
アメリカ崩壊のシナリオ
世界金融危機レポート①



注意書き
　私は経済の専門家ではありませんし、大学で経済を専攻したこともあり
ません。王様が経済危機が起こると仰ってから、一から勉強し始めました。
一応、参考文献の内容を自分で咀嚼して載せていますが、内容が正しくな
いところもあると思います。あくまでも参考としてお読みください。 

　また、勉強してみて感じたことは、これはかなりヤバイなと感じました。
知っているのと、知らないのとでは、もし危機が起こった時に、生き延び
る可能性が断然違います。私が学んだ内容は兄弟たちに共有しようと思い、
このレポートを作るに至りました。また、人に伝えようと、整理すること
で自身の理解も深まるものと思っています。あと、真面目な文章はこのペー
ジだけです。経済が苦手な人もいるかと思ったので、この先はゆるく書い
ています。私も経済は苦手でしたので。なお、参考文献は稿末に載せまし
た。 

　皆様の正しい選択の一助となることを願いまして。



王様の説教(2017/8/27)
　ジム・ロジャーズ、ピーター・シフ、ハリー･デント
といったトップ・エコノミストたちの話をビデオで見
せましたね。２０１７年から１８年にかけて大恐慌に
見舞われるというものです。２００７年のリーマン危
機どころではない、世界的規模の恐慌です。ドルは暴
落する。ドル紙幣の価値が無くなるということです。
だから備える人は、資産には成り得ないただの紙に過
ぎない紙幣の代わりに実体的な物を集めているという
のです。



はじめに
　勉強しようと決め、まず思ったことはいろんな
人がいろんなことを言っているな～。(;́･ω･) 
「世界は危ないけど、日本は大丈夫だ！」 
「いやいや、日本こそ危ないぞ！！」 
とか、予測の内容は人それぞれ。 

う～む、何から手をつけようか。。。。



はじめに
幅広く意見を勉強した方がいいのかもしれないけ
ど、 
そんなのムリ！！(。-`ώ-) 
時間ないし。。。 

じゃあ、王様が言っていることに近い人の本を勉
強しよう！！ 
世界崩壊系のやつね。



で、読んでみて。。

((( ；ﾟДﾟ))))



てなわけで、 
はじまり、はじまり～ 

\(^0^)/



2017年に何かが起こる!?

まずは、本題に入る前に金融危機の小話から、 

どうやら、世界の金融危機は10年サイクルで起
こってきたらしいのよ。。。 
 
やっぱり、ここでも歴史は繰り返すんですね～



2017年に何かが起こる!?
こんな感じよ。 

1987年 ブラックマンデー 
1997年 アジア通貨危機 
2007年 サブプライムローン危機→リーマンショック 

で、 
2017年 リーマンショック以上の世界金融危機！！！ 
が起こるんじゃないかと予想されているわけ！ 
もちろん、それだけの根拠もあるよ！



ここで、金融のお勉強 
金融危機が起きる理由

ここからは、 
バブルがはじけて、金融危機が起きる理由を説明
するよ。アメリカ崩壊のシナリオを理解するのに
大事だからね。 

もちろん、細かく見れば理由は複雑だけど、 
そんなのはここではパ～ス！(ノ^ω^)ノ 
できるだけ、みんなのために単純化しよ！



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

流れはこんな感じ。 

①低金利でのお金の過剰流通(バブル) 

②金利を上げる(緊縮政策) 

③株価暴落、借金返済不能！



イミぷ～ 
(́・ω・｀；)



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

そもそも、バブルって？ 

…あ、泡ですか？(ﾟДﾟ)!? 

あまり、言葉に惑わされない方がいいかも。。
なぜ、泡なのかよりも、バブルがどういう状態
なのかを理解する方がとりあえずはいいかもよ。



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

①低金利でのお金の過剰流通(バブル) 

金利が低いと、お金を銀行に預けてても、利息がつかないから、儲から
ないじゃない。T T 
だったら、銀行に預けるよりも、むしろ、金利が低いんだから、お金を
借りて、将来のために、投資しちゃえ～って気持ちにみんななるんだよ！ 

それで、みんなローンで家買ったり、企業は設備投資とかするわけ。

100万円預ける

利息 10円

100万円借りる

利子 1万円



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

①低金利でのお金の過剰流通(バブル) 

