
 

 

“消費”で築く新しい日常  

 消費者月間パネル展示  

令和３年５月展示         

 島根県消費者センター 

 島根県立図書館       

 

消費者月間とは、「消費者保護基本法（消費者基本法の前身）が昭和 43（1968）年 5

月に施行されたことから、その施行 20 周年を機に、昭和 63（1988）年から毎年 5 月を

「消費者月間」とし、統一テーマを設定し、消費者・事業者・行政が一体となって、消費

者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に実施する期間です。 

 

令和３年度の消費者月間統一テーマは 

「“消費”で築く新しい日常」 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、マスクを始めとする生活用品の買い占

め、買いだめなどが発生しました。また、誤った風説や心理的に不安定な状態となってい

る消費者に付け込む悪質商法等により、合理的でない消費行動や新たな消費者被害が発生

しています。 

このような現状を踏まえ、「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動を控え、自分

のことだけでなく社会全体のことを考えた消費行動が求められています。そこで、消費者

一人一人が「新しい日常」において、より良い消費行動について考え、こうした社会情勢

の変化に適切に対応することができるきっかけとなるよう令和３年度の消費者月間におい

ては、「“消費”で築く新しい日常」を統一テーマとして掲げています。 

 

一人一人が自ら学び、より良い消費行動の実践につなげていただくため、販売・契約ト

ラブル事例の紹介、「エシカル消費」等 SDGs につながる消費活動、来年４月１日からの成

年年齢引き下げに関する緊急トピックなど、様々な消費生活の課題や提案を展示資料によ

り紹介します。図書館所蔵の関連図書も併せてご覧ください。 

 

 



書名 著者名 出版者名 出版年

子337 ｼ 1
小学生からの知っておきたい「お金」のすべて

1  お金ってなんだろう?
荻原 博子／監修 文溪堂 2015.3

365 ｷ14 Q&A高齢社会の消費者トラブル 石戸谷 豊／編著
日本加除出

版
2014.9

365 ﾑ17 Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンドブック 村 千鶴子／著 ぎょうせい 2017.1

