仙台市図書館 パスファインダー№25

「相続」について調べる
「相続」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから
情報を入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる ②本で調べる ③雑誌で調べる
⑤インターネットで調べる ⑥相談窓口の紹介

④新聞で調べる

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
相続 遺言

遺産

贈与

相続法

相続税

成年後見制度

終活など

事典や辞書で調べる
調べたいテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を手がかりに、用語事典などを引い
てみましょう。

書

名

著者・編者等

分類

旬報社

320

自由国民社

327

『誰にもわかる社会生活六法 法律相談 Q&A』1-3 加除式

新日本法規出版

R320

『仙台国税局管内 評価倍率表 平成 29 年分』2017 年

大蔵財務協会

SD34

『仙台国税局管内 路線価図

大蔵財務協会

SD34

『最新くらしの法律相談ハンドブック』
『法律書式の作成全集』

2011 年

2017 年

平成 29 年分』 2017 年

（事典・辞書などの参考図書には分類の前に「R」が、郷土の行政資料には「SD」がついています）

※路線価とは、相続税や贈与税の計算の目安に用いられる土地の評価価格です。
本で調べる
〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
相続に関連する本を探すときは、まず各テーマの棚へ行ってみましょう。
＜関連分野の分類＞
324

相続法

345

相続税

367.7

高齢者

385

葬送儀礼

●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）
などがわかります。

また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）
＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

名

著者・編者等

分類

『これならわかる相続登記 必要書類の集め方から申請手続きまで』2017 年

河合 星児

324

『最新一番よくわかる遺産相続と諸手続き』2018 年

野田 裕美

324

『いちばんわかりやすい相続・贈与の本'18〜'19 年版』

曽根 恵子

324

『マイナンバーでこう変わる！遺産相続』2016 年

叶 幸夫

324

『民法判例百選 3 親族・相続 別冊ジュリスト No.239』2018 年

有斐閣

324

『お金の終活』2016 年

山田 和美

324

『相続と遺言のことならこの 1 冊 はじめの一歩』2018 年

石原 豊昭

324

えがお相続相談室

324

藤井 和哉

345

小池 正明

345

法律・税金・経営を
学ぶ会

345

加藤 厚

345

永峰 英太郎

367.7

『60 歳からのライフプランと円満相続』2015

治田 秀夫

367.7

『図解「やること・やる順」身内が亡くなったときの手続き 葬儀・
届出・相続・お墓-誰が、いつ、いくらで、何をやる?』2017 年

武藤 頼胡

385

『家族が亡くなったときの手続きどうしたら?事典 葬儀、遺族年金、
保険、相続など』2017 年

鈴木 敏弘

385

『残される母親が安心して暮らすための手続のすべて 相続法改
正対応』2019 年

『図解わかる相続・相続税

改訂第 5 版』2018 年

『相続税の常識 知っておきたい』2018 年
『トップクラスの専門家集団が教える相続、贈与、譲渡、
法律完全攻略 [正編] 』2016 年

『わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'18〜'19 年版』
『親の財産を 100%引き継ぐ一番いい方法』2016

雑誌で調べる
●インターネットを使って雑誌記事を探す
「国立国会図書館オンライン」（NDL ONLINE）
https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/
国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学・社会科学・自然科学の記事
情報が検索できます。
＜こんな記事・論文が検索できます＞
記事･論文情報
論文名
掲載誌
執筆者
出版年
収録ページ
【読んで不安解消! 決定版 相続で間違わないための「丸わかり」ガイド : 誰がどれくらい受け取
るのか 相続税はいくら? 山本 徹美 サンデー毎日 98(7) (通号 5519) 2019-2-10 p32-37
【改正ポイント 「配偶者居住権」の創設 自宅を所有せずに住み続ける 配偶者の「困窮の不安」払
拭】岩田 修一 エコノミスト 96(31) (通号 4562) 2018-8-7 p25-27
【税金 相続改正が生む新たな争続の"火種" 住んでないのに税金を取られる】
大場 宏明 中島 晶子 アエラ 32(4) (通号 1722) 2019-1-28 p68-70

