
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）・・・「蔵書検索・予約」⇒「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 （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）

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  ２０１５．１０

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。

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）

第一法規による法情報総合データベース。憲法から告示まで3万1千件余の法令、約22万件の判例とこ
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64万5千件の文献情報
等の法情報を登載。

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
報が検索できる。

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

320

ア

上段の数字は、分類記号で

す。

下段のカタカナは、著者

の頭文字です。



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

日本評論社 ３２０　リ

（内容）

ミネルヴァ書房 ３２０　ラ

（内容）

学陽書房 ３２０　ナ

三修社 ３２４　ケ

日本経済新聞出版
社 ３２４　ス

法令データ提供システム

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

② 裁判・調停

出版者 請求記号

三修社 ３２７　ソ

自由国民社 ３２７　ジ

自由国民社 ３２７　タ

自由国民社
３２７　ベ
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

三修社 ３２７　ス

（内容）

セルバ出版 ３２４　タ

青林書院 ３６９　コ

民事法研究会 ６４５　ペ

契約のしくみと契約書作成の基本
    図解で早わかり 最新版

服部　真和／監
修 2015.01

現場で役立つ！ハンコ・契約書・印紙のトリセツ 鈴木　瑞穂／著 2015.06

平成２５年１月施行の家事事件手続法をふまえ、訴訟までには至らず話合いによって解決を望むことを
前提とした結婚、離婚、親子、相続の法律問題と手続きについて解説

Ｑ＆Ａ「成年後見」実務ハンドブック 田中　亮一／著 2014.07

2013.01
ペットのトラブル相談Ｑ＆Ａ
　　基礎知識から具体的解決策まで

渋谷　寛／著，佐
藤　光子／著，杉
村　亜紀子／著

リーガル・リサーチ　第４版

いしかわ　まりこ
／著，藤井　康子
／著，村井　のり
子／著

2012.04

「法律のしらべもの」、リーガル・リサーチの方法をノウハウと資料の種類、そのありかを明快に解説し、
必要な法令・判例・文献を網羅したハンドブック。デジタル情報・ツールを主流に説明した第４版。

すぐに役立つ最新家事事件手続法と調停・審判
申立書サンプル４８

梅原　ゆかり／監
修 2013.06

基礎からわかる法令用語 長野　秀幸／著 2015.04

人生を「生まれる」「育つ」「大人になる」「老いる」「死ぬ」の５ステージに分け、各段階で重要な法律を丁
寧に解説。

ライフステージから学ぶ法律入門

吉田　稔／編著，
北山　雅昭／編
著，渡邉　隆司／
編著

2014.03

タイトル 著者 発行年

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る。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る。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。

