
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

建築基準法質疑応答集 通達編 3 建築基準法研究会 編 第一法規

DHCコンメンタール所得税法 第一法規

判例体系 第2期版 租税法33 地方税法（349条の3の2～740条） 税理士法（2条） 田中二郎 ほか編 第一法規

判例体系 第2期版 租税法34 税理士法（4条～59条） 田中二郎 ほか編 第一法規

犯罪統計書 平成20年の犯罪 平28.1訂正版 警察庁 編 警察庁

犯罪統計書 平成21年の犯罪 平28.1訂正版 警察庁 編 警察庁

犯罪統計書 平成22年の犯罪 平28.1訂正版 警察庁 編 警察庁

犯罪統計書 平成23年の犯罪 平28.1訂正版 警察庁 編 警察庁

犯罪統計書 平成24年の犯罪 平28.1訂正版 警察庁 編 警察庁

平成28年簡易生命表
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  消防白書 消防庁  編 消防庁

解説 弁護士職務基本規程 第3版
日本弁護士連合会弁護士倫理
委員会 編著

日本弁護士連合会

安全衛生関係通達集 第121集 (平成29年10月－平成29年12月) 労働調査会 編 労働調査会

平成27年 国勢調査報告 第2巻 人口等基本集計結果 その１ 全国編 総務省統計局 編 総務省統計局

平成27年 国勢調査報告 第3巻 就業状態等基本集計結果 その１ 全国編 総務省統計局 編 総務省統計局

平成27年 国勢調査報告 第4巻 世帯構造等基本集計結果 その１ 全国編 総務省統計局 編 総務省統計局

平成27年 国勢調査報告 第6巻 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果 その１ 全国編 総務省統計局 編 総務省統計局

平成27年 国勢調査報告 第7巻 人口移動集計結果 その１ 全国編 総務省統計局 編 総務省統計局

今村力三郎訴訟記録 第47巻 神兵隊事件 別巻6 専修大学今村法律研究室 編 専修大学出版局

平成財政史 平成元-12年度 第1巻 総説 財政会計制度
財務省財務総合政策研究所財
政史室 編

財務省財務総合政策研
究所財政史室

第69回 労働統計年報 平成28年 2016
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）

政治活動と財政法 日本財政法学会 編 日本財政法学会

出版・マンガビジネスの著作権 第2版 初歩から実践まで4
福井健策 編 桑野雄一郎 赤松
健

著作権情報センター

現代税制の現状と課題 租税回避否認規定編 今村隆 新日本法規出版

都市再開発実務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2017
国土交通省都市局市街地整備
課 監

大成出版社

判例で学ぶ建築ﾄﾗﾌﾞﾙ完全対策 日経ｱｰｷﾃｸﾁｭｱ 編 日経BP社

ｱｲｷｬｯﾁ 図解 道路交通法 5訂版 道路交通法実務研究会 編 東京法令出版

平成29年版 税務･労務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
井村登 佐竹康男 馬詰政美 ほ
か

清文社

平成28年度版 産業税制ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
経済産業省経済産業政策局企
業行動課 編

経済産業調査会

図解 国際税務 平成29年版 望月文夫 大蔵財務協会
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十訂版 図解 租税法ﾉｰﾄ 八ﾂ尾順一 清文社