でも、それは経済を潤すためには大事なこと！！ 
お金がたくさん世の中で回れば、みんな儲かるし、物が増えて、豊
かになっていくんだから。 

問題はお金があまりにも沢山回りすぎること。(過剰流通、この状
態がバブル)　つまり、みんな借金しまくって、お金を使ったの！！ 
ものには限度があって、お金が回りすぎると、お金の価値がなくなっ
て、物価が異常に上がってしまうんだよ。 
それはそれで、困る。。。（;‾□‾) 
日本のバブルの時もめっちゃ物価が上がったんだよ。特に、不動産。



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

①低金利でのお金の過剰流通(バブル) 

やっぱり、安定した経済が理想なんだけど、どうにも安定状
態を維持すのは難しいんだよね。 
この経済(お金の流通量、物価、借金量など)のバランスが崩
れた不安定な状態をバブルっていうよ。(始めはこのぐらいの
理解でいいかも。。) 

さて、政府はこの不安定な状態はまずいから、回りすぎたお
金の流通量を減らしたいのさ！ 
じゃあ、どうするのでしょうか？？



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

②金利を上げる(緊縮政策) 

ピンポーン！！ 
金利を上げるのでした！！d(⌒ー⌒) 
(もうちょっと突っ込んでいうと緊縮政策ね。支出を減らす政策で、
その一環が金利を上げること。つまり、贅沢はやめよう政策。) 

利子が高いから、借金しなくなるし、借りていたお金は早く返そ
うという気持ちになり、次第にお金の回る量は減っていって、物
価も徐々に下がって行って、 
経済は安定した状態に戻り、めでたしめでたし！！\(^0^)/



世の中、そんなに 
甘くねえよ！！！



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

③株価暴落、借金返済不能 

はい！事はもっと深刻です！ 
バブルっていうのは、あまりにも行き過ぎた状態です。
私はゴムが伸びきった状態をイメージしています。 
伸びきったゴムを離せばどうなるでしょうか？元に戻
るどころか、反動で逆に行きますよね！！ 

バブルが行き過ぎれば、行き過ぎるほど、ここのダメー
ジはとんでもないことに！(((;ﾟД;ﾟ)))



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由
③株価暴落、借金返済不能 

さて、借金を返すためのお金を作らなければいけないよね。 
株に投資していれば、持っていた株をみんな一斉に売ります。
そして、株価は暴落。Σ(‾Д‾;) 
不動産に投資していれば、土地を一斉に売ります。不動産の価
値が暴落。Σ(‾Д‾;) 
中には、この暴落によって、大損する人が出てくるよね。 
ああああ(;́д｀)、借金してまで投資したのに。。orz 
借金返済ができないよ～～～～！！（ＴДＴ） 
(借金返済ができないことをデフォルトとも言います)



金融危機 
世界大恐慌



バブルがはじけて 
金融危機が起きる理由

どうでしょう？ 
ご理解いただけましたか？ 
できるだけ、シンプルにしてみたつもり
です。^^; 
本当はもっともっと複雑です。 
とりあえずは、この程度の理解でいいの
ではないでしょうか？



アメリカの崩壊

さて、ここからが本題！！ 
ここからアメリカの崩壊シナリオを見ていくよ。 

先ほどの金融危機の発生理由は理解しておいてね！



アメリカの経済の流れ
今のアメリカの経済状況を説明する前に、 
1995年ぐらいの頃からのアメリカの経済の流れをざっと見ましょう。 

この話は、トップエコノミストのピーター・シフが詳しく書いています。 

ざっと、こんな感じ！重要なところだけをかいつまんでるよ！ 

1995~ ITバブル発生 
2001   ITバブル崩壊 
2001~ 住宅バブル発生 
2007   住宅バブル崩壊(サブプライムローン問題) 
2008  リーマンショック 
2009~ 国債バブル発生(←このバブルがやばい) 
2017  国債バブル崩壊なるか??



