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『14歳の自分に伝えたい「お金の話」』 

著：藤野英人 

請求記号：330.4 /F 

稀代の投資家が「14歳の自分」に思わ

ず伝えたくなった、「お金の話」 

 『そのとき、「お金」で歴史が動いた』 

著：ホン チュヌク 

請求記号： 332/H 

「お金」と「歴史」の教養がいっぺんに

身につく画期的な 1冊! 

 『アメリカの高校生が学んでいる  

お金の教科書』 

著：アンドリュー・O.スミス 

登録番号： 338/S 

教養として必ず身につけるべき、世界標

準のお金との付き合い方の基礎知識の

教科書（稼ぎ方、貯め方、増やし方）。 

今月のテーマ 「お金の学校」からピックアップしたおすすめの本と展示している本

の一覧をご紹介します。MC での読みたい本探しの参考にしてください。 

書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。予約の申込みは検索画面から直接で

きます。 

で記載しています。 

 

見直そう お金とのつきあい方 

広げよう お金を通した社会の見方 

 

お金の学校 ONE PIECE勝利学 山田吉彦 159/Y

ブータンで本当の幸せについて考えてみました。 本林  靖久 302.2/M

池上彰のお金の学校　知らないと損する 池上彰 330/I

親子で学ぶお金と経済の図鑑 子どものための「お金と経済」プロジェクト 330/K

経済用語イラスト図鑑 鈴木一之 330/K

14歳の自分に伝えたい「お金の話」 藤野英人 330.4/F

アリエリー教授の「行動経済学」入門　お金篇 ダン・アリエリー 331/A

高校生からわかる「資本論」 池上彰 331.6/I

値段がわかれば社会がわかる　はじめての経済学 徳田賢二 331.8/T

そのとき、「お金」で歴史が動いた ホンチュヌク 332/H

14歳からの資本主義　君たちが大人になるころの未来を変えるために 丸山俊一 332/M

いま君に伝えたいお金の話 村上世彰 338/M

日経STOCKリーグ　チームで挑戦!株式投資でアクティブ・ラーニング 日本経済新聞社 338/N

マネーという名の犬　12歳からの「お金」入門 ボード・シェーファー 338/S

アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O.スミス 338/S

13歳からの税 三木義一 345/J

マンガと図解新くらしの税金百科　2019▷2020 納税協会連合会 345/M

アルバイトから学ぶ仕事入門 佐野薫 366/S

あなたは何で食べてますか?　偶然を仕事にする方法 有北雅彦 366.2/A

女子のための「手に職」図鑑　一生困らない 華井由利奈 366.2/H

障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。　ソーシャルファームという希望 姫路まさのり 366.2/H

信じられない「原価」　買い物で世界を変えるための本　3 稲葉茂勝 366.3/I

給与明細で比べる「女子のお仕事」 366.4/H

子どもの貧困　未来へつなぐためにできること 渡辺由美子 369.4/W

「逃げ恥」にみる結婚の経済学 白河桃子 367.4/S

高校生ワーキングプア　「見えない貧困」の真実 NHKスペシャル取材班 367.6/N

世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ ムヒカ 519/M

身近でできるSDGsエシカル消費　エシカル消費をやってみよう!　3 三輪昭子 519.1/M

サラリーマンショコラティエ　東京のサラリーマンショコラティエに世界が驚愕した日 岡田晴彦 588.3/O

マンガで読む子育てのお金まるっとBOOK フクチマミ 591/F

お金の使い方テク　ムダを減らして、増やして安心! 内山貴博 591/U

なぜ崎陽軒のシウマイは冷たいのに売れるのか? 中山マコト 675/N

14歳からのマーケティング 中野明 675/N

くらべる値段 おかべたかし 675.1/O

パケ買いしたくなる!ヒット商品のデザイン　思わず手にとるパッケージ PIE BOOKS 675.1/P

オーバーツーリズム　観光に消費されないまちのつくり方 高坂晶子 689/K
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『「かわいい」の世界』 

著：サイモン・メイ 

請求記号：115/M 

 

曖昧で捉えどころがなく、二面性に富む

「キュート」の魅力はどこから生まれるの

か?人、物、キャラクター、アート作品から

考察する。 

 『読書する女たち』 

著：ステファニー・スタール 

請求記号： 367.1/S 

 