組織再編における繰越欠損金の税務詳解 第5版 佐藤信祐 中央経済社

一目でわかる 小規模宅地特例100 2017年度版 赤坂光則 税務研究会出版局

平成29年度版 基礎から身につく相続税･贈与税 北本高男 大蔵財務協会

図解 酒税 平成29年版 富川泰敬 大蔵財務協会

平成29年版 消費税実務問答集 山本吉伸 編 清文社

平成29年改訂 消費税 課否判定早見表 武田恒男 小林幸夫 編 大蔵財務協会

自治制度の抜本的改革 分権改革の成果を踏まえて
阿部昌樹 田中孝男 嶋田暁文
編

法律文化社

民法要論2 物権法 石口修 成文堂

日経文庫1348  不動産の法律知識 第2版 鎌野邦樹 日本経済新聞出版社

所有者不明の土地取得の手引 売買･相続･登記手続 東京弁護士会法友会 編 青林書院

債権法改正 事例にみる 契約ﾙｰﾙの改正ﾎﾟｲﾝﾄ
東京弁護士会法制委員会民事
部会 編

新日本法規出版

売買・請負における履行・追完義務 原田剛 成文堂

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄ民法5 家族法 第2版補訂
半田吉信 鹿野菜穂子 佐藤啓
子 ほか著

法律文化社

信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例 伊庭潔 編著 日本加除出版

管理組合･理事のためのﾏﾝｼｮﾝ管理実務必携 管理組合の運営方法･税務，建物･設備の維持管理，ﾄ
ﾗﾌﾞﾙ対応

ﾏﾝｼｮﾝ維持管理支援･専門家ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ 編

民事法研究会

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｸﾁｬｰ保険法 第2版 甘利公人 福田弥夫 遠山聡 有斐閣

図解 会社法 平成29年版 大坪和敏 監 大蔵財務協会

葛藤するｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革 日本総合研究所 編著 きんざい

財務諸表分析 第7版 桜井久勝 中央経済社

会社法決算書の読み方･作り方 第11版 計算書類の分析と記載例 新日本有限責任監査法人 編 中央経済社

民事法律扶助活用ﾏﾆｭｱﾙ 第2版 民事法律扶助研究会 現代人文社

刑事訴訟法講義 第4版 安冨潔 慶應義塾大学出版会

30問30答 証人尋問ﾉｰﾄ 第3版 大塚武一 東京図書出版

ﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞ少年法 第3版 守山正 後藤弘子 編著 成文堂

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ用語事典 第4版 末藤高義 民事法研究会

現代産業選書 知的財産実務ｼﾘｰｽﾞ 事例に見る特許異議申立ての実務 千葉成就 経済産業調査会

外国人雇用のﾄﾗﾌﾞﾙ相談Q&A
本間邦弘 坂田早苗 大原慶子
ほか著

民事法研究会

事例演習労働法 第3版 水町勇一郎 緒方桂子 編著 有斐閣

同一労働同一賃金速報ｶﾞｲﾄﾞ 菊谷寛之 津留慶幸 労働調査会

改訂5版 就業規則ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾓﾃﾞﾙ就業規則の逐条解説と見直しておきたい規程の解説 産労総合研究所 編 経営書院

同一労働同一賃金で､給料の上がる人･下がる人 あなたの収入はどうなるか 山口俊一 中央経済社

ｱﾙﾊﾞｲﾄ･ﾊﾟｰﾄのﾄﾗﾌﾞﾙ相談Q&A
岩出誠 編集代表 ﾛｱ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
法律事務所 編

民事法研究会

ﾁｪｰﾝｽﾄｱの労使関係 日本最大の労働組合を築いたZﾓﾃﾞﾙの探求 本田一成 中央経済社

労働保険事務組合の実務 平成29年版 労働新聞社 編 労働新聞社

労災保険適用事業細目の解説 平成29年版 労働新聞社 編 労働新聞社

労働保険の実務相談 平成29年度
全国社会保険労務士会連合会
編

中央経済社

障害者総合支援法事業者ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 報酬編 2017年版 報酬告示と留意事項通知 中央法規出版 中央法規出版

図説 よくわかる障害者総合支援法 第2版 坂本洋一 中央法規出版

新訂 医療法人の会計と税務 石井孝宜 五十嵐邦彦 編著 同文舘出版

薬事ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ2017 薬事行政･業界の最新動向と展望 じほう じほう

薬事法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 承認許可基準省令 第9版 薬事日報社 薬事日報社