新聞で調べる
●原紙／縮刷版
原紙は各館の新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して
冊子体にしたもので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索でき
ます。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号あり）
●新聞記事をデータベースで探す
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を
読むことができます。
＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞
データベース名
収録期間
提供館
河北新報データベース
1991 年 8 月から
全館
市民・泉・宮城野
日経テレコン 21《日経 4 紙》
1975 年 4 月から（一部）
聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945～1999 年）

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［配偶者優遇へ相続見直し／居住権新設 改正民法成立］河北新報
2018 年 07 月 07 日 本紙(朝刊)
［暮らしと税金Ｑ＆Ａ 災害に遭ったとき／税額の減免に二つの方法］河北新報
2018 年 08 月 29 日 本紙(朝刊)
[暮らしの法律相談 遺産分割と寄与分／特別な貢献を条件に加算] 河北新報
2017 年 10 月 19 日 本紙(朝刊)
［配偶者の相続優遇 改正民法成立、２年以内施行へ］朝日新聞
2018 年 07 月 06 日 （夕刊）
インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語や分野から関連サイトを検索しましょう。
●代表的なサーチエンジン
1「Google（グーグル）」 https://www.google.co.jp/
2「Yahoo!（ヤフー）」 https://www.yahoo.co.jp/
●関連サイトの紹介
1「裁判所ホームページ」http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kazi/index.html
裁判手続きの家事事件Ｑ＆Ａに、相続・遺産分割・遺言の項目があり、手続の
説明と申立てに必要な費用や書類について知ることができます。
2「国税庁ホームページ」http://www.nta.go.jp/
相続税・贈与税特集にそれらの仕組みのわかりやすい解説やよくある質問に対
する回答、申告のしかたなどが載っています。

3「法テラス（日本司法支援センター）」
https://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/index.html
相続・遺言でよくある問い合わせ一覧で、質問に対する回答を紹介しています。
4「日本公証人連合会」http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
相続に関する遺言について公証事務Ｑ＆Ａで照会しています。
相談窓口の紹介
●仙台市役所ホームページ→くらしの情報→手続きと相談→相談→市政・行政の相
談→市民相談のご案内
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/kurashi/tetsuzuki/sodan/shise/a
nnai.html
・仙台市役所
TEL:022-261-1111
・青葉区役所
TEL:022-225-7211
・宮城野区役所 TEL:022-291-2111
・若林区役所
TEL:022-282-1111
・太白区役所
TEL:022-247-1111
・泉区役所
TEL:022-372-3111
・宮城総合支所 TEL:022-392-2111
・秋保総合支所 TEL:022-399-2111
法律、税務、登記・行政手続きなどについて、専門的な知識を有する相談員が無
料で相談に応じます。予約が必要な場合もありますので、事前に各区役所の区民
生活課、宮城総合支所まちづくり推進課へお問い合わせください。
●法テラス宮城
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/miyagi/index.html
〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3 丁目 6 番 1 号 一番町平和ビル 6 階
TEL:050-3383-5535 法テラスサポートダイヤル:0570-078374
問い合わせ内容に応じて、問題を解決するための法制度や手続き、適切な相談
窓口をご案内しています。
●宮城県行政書士会 https://www.miyagi-gyosei.or.jp/
〒980-0803 仙台市青葉区国分町 3 丁目 3-5
TEL:022-261-6768 FAX：022-261-0610
法律に基づいて官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を
作成すること、提出手続代理や相談に応じることを業務としています。
●宮城県司法書士会 http://www.miyashikai.jp/
〒980-0821 仙台市青葉区春日町８番１号
TEL:022-263-6755 FAX:022-263-6756
不動産の売買・相続・贈与による登記やこれらの手続きに関する相談を受けて
います。
☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。
2019 年 3 月

