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「消費者月間」展示 ブックリスト
毎年５月は「消費者月間」です。それにあわせて関連する図書を集めてみました。
展示期間：令和元年５月１日～５月30日

No．

書名

著者

1

お金で泣かないための本 困るまえに
宇都宮 健児/監修
読む!お金のトラブル回避術

2

多重債務解決法のすべて 改正貸金
業法完全施行に対応

3

4

出版年

請求記号

資料№

2011.9

/338.7/ｵｶ/

1106606534

2010.9

/338.7/ﾀｼ/

0111042933

秀和システム

2018.7

/338.7/ﾋﾗ/

1109058972

エクスナレッジ

2018.3

/338.74/ｵｺ/

0111813611

出版社
太郎次郎社エディタ
ス

全国クレジット・サラ金問題
明石書店
対策協議会/編著

最新クレジット/ローン業界の動向とカ
ラクリがよ～くわかる本 業界人、就
平木 恭一／著
職、転職に役立つ情報満載（図解入
門業界研究）
住宅ローンを賢く借りて無理なく返す
32の方法 専門家が「やるべき順」に
淡河 範明／著
沿って教える 2018-19（エクスナレッジ
ムック）

5

住宅ローンが払えなくなったら読む本 矢田 倫基／著

幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2017.2

/338.74/ﾔﾀ/

1108591510

6

特定商取引のトラブル相談Q&A 基礎
知識から具体的解決策まで（トラブル 坂東 俊矢／監修
相談シリーズ）

民事法研究会

2018.11

/673.3/ﾄｸ/

0111940800

7

入門図解改正対応!特定商取引法・景
奈良 恒則／監修
品表示法のしくみと対策 事業者必携

三修社

2016.11

/673.3/ﾆﾕ/

0111643228

8

ネットショップ・通信販売事業の法律と
大門 則亮/監修
手続き 事業者必携

三修社

2011.10

/673.36/ﾈﾂ/

0111102545

9

美容・エステのトラブル相談Q&A 基礎
美容・エステ被害研究会／
知識から具体的解決策まで（トラブル
民事法研究会
編
相談シリーズ）

2019.1

4H/494.79/ﾋﾖ/

1109381689

消費者力アップセミナー 大学生のた

10 めの消費生活リテラシー

滝川 好夫/著

税務経理協会

2015.3

4W/365.07/ﾀｷ/

1108000504

11 で困らない!

原 早苗／編著

ぎょうせい

2018.3

4W/365/ｲﾁ/

0111803403

12 インターネット消費者相談Q＆A

第二東京弁護士会消費者
民事法研究会
問題対策委員会/編

2014.4

4W/365/ｲﾝ/

1107764654

名古屋消費者問題研究会
新日本法規出版
／編集

2017.5

4W/365/ｷﾕ/

1108452523

日本加除出版

2014.9

4W/365/ｷﾕ/

0111413770

全国消費生活相談員
協会

2017.5

4W/365/ｺﾝ-17/

0103223380

藤田 裕／監修

三修社

2017.11

4W/365/ｼﾖ/

1108929579

17 詐欺&悪徳商法「実体験」ルポ

多田 文明/著

イースト・プレス

2013.11

4W/365/ﾀﾀ/

1107336016

18 ネット取引被害の消費者相談

東京弁護士会消費者問題
商事法務
特別委員会／編

2016.2

4W/365/ﾈﾂ/

1108181932

細川 幸一／著

慶應義塾大学出版会

2018.10

4W/365/ﾎｿ/

0111927838

村 千鶴子／著

ぎょうせい

2017.1

4W/365/ﾑﾗ/

0111670390

いちからわかる消費者問題 相談対応

Q&A消費者取引トラブル解決の手引

13 改正消費者契約法対応

Q&A高齢社会の消費者トラブル 悪質

14 商法、ネット取引、投資被害、保険、住 石戸谷 豊/編著
まい、葬儀・お墓、振り込め詐欺
こんな相談ありました!! 週末電話相談 [全国消費生活相談員協
会]/編