環境概論 第2版 勝田悟 中央経済社
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社会保険の実務相談 平成29年度
全国社会保険労務士会連合会
編

中央経済社

文化条例政策とｽﾎﾟｰﾂ条例政策 吉田勝光 吉田隆之 成文堂

生活安全小六法 平成29年版 生活安全警察研究会 編 東京法令出版

消防基本六法 平成29年新版 消防法規研究会 編 東京法令出版

金融六法 平成29年版 1 金融法規研究会 編 学陽書房

金融六法 平成29年版 2 金融法規研究会 編 学陽書房

金融会計監査六法 平成29年版
日本公認会計士協会 企業会計
基準委員会 編

日本公認会計士協会出
版局

平成29年版 交通小六法 1 交通関係法令研究会 編 大成出版社

平成29年版 交通小六法 2 交通関係法令研究会 編 大成出版社

海事法令ｼﾘｰｽﾞ1 海運六法 平成29年版
国土交通省海事局 監 海事法
令研究会 編著

成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 平成29年版 上巻
国土交通省海事局 監 海事法
令研究会 編著

成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 平成29年版 下巻
国土交通省海事局 監 海事法
令研究会 編著

成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ5 港湾六法 平成29年版
国土交通省港湾局 監 海事法
令研究所 編著

成山堂書店

労働六法2017 編集委員会 編 旬報社

環境六法 平成29年版 1 中央法規出版 中央法規出版

環境六法 平成29年版 2 中央法規出版 中央法規出版

解説教育六法2017 平成29年版 解説教育六法編修委員会 編 三省堂

法令全書 平成29年12月号(一) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成29年12月号(二) 国立印刷局 編 国立印刷局

損失補てん規制 橋本円 商事法務

国立国会図書館年報 平成28年度 国立国会図書館総務部 編 国立国会図書館

日本立法資料全集 別巻1047 地方自治法研究復刊大系第237巻 増訂 農村自治之研究(大正2年第8
版)

山崎延吉 信山社

日本立法資料全集 別巻1172 改正民法講義 總則編 物權編 債權編 親族編 相續編 施行法 細井重久 註釈 信山社

日本立法資料全集 別巻1173 民事訴訟提要 全 齋藤孝治 緩鹿實彰 信山社

鈴木庸夫先生古稀記念 自治体政策法務の理論と課題別実践
北村喜宣 山口道昭 礒崎初仁
ほか 編

第一法規

戸波江二先生古稀記念 憲法学の創造的展開 上巻
工藤達朗 西原博史 鈴木秀美
ほか 編

信山社

戸波江二先生古稀記念 憲法学の創造的展開 下巻
工藤達朗 西原博史 鈴木秀美
ほか 編

信山社

START UP 行政法判例50
大橋真由美 北島周作 野口貴
公美

有斐閣

個人情報保護法制と実務対応
太田洋 柴田寛子 石川智也 編
著

商事法務

行政法概説 1 行政法総論 第6版 宇賀克也 有斐閣

事例で考える行政法 改訂新版 横山信二 廣瀬肇 編著 嵯峨野書院

景観に配慮した道路附属物等ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 綴込附録：道路附属物等基本4色色見本
道路のﾃﾞｻﾞｲﾝに関する検討委
員会 編著

大成出版社

道路のﾃﾞｻﾞｲﾝ 補訂版  道路ﾃﾞｻﾞｲﾝ指針(案)とその解説
道路のﾃﾞｻﾞｲﾝに関する検討委
員会 編著

大成出版社

日中の土地収用制度の比較法的研究 公益事業認定 収用手続 損失補償の理論的および実務的検
討

楊官鵬 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

学術選書154 警察法 警察法の理論と法治主義 島田茂 信山社

公共調達と競争政策の法的構造 第2版 楠茂樹 上智大学出版

平成29年度版 産業税制ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
経済産業省経済産業政策局企
業行動課 編

