
袖ケ浦市立図書館　パスファインダー　Ｎｏ．５

１． 図書館の利用者用の端末（ＯＰＡＣ）・ホームページのｗｅｂＯＰＡＣで本を探す

　　　キーワードで探す

　　タイトル、書誌情報（内容解題）をフリーワード検索し、求める言葉の入っている資料を探せます。

　　　件名検索で探す 館内の利用者用端末（OPAC）・・・「詳しく探す」⇒「件名」

図書館ＨＰ（ｗｅｂＯＰＡＣ）・・・「詳しく探す」⇒「件名」

　フリーワードでは多数ヒットしてしまうものは、件名検索で探すと絞込みができ便利です。

２． 図書館の書架で本を探す

分類記号 分類記号

320 325

321 326

322 327

323 328

324 329

上段と下段を併せたものが「請求記号」です。

：分類記号の前のKは郷土資料を、

　　Rは参考図書を表しています。

３． 図書館で使えるデータベースで法令・判例を探す

Ｄ1-ｌｏｗ　第一法規法情報総合データベース （全館で使用できます）

官報情報検索サービス （全館で使用できます）

４． 目的別に探す

① 法律についての基礎知識
たとえば。。。こんな本があります。

出版者 請求記号

創成社 320　ｼ新・大学生が出会う法律問題　　改訂版
　アルバイトから犯罪・事故まで役立つ基礎知識

信州大学経法
学部／編 2019.05

商法　商事法　会社　保険

刑法　刑事法　

司法　訴訟手続法　裁判員制度

諸法

国際法

くらしに役立つ「法律情報」
～調べ方案内～

作成：袖ケ浦市立図書館  ２０２０．３

交通事故や、離婚、近隣トラブル…。法律は私たちの生活に深く関わっています。

請求記号

図書館の本は、内容によって分類され並んでいます。袖ケ浦市の図書館は、日本の
ほとんどの図書館で使用されている「日本十進分類法」（ＮＤＣ）という分類体系
により請求記号を添付し排架しています。法律に関する本は、主に３２０番台に置
かれていますが、労働法は３６６、著作権法は０２１など、関連主題に収められて
いるものもあります。フリーワード検索等も活用して探してみてください。

法令・判例の検索から、くらしのトラブルの解決まで、
図書館の本やインターネットなどでの「法律情報」のさがし方をご案内します。

タイトル 著者 発行年

袖ケ浦市立図書館は、下記の有料（会員制）データベースと契約しています。図書
館利用者は館内で無料で利用できます。なお、利用には申し込みが必要です。カウ
ンターでお申し込みください。（インターネットの利用は１人１日１時間までで
す）

官報（本紙、号外、政府調達公告版、資料版、目録）をインターネットで検索できる会員制サービス。昭
和22年５月３日・日本国憲法施行日以降～当日発行分（当日分は午前８時30分以降に公開）までの官
報が検索できます。

内容

法律　法律の基礎知識　法令集　判例集

法学　

法制史

憲法

民法　民事法　不動産　家族法　相続法

内容

第一法規による法情報総合データベース。憲法から条約、法律、政令、勅令、省令、規則の現行法令１
万件、主要９０法令について制定時から現在までの改正内容および条文、平成１３年以降の全廃止法
令を収録。約３０万件の判例とこれを理解するための要旨・解説情報、また、幅広い収録対象誌から収
集した約７４万件の文献情報等の法情報を登載しています。

320

ア

上段の数字は、分類記号

です。

下段のカタカナは、著者



自由国民社 320　ｾ

自由国民社 320　ﾎ

日本評論社 320　ﾘ

三修社 324　ﾆ

e-Gov（イーガブ）法令検索

② 裁判・調停

出版者 請求記号

幻冬舎 327　ｼ

自由国民社 327　ｼﾞ

三修社 327　ｽ

自由国民社
327　ｿ
18

自由国民社
327　ﾍﾞ
15

裁判所

http://www.courts.go.jp/

③ くらしのトラブル

ア． 家族

出版者 請求記号

日本法令 324　ｶ

三修社 324　ｽ

ナツメ社 324　ﾖ

三修社 369.1　ｽﾞ

民事法研究会 645　ｼ

イ． 相続

出版者 請求記号

ナツメ社
324　ｺ
19

日本加除出版 324　ｼ

三修社 324　ｽ

ＷＡＶＥ出版 324　ｽ

訴訟は本人で出来る　[2018]第4版
　自力で勝ち取る

石原　豊昭／著，
石原　輝／著，平
井　二郎／著，國
部　徹／補訂

2018.11

すぐに役立つ遺産分割のしくみと相続税申告書
の書き方

武田　守／監修，
松岡　慶子／監修 2020.01

すぐに役立つ入門図解最新内容証明郵便・公正
証書・支払督促の手続きと書式サンプル50

松岡　慶子／監
修 2018.04

信頼できる法律の専門家の探し方
関西士業ネットワー
クサムライの会／
監修

2016.12

示談・調停・和解のやり方がわかる　第4版
　訴訟によらない上手な紛争解決法

石原　豊昭／監
修，生活と法律研
究所／編集

2015.08

相続・事業承継・認知症対策のためのいちばん
わかりやすい家族信託のはなし　　増補版

川嵜　一夫／著，
蟹江　乾道／税
務監修

2019.01

よくわかる!成年後見のしくみと利用法
　弱い立場の人を守りたい!

