
書　　　名 編著者等 出　版　社

最高裁判所民事判例集 第68巻1-4号 平26年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第68巻5-7号 平26年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第68巻8-9号 平26年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第69巻1-3号 平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第69巻4号 平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第69巻5-6号 平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第69巻7号 平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所民事判例集 第69巻8号 平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所刑事判例集 第68巻1-3号 2不掲載 平26年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所刑事判例集 第68巻4-9号 5.7.8不掲載 平26年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所刑事判例集 第69巻1-2号 索引共  平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

最高裁判所刑事判例集 第69巻3-8号   平27年 最高裁判所事務総局 編 最高裁判所事務総局

仲裁法 小島武司 猪股孝史 日本評論社

製造物責任判例集 PL判例研究会 編 新日本法規

実務贈与・相続・遺言の文例書式集 4 贈与相続遺言実務研究会 編 新日本法規

民事判例索引集 民事判例研究会 編 新日本法規

判例不正競業法第8巻 商標法(6)‐A 不正競業法判例研究会 編 新日本法規出版

小売物価統計調査（動向編）年報 平成28年 2016 総務省統計局 編 総務省統計局

小売物価統計調査（構造編）年報 平成28年 2016 総務省統計局 編 総務省統計局

平成27年 国勢調査 調査区関係資料 利用の手引 総務省統計局 編 総務省統計局

家計消費状況調査年報 平成28年 総務省統計局 編 総務省統計局

家計調査年報 平成28年 2 貯蓄・負債編 総務省統計局 編 総務省統計局

行政機関組織図 平成29年7月1日現在 人事院事務総局総務課 編 人事院事務総局総務課

日本の防衛 平成29年版 防衛白書 防衛省 編 防衛省

平成29年版 厚生労働白書 (平成28年度厚生労働行政年次報告) 社会保障と経済成長 厚生労働省 厚生労働省

平成29年版 厚生労働白書 資料編 (平成28年度厚生労働行政年次報告) 社会保障と経済成長 厚生労働省 厚生労働省

平成28年度 文部科学白書 ﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛの軌跡 子供たちの未来を育む豊かな体験活動の充実 文部科学省 編 文部科学省

平成28年度 国土交通白書 国土交通省 編 国土交通省

平成28年度 公正取引委員会 年次報告 公正取引委員会 編 公正取引委員会

土地白書 平成29年版 国土交通省 国土交通省

平成29年 警察白書 特集 交通安全対策の歩みと展望 国家公安委員会・警察庁 編 警察庁

警視庁交通年鑑 平成28年版 警視庁交通部交通総務課 編 警視庁交通部

日本弁護士連合会 第60回人権擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 第1分科会基調報告書 あらためて問う「犯罪被害
者の権利」とは-誰もが等しく充実した支援を受けられる社会へ-

日本弁護士連合会第60回人権
擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ第1分科会
実行委員会 編

日本弁護士連合会

日本弁護士連合会 第60回人権擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 第2分科会基調報告書 情報は誰のもの？-監視
社会と情報公開を考える-

日本弁護士連合会第60回人権
擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ第2分科会
実行委員会 編

日本弁護士連合会

日本弁護士連合会 第60回人権擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 第3分科会基調報告書 琵琶湖がつなぐ人と生き
ものたち-市民による生物多様性の保全と地域社会の実現をめざして-

日本弁護士連合会第60回人権
擁護大会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ第3分科会
実行委員会 編

日本弁護士連合会

平成28年度決算検査報告 会計検査院 編 会計検査院

NHK年鑑 2017 NHK放送文化研究所 編 NHK出版

法人課税関係法規集 1 (基本法編)  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

法人課税関係法規集 2 (間接諸税編)  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

法人課税関係法規集 3 (措置法編)  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁
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書　　　名 編著者等 出　版　社

個人課税関係法規集 1 (基本法編)  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

個人課税関係法規集 2 (措置法編)  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

租税条約関係法規集 平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

租税共通関係法規集 平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

管理徴収関係法規集 平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

酒税関係法規集  平成29年6月1日現在 国税庁 編 国税庁

交通事故民事裁判例集 第49巻第6号(平成28年11月・12月) 不法行為法研究会 編 ぎょうせい

國の予算 平成28年度予算 平成27年度補正予算 財政調査会 編 大蔵財務協会

民間給与の実態 平成29年職種別民間給与実態調査の結果 人事院給与局 編 人事院給与局

金融庁の１年 （平成28事務年度版） 金融庁 編 金融庁

全株懇ﾓﾃﾞﾙ2 株主総会に関する実務 全国株懇連合会 編 商事法務

法務年鑑 平成28年
法務省大臣官房司法法制部司
法法制課 編

法務省大臣官房司法法
制部司法法制課

第22回生命表
厚生労働省政策統括官（統計･
情報政策担当） 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

