
子育て家族を応援！－子どもとお金編－

書名 巻次 著者 出版者 請求記号1請求記号2請求記号3出版年

レモンをお金にかえる法 “経済学入門”の巻ルイズ・アームストロング／ぶん河出書房新社 330 ｱﾑｽ 児童 2005.5

レモンをお金にかえる法 続（“インフレ→不況→景気回復”の巻）ルイズ・アームストロング／ぶん河出書房新社 330 ｱﾑｽ-2 児童 2005.5

５００円玉の旅 泉美智子／著 少年写真新聞社 330 ｲｽﾐ 児童Ｈ 2012.7

お金持ちになるにはどうするの？ オガケン／マンガ 朝日新聞出版 330 ｵｶﾈ 児童Ｈ 2008.10

お金の教科書 １ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-1 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ２ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-2 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ３ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-3 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ４ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-4 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ５ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-5 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ６ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-6 児童Ｈ 2009.2

お金の教科書 ７ 坂本綾子／監修 学習研究社 330 ｵｶﾈ-7 児童Ｈ 2009.2

経済ナゾ解き隊お金のホントを知る 岡野進／〔著〕 朝日学生新聞社 330 ｵｶﾉ 児童 2012.5

小学生からの知っておきたい「お金」のすべて 第３巻 荻原博子／監修 文溪堂 330 ｼﾖｳ-3 児童 2015.3

学校では教えないこどもの「経済」大疑問１００ 田中力／著 講談社 330 ﾀﾅｶ 児童 2007.3

目で見る＊経済 アルヴィン・ホール／著さ・え・ら書房 330 ﾎﾙ 児童 2009.3

世界一やさしいお金と会計の教室 森田真里子／著 マガジンハウス 336 ﾓﾘﾀ 児童Ｈ 2009.7

子ども達に教えたい会計のしくみ 梅田裕介／著 ＡＴパブリケーション336.9 ｳﾒﾀ 一般 2012.7

お金のウソ？ホント？ 植村峻／〔監修〕 学習研究社 337 ｵｶﾈ 児童Ｈ 2004.10

おかねのえほん 小山豊／作 講談社 337 ｵﾔﾏ 児童Ｈ 2011.2

木村剛の親子で学ぶおカネの話 木村剛／著 ナレッジフォア 337 ｷﾑﾗ 児童Ｈ 2008.5

国際理解に役立つ世界のお金図鑑 １ 平田美咲／編 汐文社 337 ｺｸｻ-1 児童 2013.9

国際理解に役立つ世界のお金図鑑 ２ 平田美咲／編 汐文社 337 ｺｸｻ-2 児童 2013.10

国際理解に役立つ世界のお金図鑑 ３ 平田美咲／編 汐文社 337 ｺｸｻ-3 児童 2013.10

小学生からの知っておきたい「お金」のすべて 第２巻 荻原博子／監修 文溪堂 337 ｼﾖｳ-2 児童 2015.3

日本（にっぽん）のもと 円 森永卓郎／監修 講談社 337 ﾆﾂﾎ 児童Ｈ 2011.4

ものの値段大研究 佐和隆光／監修 ＰＨＰ研究所 337 ﾓﾉﾉ 児童 2013.11

紙幣と硬貨ＢＥＳＴ２００ 英和出版社 337.2 ｼﾍｲ 一般 2014.11

日本貨幣カタログ ２０１６年版 日本貨幣商協同組合／編日本貨幣商協同組合337.2 ﾆﾎﾝ 一般 2015.12

１４歳からのお金の話 池上彰／著 マガジンハウス 338 ｲｹｶ 児童Ｈ 2008.4

電子マネーってなんだろう １ 泉美智子／文 汐文社 338 ｲｽﾐ-1 児童Ｈ 2008.2

電子マネーってなんだろう ２ 泉美智子／文 汐文社 338 ｲｽﾐ-2 児童Ｈ 2008.4

電子マネーってなんだろう ３ 泉美智子／文 汐文社 338 ｲｽﾐ-3 児童Ｈ 2008.4
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品格あるお金の作法 伊藤宏一／著 税務経理協会 338 ｲﾄｳ 児童Ｈ 2007.10

