/ｽｷﾞ/

終わりは嫌だ

杉山 俊彦／著

講談社

2011.3 一般和書

25 913.6/ｿﾈ/

藁にもすがる獣たち

曽根 圭介／著

講談社

2011.8 一般和書

26 913.6/ﾀｶ/

トッカン

高殿 円／著

早川書房

2010.6 一般和書

27 913.6/ﾀｶ/

虚構金融

高嶋 哲夫／著

実業之日本社

2003.11 一般和書

28 913.6/ﾀﾁ/

亜玖夢博士の経済入門

橘 玲／著

文藝春秋

2007.11 一般和書

29 913.6/ﾀﾁ/

タックスヘイヴン

橘 玲／著

幻冬舎

30 913.6/ﾀﾆ/

おしかくさま

谷川 直子／著

河出書房新社

（新潮文庫）

（新潮文庫）

（[「トッカン」シリーズ]）
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2015.9 一般和書
2005.10 一般和書

2004.12 一般和書

1981 一般和書

2014.4 一般和書
2012.11 一般和書

31 913.6/ﾂﾑ/

ポトスライムの舟

津村 記久子／著

講談社

2009.2 一般和書

32 913.6/ﾃｼ/

ウルトラ・ダラー

手嶋 龍一／著

新潮社

2006.3 一般和書

33 913.6/ﾃｼ/

スギハラ・ダラー

手嶋 龍一／著

新潮社

2010.2 一般和書

34 913.6/ﾆｼ/

小銭をかぞえる

西村 賢太／著

文藝春秋

2008.9 一般和書

35 913.6/ﾊﾗ/

彼女の家計簿

原田 ひ香／著

光文社

2014.1 一般和書

36 913.6/ﾋｶﾞ/

超・殺人事件

東野 圭吾／著

新潮社

2004.5 一般和書

37 913.6/ﾎﾘ/

拝金

堀江 貴文／著

徳間書店

2010.6 一般和書

38 913.6/ﾏﾁ/

歴女カオルの「良いお金」と「悪いお金」の経済学

町井 登志夫／著

日本文芸社

2011.1 一般和書

39 913.6/ﾐﾔ/

火車

宮部 みゆき／著

双葉社

1992.7 一般和書

40 913.6/ﾐﾔ/

必殺の三文判

深山 亮／著

双葉社

2016.3 一般和書

41 913.6/ﾑｷﾞ/

ブラックリスト

ムギ／著

ソフトバンククリエイティブ

2009.5 一般和書

42 913.6/ﾔﾝ/

流転の魔女

楊 逸／著

文藝春秋

2013.6 一般和書

43 913.68/ﾋｻ/

人はお金をつかわずにはいられない

久間 十義／著

日本経済新聞出版社

2011.10 一般和書

44 Y913.6/ｽｷﾞ/

金融夜光虫

杉田 望／[著]

講談社

2004.12 一般和書

45 Y913.6/ｽｷﾞ/

特別検査

杉田 望／[著]

講談社

2006.12 一般和書

46 932/ｼｪ/

ヴェニスの商人 （ワイド版岩波文庫）

（新潮文庫）

（講談社文庫）
（講談社文庫）

シェイクスピア／作 岩波書店
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1993.7 一般和書