経済産業調査会

これだけは押さえておこう 国際税務のよくあるｹｰｽ50 第2版 佐和周 中央経済社

譲渡所得 山林所得 贈与税 財産評価 申告の手引 平成30年3月申告用 前川晶 税務研究会出版局

平成29年11月改訂 所得税実務問答集 小林義治 編 納税協会連合会

平成29年11月改訂 減価償却実務問答集 上願敏来 編 納税協会連合会

詳解 連結納税Q&A 第9版
ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂ税理士法人 稲見誠
一 大野久子 監

清文社

具体例でわかりやすい 耐用年数表の仕組みと見方 第2版 前原真一 税務研究会出版局
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Q&A 株式評価の実務全書 改訂版 OAG税理士法人ﾁｰﾑ相続 編 ぎょうせい

「地積規模の大きな宅地の評価」の実務 広大地評価の改正点と判例 裁決例
沖田不動産鑑定士税理士事務
所 広大地評価ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 編

新日本法規出版

六訂版 国際取引の消費税QA 輸出･輸入･内外判定 上杉秀文 税務研究会出版局

消費税法要説 改訂版 山内ｽｽﾑ 税務経理協会

平成29年11月改訂 印紙税ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 馬場則行 編 納税協会連合会

平成29年改正 住民監査請求制度がよくわかる本 田中孝男 公人の友社

AIﾋﾞｼﾞﾈｽの法律実務 人工知能法務研究会 編 日本加除出版

伊藤進先生傘寿記念論文集 現代私法規律の構造
伊藤進先生傘寿記念論文集編
集委員会

第一法規

START UP 民法 4 債権各論判例30
中原太郎 幡野弘樹 丸山絵美
子 ほか

有斐閣

不動産売買の紛争類型と事案分析の手法 岡本正治 宇仁美咲 大成出版社

民法改正と不動産取引 吉田修平 きんざい

practical 金融法務 債権法改正
井上聡 松尾博憲 編著 三井住
友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ三井住友銀
行総務部法務室

きんざい

講義 債権法改正
中田裕康 大村敦志 道垣内弘
人 ほか

商事法務

図解 債権譲渡判例集 裁判例からみる債権回収の実務 吉国智彦 笹川豪介 日本加除出版

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ法学基本講義6-2 基本講義 債権各論2 不法行為法 第3版 潮見佳男 新世社

契約法講義 第4版 後藤巻則 弘文堂

判例総合解説 交通事故2 損害論 第2版 藤村和夫 信山社

実務 交通事故訴訟大系 第1巻 総論
藤村和夫 伊藤文夫 高野真人
ほか 編

ぎょうせい

実務 交通事故訴訟大系 第2巻 責任と保険
藤村和夫 伊藤文夫 高野真人
ほか 編

ぎょうせい

実務 交通事故訴訟大系 第3巻 損害と保険
藤村和夫 伊藤文夫 高野真人
ほか 編

ぎょうせい

2018年 交通事故損害賠償必携 資料編 宮原守男 編集代表 新日本法規出版

心の問題と家族の法律相談 離婚･親権･面会交流･DV･ﾓﾗﾊﾗ･虐待･ｽﾄｰｶｰ
森法律事務所 酒田素子 医事
監

日本加除出版

元家裁調査官が提案する 面会交流はこう交渉する 事前交渉から調停段階まで ポイントは早期解決
と子の福祉の視点

小泉道子 民事法研究会

子どものための里親委託･養子縁組の支援 宮島清 林浩康 米沢普子 編著 明石書店

新成年後見制度の解説 改訂版
小林昭彦 大門匡 岩井伸晃 編
著

きんざい

相続ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの実務 2017年度版 経済法令研究会 編 経済法令研究会

