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相続登記

最新相続登記のしくみ  図解で早わかり 旭 祐樹／監修 三修社 2021.11 324.7/ｱｻ22/ 0015993462

改正相続法における登記実務と遺言書保管手
続Q&A  配偶者居住権・自筆証書遺言

後藤 浩平／著 日本加除出版 2021.4 324.7/ｺﾄ21/ 0015804537

すぐに役立つ相続登記・相続税・事業承継の法
律と書式

武田 守／監修 三修社 2021.12 324.7/ﾀｹ22/ 0015994726

図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本 岡 信太郎／著
日本実業出
版社

	2021.8 	324.86/ｵｶ21/ 0015884893

わかりやすい不動産登記の申請手続
日本法令不動産
登記研究会／編

日本法令 2021.1 	324.86/ﾆﾎ21/ 0015708647

　相続全般

実際にあった相続トラブル40例!解決策大全 池田 千恵／著 ビジネス社 2022.7 324.7/ｲｹ22/ 0016108961

相続の諸手続きと届出がすべてわかる本　'22
〜'23年版

桑原 亜矢子／
監修

成美堂出版 2022.8
324.7/ｶﾜ
10/2022

0015505068

図解相続税法「超」入門 令和3年度改正
河原崎 弘／監
修

税務経理協会 2021.7
345.53/ｻｴ
06/2021

0015459472

国税OBだけが知っている失敗しない相続 坂田 拓也／著 文藝春秋 2022.7 345.53/ｻｶ22/ 0016381204

相続専門の税理士、父の相続を担当する 清田 幸弘／著 あさ出版 2022.5 345.53/ｾｲ22/ 0016087876

家族に迷惑をかけないために今、自分でやっ
ておきたい相続対策

堀口 敦史／著 同文舘出版 2022.3 345.53/ﾎﾘ22/ 0016052946

　土地問題・空家問題

すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新空き家
をめぐる法律と税金

旭 祐樹／監修 三修社 2022.3 324.2/ｱｻ22/ 0015491111

所有者の所在の把握が難しい土地に関する探
索・利活用のためのガイドライン  所有者不明土
地探索・利活用ガイドライン

所有者の所在の把握が難
しい土地への対応方策に
関する検討会／[編]

日本加除出版 2020.2 324.86/ｼﾖ20/ 0015196074

土地は誰のものか  人口減少時代の所有と利
用

五十嵐 敬喜／
著

岩波書店 2022.2 334.6/ｲｶ22/ 0015995509

実家の空き家問題を解決する!  売るか?貸す
か?住むか?

主婦の友社／
編

主婦の友社 2022.4 365.3/ｼﾕ22/ 0015488430

経済学で考える人口減少時代の住宅土地問題 山崎 福寿／著
東洋経済新
報社

2020.9 365.3/ﾔﾏ20/ 0015570872

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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　遺言書・生前贈与

まるごとわかる・遺言と生前贈与 内海 徹／著 自由国民社 2020.8 324.7/ｳﾂ20/ 0015556251

相続は遺言書で9割決まる!  日本一わかりや
すい、家族が揉めないための終活の本

福田 亮／著 Clover出版 2020.10 324.7/ﾌｸ20/ 0015647639

遺言書保管制度の利用の仕方  法務局に預け
て安心!

碓井 孝介／著 日本加除出版 2020.7 324.77/ｳｽ20/ 0015532120

「わからない」から「書ける!」に導く遺言書ガイド
北詰 健太郎／
著

清文社 2021.12 324.77/ｷﾀ21/ 0015969199

絶対に知らないとヤバイ!生前贈与の手続きの
進め方  税理士・社労士が教える

柴崎 貴子／著 彩図社 2022.6 345.54/ｼﾊ22/ 0015498561

「生前贈与」のやってはいけない  知らないと損
する相続の新常識

レガシィ／著 青春出版社 2022.3 345.54/ｾｲ22/ 0016052722

上手な相続は生前贈与で決まる!  図解でわか
りやすい89のポイント

松本 有史／著 現代書林 2021.12 345.54/ﾏﾂ21/ 0015969603

　終活

終活と相続・財産管理の法律相談 平田 厚／著 青林書院 2022.2 324.7/ﾋﾗ22/ 0016093379

家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症に
なる前に準備しておきたいこと

海老原 佐江子
／著

WAVE出版 2021.2 367.7/ｴﾋ21/ 0015735822

ゆる終活のための親にかけたい55の言葉 	奥山 晶子／著 	オークラ出版 2021.4 367.7/ｵｸ21/ 0015785207

終活!  送る人送られる人もホッと満足できる本 後閑 愛実／著 まこといちオフィス 2022.7 367.7/ｺｶ22/ 0016381667

家族に感謝される終活整理術  2150件以上の遺品
整理の現場で家族が困っていたことから導き出した

内藤 久／著 彩図社 2022.8 367.7/ﾅｲ22/ 0016384091

おひとりさまの終活  お困りごとは死後事務委
任で解決

神田 紀久男／
著

現代書林 2021.7 367.75/ｶﾝ21/ 0015866882

おひとりさまの死後事務委任 島田 雄左／著 税務経理協会 2022.3 367.75/ｼﾏ22/ 0016064057

　死後の手続き

大切な家族が亡くなった後の手続き・届け出が
すべてわかる本

関根 俊輔／監
修

新星出版社 2022.5 324.7/ｾｷ22/ 0015497662

ぜんぶわかる葬儀・法要・相続の手続きとマ
ナー

市川 愛／監修 成美堂出版 2021.1 385.6/ｲﾁ20/ 0015674849

図説大切な人が亡くなったあとの届け出・手続
き

曽根 恵子／監
修

宝島社 2021.1 385.6/ｿﾈ21/ 0015718208

すぐに役立つ知っておきたい!最新身内が亡く
なったときの届出と法律手続き

武田 守／監修 三修社 2022.2 385.6/ﾀｹ22/ 0016049074

親や配偶者が死んだあとの「お金」のことぜん
ぶ、本音で教えてください!

中垣 香代子／
著

ソシム 2021.7 385.6/ﾅｶ21/ 0015837701

身近な人の死後の手続き  相続のプロが教え
る最善の進め方Q&A大全

文響社 2021.9 385.6/ﾐｼ21/ 0015914690

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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