平成29年版 出入国管理 法務省入国管理局 編 法務省入国管理局

日本取引所グループ規則集 2018年版 日本取引所グループ 編 ぎょうせい

最高裁判所判例解説 刑事篇 平成27年度 法曹会 編 法曹会

公正取引委員会審決集 63 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 公正取引委員会 編 公正取引委員会

生命保険判例集 第21巻 (平成21年) 山下友信 監 生命保険文化センター

平成29年版 労働経済の分析 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの促進とﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの実現に向けた課題 厚生労働省 編 厚生労働省

第67回 日本統計年鑑 平成30年 総務省統計局 編 総務省統計局

平成29年版 犯罪白書 －更生を支援する地域のﾈｯﾄﾜｰｸ－ 法務総合研究所 編 法務総合研究所

少年審判通訳ハンドブック (タイ語) 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック（中国語） 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック（韓国語） 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック（ポルトガル語） 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック (スペイン語) 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック (フィリピノ（タガログ)語) 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

少年審判通訳ハンドブック (ベトナム語) 改訂版 最高裁判所事務総局家庭局 監 法曹会

平成29年度 年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告） 技術革新と働き方改革がもたらす新
たな成長

内閣府 編 内閣府

滋賀県労働委員会年報 平成28年版 滋賀県労働委員会事務局 編
滋賀県労働委員会事務
局

平成28年度 婚姻に関する統計 人口動態統計特殊報告
厚生労働省政策統括官（統計・
情報政策担当） 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

ﾉﾙｳｪｰ・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ・ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 犯罪被害者支援制度に関する調査報告書  2014・2017北欧調査結果

日本弁護士連合会犯罪被害者
支援委員会第60回人権擁護大
会ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 第1分科会実行委
員会 編

日本弁護士連合会

第14回 日本弁護士連合会国選弁護シンポジウム基調報告  平成29年11月17日 もう待てない!逮捕段
階からの全件弁護の実現を

日本弁護士連合会第14回国選
弁護ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実行委員会 編

日本弁護士連合会

東京「君が代」裁判 三次訴訟の記録 詮方尽くれども望みを失わず

「日の丸・君が代」不当処分撤
回を求める被処分者の会 東京
「君が代」裁判三次訴訟原告団
記録集編集委員会 編

「日の丸・君が代」不当処
分撤回を求める被処分者
の会東京「君が代」裁判
三次訴訟原告団記録集
編集委員会 編

法令全書 平成29年11月号 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成29年11月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成29年11月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

労働法全書 平成30年版 労務行政研究所 編 労務行政

法哲学年報 2016 ケアの法 ケアからの法 日本法哲学会 編 有斐閣
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書　　　名 編著者等 出　版　社

平成29年版 確定給付企業年金確定拠出年金法令通達集 法研 法研

健康保険法の解釈と運用 平成29年度版 法研

国民健康保険関係法令例規集 平成29年度 法研

日本立法資料全集別巻 1045 地方自治法研究復刊大系第235巻 市制町村制 並 理由書 （明治21年
初版）

萬字堂 編 信山社

日本立法資料全集別巻 1046 地方自治法研究復刊大系第236巻 市制町村制義解 附 理由（ 明治21
年初版）

三谷䡄秀 馬袋鶴之助 信山社

日本立法資料全集別巻 1169 民法學説彙纂 物權編〔第一分冊〕 三藤卓堂 編 信山社

日本立法資料全集別巻 1170 民法學説彙纂 物權編〔第二分冊〕 三藤卓堂 編 信山社

日本立法資料全集別巻 1171 現行商法實用 平川橘太郎 編 信山社

アジア法叢書24 中国民族法概論 呉宗金 編 成文堂

アジア法叢書23 アジア法の多元的構造 千葉正士 成文堂

憲法 第3版 加藤一彦 法律文化社

日独憲法対話2015 憲法の発展1 憲法の解釈･変遷･改正
鈴木秀美 M･ｲｪｼｭﾃｯﾄ 小山 剛
ほか 編

信山社

憲法とそれぞれの人権 第3版 現代憲法教育研究会 編 法律文化社

有斐閣ｱﾙﾏ 憲法1 人権 第6版 渋谷秀樹 赤坂正浩 有斐閣

有斐閣ｱﾙﾏ 憲法2 統治 第6版 渋谷秀樹 赤坂正浩 有斐閣

表現の自由 その公共性ともろさについて 毛利透 岩波書店

ｾｸｼｭｱﾘﾃｨと法 身体･社会･言説との交錯
谷口洋幸 綾部六郎 池田弘乃
編

法律文化社

現代行政法 橋本博之 岩波書店

行政法講義 第2版 岩本章吾 成文堂

逐条解説 ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ法 水町雅子 商事法務

現代情報社会におけるﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ･個人情報の保護 村上康二郎 日本評論社