金融機関の相続手続
弁護士法人琴平綜合法律事務
所 監 北川展子 編著

きんざい

遺産承継の実務と書式 日本財産管理協会 編 民事法研究会

条解 信託法 道垣内弘人 編著 弘文堂

信託制度の活用による公益的政策の実現 信託税制改革による信託活性化としての農地信託等の活
用

喜多綾子 清文社

改訂 設題解説 戸籍実務の処理15 戸籍訂正 各論編 5 養子離縁 ﾚｼﾞｽﾄﾗｰ･ﾌﾞｯｸｽ150 木村三男 編著 日本加除出版

勁草法学案内ｼﾘｰｽﾞ ﾏﾝｼｮﾝ法案内 第2版 鎌野邦樹 勁草書房

全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件 6 各論 掲載国50音順[ﾊ行・ﾍ]～[ﾗ行・ﾛ]
木村三男 監 篠崎哲夫 竹澤雅
二郎 ほか 編著

日本加除出版

ｱﾒﾘｶ代理法 第2版 ｱﾒﾘｶ法ﾍﾞｰｼｯｸｽ7 樋口範雄 弘文堂

実務家のための役員報酬の手引き 第2版 髙田剛 商事法務

会社税務ﾏﾆｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 1 設立･解散 第9次改訂
坂本一 平山昇 大沼長清 ほか
編

ぎょうせい

会社税務ﾏﾆｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 2 資本戦略 第9次改訂
今西浩之 大沼長清 井上久彌
ほか 編

ぎょうせい

会社税務ﾏﾆｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 3 組織再編 第9次改訂
寺西尚人 大沼長清 井上久彌
ほか 編

ぎょうせい

会社税務ﾏﾆｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 4 企業再生･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 第9次改訂
柳澤義一 椿本雅朗 額田一 ほ
か

ぎょうせい

財務諸表分析の実務 牧野明弘 経済法令研究会

ｲｷﾞﾘｽ会社法 解説と条文 ｲｷﾞﾘｽ会社法制研究会 編 成文堂

医事刑法研究第7巻 終末期医療と刑法 甲斐克則 成文堂
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ｲｷﾞﾘｽ性犯罪法論 横山潔 成文堂

GENJIN刑事弁護ｼﾘｰｽﾞ22 勾留準抗告に取り組む 99事例からみる傾向と対策
愛知県弁護士会刑事弁護委員
会  編

現代人文社

主文例からみた請求の趣旨記載例集 弁護シ法人佐野総合 編 日本加除出版

実践ﾌｫｰﾗﾑ 破産実務 手続選択から申立て・管財まで 野村剛司 編著 青林書院

破産申立代理人の地位と責任
全国倒産処理弁護士ﾈｯﾄﾜｰｸ
編

きんざい

民事再生の実務 森純子 川畑正文 編著 商事法務

刑事手続におけるﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護 熟議による適正手続の実現を目指して 稻谷龍彦 弘文堂

ｱﾒﾘｶにおける証拠開示制度・ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰの実際 樋口和彦 花伝社

ﾋﾞｼﾞﾈｽ法体系 企業取引法
ﾋﾞｼﾞﾈｽ法体系研究会 編 塚本英
巨 中崎尚

第一法規

はじめて学ぶ下請法 鎌田明 編著 商事法務

判例法理から読み解く 企業間取引訴訟 加藤新太郎 編集代表 第一法規

打消し表示の実態と景品表示法の考え方 調査報告書と要点解説 大元慎二 編著 商事法務

法学教室ﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ 独禁法事例集 白石忠志 有斐閣

金融商品取引法 公開買付制度と大量保有報告制度編
鈴木克昌 久保田修平 熊谷真
和 ほか

商事法務

ﾌｧｲﾅﾝｽ法大全 下 全訂版 西村あさひ法律事務所 編 商事法務

13訂 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ投資信託実務 田村威 杉田浩治 林皓二 ほか 経済法令研究会

