
日本の経済と消費税について 　

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 　池上 彰∥監修 　講談社 310

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

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

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

目からウロコの経済のしくみ 　西野 武彦∥著   PHPエディターズ・Ｇ 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・Ｆ・プロダクツ 330

東大生が書いた!経済ニュースが140字でスッキリわかる本 　東京大学投資クラブAgents∥著 　中経出版 330

ニュースがもっと面白くなる!竹中教授の経済教室 　竹中 平蔵∥著 　中経出版 330

世界一受けたいお金の授業 　和仁 達也∥著 　三笠書房 330

元気と勇気が湧いてくる経済の考え方 　柳川 範之∥著 　日本経済新聞出版社 331

池上彰のやさしい経済学 1・2 　池上 彰∥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

最新日本経済の基本と仕組みがよ～くわかる本 　神樹 兵輔∥著 　秀和システム 332.1

日本経済の真相 　高橋 洋一∥著 　中経出版 332.1

経済、これだけ知っていれば生きてゆけます。 　木村 恭子∥著 　日本経済新聞出版社 332.1

日本人が知らない日本経済の大問題 　野口 悠紀雄∥著 　三笠書房 332.1

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

細野真宏の最新の経済と政治のニュースが世界一わかる本! 　細野 真宏∥著 　文藝春秋 342.1

日本を滅ぼす消費税増税 　菊池 英博∥著 　講談社 Ｓ343

税務署員だけのヒミツの節税術 　大村 大次郎∥著 　中央公論新社 Ｓ345.3

消費税入門の入門 　辻 敢∥著 　税務研究会出版局 345.7

やさしく解説はじめての消費税 　平林 亮子∥編著 　中央経済社 345.7

消費税 政と官との「十年戦争」 　清水 真人∥著 　新潮社 345.7

消費税は「弱者」にやさしい! 　桜井 良治∥著 　言視舎 345.7

消費税のカラクリ 　斎藤 貴男∥著 　講談社 Ｓ345.7

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 364

お金について 　

マネー大安心 　日下 公人∥監修 　講談社 591

図解まるわかりいちばん詳しくて、わかりやすいお金の基本 　丸田 潔∥監修 　新星出版社 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

不況を生き抜く!お金の常識 　泉 正人∥著 　主婦の友社 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
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     家計力がみるみるアップして  
             

          一生お金の不安がなくなる本      

                                                                                                                   

 國場 弥生 監修 （株）エクスナレッジ   

     大不況の中で生き残る家計                                               
           

               
 

 大竹 のり子 著   中教出版             

 これから家庭を持つ人、子育て中の人、 

マイホームを考えている人におすすめです。

 結婚してから老後までの具体的な実践例 

が参考になるので不安がなくなりそうです。

 

 まず、自分の生活実態を見つめ直

すことから始めてみましょう。 

 ステップごとに分かりやすい内容

でまとまっているため、自分に必要

な情報を選んで活用できます。 

 消費税が８％になりました。今後も公共料金・社会保険料・所得税・相続税など 

家計への影響が気になることばかり・・・。そんな今だからこそ経済の動きを 

          学んで、できることから始めてみませんか？                       



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号
これから生きていくために必要なお金の話を一緒にしよう! 　深野 康彦∥著 　ダイヤモンド社 591

レシートで人生を変える7つの手順 　平林 亮子∥著 　幻冬舎 591

いざというときお金はいくら必要か 　PHP研究所∥編 　PHP研究所 591.8

自動的にお金が貯まる習慣 　吹田 朝子∥著 　洋泉社 591

お金を貯める100のコツ 　中村 芳子∥著 　主婦の友社 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・21 591

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

結婚したら、やっておくべきお金のこと 　中村 芳子∥著 　ダイヤモンド社 591

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 591

やりくり上手な賢い夫婦、お金が残らない残念な夫婦 　中桐 啓貴∥著 　クロスメディア・P 591

大学卒業までに必要な「子どもにかかる」お金 　山田 静江∥監修 　オレンジページ 591

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 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

50歳からのお金のきほん 　 　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

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 　読売新聞社生活情報部∥編 　生活書院 591

節約にチャレンジ！ 　

農家に教わる暮らし術 　農山漁村文化協会∥編 　農山漁村文化協会 590

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

カリスマ節約主婦・若松美穂の暮らし上手の小さなヒント 　若松 美穂∥著 　扶桑社 590

節約のカリスマ・若松美穂のお金をかけない暮らしハッピー・テク 　若松 美穂∥著 　ベネッセコーポレーション 590

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

大不況の中で生き残る家計 　大竹 のり子∥著 　中経出版 591

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 591

荻原博子の「家計力」 　荻原 博子∥著 　角川SSコミュニケーションズ 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

家計を守る「世帯分離」活用術 　太田 哲二∥著 　中央経済社 591

収入減から家計を守る「妻の働き方」宣言 　畠中 雅子∥著 　日本経済新聞出版社 591

「貧困女子」時代をかしこく生きる6つのレッスン 　花輪 陽子∥著 　角川書店 591

家計力がみるみるアップして一生お金の不安がなくなる本 　國場 弥生∥監修 　エクスナレッジ 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

生活防衛!まるごと節約術 　快適生活研究会∥著 　PHP研究所 591

節約筋を鍛えよう 　もりや やすひろ∥文 　小学館 591

老いのシンプル節約生活 　阿部 絢子∥著 　大和書房 591

内緒で年100万円が貯まるやりくり術 　荻原 博子∥著 　小学館 591.8

古くて新しい!家計簿のすすめ 　講談社∥編 　講談社 591.8

100万円貯める家計ドリル 　荻原 博子∥著 　講談社 591.8

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

食材別選べる保存+おいしい節約レシピ 　検見崎 聡美∥監修 　家の光協会 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

食材別おいしい冷凍大百科 　 　NHK出版 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

その他(参考にどうぞ）

「保険に入ろうかな」と思ったときにまず読む本 　竹下 さくら∥著 　日本経済新聞出版社 339

早わかり・丸わかり本当に安心な「保険の選び方・見直し方」 　清水 香∥著 　講談社 339

なんで損する?生命保険・医療保険 　藤原 龍雄∥著 　三五館 339.4

図解よくわかる地震保険 　永井 隆昭∥編著 　日刊工業新聞社 339.5

地震保険はこうして決めなさい 　清水 香∥著 　ダイヤモンド社 339.5

新品みたいに長持ち!お手入れの教科書 　阿部 絢子∥著 　PHP研究所 590

自分で直せる!住まいの補修術 　NHK出版∥編 　日本放送出版協会 597

安心の買い物術! 　桜井 由美子∥著 　彩流社 675.1

週刊東洋経済2014.02.01号 　東洋経済新報社 Ｚ

すてきな奥さん266・269・270・285・287号 　主婦と生活社 Ｚ

　　　　　　　S…新書　Z…雑誌


