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ミニ展示チラシ No.１4 

香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援コーナー  

ミニ展示「暮らしに役立つお金の話」 

 

ビジネス情報・しごと応援コーナーでは、ビジネスやしごとに関連するテーマで、資料のミニ展示

を行っています。第 14 回目は「暮らしに役立つお金の話」です。 

将来、お金のことで慌てないためには、自らの暮らしの中で、いつ、どんなお金が必要かを把握し

たうえで、家計管理や資産形成を考えることが大切です。 

この展示では、「家庭の経済」、「年金」、「医療費」、「教育費」、「投資・利殖」の 5 つのテーマのも

とに集めた資料を紹介して、経済的に自立し、より良い暮らしを送るための情報提供を行います。 

 

このチラシには一部の資料を掲載しています。展示資料は全て貸出ができます。 

展示期間：令和 2 年(２０20 年)2 月 4 日(火)～４月 5 日(日) 

 

○家庭の経済 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

親のお金守ります 

（小早川 浩／著 -- 自由国民社 -- ２０１９．１０） 
1110234455 36770/K80/ 

50 歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 

（山中 伸枝／著 -- 東洋経済新報社 -- ２０１９．８） 
1110208632 5910/Y12/2 

50 歳から始める!老後のお金の不安がなくなる本 

（竹川 美奈子／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１９．８） 
1110218920 5910/T9/ 

共働き夫婦お金の教科書 

（山崎 俊輔／著 -- プレジデント社 -- ２０１８．９） 
1110003181 5910/Y15/ 

おひとりさまの「シニア金融」 

（岡内 幸策／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１８．４） 
1109969418 36770/O33/ 

手取り 20 万円子育て家族の貯金の教科書 

（横山 光昭／著 -- きこ書房 -- ２０１８．４） 
1109964922 5910/Y11/9 

パパ 1 年目のお金の教科書 

（岩瀬 大輔／著 -- 筑摩書房 -- ２０１８．３） 
1109940120 5910/I11/ 

100 歳までお金に苦労しない定年夫婦になる! 

（井戸 美枝／著 -- 集英社 -- ２０１８．３） 
1109941219 5910/I7/4 

定年後に泣かないために、今から家計と暮らしを見直すコツってありますか? 

（畠中 雅子／著 -- 大和書房 -- ２０１７．３） 
1109704344 5910/H4/6 

「夫婦のお金」の増やし方-<貯蓄のプロ>と<ディグラム診断のプロ>が教える 

（横山 光昭／著 -- 扶桑社 -- ２０１７．２） 
1109623387 5910/Y11/8 

いま、働く女子がやっておくべきお金のこと 

（中村 芳子／著 -- 青春出版社 -- ２０１６．１２） 
1109766319 5910/N4/2 
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○年金 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

年金不安の正体 

（海老原 嗣生／著 -- 筑摩書房 -- ２０１９．１１） 
1110256615 36460/E2/ 

年金「最終警告」 

（島澤 諭／著 -- 講談社 -- ２０１９．１０） 
1110232772 36460/S21/ 

明解年金の知識 2019 年度版 

（小野 隆璽／著 -- 経済法令研究会 -- ２０１９．１０） 
1110231055 36460/Y2/1-13 

 

○医療費 
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

がんになったら知っておきたいお金の話 

（黒田 ちはる／著 -- 日経メディカル開発 -- ２０１９．１） 
1110100938 4945/K61/ 

いのちの値段-医療と費用を巡る 50 の物語 

（読売新聞医療部／著 -- 講談社 -- ２０１８．１２） 
1110023312 4980/Y21/3 

最新医療費の仕組みと基本がよ～くわかる本-複雑な医療費の仕組みを体

系的に解説!（伊藤 哲雄／編著 -- 秀和システム -- ２０１８．１２） 
1110151824 4981/I63/1-2 

 

○教育費  
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

教育費&子育て費-賢い家族のお金の新ルール 

（前野 彩／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１８．１） 
1109924710 5910/M13/ 

「教育費をどうしようかな」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 -- ２０１７．１０） 
1109882280 5910/T4/3 

教育劣位社会-教育費をめぐる世論の社会学 

（矢野 眞和／著 -- 岩波書店 -- ２０１６．１２） 
1109601193 37340/Y5/ 

 

○投資・利殖  
タイトル 著者 出版者 発行年月 資料番号 請求記号 

ビッグミステイク-レジェンド投資家の大失敗に学ぶ 

（マイケル・バトニック／著 -- 日経 BP -- ２０１９．９） 
1110268412 33812/B5/ 

ライフサイクル投資術-お金に困らない人生をおくる 

（イアン・エアーズ／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１９．９） 
1110263728 33812/A16/ 

資産運用見るだけノート-ゼロからはじめて一生損しない! 

（真壁 昭夫／著 -- 宝島社 -- ２０１９．７） 
1110198254 33812/M6/3 

市場サイクルを極める-勝率を高める王道の投資哲学 

（ハワード・マークス／著 -- 日本経済新聞出版社-- ２０１８．１０） 
1110012109 33812/M17/1-2 

エンジェル投資家-リスクを大胆に取り巨額のリターンを得る人は何を見

抜くのか（ジェイソン・カラカニス／著 -- 日経 BP 社 -- ２０１８．７） 
1110001581 33812/C7/ 

投資の大原則-人生を豊かにするためのヒント 

（バートン・マルキール／著 -- 日本経済新聞出版社 -- ２０１８．７） 
1110268354 33812/M31/ 

令和２年 1 月作成 (香川県立図書館ビジネス情報・しごと応援担当 Tel:087-868-0567) 