アメリカの経済の流れ
見ての通り、バブルと崩壊を繰り返しているね！ 

バブルは必ず、崩壊するんだよ！！( ・`ω・́) 
今の国債バブルもずっと続くわきゃない！！ 
その崩壊が間も無く来るとトップエコノミスト達は予
測しているよ！ 
行き過ぎたバブルは崩壊時にそれだけの反動を伴うか
らね。どれだけ行き過ぎているのかは順を追って説明
するよ。 
じゃあ、まずはITバブルから行ってみよ～！



アメリカの経済の流れ 
ITバブル

1995年頃から、ITバブルがスタート！ 
この頃から、市場のお金の流通量は驚くほど増加。 
さらに、FRB(アメリカの中央銀行)が意図的に金利を
低く抑えてしまうんだよ。 

そうすると、金利が低いので、人々はお金を預けずに、
借金もして、そのお金を株式に投資するようになった
のさ。 
特に集中したのがIT株ね。



アメリカの経済の流れ 
ITバブル

これによって、アメリカ経済が好景気に！！^0^ 
人々の借金と消費量は増加し、無駄遣いも増えて。。。 

2000年~2001年の崩壊前、人々はこんな素晴らしい時
代はずっと続くと思い込んでいたらしい！ 

IT企業は設備に投資、従業員は家に投資、幹部はヨット
に投資、税収が増加する市や州も支出を増やし、職員の
昇給、新しい社会保証制度案も出て来る始末。 

そして、バブル崩壊。。。(́・ε・｀)



アメリカの経済の流れ 
ITバブル崩壊

さ～て、どうしてバブル崩壊になったのか？ 

当時のFRBはこの状況がとんでもないインフレ(物価が
上がり、お金の価値が下がること)を招く事を心配し、
金利を上げることにしました。←ナイス判断！！ 

そして、金利を上げることで、経済は不況に陥ります。 
でも、この時の不況は短期間でそんなに大きくはなら
なかったんだよ～！FRBがいいタイミングで金利をあ
げたからね！^0^



アメリカの経済の流れ 
ITバブル崩壊

ところが、ところが、 
不況自体は大きくはならなかったものの、FRBに民衆
からの批判が殺到するのさ！だって、好景気がストッ
プしたんだもん。ヾ(｀έ)ﾉ 

FRBはこれを教訓にしたんだって、 
「決して緊縮させてはならない。バブルを崩壊させて
はならない。いつでも緩和していかなければ！」 
えええΣΣ(ﾟдﾟlll) 
ここから、FRBの政策は歪んでいくのです！



アメリカの経済の流れ 
ITバブル崩壊

もしバブルになったなら、早めにバブルを崩壊させる
ことは経済的には良いこと。 
つ～か、崩壊させなきゃダメ！！安定した経済状態に
戻さなきゃ！ 
それが早ければ、早いほどダメージは少なくなる！ 
だから、今回のバブル崩壊は良かったんだよ！！ 

さて、教訓を得たFRBが次にやってのけた事は何でしょ
うか？？



アメリカの経済の流れ 
住宅バブル

ジャ～ン、住宅バブルの発生！！！！ 
イケイケだぜ！ 

これに、ブッシュ大統領も乗っかり、 
「外出して、買い物しようぜ！o(^-^)o」と奨励するのです。 
画して、FRBはお金の流通量を増やし、金利を再び下げ、人々が買
い物をしたくなるような政策をとります。 

世の中に借金もお金も増え続け、多くの資産が株式に流れ込み、株
価は上昇。 
しかし、今回の主役は不動産！みんな、借金して、ローン組んで、
不動産を買いまくり、不動産価格は軒並み急上昇！ 

ヽ(∇⌒ヽ)(ﾉ⌒∇)ﾉ



だけど、

バブル大崩壊



アメリカの経済の流れ 
住宅バブル崩壊

2007年住宅バブルが崩壊！(サブプライムローン問題) 
ITバブル崩壊よりも大きなスケールでバブルが崩壊！ 
なぜか？ バブルがより巨大だったから！ 

住宅価格は崩壊し、様々な市場も悪化した！ 
借金返済できない人が続出！！手に入れた家は失くし、ローン
だけは残る！｡ﾟ(ﾟ́Д｀ﾟ)ﾟ｡ 
これが、リーマン・ブラザーズ倒産につながり、 
そして、さらには世界不況に陥ることになる！ 

で～ん！！！ 
これこそが、本当の暴落だ！！！！ヽ(;・́з`・)ﾉ



アメリカの経済の流れ 
住宅バブル崩壊

でも、バブルが崩壊して、良かった、良かった！！ 

もちろん、一時的に世界は不況にはなったけど（これ
は仕方ない）、 
これで、そのうち経済は元の安定を取り戻すでしょ
う！！！＼(^▽^＼)(/^▽^)/ 



アメリカの経済の流れ 
住宅バブル崩壊

あれれ！？ 
ヽ(ﾟДﾟ;)ﾉ!!