14訂 投資信託 基礎と実務 田村威 経済法令研究会

米国反ﾄﾗｽﾄ法実務講座 植村幸也 公正取引協会

実務家のための 知的財産権判例70選 2017年度版 平成28年4月12日～平成29年3月24日判決
弁理士ｸﾗﾌﾞ知的財産実務研究
所 編

発明推進協会

現代産業選書 知的財産実務ｼﾘｰｽﾞ 統一的に考える進歩性とｸﾚｰﾑ解釈 「物理・化学の原理とその利
用のし方」と「物体系・物質系の発明の分類」から

影山光太郎 経済産業調査会

しなやかな著作権制度に向けて ｺﾝﾃﾝﾂと著作権法の役割 中山信弘 金子敏哉 編 信山社

電気通信･放送ｻｰﾋﾞｽと法 齋藤雅弘 弘文堂

現代産業選書 企業法務シリーズ 企業の価値を向上させる実効的な内部通報制度 山口利昭 経済産業調査会

社会保障の手引 平成30年版 施策の概要と基礎資料 壮村明彦 中央法規出版

図表で見る医療保障 平成29年度版
健康保険組合連合会企画部社
会保障研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ 編

ぎょうせい

よくわかる生活保護ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ1 Q&A 生活保護手帳の読み方・使い方
全国公的扶助研究会 監 吉永
純 編著

明石書店

よくわかる生活保護ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ2 Q&A 生活保護ｹｰｽﾜｰｸ 支援の基本
全国公的扶助研究会 監 吉永
純 衛藤晃 編著

明石書店

子どもの虐待防止･法的実務ﾏﾆｭｱﾙ 第6版
日本弁護士連合会子どもの権
利委員会 編

明石書店

医療法人の相続･事業承継と税務対策 3訂版 青木惠一 税務研究会出版局

医療基本法 患者の権利を見据えた医療制度へ 医療基本法会議 編 ｴｲﾃﾞﾙ研究所

解説 悪臭防止法 上 村頭秀人 慧文社

解説 悪臭防止法 下 村頭秀人 慧文社

社会保険労務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 平成30年版
全国社会保険労務士会連合会
編

中央経済社

学術選書12 国際人権法 人権条約の解釈と適用 坂元茂樹 信山社

世界の相続専門弁護士・税理士による 国際相続とｴｽﾃｰﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
中田朋子 水谷猛雄
withersworldwide

税務経理協会

改訂 外国人のための国際結婚手続ﾏﾆｭｱﾙ 佐野誠 宮川真史 日本加除出版

学術選書167 法社会学 国籍法違憲判決と日本の司法 秋葉丈志 信山社

注解 判例 出入国管理実務六法 平成30年版 出入国管理法令研究会 編 日本加除出版

必携 用地補償実務便覧 2018年版 公共用地補償機構 編 大成出版社

平成30年版 三段対照式 交通実務六法 交通警察実務研究会 編 東京法令出版

三段表形式 酒税法関係法令集 平成29年10月1日現在 法令出版編集部 編 法令出版

現行 自治六法 平成30年版 1 基本法編 自治法規実務研究会 編 第一法規

現行 自治六法 平成30年版 2 諸法編 自治法規実務研究会 編 第一法規
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登記小六法 平成30年版 登記法令研究会 編 桂林書院

登記小六法 平成30年版 別冊 登記法令研究会 桂林書院

ｺﾝﾊﾟｸﾄ倒産･再生再編六法 判例付き 2018
伊藤眞 多比羅誠 須藤英章 編
集代表

民事法研究会

ｶﾞｽ事業法令集 改訂9版 経済産業省 監 日本ｶﾞｽ協会 編 東京法令出版

2017年 原子力規制関係法令集 1
原子力規制関係法令研究会 編
著

大成出版社

2017年 原子力規制関係法令集 2
原子力規制関係法令研究会 編
著

大成出版社

労働安全衛生法 基本法令･通達集 1 基本法編 労務行政研究所 編 労務行政

労働安全衛生法 基本法令･通達集 2 諸法編 労務行政研究所 編 労務行政

2018年版 雇用保険法関係法令集 労務行政研究所 編 労務行政

福祉小六法 2018 大阪ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ協会 編 中央法規出版

自由への問い 3 公共性 阪口正二郎 編 岩波書店

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの権利を考える 山本龍彦 信山社

国際税務総覧2017-2018 国際税務基礎ﾃﾞｰﾀ
高山政信 坪内二郎 矢内一好
編著

財経詳報社

ﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの未来 金融・産業・社会はどう変わるのか
翁百合 柳川範之 岩下直行 編
著