法律学講座双書 新版 行政法 中巻 全訂第2版（オンデマンド版） 田中二郎 弘文堂

法律学講座双書 新版 行政法 下巻 全訂第2版（オンデマンド版） 田中二郎 弘文堂

まちづくりと法 都市計画，自動車，自転車，土地，地下水，住宅，借地借家 阿部泰隆 信山社

土地価格比準表の手引き 7次改訂 地価調査研究会 編著 住宅新報社

土地価格比準表 7次改訂 地価調査研究会 編著 住宅新報社

図解 組織再編税制 平成29年版 中村慈美 大蔵財務協会

税務重要裁決事例55選 元審判官が解説! 税理士が誤りやすいﾎﾟｲﾝﾄ 成松洋一 編集代表 第一法規

有斐閣ｱﾙﾏ 租税法 岡村忠生 酒井貴子 田中晶国 有斐閣

｢ﾊﾟﾅﾏ文書以後｣に対応する 国外財産の移転･管理と税務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 佐藤臣夫 清水鏡雄 清文社

図解&ｹｰｽ 国際ﾀｯｸｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ入門 第2版 田川利一 中央経済社

ﾍﾞｰｼｯｸ租税法 第2版
土屋重義 沼田博幸 廣木準一
ほか

同文舘出版

図説 逆転裁決例精選50 Part3 課税処分取消しのｱﾌﾟﾛｰﾁ
伊川正樹 編著監 浅野洋 長谷
川敏也 ほか 編著

ぎょうせい

平成29年10月改訂 不動産の評価･権利調整と税務 土地･建物の売買･賃貸からﾋﾞﾙ建設までのｺﾝｻﾙ
ﾃｨﾝｸﾞ

鵜野和夫 清文社

所得税基本通達逐条解説 平成29年版
三又修 樫田明 一色広己  ほか
編

大蔵財務協会

事例詳解 資本等取引をめぐる法人税実務 4訂版 諸星健司 税務研究会出版局

法人税法解釈の検証と実践的展開 第3巻 大淵博義 税務経理協会

租税法研究双書8 法人･企業課税の理論 手塚貴大 弘文堂

平成29年11月改訂 資産税実務問答集 平本倫朗 岡本和之 編 清文社

新 広大地評価の実務 辻･本郷税理士法人 編 税務研究会出版局

平成29年11月改訂 図解と個別事例による 株式評価実務必携 岡本和之 編 清文社

平成29年10月改訂 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ 消費税の実務 金井恵美子 清文社
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書　　　名 編著者等 出　版　社

平成29年10月改訂 地方税取扱いの手引 地方税制度研究会 清文社

固定資産税の38のｷﾎﾝと88の重要裁判例 多発する固定資産税の課税ﾐｽにいかに対処するか! 宮崎裕二 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