アメリカの経済の流れ 
住宅バブル崩壊

ちょっと、 
アメリカ政府さん、FRBさん 
お宅ら、何やってんすか？？？ 



アメリカの経済の流れ 
国債バブル

政府は自然に経済が復活するのを待たなかったのです。 
ブッシュ、オバマ政権下で政府と中央銀行が直接、経済救済措置に乗り出
したのだ～！！ヾ(‾^ ‾*) 

もちろん、ある程度の介入は必要なんだけど、とんでもなくやり過ぎてし
まうのです！！ 
政府が自ら保険会社、住宅ローン会社、自動車メーカーを保有。 
また、銀行、製造業、中小企業、ありとあらゆる企業に、補助金を譲渡。 

2007年以降、FRBはお金の流通量を23％も増加させちゃったし、金利を
バカらしいほど低くしちゃった。 
さらに、巨大な量的緩和(市場にお金を流すこと)を行なって。。。 

今度は政府が借金して、お金を使いまくるのです！！！



アメリカの経済の流れ 
国債バブル

国債バブルとは？？ 
つまるところ、国の借金(国債)。国の借金量が国の経済力に対し
て、異常なまでに行き過ぎてしまうんですよ！！！！ 

オバマは救済措置のため、政府の支出を極端に増加。 
支出量　2.66兆ドル(2007年) → 3.82兆ドル(2010年) 
ひえ～！Σ(ﾟωﾟ) 
不景気で税収なんて増えるわけない！つまり、大量の借金をした
の！！ 
2007年(ブッシュ政権)時の借金 4.82兆ドルが 
2011年(オバマ政権)での借金 約10兆ドル！！！ 
ドヒャ～～～Σ(ﾟ◇ﾟ；) 
これは政府の意図的な計画です！！！！



アメリカの経済の流れ 
国債バブル

政府は金利を上げ、支出をおさえ、借金を減らした方
が良かったんだと思うよ～。（ノд｀＠） 
確かに、これは痛みを伴うけど、経済の歪みを元に戻
す為には必要なことだよね。 
それをやらなかったが為に、問題は深刻化！！！ 
先の金融危機よりもずっと大きなトラブルとなるので
す！！ 

では！！みなさん！！ 
この国債バブルが崩壊するとどうなると思いますか？



金融危機と債務
ふふふ^^ 

このページで何が飛び出すのかドキドキしたでしょう？

ここまで、アメリカの経済の時代の流れを見てきたけ
ど、ここから、別の観点で借金と金融危機を見ていく
ね！ 
それから、ここからは借金のことを債務と言うことに
するね！（経済っぽいでしょw）



金融危機と債務

お気付きの方も多いと思いますが、 
金融危機っていうのは膨れ上がった債務が原因で起こ
ることが多いんだよ！ 

アメリカをはじめ、世界の債務状況をこれから見てい
くね！



金融危機と債務

通常、大きな金融危機が起こると、債務返済の流れが
生まれる。 
当然だよね、増えすぎた債務は減らさなきゃ。 
経済を安定させるためにも。。。。 (ﾟ▽ﾟ)



金融危機と債務

ところが、、、、



金融危機と債務
なぜか、リーマンショック後に 
世界的に債務返済が全く進んでいない。。。(ﾟAﾟ) 

世界的に企業レベルでも、家庭レベルでも、政府レベルでも債務返済ど
ころか、債務が加速度的に増加！！ 

世界の総債務残高は2007年以降、経済成長率(GDP)の17％も上回る
ペースで増加！！！さらに、今世紀の初めと比べるとこの残高は2倍の
水準だって！当然、現在も増加中！ 

アメリカの政府レベルの債務がとんでもないことになったことは書いた
通り。あ、現在では17兆ドルになったらしいよ。プラス、米家庭レベル
の借金もリーマンショック時の債務残高を超えてきたのよ。 
嫌な予感。。。。（;‾□‾)