15冊の名著を授業形式でひも解き、 

現代の女たちが生き延びるすべを探す

エッセイ。 

 
『シャングリラをあとにして』 

著：マイケル・モーパーゴ 

登録番号： 933/Mo77 

 

おじいちゃんが恐れている「シャングリ

ラ」とは？ おじいちゃんが過去にし残し

た事とは…？ 親と子、祖父と孫の絆を

温かく描く感動の物語。 

今月のテーマ 「前人未踏…?!」からピックアップしたおすすめの本と展示している

本の一覧をご紹介します。MCでの読みたい本探しの参考にしてください。 

書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。予約の申込みは検索画面から直接で

きます。 

で記載しています。 
図書館巡礼　「限りなき知の館」への招待 スチュアート・ケルズ 010/K

世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本と本屋さん ジェーン・マウント 024/S

異名・ニックネーム辞典 杉村喜光 031/S

地球の子どもたちから、大人たちへの手紙 アラン・セール 040/C

女の哲学 = PHILOSOPHY OF WOMEN　男とはなにか?人生とはなにか? 宇波  彰 102.8/O

哲学トレーニングブック　考えることが自由に至るために 山口尚 104/Y

僕がロボットをつくる理由　未来の生き方を日常からデザインする 石黒浩 114/I

諭吉の愉快と漱石の憂鬱 竹内  真澄 121.6/F

10歳の君に贈る、心を強くする26の言葉　哲学者から学ぶ生きるヒント 岩村太郎 130/I

教えて!哲学者たち　子どもとつくる哲学の教室　上 デイヴィッド・A.ホワイト 130/W　1

友達の数は何人?　ダンバー数とつながりの進化心理学 ロビン・ダンバー 140.4/D

「かわいい」のちから　実験で探るその心理 入戸野宏 140.7/N

みるということ　DIALOG IN THE DARK-暗闇の中の対話- ダイアログ・イン・ザ・ダーク 141.2/D

触楽入門　はじめて世界に触れるときのように テクタイル 141.2/T

声のサイエンス　あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか 山崎広子 141.2/Y

あくびはどうして伝染するのか　人間のおかしな行動を科学する Provine  Robert R 141.7/P

めざせプチ秘境!　行こうと思えば案外行けちゃう地球旅行 吉田友和 290.9/Y

満点バイク!　世界を走る女子サイクリストのイラスト旅日記 山田美緒 290.9/Y

ニュー東京ホリデイ　旅するように街をあるこう 杉浦さやか 291.3/S

地政学でわかるわたしたちの世界　12の地図が語る国際情勢 ティム・マーシャルさく 312.9/M

28DAYS　運命をかえた黒人たち すべては夢のために チャールズ・R.スミス・ジュニア 316.8/S

私の体がワイセツ?!　女のそこだけなぜタブー ろくでなし子 326/R

月経と犯罪　女性犯罪論の真偽を問う 田中ひかる 326/T

母と娘はなぜ対立するのか　女性をとりまく家族と社会 阿古真理 367.2/A

さいごの散歩道 長嶺超輝文 367.3/N

ハゲを生きる　外見と男らしさの社会学 須長史生 367.5/S

愛と性と存在のはなし 赤坂真理 367.9/A

総務部長はトランスジェンダー　父として、女として 岡部鈴 367.9/O

立身出世と下半身　男子学生の性的身体の管理の歴史 渋谷  知美  367.9/S

都会で着こなす世界の民族衣装 主婦の友社編 383.1/T

音楽から聴こえる数学 中島さち子 410.4/N

数字マニアック　1～200の数に秘められたおもしろトリビア Derrick Niederman 410.4/N

地球は本当に丸いのか?　身近に見つかる9つの証拠 武田康男 448/T

47都道府県・温泉百科 山村順次 453.9/Y

東京「スリバチ」地形散歩　凹凸を楽しむ 皆川典久 454.9/M

世界遺産100断面図鑑 中川武 709/S

グローリー 　明日への行進 エヴァ・デュヴァネイ 778/G

伴走者 浅生鴨 913.6/A93

ノボさん　小説正岡子規と夏目漱石 伊集院  静  913.6/I29

狛犬の佐助 伊藤  遊  913.6/I89

10の奇妙な話 ミック・ジャクソン 933/J12

パールとスターシャ アフィニティ・コナー 93A3/Ko71