新版 逐条地方自治法 第9次改訂版 松本英昭 学陽書房

地方公務員制度講義 第6版 猪野積 第一法規

アジア法叢書20 中国の土地法 王家福 黄明川 成文堂

改訂版 実務で役立つ 海外税務ｹｰｽ･ｽﾀﾃﾞｨ
太陽ｸﾞﾗﾝﾄｿﾝﾄﾝ税理士法人 編
著

税務研究会

新注釈民法（17） 親族（1） 第725条～第791条 二宮周平 編 有斐閣

ｺｱ･ﾃｷｽﾄ 民法4 債権総論 第2版 平野裕之 新世社

民法 2 物権 第4版
淡路剛久 鎌田薫 原田純孝 ほ
か

有斐閣

植木哲先生古稀記念論文集 民事法学の基礎的課題
高森八四郎 小賀野晶一 編集
代表

勁草書房

事実認定体系 民法総則編1 1条～98条の2 村田渉 編著 第一法規

事実認定体系 民法総則編2 99条～174条 村田渉 編著 第一法規

法人登記書式精義 第1巻 改訂版 登記研究編集室 編 ﾃｲﾊﾝ

Q&A法人登記の実務 社会福祉法人 第2版 山中正登 日本加除出版

新債権法下の債権管理回収実務Q&A
増本善丈 大野徹也 鈴木正人
ほか

きんざい

判例にみる 債務不存在確認の実務 中里和伸 野口英一郎 新日本法規出版

民法改正のﾎﾟｲﾝﾄと実務対応 冨岡孝幸 吉野彰 前田直哉 ｼﾞｪﾈｼｽﾋﾞｼﾞﾈｽ出版

民法改正と請負契約 建設請負業者への影響 100年振りの改正 升田純 大成出版社

契約法 中田裕康 有斐閣

家事法の理論･実務･判例 1 道垣内弘人 松原正明 編 勁草書房

親権・監護権をめぐる法律と実務 改訂増補 渋谷元宏 渋谷麻衣子 清文社

高葛藤紛争における子の監護権 弁護士実務の視角から法的課題を問う 渡辺義弘 弘前大学出版会

Q&A相続人不存在･不在者 財産管理の手引
野々山哲郎 仲隆 浦岡由美子
編

新日本法規

判例ﾃﾞｰﾀﾌﾞｯｸ 借地借家の正当事由･立退料 川口誠 岡田修一 編著 新日本法規

家族信託契約 遺言相続､後見に代替する信託の実務 遠藤英嗣 日本加除出版

平成27･28年度改正対応 効率とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽを高める e-文書法 電子化早わかり
日本文書情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協会法
務委員会 編

日本文書情報ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ協
会

法律学講座双書 商法総則 新訂第5版（オンデマンド版） 鴻常夫 弘文堂

有斐閣ｱﾙﾏ 商法総則・商行為法 第2版
大塚英明 川島いづみ 中東正
文

有斐閣

有斐閣ｱﾙﾏ 保険法 第3版補訂版
山下友信 竹濱修 洲崎博史 ほ
か

有斐閣

自動車保険実務の重要判例 事例に学ぶ33のﾎﾟｲﾝﾄ 丸山一朗 保険毎日新聞社

船舶油濁損害賠償･補償責任の構造 海洋汚染防止法との連関 小林寛 成文堂

会社法のﾌｧｲﾅﾝｽとM&A 畠田公明 法律文化社

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ報酬の法務･税務･会計 株式報酬･業績連動型報酬の実務詳解
松尾拓也 西村美智子 中島礼
子 ほか 編著

中央経済社

役員報酬をめぐる法務･会計･税務 第4版
田辺総合法律事務所 至誠清新
監査法人 至誠清新税理士法人
編著

清文社

株式会社法 第7版 江頭憲治郎 有斐閣

刑事法の要点 前田雅英 東京法令出版

ﾚｸﾁｬｰ刑法総論 第3版 川端博 法学書院

｢被害者問題｣からみた死刑 菊田幸一 監訳 日本評論社

講義 刑法各論 関哲夫 成文堂

RJ叢書10 性暴力と修復的司法 対話の先にあるもの 小松原織香 成文堂

逐条解説 刑事収容施設法 第3版 林眞琴 北村篤 名取俊也 有斐閣
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書　　　名 編著者等 出　版　社

ｲｷﾞﾘｽの刑事責任年齢 増田義幸 成文堂

白夜の刑法 ｿﾋﾞｴﾄ刑法とその周辺 上田寛 上野達彦 成文堂

裁判事務手続講座 第14巻 書式 告訴･告発の実務 第5版 経営刑事法研究会 編 民事法研究会

民事執行法の改正に関する中間試案 きんざい 編 きんざい

刑事手続の新展開 上巻
三井誠 渡邉一弘 岡慎一 ほか
編

成文堂

刑事手続の新展開 下巻
三井誠 渡邉一弘 岡慎一 ほか
編

成文堂

大ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ刑事訴訟法 第2版 第11巻 刑事訴訟特別法
河上和雄 中山善房 古田佑紀
ほか  編

青林書院

実例中心 捜査法解説  捜査手続から証拠法･公判手続入門まで 第3版補訂版 幕田英雄 東京法令出版

緊急提言!刑事再審法改正と国会の責任
九州再審弁護団連絡会出版委
員会 編

日本評論社

企業法とｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ 法令遵守から社会要請への適応へ 第3版 郷原信郎 編著 東洋経済新報社

独占禁止法 第8版 村上政博 弘文堂

銀行法
池田唯一 中島淳一  監 佐藤則
夫 編著 ほか

きんざい

金融法講義 新版
神田秀樹 神作裕之 みずほﾌｨﾅ
ﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 編著