そう！ 
実は世界が債務バブル



実は世界が債務バブル

実は世界的に今は借金天国なわけよ！！ 
世界レベルで史上最高の債務バブル発生中！！！ 
どうしようもないよ。こりゃ。 

アメリカのみならず、日本も韓国も中国も、ギリシャ、
イタリア、ポルトガル！ 
どこ見ても、かつてないほどの債務だらけなんでござ
んす！



なぜ債務バブルが崩壊しないのか

何で、こんなやばい債務バブルが崩壊しないの？？ 

理由はただ一つ、世界的な低金利が支えているからな
のよ。 
世界で金利が低いから、かろうじて借金が続けられて
いるにすぎないのよ。 

でも、よく考えてみて、 
借金を永遠に続けられると思う？？ 
低金利がいつまでも続くと思う？？？



トップエコノミストのジム・ロジャースはこう言っ
ているよ。 

「次の危機は債務レベルが高まっている分だけ悲
惨になる。緊縮という話を聞くが、どの国も借金
は増えるばかりだ。危機を乗り越えても、その次の
危機はさらに悪くなる。金利が上昇したらどうな
るか。現在の金利水準は以上なだけでなく、馬鹿
げている。低金利のため膨大な債務が放置され、
世界に巨大な問題をもたらす。戦争かもしれない。
政府や国家の破綻かもしれない。ひどい状態にな
る。」



世界崩壊は間近？？
金利が上がった途端に返済に耐えきれなくなり、全世界
の債務バブルが崩壊するよ。 

他にも崩壊を生み出す要因は現代にはいくらでもあって、、、 
EU崩壊 
ロンドンかドイツの銀行破産 
北朝鮮問題 
中国経済の崩壊 
アメリカ企業の倒産 
民間レベルの債務バブル崩壊 
発展途上国の破産 

どれ一つ崩壊しても、その後はドミノ倒しのごとく、自動的に各国
の債務バブルが順次崩壊していくよ、きっと。



つまり、 
いつバブルがはじけても 

おかしくない状態



アメリカの債務バブル
さて、またアメリカに話を戻すね。 

アメリカの債務バブル、そして、世界の債務バブルで、
今の世界のヤバさを見たよね。 

アメリカのバブルがいつ吹っ飛んでもおかしくない状
態で、その要因は周りにいくらでもあることも。 

バブルは必ず、いつか吹っ飛ぶもの。遅かれ、早かれやっ
てくる。トップエコノミスト達は2017、2018年と予
想しているよ！！



アメリカ崩壊へのシナリオ
じゃあ、アメリカの債務バブルが吹っ飛ぶとどうなる
か？ 
もう逃げ道はない！もう次のバブルは存在しない！国
債バブルが最後のバブルになるわけ。 
今度こそ、債務を返済しなきゃならないんだよ！ 
(・`ώ・ ○) 

アメリカ政府は次の2択を迫られることになるよ。 
①緊縮政策(金利を上げる) 
②ハイパーインフレーション



選択① 緊縮政策
緊縮政策で利上げする選択。これをすると、国家破産は確実。 
でも、これこそが経済的に正しい選択だよ。 
金利が上昇すれば、その年の債務の返済額分だけで、税収を食いつぶすほ
ど。それぐらいアメリカの債務はどうしようもないところまでいっちゃっ
てるのさ。 
つまり、全ての債務を返済することはできない。lll(-_-;)lll 

今の債務残高は17兆ドル！ 
アメリカ一の大富豪、ビルゲイツが全財産600億ドルを寄付したとしても、
全債務残高の0.5%も返済できない。 
アメリカの大富豪トップ50人の全財産を没収して、返済したとしても、わ
ずか返済できるのは5%だけ。(*ﾟﾛﾟ) 

アメリカはどうあがいても破産するしかない！（>Д<）



選択② ハイパーインフレーション

もう一つの選択はハイパーインフレーションを起こす
ことだよ。政府としては、こっちの方が簡単みたい。 

所詮お金は紙だからね！ドル札を大量に発行して、借
金を返済してしまうのさ～。 
こうすると、ドルの信用はガタ落ち、文字どおりドル
は紙クズとなり、ドル崩壊！！ 
最終的に全てが大崩壊！！！(｡>д<｡)