タイトル 著者 発行年

タイトル 著者 発行年

訴訟のしくみ
　　図解で早わかり，最新版

藤田　裕／監修 2015.05

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

内容証明を出すならこの１冊　　第４版 多比羅　誠／著 2014.12

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

子どものための法律相談　　第２版
第一東京弁護士
会少年法委員会
／編

2014.04

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://www.courts.go.jp/


イ． 相続

出版者 請求記号

新星出版社 ３４５ ズ

緑風出版 ３２４ ヤ

日本加除出版 ３２４ シ

エクスナレッジ ３２４ ｾﾞ

ウ． 恋愛・結婚

出版者 請求記号

自由国民社 ３２４　イ

中央経済社 ３２６　ベ

エ． 家・土地

出版者 請求記号

三修社 ３２４ ｽﾞ

自由国民社 324 ア13

自由国民社
３２４　タ
13

自由国民社 ３２４　ヤ

自由国民社
３２４　ア
11

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/

2013.01

公道・私道のトラブル解決法　〔２０１３〕第２版
　　道路をめぐるあらゆる問題に具体例で答える

高井　和伸／著 2013.05

2013.05芥川　基／著境界をめぐるトラブル解決法　〔２０１３〕増補版

有利に解決！離婚調停
　こじれた話合いもスッキリとうまくいく！

飯野　たから／
著，有吉　春代／
監修

2014.01

タイトル 著者 発行年

相続・遺言対策ガイド
   相続の仕組みと遺言書の書き方

矢野　輝雄／著 2015.06

タイトル 著者 発行年

図解わかる相続・相続税  改訂第４版 藤井　和哉／監
修 2015.07

これでわかる！相続で必要になる戸籍の見方・
調べ方

篠崎　哲夫／著，
枝作／漫画・イラ
スト

2013.11

絶対トクする〈土地・建物〉の相続・税金・法律ガ
イド
   最新税制・資金計画から建築トラブルまで

賃貸住宅のトラブルを解決するならこの１冊
　〔２０１１〕全訂版

安西　勉／著，石
原　豊昭／著，生
活と法律研究所
／編集

2011.03

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。（ホーム ＞ 法務省の概要 ＞ 各組織の説明 ＞ 内部部局 ＞
民事局 ＞ 民事局の業務 ▶ 成年後見登記）

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。ユーザー
別インデックス「シニア」では、「50 代からのライフプラン」、「年金Q＆A」など暮らしの
中で役立つ情報を提供しています。

弁護士に聞きたい！ストーカー・ＤＶの問題Ｑ＆
Ａ　第２版

馬場・澤田法律
事務所／編

全図解わかりやすい借地の法律　　第３版

矢島　忠純／共
著，豊田　啓盟／
共著，生活と法律
研究所／編集

2013.02

2015.05

建築知識／編 2014.03

タイトル 著者 発行年

図解最新不動産登記の法律と手続きがわかる
事典

安部　高樹／監
修

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


オ． 金銭トラブル

出版者 請求記号

法学書院 ３２４　キ

自由国民社
３２７　ジ
13

カ． 交通事故

出版者 請求記号

青林書院 681　コ

自由国民社 681　ヨ

自由国民社
681　コ
15

（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

三修社 ００７　ス

中央経済社 ００７　コ

ク． 詐欺・宗教・消費者トラブル

出版者 請求記号

日本加除出版 ３６５　キ

ぎょうせい ３６５　ム

民事法研究会 １６５　キ

ケ． 職場のトラブル

出版者 請求記号

労務行政 ３６６　シ

三修社 ３６６　ス

弁護士会館ブック
センター出版部ＬＡ
ＢＯ

３６６　ハ

自由国民社 ３６６　ロ

Ｑ＆Ａ高齢社会の消費者トラブル
　　悪質商法、ネット取引、投資被害、保険、住まい、葬
儀・お墓、振り込め詐欺

石戸谷　豊／編
著，芳野　直子／
編著，西本　暁／
編著，天野　正男
／編著，谷川　献
吾／編著

2014.09

子どものネットトラブルに悩む親の法律知識Ｑ＆
Ａ

牧野　和夫／編 2015.03

交通事故示談交渉手続マニュアル　〔２０１５〕第
３版

長戸路　政行／
監修，生活と法律
研究所／編集

2015.05

タイトル 著者 発行年

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる最新ネットト
ラブルの法律知識とプロバイダへの削除依頼・
開示請求の仕方

服部　真和／監
修 2015.04

タイトル 著者 発行年

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

交通事故の法律相談　　新版 羽成　守／編，溝
辺　克己／編 2012.09

わかりやすい交通事故
　　見る＋読む＝わかる　　第８版（イラスト六法）

吉田　杉明／著，
山川　直人／絵 2015.07

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａでわかる困ったときに
読む職場の法律トラブルと法的解決法１５８

林　智之／監修 2014.01

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。

Ｑ＆Ａ消費生活相談の基礎知識
　　知っておきたい民事のルール

労働審判・個別労働紛争解決のことならこの１
冊

國部　徹／著，政
岡　史郎／著，真
田　親義／著

2010.09

タイトル 著者 発行年

自己破産借金完全整理なんでも事典　〔２０１３〕
第３版

石原　豊昭／監
修，生活と法律研
究所／編著

2013.04

金銭貸借の知識とＱ＆Ａ

横浜ベイサイド法
律事務所／編，
池田　哲也／〔ほ
か〕著

2014.06

タイトル 著者 発行年

Ｑ＆Ａでわかる！労働基準法
　　こんなときどうする？

下山　智恵子／
著 2015.03

働く人のためのブラック企業被害対策Ｑ＆Ａ
知っておきたい６６の法律知識

ブラック企業被害
対策弁護団／著 2013.12

2015.03

村　千鶴子／編
著 2011.08



［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。