しんきん成年後
見サポート／監
修

2018.08

渋谷　寛／著，杉
村　亜紀子／著 2018.02

2019.10

これ一冊で安心相続の諸手続き・届出・税金の
すべて　19-20年版

堀　招子／監修，
原木　規江／監修

タイトル 著者 発行年

2019.09

すぐに役立つ財産管理<信託・成年後見・遺言>
の法律知識と活用法

松岡　慶子／監
修 2019.06

図解福祉の法律と手続きがわかる事典　　4訂
版

若林　美佳／監
修 2018.05

ペットの判例ガイドブック
　事件・事故、取引等のトラブルから刑事事件まで

終活にまつわる法律相談　　3訂
　遺言・相続・相続税

安達　敏男／著，
吉川　樹士／著，
吉川　康代／著

2019.12

法律トラブルを解決するならこの1冊　第5版
國部　徹／監修，
生活と法律研究所
／編集

2019.08

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

総務省行政管理局が運営する電子政府の総合窓口（e-Gov）内にある、法令検索シ
ステム。最新の条文が確認できます。新規施行法令、未施行法令、廃止法令等につ
いても、別途一覧で掲載しています。

最高裁判所、高等裁判所の判例が検索できます。裁判手続きの案内や各地の裁判
所のリンク集も掲載しています。

10分でわかる突然の相続への備え方
　大切な人が亡くなる前にあなたにできる手続きのすべて

鈴木　優大／著，
藤井　幹久／著 2020.01

入門図解契約書・印鑑・印紙税・領収書の法律
知識    　事業者必携，民法改正対応!

木島　康雄／監
修 2018.01

タイトル 著者 発行年

リーガル・リサーチ　第5版

いしかわ　まりこ／
著，藤井　康子／著，
村井　のり子／著，指
宿　信／監修,　齊藤
正彰／監修

2016.04

生活実用法律事典　第5版
　　面白い!役に立つ!，知恵がいっぱい!知らないとソンする法律
実用雑学

國部　徹／監修

タイトル 著者 発行年

弁護士の上手な探し方・頼み方　〔2015〕補訂３
版

自由国民社／
編 2015.09

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/
http://www.courts.go.jp/
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/


法学書院 324　ｿ

ウ． 恋愛・結婚

出版者 請求記号

日本実業出版社 324　ﾘ

日本加除出版 327　ﾓ

エ． 家・土地

出版者 請求記号

法学書院 320　ﾄ

三修社 324　ｽ

三修社 324　ｽ

住宅新報出版 324　ﾁ

アズミ 324　ﾔ

自由国民社 365　ｲ

三修社 520　ｽ

法テラス千葉 日本司法支援センター

http://www.houterasu.or.jp/chiba/index.html

法務省 

http://www.moj.go.jp/

日本公証人連合会

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

知るぽると：金融中央広報委員会

http://www.shiruporuto.jp/

オ． 金銭トラブル

出版者 請求記号

三修社 324　ｽ

自由国民社
327　ｼﾞ
19

自由国民社 369.2　ｾ

Q&A登記手続と登記簿等の見方
　これだけは知っておきたい、今さら人に聞けない

山本　芳治／著 2018.10

すぐに役立つこれだけは知っておきたい空き家
対策の法律・税金と活用法

北川　ワタル／監
修，服部　真和／
監修

2018.12

隣り近所のトラブル解決Q&A
　安心して住める住環境を作るために

荒井総合法律
事務所／編 2018.06

すぐに役立つ最新借地借家の法律と実務書式
87

木島　康雄／監
修 2019.03

家と土地のことならこの1冊　　第6版
國部　徹／監修，飯
野　たから／[ほか]執
筆，生活と法律研究
所／編集

2019.10

賃貸住居の法律Q&A　　6訂版
小林　芳郎／監修，田中
紘三／監修，村田　裕／
監修，東京弁護士会易
水会／編著

2019.09

すぐに役立つ最新建築基準法と私道・境界・日
照権の法律とトラブル解決法

森　公任／監修，
森元　みのり／監
修

2019.09

森　公任／著，森元
みのり／著，酒田　素
子／医事監修

2017.11

生活保護の受け方がわかる本　　第3版
　やさしく案内，最後の頼り

神田　将／監修，法
律知識普及会／企
画・執筆，生活と法律
研究所／編集

2019.12

村田　恒夫／著，阿野
順一／著，池宗　佳名子
／著，市川　知明／著

2019.12

自己破産マニュアル　[2019]第5版
　借金完全整理

神田　将／監修，
生活と法律研究所
／編著

2019.05

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる金銭貸借・ク
レジット・ローン・保証の法律とトラブル解決法
128