どっちにしろ 
世界大恐慌が始まる



今回の国債バブルは救いがない

今までのバブルは、民間レベルだっため、崩壊しても
政府、中央銀行がなんやかんや救出してきたでしょ。 
それが、アダとなったわけだけど。。。 
しかし、今回の国債バブルは政府と中央銀行そのもの
のバブルのため、もうこの崩壊を誰も救うことができ
ないいんだよ～。｡ﾟ(ﾟ́Д｀ﾟ)ﾟ｡ 
これが、来るところまで来てしまった最後のバブルな
のよ！



日本はどうなるのか？

結論から言えば、日本もヤバイです！！ 
実はアメリカ以上に酷い債務を抱えているのが日本な
のです！！！( ゜o゜!) 

爆発するのはアメリカよりも日本が先かもしれない
よ。。。



次回？
今、私は日本の経済状況について勉強しています。 
それから、生き残るためにどう備えていくのかについても。 
勉強した内容はまた共有したいと思っています。 
多分、みんなも日本がどうなるのかがもっと気になると思う
ので。^^; 

債務状況がアメリカと違うので、中には日本だけは大丈夫だ
という主張もありますが、私はそんなことないと思います。 
日本もかなり危ないと思いますし、日本もこの崩壊に巻き込
まれると思います。



備えについて
で、何をどう備えたらいいの～～～！！ヽ(*゜ロ゜)ノ 
ってなりませんか？？私もそう思いました。 
何度も書きますが、今回は政府そのものが崩壊するので、政府は助けてくれないですよ。 
自分で自分の身を守るしかないです！！！と感じました。 
ロバート・キヨサキさんの言葉が非常にシンプルで分かりやすかったので、引用。王様の主
張とも合っているし！ 
できるところからでも、早めにね！^^

• 私たちが予測しているように経済がクラッシュするとき、群集は金と銀を買うために殺到　
するようになるでしょう。 

• 私たちは深刻な不景気に入っていくか、あるいはハイパー・インフレーションに入っていく可
能性があります 

• あるいは、戦争に向かうことさえあるかもしれないのです。 
• 銃を買ってください。私は準備しています。私は、最悪の事態に備えて準備しています。 
• 私の家に来てごらんなさい。私は武装した状態で、あなたを迎えるでしょう。 
• 私たちには食物があり、水があり、銃、そしてゴールド（金）とシルバー（銀）、および現金
があります。 

• クレジットカードシステムはシャットダウンし、世界は停止します。 
• スーパーマーケットには、3日分の食料品さえなくなっているでしょう。 

http://www.mag2.com/p/money/10042/3



まとめ

アメリカの経済崩壊、世界の経済崩壊は誰にも止めら
れないです。いつ爆発するかも分からないです。その
時が近づいていることは間違いないです。 

私たちにできることは、備えることしかできそうにあ
りません。 
未来のために備えましょう！！！ヾ( -`д́-,,)  



参考文献
「アメリカが暴発する！大恐慌か超インフレだ」 
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気持ちがいい。また、シフ氏が素晴らしいのが批判だけでなく、改善案とその理由をきちんと記しているこ
とで、それによると、中央政府は解体すべき、所得税、健康保険、年金は不要など、将来の天一国のあり方
にかなり近いのではないかと個人的に感じた。興味がある方は一読を強くお薦めする。 

「ジム・ロジャーズ緊急警告! 2020年までに世界大恐慌 その後、通貨は全て紙キレに」 
浅井隆　第二海援隊 

　日本の経済危機と個人の準備と対策について書かれている。日本経済破綻や我々がどのように準備したら
いいか気になる方は、こちらを読んでみることをお薦めする。 

「2017 暴走するマネー 恐慌化する世界」 
大竹愼一　徳間書店 

　ヨーロッパの経済危機について書かれている。ブレグジットでロンドンシティと欧州中央銀行は間もなく
崩壊し、ドイツ銀行も破綻に近いことが分かる。この著者は多少リベラルに偏っている印象を受ける。 

「大学４年間の金融学が10時間でざっと学べる」 
植田和男　KADOKAWA 

　金融、経済の基礎知識を学ぶには良かった。



最後までお読み下さり 
どうもありがとうございます。


