
令和元年 8 月 31 日発行 第 50 号 

東中野図書館 第 50 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

【展示期間】：2019 年８月 31 日（土）～2019 年 10 月 24 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 

 来たる令和元年１０月より、１０％に引き上げられる予定の

消費税。２０１２年８月に可決・成立した「社会保障と税の  

一体改革」関連法制の柱となる消費税法の改正により決まっ

た消費増税は、７月の参議院選挙でも重要な争点のひとつと

なりました。 

また、標準税率の引き上げとともに、軽減税率制度が導入

され、帳簿や請求書の記載方法も変わります。平成元年に

導入された消費税は、令和の時代になり、大きな転換期を 

迎えています。 

今回、東中野図書館・法律情報局では、「消費税」に関連

する資料や情報の探し方をご紹介します。 



消費税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。 

  

 消費税 ／ 消費税法 ／ 消費増税 ／ 軽減税率 ／ インボイス ／  国税庁 ／ 

 複数税率 ／ 標準税率 ／ 課否判定 ／ 適格請求書 ／ 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 

消費税 345.7 

税法 345.1 

財務会計 336.9 

 

 

 

 

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  

関連機関で消費税に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『国税庁』 

      https://www.nta.go.jp/index.htm 

『財務省』消費税、酒税など（消費課税） 

   https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/index.htm 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【展示図書ピックアップ】 

図解 消費税 令和元年版 

森田 修／編集 

2019年 大蔵財務協会 

336.9 

ズ 

19 

軽減税率制度、区分記載請求書等保存方式、適格請求書

等保存方式(インボイス方式)などについて、最新の法令等に

基づき、実務上の対応に必要な具体的解説を充実させた体

系書。初めて消費税について学ばれる方や税理士試験受験

者にも最適の一冊です。 

https://www.nta.go.jp/index.htm
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/index.htm


 

 

 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全

解説 改訂版 
太田 達也／著 税務研究会 2019 345.7オ 

税務ハンドブック 令和元年度版 
杉田 宗久／著 

宮口 定雄／編 
コントロール社 2019 345ゼ 

実務消費税ハンドブック 軽減税率対応 

12訂版 

金井 恵美子／著 

杉田 宗久／監修 
コントロール社 2019 345.7 カ 

基礎から身につく消費税 令和元年度版 和氣 光／著 大蔵財務協会 2019 345.7 ワ 

図解消費税 令和元年版 森田 修／編 大蔵財務協会 2019 336.9ズ 

マンガでわかる こんなに危ない! ?消費増税 
消費増税反対 bot ちゃ

ん／著 
ビジネス社 2019 345.7シ 

消費税のカラクリ 決定版 斎藤 貴男／著 筑摩書房 2019 345.7サ 

25%の人が政治を私物化する国 植草 一秀／著 詩想社 2019 312.1 ウ 

消費税という巨大権益 大村 大次郎／著 ビジネス社 2019 345.7オ 

消費税課否判定・軽減税率判定ハンドブック 

令和元年版 
沢田 佳宏／編 

納税協会連合

会 
2019 336.9シ 

消費税課否判定要覧 第 4版 

福田 浩彦，相澤 博， 

二宮 良之，TAC 株式

会社／共著 

TAC出版 2019 336.9シ 

勘定科目別の事例による消費税の課否判定

と仕訳処理 ７訂版 
上杉 秀文／著 税務研究会 2019 336.9 ウ 

STEP式消費税申告書の作成手順 

令和元年版 

石原 健次，松田 昭久， 

德 芳郎，田部 純一， 

三野 友行／共著 

杉田 宗久／監修 

清文社 2019 336.9ス 

ワークシート方式による公益法人等、国・地方

公共団体の消費税 全訂４版 
中田 ちず子／著 税務研究会 2019 336.9ナ 

2019 年 消費税改正早わかりガイド 小さな

会社、個人事業者のための 
平石 共子／著 

日本実業出版

社 
2019 336.9 ヒ 

医療・福祉施設における消費税の実務 新版 安部 和彦／著 清文社 2019 498.1ア 

消費税法 理論と計算 ８訂版 松本 正春／著 税務経理協会 2019 345.7マ 

 

【展示図書リスト】 