岩波書店

金融の仕組みと働き
岡村秀夫 田中敦 野間敏克 ほ
か

有斐閣

新米国特許法 対訳付き 2017年版 施行規則･AIA後の法改正と条約 服部健一 発明推進協会

設例農地民法解説 宮﨑直己 大成出版社

有斐閣ｱﾙﾏ 労働法 第5版 浅倉むつ子 島田陽一 盛誠吾 有斐閣

概説 労働市場法 鎌田耕一 三省堂

雇用社会の25の疑問 労働法再入門 第3版 大内伸哉 弘文堂

多様な派遣形態とみなし雇用の法律実務 派遣･請負･業務委託･出向･協業等､労働契約申込みみなし
制度の問題

安西愈 労働調査会

実務Q&Aｼﾘｰｽﾞ 懲戒処分･解雇 労務行政研究所 編 労務行政

同一労働同一賃金ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ案に沿った待遇基準･賃金制度の作り方 菊谷寛之 第一法規

職業能力開発促進法 改訂8版 労務行政研究所 編 労務行政

合理的配慮義務の横断的検討 差別･格差等をめぐる裁判例の考察を中心に
九州弁護士会連合会 大分県弁
護士会 編

現代人文社

総合叢書 21 家族のための総合政策4 家族内の虐待･暴力と貧困 本澤巳代子 編 信山社

児童虐待の防止を考える 子の最善の利益を求めて 佐柳忠晴 三省堂

医療過誤の処罰とその制限 于佳佳 成文堂

医療法人制度の実務Q&A 設立･運営･承継･再編の法務･会計･税務 第2版 税理士法人山田&ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 編 中央経済社

沖縄の環境・平和・自治・人権
日本環境会議沖縄大会実行委
員会 編

七つ森書館

国際不法行為法の研究 種村佑介 成文堂

学術選書156  国際私法 国際債権契約と回避条項 寺井里沙 信山社

渉外家族法実務からみた 在留外国人の身分登録
日本司法書士会連合会渉外身
分登録検討委員会 編

民事法研究会

経済学講義 福田徳三著作集 第1巻 福田徳三研究会 西沢保 編 信山社

新版 税務会計学辞典 成道秀雄 編著 中央経済社

新制度活用のための重要事例80問による ｽﾋﾟﾝｵﾌの税務と法務 平成29年版 櫻井光照 大蔵財務協会

公職選挙法令集 平成29年版 選挙制度研究会 編 第一法規

救急・救助六法7訂版 救急救助問題研究会 編 東京法令出版

詳細 登記六法 平成30年版 判例･先例付
山野目章夫 筧康生 鈴木龍介
編集代表

きんざい

詳細 登記六法 平成30年版 別冊1 登記等関係先例編
山野目章夫 筧康生 鈴木龍介
編集代表

きんざい

詳細 登記六法 平成30年版 別冊2 民法の一部を改正する法律・同整備法（抄） 新旧対象条文・附則
山野目章夫 筧康生 鈴木龍介
編集代表

きんざい

平成29年度 住民基本台帳六法 法令編
市町村自治研究会 監 日本加
除出版編集部 編

日本加除出版

平成29年度 住民基本台帳六法 通知･実例編
市町村自治研究会 監 日本加
除出版編集部 編

日本加除出版
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書　　　名 編著者等 出　版　社

戸籍実務六法 平成30年版 日本加除出版法令編纂室 編 日本加除出版

産業財産権 四法対照 平成30年度版 平成28年5月27日法律第51号対応 整理ﾉｰﾄ[縮小版] PATECH企画企画部 編 PATECH企画

注解 鉄道六法 平成29年版 国土交通省鉄道局 監 第一法規

注解 自動車六法 平成29年版 国土交通省自動車局 監 第一法規

均等法･育介法･ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働法 基本法令･通達集 労務行政研究所 編 労務行政

労働総覧 平成30年版 労働法令協会 編 労働法令

民事判例 15 2017年前期 現代民事判例研究会 編 日本評論社

衆議のかたち2 アメリカ連邦最高裁判所判例研究2005～2013 藤倉皓一郎 小杉丈夫 編 羽鳥書店

ｱﾒﾘｶの刑事判例 1 2003年10月開廷期から2007年10月開廷期まで 田中利彦 編 成文堂

裁決事例集 第94集 平成26年1月-3月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第95集 平成26年4月-6月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第96集 平成26年7月-9月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第97集 平成26年10月-12月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第98集 平成27年1月-3月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第99集 平成27年4月-6月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第100集 平成27年7月-9月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第101集 平成27年10月-12月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第102集 平成28年1月-3月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第103集 平成28年4月-6月 大蔵財務協会 大蔵財務協会

裁決事例集 第106集 平成29年1月-3月 大蔵財務協会 大蔵財務協会
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