365 ﾛ18 あやしい催眠商法だましの全手口 ロバート・熊／著 自由国民社 2018.11

365 ｵ16 お買いもので世界を変える
日本弁護士連合会消費者問

題対策委員会／著
岩波書店 2016.3

365 ｱ16 新しい消費者教育
日本消費者教育学会関東支

部／監修

慶應義塾大

学出版会
2016.2

365 ﾈ21 狙われる18歳!?
日本弁護士連合会消費者問

題対策委員会／著
岩波書店 2021.3

365 ﾎ18 大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川 幸一／著
慶應義塾大

学出版会
2018.1

365 ﾑ20 買い物難民対策で田舎を残す 村上 稔／著 岩波書店 2020.1

365 ﾊ19 判例から学ぶ消費者法 島川 勝／編
民事法研究

会
2019.11

J365 ﾊﾞ14 18歳から考える消費者と法 坂東 俊矢／著 法律文化社 2014.8

J365 ｱ 1 気をつけよう!消費者トラブル  1  ケータイ編 秋山 浩子／文 汐文社 2011.11

J365 ｱ 2 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 2011.12

J365 ｱ 3 気をつけよう!消費者トラブル  3  契約編 秋山 浩子／文 汐文社 2012.2

子366 ｼ 1 信じられない「原価」  1   ケイタイ・パソコン 稲葉 茂勝／訳・著 講談社 2015.2

子366 ｼ 2 信じられない「原価」  2   おもちゃ 稲葉 茂勝／訳・著 講談社 2015.2

子366 ｼ 3 信じられない「原価」  3   食べ物 稲葉 茂勝／訳・著 講談社 2015.2

子519 ﾐ 1
身近でできるSDGsエシカル消費   1  エシカル

消費ってなに?
三輪 昭子／著

さ・え・ら

書房
2019.3

請求記号



書名 著者名 出版者名 出版年請求記号

子519 ﾐ 2
身近でできるSDGsエシカル消費  2   エシカル

消費でSDGsを!
三輪 昭子／著

さ・え・ら

書房
2019.5

子519 ﾐ 3
身近でできるSDGsエシカル消費   3  エシカル

消費をやってみよう!
三輪 昭子／著

さ・え・ら

書房
2019.5

J547.4 ｵ08 12歳からのインターネット 荻上 チキ／著 ミシマ社 2008.6

子611 ｷ 1
今日からなくそう!食品ロス  1  食べられるのに

捨てられちゃうの?
上村 協子／監修 汐文社 2020.8

子611 ｷ 2
今日からなくそう!食品ロス  2   本当は食べ物が

足りない国・日本
上村 協子／監修 汐文社 2020.9

子611 ｷ 3
今日からなくそう!食品ロス  3   食品ロスと

SDGs
上村 協子／監修 汐文社 2020.1

子611 ｼ19 食品ロスの大研究 井出 留美／監修 PHP研究所 2019.11

子611 ｼ 1
知ろう!減らそう!食品ロス   1  食品ロスってな

んだろう?
小林 富雄／監修 小峰書店 2020.4

子611 ｼ 2
知ろう!減らそう!食品ロス   2   食品ロスを減ら

すには
小林 富雄／監修 小峰書店 2020.4

J611.3 ｲ20 捨てられる食べものたち 井出 留美／著 旬報社 2020.7

672.2 ｶ17 消費大陸アジア 川端 基夫／著 筑摩書房 2017.9

673.3 ｷ10 Q&A訪販・通販・マルチ等110番
改訂版Q&A訪販・通販・マルチ等110

番編集委員会／編

民事法研究

会
2010.6

673.3 ｽ19
すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる特定商取引法と消

費者取引の法律問題トラブル解決法
森 公任／監修 三修社 2019.11

673.3 ｽ12
すぐに役立つ特定商取引法とクーリング・オフ

のしくみと手続き
藤田 裕／監修 三修社 2012.4

子678 ｻ 1 メイドインどこ?   1   食べものと飲みもの 斉藤 道子／編・著 大月書店 2014.9

子678 ｻ 2 メイドインどこ?   2   学校にあるもの 斉藤 道子／編・著 大月書店 2014.12

子678 ｻ 3 メイドインどこ?   3   家庭にあるもの 斉藤 道子／編・著 大月書店 2015.3

子678 ｶ 1
考えよう!やってみよう!フェアトレード  1  フェアト

レードって、なんだろう?
渡辺 龍也／監修 彩流社 2015.9



書名 著者名 出版者名 出版年請求記号

子678 ｶ 2
考えよう!やってみよう!フェアトレード  2  フェアト

レードが生まれた背景と歴史・現状
こどもくらぶ／編 彩流社 2015.11

子678 ｶ 3
考えよう!やってみよう!フェアトレード  3  日本の

フェアトレードの現状ときみにもできること
こどもくらぶ／編 彩流社 2015.12

◆ タイアップイベント「トラブルのないシニアライフを送るために」◆

開催日：５月２６日（水）１０:００～１６:００

場　所：県立図書館　１階　集会室

内　容：ＤＶＤなどの動画資料の放映により、高齢者に多い消費者トラブルや

　　　　終活に関する知識などを紹介する自習式の展示室を１日限定で設置

　　　　します。

　　　　動画を通じて、かしこいシニアカスタマーを目指しましょう。

令和３年度消費者月間におけるパネル展（県立図書館以外）

県庁１階ロビー ５月１０日（月）～５月２１日（金）
松江地方合同庁舎 ５月２４日（月）～５月２８日（金）

◆消費者月間啓発イベント ５月２２日（土）

１０：００～１６：００ イオン松江店（松江市）
※「しまねっこ」「しまねsuper大使吉田くん」も登場します！


