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東中野図書館 第 49 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

【展示期間】：2019 年 6 月 29 日（土）～2019 年 8 月 29 日（木） 

【展示場所】：東中野図書館 3Ｆ 法務情報コーナー 

【お問合せ】：中野区立東中野図書館 

   中野区東中野 1-35-5 ☎03-3366-9581 

会社の設立だけでなく、組織・運営・資金調達など

を規律した「会社法」は、これまで商法の一部に組み

込まれていた法律を改正・再編し、2006(平成 18)年

に施行されました。 

国内企業の大半を占める中小企業の実情に合わ

せた改正となっており、会社の設立に関する規定や手

続きが大幅に緩和されました。会社法施行による起業

促進で、日本経済の活性化を図っています。 

 

今回、東中野図書館・法律情報局では、「会社法」

に関連する資料や情報の探し方をご紹介します。 



会社法について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

 会社法 ／ 会社設立 ／ 合同会社 ／ 起業 ／ 株式会社 ／ 小会社 ／ 

 個人事業 ／ 法人化 ／ LLC ／ LLP ／中小企業 ／ 有限会社 ／ 

  定款 ／ 合資会社 ／ など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや館内利用者検索機（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

 

『都内図書館統合検索（東京都立図書館）』・・・東京都内の複数館の資料を横断検索できます。 

                    https://www.library.metro.tokyo.jp/ 

 

『国立国会図書館』・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

                    https://www.ndl.go.jp/ 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

雑誌 『ジュリスト』（有斐閣）・・・日常業務に生かせる法律情報誌 

   『法学セミナー』（日本評論社）・・・リーガルマインド修得のための教養誌 

 

４．図書を調べる  

テーマの棚を調べてみましょう。 

 

分野 分類記号 

会社法 325.2 

起業 335 

経営管理 336 

 

 

 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www.library.metro.tokyo.jp/
https://www.ndl.go.jp/


５．オンラインデータベースで調べる  

中野区立中央図書館の参考・地域行政資料コーナーでは、以下のオンラインデータベースが利用

できます。 

 

日経テレコン 21 1975 年からの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文検索、

企業情報、人事情報の検索が可能です。 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879 年から当日までの朝日新聞の検索ができます。 

官報情報検索サービス 1947 年 5 月 3 日から当日までの官報記事の検索ができます。 

MAGAZINEPLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文の検索ができます。 

D1-Law.com 判例情報、法律等の改廃履歴、法律判例文献情報が検索できます。 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関で会社法に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『中小企業庁』 

      https://www.chusho.meti.go.jp/index.html 

『法務省』会社法の施行に伴う会社登記についてのＱ＆Ａ 

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

ここだけ押さえる！会社法のきほん 

神田 秀樹／監修 

2017年 ナツメ社 

 

「会社とは何か」から始まり、法律のことだけではなく、

ビジネスマンとして知っておきたい基本的な知識が豊

富な一冊です。イラストや図が多く、初心者にも分かり

やすくまとまっています。 

325.2 

コ 

https://www.chusho.meti.go.jp/index.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html


 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

最新会社法がよくわかる本 遠藤 誠／著 秀和システム 2018 325.2エ 

会社法 第２１版 神田 秀樹／著 弘文堂 2019 325.2 カ 

会社法の基礎 
加藤 徹 

伊勢田 道仁／編 
法律文化社 2019 325.2 カ 

会社法 第２版 田中 亘／著 東京大学出版会 2018 325.2 タ 

会社法入門 第１３版 前田 庸／著 有斐閣 2018 325.2マ 

法人成りの活用と留意点 第２版 
柴田 知央 

青木 治雄／共著 

税務研究会出

版局 
2018 325.2シ 

プロが教える！失敗しない起業・会社設立の

すべて 

ベンチャーサポート税

理士法人／監修 
コスミック出版 2019 335プ 

株式会社のつくり方と運営 18～19年版 
小谷 羊太 

板倉 はるみ／他共著 
成美堂出版 2018 325.2 カ 

会社をつくれば自由になれる 竹田 茂／著 インプレス 2018 335 タ 

らくらく個人事業と株式会社「どっちがトク？」

がすべてわかる本 改訂２版 
山端 康幸／編 あさ出版 2017 335 ラ 

マンガでわかる会社の設立・運営 荒川 一磨／監修 西東社 2017 325.2マ 

ピンポイント会社法 
デイリー法学選書編修

委員会／編 
三省堂 2018 325.2 ピ 

株式会社をつくるならこの１冊 第８版 河野 順一／著 自由国民社 2016 325.2 コ 

社長のお金の基本 三條 慶八／著 かんき出版 2019 335.1サ 

図解うまくいっている会社の「儲け」の仕組み タンクフル／著 青春出版社 2019 335.0ズ 

成功し続ける社長が守っている７つの約束 武田 斉紀／著 明日香出版社 2019 159.4 タ 

仕事の教科書 原田 隆史／著 徳間書店 2019 336シ 

ここだけ押さえる！会社法のきほん 神田 秀樹／監修 ナツメ社 2017 325.2 コ 

会社法入門 新版 神田 秀樹／著 岩波書店 2015 325.2 カ 

合同会社設立のすすめ 改訂版 
伊藤 健太 

飯塚 正裕／共著 
日本法令 2019 325.2 イ 

 

【展示図書リスト】 


