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東中野図書館 第 54 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

【展示期間】：2020年 6月 27日（土） ～ 2020年 8月 27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 

 個人が死亡した場合、その人の財産を次の所有者へ

「相続」する必要があります。 

この相続についての様々なルールを規定したものが、

民法という法律の中の「相続法」と呼ばれる分野です。 

相続法は、昭和５５年に改正されて以来、大きな改正

がされてきませんでしたが、高齢社会の進展、家族構成

や国民の価値観の変化、相続トラブルなどに対応するた

め、約４０年ぶりとなる平成３０年７月に改正されました。 

今回、東中野図書館・法律情報局では、「相続法」に

関連する資料や情報の探し方をご紹介します。 

改正を機に、大きく変わった「相続」や「遺言」につい

て調べてみませんか。 



 

 

 

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。 

  

 相続 ／ 遺言 ／ 相続法 ／ 相続税 ／ 配偶者居住権 ／ 遺産 ／ 

 事業継承 ／ 葬式 ／ 財産分与 ／ 後見 ／ 配偶者短期居住権 ／  

遺留分 ／ 自筆証書 ／  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 

相続法 324.7 

財産税 345.5 

葬送儀礼 385.6 

 

 

 

 相続・遺言について調べる方に  

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 
1975 年から当日までの日経 4 紙（経済・産業・金融・流通）の新聞記

事や、企業情報などの検索が可能です。 

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。 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索ができます。 

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。 

WHO PLUS 
歴史上の人物から現在活躍する人物まで、約 32 万人のプロフィールが

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。 

 

【政府広報オンライン】暮らしに役立つ情報 

      https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html 

【法務省】相続法の改正 

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい相続のルールがわかる！ 

日本司法書士会連合会／編 

201９年 中央経済社 

 

身近なくらしの中の法律である相続法について、

図表やイラストを用いつつ、わかりやすく解説して

います。 

324.7 

ア 

ピックアップ展示図書 

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html


 

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

一問一答・新しい相続法 堂薗 幹一郎/編著 商事法務 2019 324.7 イ 

事例でわかる相続法改正 東京弁護士親和全期会/著 自由国民社 2019 324.7 ジ 

そろそろ親とお金の話をしてください 安田 まゆみ/著 ポプラ社 2020 367.7 ヤ 

ゼロからわかる相続と税金対策入門 チェスター/監修 あさ出版 2019 324.7 ゼ 

ホントは怖い相続の話 木下 勇人/著 ぱる出版 2020 324.7 キ 

新・死後の手続き完全ガイド 週刊朝日編集部/編 朝日新聞出版 2020 385.6 シ 

事例でわかる絶対もめない相続対策入門 エッサム/著 あさ出版 2020 324.7 エ 

配偶者居住権等を中心とした改正された相続税実務 松本 好正/著 税務研究会出版局 2019 345.5 マ 

失敗しない遺言とお墓のはなし 楠部 亮太/ほか監修 税務研究会出版局 2019 324.7 シ 

子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は

自分でしなさい 
五十嵐 明彦/著 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
2019 345.5 イ 

いつ死んでも後悔しない！かしこい「生前贈与」 渡辺 由紀子/著 PHP研究所 2020 345.5 ワ 

大切な人が亡くなったあとの手続きと相続対

策のすべて 
佐々木 一夫/著 宝島社 2019 385.6 サ 

もしもの時の手続き・相続完全ガイド 野谷 邦宏/著 
クロスメディア・

パブリッシング 
2019 324.7 ノ 

10分でわかる突然の相続への備え方 鈴木 優大・藤井 幹久/著 WAVE出版 2020 324.7 ジ 

要点解説令和時代の相続法 菊池 捷男/著 現代書林 2019 324.7 キ 

子どもを幸せにする遺言書 倉敷 昭久/著 青春出版社 2019 324.7 ク 

相続・遺産分け・遺言の法律相談 Q&A 村田 恒夫/ほか著 法学書院 2019 324.7 ソ 

遺言相談標準ハンドブック 
奈良 恒則・麻生 興太郎

/ほか共著 
日本法令 2019 324.7 ユ 

終活にまつわる法律相談 安達 敏男/ほか著 日本加除出版 2019 324.7 シ 

改正相続法ハンドブック 冨永 忠祐/編著 三協法規出版 2019 324.7 カ 

親が元気なうちからはじめる後悔しない相続

準備の本 
五十嵐 明彦/著 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
2019 345.5 イ 

新しい相続制度の解説 吉岡 誠一/著 日本加除出版 2019 324.7 ヨ 

解説民法〈相続法〉改正のポイント 大村 敦志/ほか編 有斐閣 2019 324.7 カ 

展示図書リスト 


