
お金について 　

あたりまえだけど誰も教えてくれないお金のルール 尾上 堅視／著 明日香出版社 591

これで解決!お金のキホン 柳澤 美由紀／監修 主婦の友社 591

不況を生き抜く!お金の常識 泉 正人／著 主婦の友社 591

お金と仲良く暮らすための50の知恵 AIG KK ウェルスマネジメント／編著 日経BP企画 591

お金の才能 午堂 登紀雄／著 かんき出版 338.1

経済の基本について

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 330

人には聞けない!経済用語100 中野 明／著 学研パブリッシング 330

世界一やさし～い経済のイロハがわかる本 石井 勝利／著 ビジネス教育出版社 330

知らないと損!経済ニュースがわかる本 石井 勝利／著 アスカ・エフ・プロダクツ 330

池上彰のやさしい経済学　　1　しくみがわかる 池上 彰／著 日本経済新聞出版社 331

池上彰のやさしい経済学　　2　ニュースがわかる 池上 彰／著 日本経済新聞出版社 331

ひたすら読むエコノミクス 伊藤 秀史／著 有斐閣 331

日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門 藤沢 数希／著 ダイヤモンド社 331

経済学者バトルロワイヤル 小泉 祐一郎／著 ナツメ社 331

経済学 諸富 徹／著 岩波書店 331

基礎からまなぶ経済学・入門 大瀧 雅之／著 有斐閣 331

佐和教授はじめての経済講義 佐和 隆光／著 日本経済新聞出版社 331

カラー図解池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本 池上 彰／著 中経出版 332.1

知識ゼロからの池上彰の世界経済地図入門 池上 彰／著 幻冬舎 333.6

本当はどうなの?日本経済 熊野 英生／著 日本経済新聞出版社 332.1

実は世界No.1の日本経済 岩本 沙弓／著 潮出版社 332.1

日本経済の真相 高橋 洋一／著 中経出版 332.1

家族の衰退が招く未来 山田 昌弘／著 東洋経済新報社 332.1

消費増税では財政再建できない 野口 悠紀雄／著 ダイヤモンド社 332.1

マネー避難 藤巻 健史／著 幻冬舎 332.1

2012年、日本経済は大崩壊する! 朝倉 慶／著 幻冬舎 333.6

小田原市立かもめ図書館　　平成２5年2月号

               　 携帯： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/mSrv?dsp=TP                            

書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請 求 記 号

　 ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

日本経済について

   食品保存節約マニュアル  
             

                          講談社／編 
      

         講談社 

   池上彰のやさしい経済学 1・2 
           

    池上 彰／著 テレビ東京報道局／編 
 

        日本経済新聞出版社 

保存上手は節約上手！肉、魚、野菜、

果物から調味料まで、日ごろよく使う

食材の保存方法を紹介。「これも冷凍

できるの？」というような食材もあり、

食費節約の参考になります。 

池上彰さんの大学での講義を書籍化し

たものです。 

経済学の基本をわかりやすく解説して

いるので「経済学って難しそう。」と

思っている方におすすめです。 

景気がいいとは言い難い、現在の日本。 

経済や、貯蓄、節約などについて正しく理解し、 

お金の使い道を改めて考えてみませんか？                      
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書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号
大震災後の日本経済 野口 悠紀雄／著 ダイヤモンド社 332.1

日本の大復活はここから始まる! 三橋 貴明／著 小学館 332.1

知識ゼロからの金融入門 山岡 道男／著 幻冬舎 338

20歳(はたち)からの金融入門 美和 卓／著 日本経済新聞出版社 338

初心者のためのやさしい金融 塚崎 公義／著 東洋経済新報社 338

「金融」のしくみ基本の入門書 林 雅巳／監修 すばる舎 338

普通の人がゼロから始める資産づくり 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社   B        338.1

お金の教室 山崎 元／著 NHK出版 338.1

それでもやってみたい人のはじめての株!入門の入門 木村 佳子／著 明日香出版社 338.1

債券と国債のしくみがわかる本 久保田 博幸／著 技術評論社 338.1

金利が動くとどうなるか 角川 総一／著 明日香出版社 338.1

なぜあなたは株・投信で失敗するのか 田中 彰一／著 日本経済新聞出版社 338.1

資産を自分で守る法 清水 洋／著 サンマーク出版 338.1

お金の神様 中原 圭介／著 講談社 338.1

株価とニュースの関係が面白いほどわかる本 石原 敬子／著 中経出版 338.1

誰か教えて!一生にかかるお金の話 花田 敬／監修 中経出版 591

定年前に知らないと困るお金のきほん 　 オレンジページ 591

将来、お金に困らない「自分年金」をつくる本 荻原 博子／著 青春出版社 591

定年後のお金全疑問45 白根 壽晴／著 東京書籍 338.1

年金以前の「定年後のお金」の常識 深田 晶恵／著 講談社 591

定年@マネー 　第二の人生を安心して過ごすマネー学 読売新聞社生活情報部／編 生活書院 591

定年後破産しないために今やるべき3つのこと 深田 晶恵／著 すばる舎 591

50歳からお金の心配がなくなる本 生島 ヒロシ／著 幻冬舎 338.1

50歳からのお金のきほん 　 オレンジページ 591

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 591

20代・30代で身につけておきたい女のマネー新常識 　 スターツ出版 591

たりないお金 竹川 美奈子／著 ダイヤモンド社 591

よくわかる生活設計読本 よくわかる生活設計読本編集委員会／編集 中央法規出版 591

山田さんちの家庭の税金 湊 義和／著 中央経済社 345

自動的にお金が貯まる習慣 吹田 朝子／著 洋泉社 591

年収200万円からの貯金生活宣言 横山 光昭／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 591

お金を貯める100のコツ 中村 芳子／著 主婦の友社 591

やってみました!「年収100万円の豊かな節約生活術」 春原 弥生／著 文藝春秋 590.4

生活防衛!まるごと節約術 快適生活研究会／著 　PHP研究所 591

すぐできる節約生活のきほん 大竹 のり子／監修 池田書店 591

ねんきん生活。月15万円で幸せに暮らす 　 主婦と生活社 591.8

老いのシンプル節約生活 阿部 絢子／著 大和書房 591

年中使える節電以前の省エネの常識 山川 文子／著 講談社 590

オールシーズンエコ節電の教科書 村井 哲之／著 講談社 540.9

生活雑貨を修理する本 　 地球丸 590

家具を修理する本 出村 純／監修 地球丸 592.7

家を修理する本 堀口 義和／監修 地球丸 597

道具はこれっきり!すっきりキッチン節約術 山崎 えり子／著 家の光協会 596

食材保存・使いきり便利帳 フルタニ マサエ／監修 実業之日本社 596

すぐにおいしい!時短＆節約！缶詰・乾物レシピ 小田 真規子／著 PHP研究所 596

食品保存節約マニュアル 講談社／編 講談社 596

作りおき節約レシピ 岩崎 啓子／著 日本文芸社 596

節約&かんたん冷凍保存大事典 牧野 直子／監修 池田書店 596

栄養まるごと、節約＆ムダなし　野菜を使い切る!和のレシピ 検見崎 聡美／著 ソニー・マガジンズ 596.3

 B…文庫

貯蓄や節約について考えよう

将来のお金について考えよう

金融の基本ついて


