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金融 9 経済学で読み解く　消費者金融サービス 消費者金融連絡会編 金融財政事情研究会 2004.06.30

金融 8 自己破産と借金地獄脱出法 宇都宮健児 主婦と生活社 2003.09.29

金融 7 ヤミ金融の手口 別冊宝島編集部  宝島社 2003.08.15

金融 6 どうしても借金を返せなくなったら読む本 山崎法律事務所  中経出版 2003.06.24

金融 5 ヤミ金融撃退マニュアル 宇都宮健児  花伝社 2003.03.10

金融 4 ヤミ金融　クレジット社会の落とし穴 鈴木宏明 岩波書店 2003.0218

金融 3 気づいたら借金が増えているあなたへ 池田治  太陽企画出版 2002.11.20

金融 2 金は天下に回るのか？「マネー川柳」 難波利三 ＪＣＦＡ 2001.04.20

金融 1 わたしの消費者金融利用体験 難波利三 JCFA 2001.04.20

保険 1 保険のひみつ 橘悠紀　構成 学研 2009.6.1

商法 3
悪徳商法の手口を見抜く!!住民の消費生活に役立つ事
例から学ぶ実戦ノート

高田橋厚男 ぎょうせい 2005.09.20

商法 2 いちばんよくわかる先物取引入門 月間先物雑誌編集部＆佐藤秀行 経済ルック 2002.03.25

商法 1
イラストでわかる詐欺師の手口を全公開　悪質商法
から身を守る方法

宇都宮健児 東洋経済新聞社 2001.07.05

環境 1
環境にやさしい生活をするために「リサイクル」し
てはいけない

武田邦彦 青春出版 2000.07.20

住宅 13 話がちがうぞ！まんがでみる賃貸トラブル解決法 樋口　譲 一橋出版 2004.12.20

住宅 12 Q＆Ａ誰でもできる欠陥住宅の見分け方(第4版） 澤田和也 民事法研究会 2004.09.17

住宅 11 建築Ｇメンが暴く!!　欠陥住宅５９の手口 中村幸安 日本文芸社 2004.06.25

住宅 10 欠陥住宅被害救済の手引 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 民事法研究会 2004.05.25

