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東中野図書館 第 55 回「個性ある図書館」展示 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

【展示期間】：2020 年 8 月 29 日（土）～2020 年 10 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 

 ２０２０年４月１日から「民法の一部を改正する法律」が施行

されました。民法のうち契約等に関するルールを定めた部分は

「債権法」などと呼ばれます。 

この改正は、制定以来約１２０年間の社会・経済の変化への

対応を図るとともに、民法のルールをより分かりやすくするため

のものとなっています。 

具体的には契約関係をはじめ、消滅時効、保証、債権譲渡、

法定利率に関する改正等があげられます。法律家はもとより、 

一般企業でも、契約書やリスク管理、業務手順などに影響が出る

可能性があります。 

今回、東中野図書館・法律情報局では、「民法(債権法)改正」に

ついて、資料や情報の探し方をご紹介します。民法は、私たちの日

常生活や経済活動に密接に関わる法律です。この機会に、民法の

基本的なことや新しくなったルールについて、調べてみてはいかが

でしょうか。 



民法(債権法)改正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。 

  

改正民法 ／ 改正債権法 ／ 民法改正 ／ 債権法改正 ／ 民法 ／ 債権法 ／ 

契約法 ／ 債権 ／ 債権譲渡 ／ 約款 ／ 消滅時効 ／ 保証 ／ 

法定利率 ／ 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://library.city.tokyo-nakano.lg.jp 

 

『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 

民法 324 

債権法 324.4 

契約法 324.52 

 

 

 

https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
https://library.city.tokyo-nakano.lg.jp/
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  

関連機関で債権法改正に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

『法務省：民法の一部を改正する法律（債権法改正）について』 

      http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【展示図書ピックアップ】 

改正民法のはなし 

内田 貴／著 

2020年 民事法務協会 

324 

ウ 

 

改正民法の重要な論点を、法務省参与として改正作業に

深くかかわった著者ならではの視点でわかりやすく解説。

前提となる背景事情や、改正の経緯についても理解するこ

とができ、本改正の概要を学ぶことができる一冊です。 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html


  

 

書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

論点精解改正民法 田中 豊／著 弘文堂 2020 324タ 

民法 3 第 4版 内田 貴／著 
東京大学 

出版会 
2020 324ウ 

一問一答・民法〈債権関係〉改正 
筒井 健夫，村松 秀樹／

編著 
商事法務 2018 324.4イ 

実務解説改正債権法 第２版 日本弁護士連合会／編 弘文堂 2020 324.4ジ 

実務解説改正債権法附則 中込 一洋／著 弘文堂 2020 324.4ナ 

債権法改正 事例にみる契約ルールの改正

ポイント 

東京弁護士会法制委員

会民事部会／編 

新日本法規

出版 
2017 324.4サ 

債権各論１ 第３版 潮見 佳男／著 新世社 2017 324.5シ 

債権総論 第 5版補訂 潮見 佳男／著 信山社 2020 324.4シ 

改正民法不動産売買・賃貸借契約とモデル

書式 改訂版 

東京弁護士会法友全期会

債権法改正特別委員会／

編著 

日本法令 2020 324.2カ 

これならわかる改正民法と不動産賃貸業 中島 成／著 
日本実業 

出版社 
2017 673.9ナ 

改正民法のはなし 内田 貴／著 
民事法務 

協会 
2020 324ウ 

講義債権法改正 

中田 裕康，大村 敦志，

道垣内 弘人，沖野 眞已

／共著 

商事法務 2017 324.4ナ 

債権法実務相談 
柴田 寛子，有吉 尚哉，

森田 多恵子／共監修 
商事法務 2020 324.4サ 

企業のための民法〈債権法〉改正と実務対

応 

ピクト法律事務所 

／編著 
清文社 2020 324.4キ 

Q&A保証の新実務 
児島 幸良，北川 展子，

寶田 圭介／共著 

金融財政 

事情研究会 
2020 338.5コ 

Q&A改正債権法と保証実務 

筒井 健夫，村松 秀樹，

脇村 真治，松尾 博憲／

共著 

金融財政 

事情研究会 
2019 324.5ツ 

知らないと大変民法改正 Q&A 
中央総合法律事務所／

著 

ビジネス 

教育出版社 
2019 324.4シ 

債権法改正と実務上の課題 
道垣内 弘人，中井 康之

／編著 
有斐閣 2019 324.4サ 

 

【展示図書リスト】 