松岡　慶子／監
修 2018.02

相続・遺産分け・遺言の法律相談Q&A
　相続トラブルから相続税対策・遺言信託まで

離婚すると決めたら読む本
　財産分与や戸籍・親権の解決策がきちんとわかる

ベリーベスト法
律事務所／著 2019.10

心の問題と家族の法律相談
　離婚・親権・面会交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー

タイトル 著者 発行年

法テラスでは、法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられるよう，国
民向けの法的支援を行っています。県内には千葉と松戸に事務所があり、問い合わ
せの内容に応じた法制度や手続き、関係機関の相談窓口を案内しています。

法務省のホームページで、Ｑ＆Ａ形式で成年後見制度と成年後見登記制度について
調べ ることができます
トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 民事局 > 成年後見制度～成年後見登記制度～

民事に関する法的契約である公正証書を作成する、公証人による全国団体です。 全
国の公証人役場一覧、遺言や任意後見契約手続きのQ&A などが掲載されていま
す。

金融広報委員会は暮らしに関わる金融について広報活動を行う団体です。「暮らしと
お金」「働く」「家庭・子ども」「住まい」「老後」「万一への備え」など暮らしの中で役立つ
情報を提供しています。

タイトル 著者 発行年

タイトル 著者 発行年

http://www.houterasu.or.jp/chiba/index.html
http://www.moj.go.jp/
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
http://www.shiruporuto.jp/


カ． 交通事故

出版者 請求記号

自由国民社 681　ｺ　19

三修社 681　ｽ

学陽書房 681　ﾍﾞ

自由国民社 681　ﾖ

立花書房 685　ﾋ

（財）日弁連交通事故相談センター

http://www.n-tacc.or.jp/index.html

キ． インターネットトラブル

出版者 請求記号

秀和システム 021　ｲ

批評社 367　ﾄ

第一法規 694　ﾌ

ク． 詐欺・宗教・消費者トラブル

出版者 請求記号

民事法研究会 165　ｷ

三栄書房 324　ﾊ

ぎょうせい 365　ﾑ
自由国民社 367　ｺ

三修社 673　ｽ

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/

ケ． 職場のトラブル

出版者 請求記号

自由国民社 366　ｸ

三修社 366　ﾆ

三修社 366　ﾆ

緑風出版 366　ﾋ

フォレスト出版 366 ﾖ

親のお金守ります 小早川　浩／著 2019.10

親が認知症になる前に読むお金の本
　ワルイ奴らの魔の手から親を守る方法、教えます

速水　陶冶／著 2019.03

インターネット権利侵害
　削除請求・発信者情報開示請求“後”の法的対応Q&A

深澤　諭史／著 2020.02

クリエイター必携ネットの権利トラブル解決の極
意      　著作物を勝手に使われたら…

岩崎　拓哉／著，
齋藤　理央／監修 2019.05

Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンドブック 村　千鶴子／著 2017.01

ひとりで闘う労働紛争
　個別労働紛争対処法

橋本　忠治郎／著，
平賀　健一郎／著，
千葉　茂／著

2017.03

入門図解会社で使う労働時間・休日・休暇・休
職・休業の法律と書式
　事業者必携，働き方改革法に対応!

小島　彰／監修 2019.05

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，
森元　みのり／監
修

2019.11

入門図解職場のハラスメント<セクハラ・パワハ
ラ・マタハラ>の法律と対策
　事業者必携

千葉　博／監修 2019.12

図解による労働法のしくみ　　第5版
國部　徹／著，生
活と法律研究所／
編集

2019.11

スマホ・チルドレンもめごとSOS
　ネット社会を生きる子どもたちのために

富樫　康明／著 2018.09

タイトル 著者 発行年

著者 発行年

2015.03

わかりやすい交通事故　　第9版
見る+読む=わかる

吉田　杉明／著，
山川　直人／絵 2019.05

すぐに役立つ入門図解最新交通事故の法律とト
ラブル解決マニュアル

木島　康雄／監
修 2018.07

タイトル 著者 発行年

これだけは知っておきたい「労働基準法」の基本
と常識   改訂新版
  「働き方改革」による業務改革など人を雇うルールを実務的な
切り口で解説!

フォレスト出版 2019.09

国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情
報の提供及び調査研究を行うとともに、重要消費者紛争について法による解決のた
めの手続を実施しています。

弁護士費用特約を活用した物損交通事故の実
務

狩倉　博之／編著，渡部
英明／編著，三浦　靖彦
／編著，杉原　弘康／編
著

2020.02

必携交通事件重要判例要旨集　　第2版 交通事件判例研
究会／編著 2019.08

交通事故の法律知識　[2019]第4版 2019.07

［ご利用にあたって］　図書館では、個別の事案に関する法律判断や法律相談はお
受けできませんので、弁護士等の専門家にご相談ください。

Ｑ＆Ａ宗教トラブル１１０番　第３版
山口　広／著，滝
本　太郎／著，紀
藤　正樹／著

タイトル 著者 発行年

自動車事故に関する損害賠償問題の適正かつ迅速な処理を促進し公共の福祉の増
進に寄与することを目的に，相談，示談あっ旋や審査を弁護士が無料で行っていま
す。千葉支部あり。

タイトル

http://www.n-tacc.or.jp/index.html

