
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私たちは法律と無関係に生きていくことはできません。相続、職場のトラブル、交通事故・・・。

自分には無関係と思っていても、ある日突然トラブルに巻き込まれることもあります。 

 

身近な法律問題を解決するための本やわかりやすい法律の本を展示・貸出します。 

平成２３. 1 .１４（金）～４.１３（水）

日時：平成 23 年 2 月 18 日（金） 
午後 3 時～4 時（開場 午後 2 時 45 分） 

[ 会  場 ] 愛知県図書館 ４階エレベーター前 

[開館時間] 火～金 午前 10 時～午後 8 時 

土日祝 午前 10 時～午後 6 時  

[ 休 館 日 ] 月曜日、毎月第 2 木曜日、2 月 24 日～3 月 10 日（整理休館） 

 

暮 ら し の 法 律 

知っていますか？ 

場所：愛知県図書館 1 階 AV ホール 

定員：40 名（申込み不要） 

どうやって弁護士を見つけたらいいの？弁護士選びの 

ポイントは？上手な法律相談の仕方ってあるの？ 

ちょっと敷居が高い法律相談について、弁護士が 

わかりやすくお話します。 

●プロフィール● 

中央大学卒業。1997 年弁護士登録。

福岡宗也法律事務所所長。愛知労働局

紛争調整委員。「日弁連交通事故相談

センター愛知県支部委員会」委員長。

「法教育特別委員会」副委員長。 

講師 庄司俊哉弁護士 

愛知県図書館 4 階ミニ展示 

暮らしに役立つ法律相談 

演講 会

ただし、3 月 21 日（月・祝）は開館、翌 22 日（火）は休館 

※講演内容に関する質疑の時間はありますが、個別の法律相談は
お受けできません。 

日常生活の中で必要な情報を調べ、知識を深めることができるよう 



 
 
 
 
 
 

【お問合せ】 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-9-3 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 

TEL 052-212-2323 FAX 052-212-3674 

http://www.aichi-pref-library.jp/ 

【交通のご案内】 

・地下鉄鶴舞線または桜通線「丸の内」駅下車  

8 番出口から北へ徒歩 5分 

・市バス名古屋駅から幹名駅 1・名駅 14 系統 

「愛知県図書館」下車徒歩３分 

4 階ミニ展示「知っていますか？ 暮らしの法律」 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　展示資料の一部です。ここに掲載した資料のほかにも展示コーナーではご紹介しています。
タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号

暮らし～これで安心！
インターネットの法律とトラブル解決法 神田 将監修 自由国民社 2009.10 007.3 /ｲﾝ
知っていますか?トラブルからあなたを守るくらしの法律 飯野 たから著 自由国民社 2008.4 320/ｲｲ
女性のための法律相談ガイド 東京弁護士会編集 ぎょうせい 2009.3 320.4 /ｼﾖ
ゼロからわかる民法 (平凡社新書) 川田 昇著 平凡社 2007.5 324 /ｶﾜ

不動産トラブルQ&A 高津 公子監修 不動産流通研究所 2009.4 324.2 /ﾌﾄ
隣り近所の法律相談 荒井総合法律事務所編 法学書院 2009.8 324.23 /ﾄﾅ
弁護士に聞きたい!保証人のトラブルQ&A 馬場・澤田法律事務所編 中央経済社 2008.6 324.52 /ﾍﾝ
金銭トラブルの法律相談 下井 善廣[ほか]著 法学書院 2009.8 324.52 /ｼﾓ
賃貸トラブル交渉と解決法 みらい総合法律事務所編著 あさ出版 2008.3 324.81 /ﾁﾝ
すぐに役立つ自己破産のしくみと手続き (4訂版) 高橋 裕次郎監修 三修社 2010.10 327.36 /ｽｸ
失敗しないネットショッピング 紀藤 正樹著 岩波書店 2002.1 365 /ｷﾄ
詐欺・悪徳商法から身を守る方法 田中 大筰著 ダイエックス出版 2009.2 365 /ﾀﾅ
マンションの法律がよくわかる本 栗原 信司著 中経出版 2008.10 365.35 /ｸﾘ
医療事故の法律相談 (全訂版) 鈴木 利廣監修 学陽書房 2009.10 498.12 /ｲﾘ
住宅建築トラブル相談ハンドブック 岡田 修一[ほか]編集 新日本法規出版 2008.4 520.91 /ｼﾕ 
Q&Aペットのトラブル110番 渋谷 寛[ほか]著 民事法研究会 2007.12 645.6 /ｷﾕ
交通事故の法律相談　 横井 弘明著 法学書院 2010.1 681.3 /ﾖｺ
職場～生き生きと働くために

働く人をとりまく法律入門 大内 伸哉編著 ミネルヴァ書房 2009.4 320 /ｵｵ
Q&A職場のトラブル110番 職場の問題研究会編 民事法研究会 2008.3 336.4 /ｷﾕ
よくわかる労災・自賠責請求マニュアル　2008-09年版 武田 匡弘[ほか]共著 医学通信社 2008.10 364.5 /ﾖｸ
どこまでやったらクビになるか （新潮新書） 大内 伸哉著 新潮社 2008.8 366.14 /ｵｵ
派遣トラブル相談ハンドブック 坂本 正幸編著 新日本法規出版 2008.9 366.14 /ｻｶ
知っておきたい!働く時のルールと権利 籏智 優子著 ぺりかん社 2010.4 366.14 /ﾊﾀ
リストラ撃退ABC  納得できないあなたに 松井 繁明[ほか]編著 学習の友社 2002.10 366.14 /ﾘｽ
知っていますか?パワー・ハラスメント一問一答　（第2版） 金子 雅臣著 解放出版社 2009.12 366.3 /ｶﾈ
家族～いざというときのために

問答式家庭の法律相談 （補訂新版） 笠原 郁子[ほか]共著 新日本法規出版 2008.10 320 /ﾓﾝ
男の離婚読本 （改訂新版） 飯野 たから著 自由国民社 2010.7 324.62 /ｲｲ
離婚を考える人のための法律知識 深井 麻里[ほか]編著 同文舘出版 2004.10 324.62 /ﾌｶ
遺産分割・遺言の法律相談 （改訂版） 東京弁護士会編 青林書院 2004.12 324.7 /ﾄｳ
はじめての相続・贈与 岩崎 一雄[ほか]共著 明日香出版社 2008.7 324.7 /ﾊｼ
弁護士に聞きたい!ストーカー・DVの問題Q&A 馬場澤田法律事務所編 中央経済社 2010.7 326.24 /ﾍﾝ
国際結婚マニュアルQ&A 大貫 憲介編著 海風書房 2001.9 329.94 /ｵｵ
相続トラブルSOS 寺西 雅行著 実業之日本社 2006.7 345.53 /ﾃﾗ
Q&A子どものいじめ対策マニュアル  解決への法律相談 三坂 彰彦[ほか]編著 明石書店 2007.11 371.42 /ｷﾕ
知ってて良かった！あれこれ

裁判・訴訟のしくみがわかる事典 （改訂新版） 高橋 裕次郎監修 三修社 2009.10 327 /ｻｲ
デキる弁護士、ダメな弁護士 内藤 あいさ[著] 講談社 2010.3 327.14 /ﾅｲ
弁護士の上手な探し方・頼み方  [2008年版] 自由国民社編 自由国民社 2007.3 327.14 /ﾍﾝ
示談・調停・和解のやり方がわかる （改訂2版） 石原 豊昭監修 自由国民社 2010.7 327.21 /ｼﾀ