お金とくらしを考える本 １ 岩崎書店 338 ｵｶﾈ-1 児童Ｈ 2006.3

お金とくらしを考える本 ２ 岩崎書店 338 ｵｶﾈ-2 児童Ｈ 2006.3

お金とくらしを考える本 ３ 岩崎書店 338 ｵｶﾈ-3 児童Ｈ 2006.3

お金とくらしを考える本 ４ 岩崎書店 338 ｵｶﾈ-4 児童Ｈ 2006.3

お金とくらしを考える本 ５ 岩崎書店 338 ｵｶﾈ-5 児童Ｈ 2006.3

お金のこと 関和之／マンガ・イラスト旺文社 338 ｾｷ 児童Ｈ 2015.7

生きるための「お金」のはなし 高取しづか／著 サンマーク出版 338 ﾀｶﾄ 児童Ｈ 2010.10

ニャン太とお金の大冒険 田島司／著 朝日新聞出版 338 ﾀｼﾏ 児童Ｈ 2015.3

みんなが知りたかった！妊娠・出産・育児でかかる・もらえるお金の話 得するお金の制度研究会／編ＴＡＣ出版事業部 364 ﾐﾝﾅ 一般 2015.7

気をつけよう！消費者トラブル ２（買い物編）秋山浩子／文 汐文社 365 ｱｷﾔ-2 児童 2011.12

暮らしと金融なんでもデータ 平成２６年度版 金融広報中央委員会365.4 ｸﾗｼ 一般 2014.12

子どもを大学に行（い）かせるお金の話 久米忠史／著 主婦の友社 373.4 ｸﾒ 一般 2012.6

子どもの教育費これだけかかります。 日労研編集部／編 日労研 373.4 ｺﾄﾓ 一般 2009.6

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 373.4 ｺﾄﾓ 一般 2013.1

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 379 ﾃﾕｲ 児童Ｈ 2004.6

だから、子ども時代に一番学習しなければいけないのは、幸福です 陰山英男／著 小学館 379.9 ｶｹﾔ 一般 2016.2

金持ち父さんの子供はみんな天才 ロバート・キヨサキ／著筑摩書房 379.9 ｷﾖｻ 一般 2014.9

子どもを「０から稼げる起業人」に育てる法 竹内聖子／著 セルバ出版 379.9 ﾀｹｳ 一般 2014.12

子どもが伸びるほめ方・しかり方 武田頂子／著 学研教育出版 379.9 ﾀｹﾀ 一般 2012.6

子どもを伸ばすお手伝い 辰巳渚／著 岩崎書店 379.9 ﾀﾂﾐ 一般 2006.7

ファイナンシャル・プランナーによる小学生からのマネー教育 仲西康至／著 清風堂書店 379.9 ﾅｶﾆ 一般 2006.8

きみもなれる！家事の達人 ４ こどもくらぶ／編 少年写真新聞社 590 ｷﾐﾓ-4 協力Ｊ 2016.2

家計 八幡一秀／監修 草土文化 591 ｶｹｲ 児童 2005.4

家計のやりくり子育てのお金 羽田野博子／著 滋慶出版／土屋書店591 ﾊﾀﾉ 一般 2012.3

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 591.8 ｲｲﾑ 一般 2014.1

大うさぎのヘアーかいものにゆく アリスン・アトリー／さく評論社 E ｱﾄﾘ 児童 198105

大うさぎのヘアーとイースターのたまご アリスン・アトリー／さく評論社 E ｱﾄﾘ 児童 198303

カフェバスくんがいく あんどうとしひこ／さく 福音館書店 E ｱﾝﾄ 児童 201410

あいうえおみせ 安野光雅／さく　え 福音館書店 E ｱﾝﾉ 児童 2012.1

かずちゃんのおつかい 石井桃子／文 福音館書店 E ｲｼｲ 児童 198908

かいものづくし いしだえつ子／文 福音館書店 E ｲｼﾀ 児童 2013.10

パンやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 E ｳｵｼ 児童 198705

うえきやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 E ｳｵｼ 児童 198705

せきたんやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 E ｳｵｼ 児童 198705
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ゆうびんやのくまさん フィービ・ウォージントン／さく・え福音館書店 E ｳｵｼ 児童 198705

あおいめのめりーちゃんおかいもの かこさとし／作・絵 偕成社 E ｶｺ 児童 2014.2

メイシーちゃんのおかいもの ルーシー・カズンズ／作偕成社 E ｶｽﾝ 児童Ｈ 2001.9

ぶたぶたくんのおかいもの 土方久功／さく・え 福音館書店 E ﾋｼｶ 児童 198502

こんなおみせしってる？ 藤原マキ／さく 福音館書店 E ﾌｼﾜ 児童 2010.10

ちょろりんのすてきなセーター 降矢奈々／さく・え 福音館書店 E ﾌﾘﾔ 児童 199303

うたこさんのおかいもの ディック・ブルーナ／ぶん・え福音館書店 E ﾌﾙﾅ-3 児童 199110

たつくんのおみせばん 松野正子／さく 福音館書店 E ﾏﾂﾉ 児童 199306
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