住宅 9 賃貸生活トラブル解決マニュアル 安西勉  自由国民社 2004.03.31

住宅 8 知っておきたい不動産取引の基礎 國武久幸 （財）大蔵財務協会 2003.11.03

住宅 7 中古住宅の買い方・選び方 小野寺範男  日本実業出版社 2003.10.20

住宅 6 マンショントラブル法律Ｑ＆Ａ 吉田朋  税務経理協会 2003.06.25

住宅 5 住宅紛争処理の実務 大内捷司  判例タイムズ社 2003.04.01

住宅 4 住宅・不動産ハンドブック 加藤芳柾  かんき出版 2003.01.14

住宅 3 実務のための住宅品質確保法の解説 澤田和也 民事法研究会 2002.04.10

住宅 2 欠陥住宅の見抜き方・直し方７７のポイント （社）日本建築家協会関東甲信越支部 同文舘 2001.06.04

住宅 1 不動産取引用語辞典 国土交通省総合政策局不動産業課  住宅新報社 2000.09.13



ＩＴ 5 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問題  民事法研究会 2002.12.10

ＩＴ 4 電子商取引の法的ルール紛争予防対策 長谷川俊明 日本法令 2002.12.05

ＩＴ 3 ネット・ユーザーの危ない現実 笠原毅彦  青春出版社 2001.05.10

ＩＴ 2 インターネット護身術 野間俊彦  工学社 2001.03.25

ＩＴ 1 ネットトラブル撃退法 池田冬彦  エーアイ出版 2000.09.27

食品 26 みんな大好きな食品添加物　食品の裏側 安部　司 東洋経済新聞社 2005.11.10

食品 7 トマト大好き！健康生活 赤堀博美 素朴社 2003.08

食品 6 食環境問題Ｑ＆Ａ 加藤不二男 ミネルヴァ書房 2003.05.20

食品 5 食品とからだ 上野川修一 朝倉書店 2003.05.10

食品 4 食べてはいけないの基礎知識 石堂徹生 主婦の友社 2003.04.20

食品 3 砂糖百科 高田明和 社）糖業協会 2003.03.31

食品 2 ひとめでわかる食品表示の嘘発見カタログ 牛島孝治と女性セブン取材班 小学館 2002.12.01

食品 1 輸入フルーツハンドブック 食品科学広報センター編 化学工業日報社 2001.12

消費者 3 こどものおこづかい練習帳
キャスリーン・デューイ　ロン・
ベリー　西村隆男

主婦の友社 2004.06.01

消費者 2 おかね教育 室井忠道・岸川真 品文社 2004.04.05

消費者 1 母と子どものマネーじゅく 陣内恭子 分園社 2003.05.10

法律 31 60歳からのエンディングノート入門 二村祐輔 東京堂出版 2012.10.20

法律 30 ３日でわかる法律入門　はじめての債権各論 尾崎哲夫 自由国民社 2006.02.20

法律 29 ３日でわかる法律入門　はじめての民事訴訟法 尾崎哲夫 自由国民社 2006.02.02

法律 28 キーワード式消費者法事典
日本弁護士連合会　消費者問題対
策委員会編

民事法研究会 2006.01.21

法律 27 中・高校生のための法律ガイド 喜成清重 民事法研究会 2005.12.20

法律 26
わかりやすい訴訟のしくみ　見る・読む・知るイラ
スト六法

石原豊昭 自由国民社 2005.09.30

法律 25 ３日でわかる法律入門　はじめての債権総論 尾崎哲夫 自由国民社 2005.05.27

法律 24 ３日でわかる法律入門　はじめての民法総則 尾崎哲夫 自由国民社 2005.05.05

法律 23 追補版　口語六法全書　口語民事訴訟法 染野義信・木川統一郎・中村英郎 自由国民社 2004.09.01

法律 22 改定電子商取引に関する準則とその解説 中山信弘 商事法務 2004.08.26

法律 21 Ｑ＆Ａ景品表示法 川井克倭 青林書院 2004.02.27

法律 20 民法のもう一つの学び方 星野英一  有斐閣 2004.02.20

法律 19 Ｑ＆Ａ新仲裁法解説 出井直樹 三省堂 2004.01.25



法律 18 問答式家庭の法律相談 笠原郁子  新日本法規出版 2003.12.11

法律 17 消費者契約の法理論 後藤巻則  弘文堂 2003.11.30

法律 16 民法入門 尾崎哲夫 自由国民社 2003.09.18

法律 15 債権回収の法律知識 法律実務研究会  弘文社 2003.07

法律 14 家族の法律 中村久瑠美  暮らしの手帖社 2003.04.28

法律 13 補訂版　口語六法全書　口語債権法 谷口知平 自由国民社 2003.03.06

法律 12 民法を学ぶ 山下末人  晃洋書房 2003.01.30

法律 11 現代民法入門 田沼柾  一橋出版 2003.10.01

法律 10 わかりやすい自己破産 宇都宮健児  自由国民社 2003.08.26

法律 9 Ｑ＆Ａ成年後見制度解説 額田洋一 有斐閣 2003.04.10

法律 8 民法キーワード 池田真朗  有斐閣 2002.12.30

法律 7 個人情報保護法と人権 田島泰彦  明石書店 2002.12.25

法律 6 よくわかる司法のしくみと裁判 久保潔  法学書院 2002.12.15

法律 5 二十歳の法律ガイド 木村晋介・中野麻美・島村麻里 有斐閣 2002.06.20

法律 4 図説法制執務入門 ぎょうせい ぎょうせい 2001.07

法律 3 市民のための消費者契約法 村千鶴子  中央経済社 2001.04.01

法律 2 個人再生手続きマニュアル
日本弁護士連合会倒産法改正
問題検討委員会編

商事法務研究会 2001.02.09

法律 1 改訂版　口語六法全書　口語民法総則 遠藤　浩 自由国民社 2000.08.04

紙芝居 4 じょうずにつかおうインターネット 小学生向け
さいたま市消費生活総
合センター

２０１５．３

紙芝居 3 じょうずにおかいものできるかな 小学生向け
さいたま市消費生活総
合センター

２０１５．３

紙芝居 2 点検商法 高齢者向け
さいたま市消費生活総
合センター

２０１５．３

紙芝居 1 投資詐欺 高齢者向け
さいたま市消費生活総
合センター

２０１５．３