15 事例集 vol.17

消費者契約法・特定商取引法・割賦販

16 売法のしくみ 図解で早わかり

迷惑メール、返事をしたらこうなった。

大学生が知っておきたい消費生活と

19 法律

Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンド

20 ブック
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No．

出版年

請求記号

資料№

自由国民社

2018.11

4W/365/ﾛﾊ/

0111938325

明石書店

2016.8

4W/369.4/ｺﾄ/

0111624657

河出書房新社

2017.7

4H/498.5/ﾉﾓ/

1108720960

ラリー・オルムステッド／著 早川書房

2017.7

4H/498.54/ｵﾙ/

0111726271

有薗 幸司／編集

南江堂

2018.12

4H/498.54/ﾀﾍ/

1109379907

日経BP社

2017.4

/588.09/ｴﾊ/

1108656537

藤田 哲／著

藤田技術士事務所

2018.5

/588.09/ﾌｼ/

1109123008

国民生活センター／編集

国民生活センター

2018.8

/590.4/ｸﾗ/

0111919177

国民生活センター／編集

国民生活センター

2017.9

/590.4/ｸﾗ/

0111225884

30 援と食品ロス対策

佐藤 順子／編著

明石書店

2018.5

/611.3/ｻﾄ/

0111876818

31 食品ロスの経済学

小林 富雄／著

農林統計出版

2018.3

/611.32/ｺﾊ/

1108976778

井出 留美／著

幻冬舎

2016.10

S/498.54/ｲﾃ/

0111643473

末吉 里花／著

山川出版社

2016.11

T/519/ｽｴ/

1108458736

書名

著者

出版社

あやしい催眠商法だましの全手口 身

21 近な人を守るために知っておくべきこ ロバート・熊／著
と
子ども食堂をつくろう! 人がつながる地 豊島子どもWAKUWAKU
ネットワーク／編著

22 域の居場所づくり

安全な食材は自分でえらぶ 今すぐで

23 きる、かしこい見分けかた

その食べ物、偽物です! 安心・安全の

24 ために知っておきたいこと

食べ物と健康 食品の安全（健康・栄

25 養科学シリーズ）

野本 健司／著

食品偽装を科学で見抜く 賢い消費者 リチャード・エバーシェッド
／著

26 になるための知恵袋

27 食品詐欺の実態と誘因
くらしの豆知識 2019年版

28 特集悪質商法の手口公開
くらしの豆知識 2018年版

29 特集ネット活用の心得

フードバンク 世界と日本の困窮者支

賞味期限のウソ 食品ロスはなぜ生ま

32 れるのか（幻冬舎新書）

はじめてのエシカル 人、自然、未来に

33 やさしい暮らしかた
34

ごみゼロ大作戦! めざせ!Rの達人 2
リデュース

浅利 美鈴／監修

ポプラ社

2017.4

/518.5/ｺﾐ/2

0210797053

35

ごみゼロ大作戦! めざせ!Rの達人 4
リユース

浅利 美鈴／監修

ポプラ社

2017.4

/518.5/ｺﾐ/4

0210797070

36

ごみゼロ大作戦! めざせ!Rの達人 6
リサイクル

浅利 美鈴／監修

ポプラ社

2017.4

/518.5/ｺﾐ/6

0210797096

37

考えよう!やってみよう!フェアトレード 1
こどもくらぶ／編
フェアトレードって、なんだろう?

彩流社

2015.9

/678.2/ｶﾝ/1

0210760729

彩流社

2015.11

/678.2/ｶﾝ/2

1201636683

彩流社

2015.12

/678.2/ｶﾝ/3

0210768339

国土社

2018.11

/913.6/ｻｲﾄ/

0210829893

考えよう!やってみよう!フェアトレード 2

38 フェアトレードが生まれた背景と歴史・ こどもくらぶ／編
現状
考えよう!やってみよう!フェアトレード 3

39 日本のフェアトレードの現状ときみにも こどもくらぶ／編
できること

40 子ども食堂かみふうせん

齊藤 飛鳥／著

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1
TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library
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