日本経済新聞出版社

2016 化学･ﾊﾞｲｵ知財判例年鑑 廣田浩一 山の手総合研究所

裁決事例集 第78集 平成22年度上期 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第79集 平成22年度下期 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第80集・第81集 平成23年度上期 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第82集・第83集 平成23年度下期 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第84集 平成23年7月-9月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第86集 平成24年1月-3月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第87集 平成24年4月-6月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第88集 平成24年7月-9月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第89集 平成24年10月-12月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第90集 平成25年1月-3月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第92集 平成25年7月-9月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

裁決事例集 第93集 平成25年10月-12月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

現代税制の現状と課題 国際課税編 青山慶二 新日本法規出版

現代税制の現状と課題 組織再編成税制編 朝長英樹 新日本法規出版

現代税制の現状と課題 租税手続編 品川芳宣 新日本法規出版

官報 平成29年12月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成29年12月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成29年12月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 第3版 片岡武 管野眞一 編著 日本加除出版

最新裁判実務大系 第6巻 建築訴訟 齋藤繁道 編著 青林書院

日本立法資料全集 89 日本国憲法制定資料全集(19)貴族院議事録(4）
芦部信喜 高橋和之 高見勝利
ほか 編著

信山社

憲法の急所 権利論を組み立てる 第2版 木村草太 羽鳥書店

空き家譲渡の3000万円控除の特例 早わかり 与良秀雄 大蔵財務協会

土地家屋の法律知識 改訂2版
有吉春代 安西善明 井口茂 ほ
か 自由国民社

信託法制の新時代 信託の現代的展開と将来展望
能見善久 樋口範雄 神田秀樹
編 弘文堂

財務会計講義 第18版 桜井久勝 中央経済社

刑法総論講義 第5版 松宮孝明 成文堂

海外刑法の旅 森下忠 成文堂
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電波法大綱 よくわかる教科書 第21版 情報通信振興会 情報通信振興会

長時間労働対策の実務 いま取り組むべき働き方改革へのｱﾌﾟﾛｰﾁ 労務行政研究所 編 労務行政

管理職になるときこれだけは知っておきたい労務管理 佐藤広一 ｱﾆﾓ出版

労働基準法の実務相談 平成29年度
全国社会保険労務士会連合会
編 中央経済社

企業の精神疾患社員への対応実務 布施直春 経営書院

国際裁判管轄の理論と実務 新設規定をめぐる裁判例・学説の検討と解釈
小林秀之 編集代表 原強 村上
正子 ほか 編 新日本法規

非営利法人会計監査六法 平成29年版 日本公認会計士協会 編
日本公認会計士協会出
版局

会計監査六法 平成29年版
日本公認会計士協会 企業会計
基準委員会 編

日本公認会計士協会出
版局

2016 経済産業六法 経済産業省 編 東洋法規出版

外国為替･貿易小六法 平成29年版 外国為替研究協会 編 外国為替研究協会

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 平成29年版 上巻
国土交通省海事局 監 海事法
令研究会 編著 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 平成29年版 下巻
国土交通省海事局 監 海事法
令研究会 編著 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ4 海上保安六法 平成29年版
海上保安庁 監 海事法令研究
所 編著 成山堂書店

電気通信小六法 1 電気通信関連法令編 平成28年版
東日本電信電話 西日本電信電
話 監 一二三書房

電気通信小六法 2 東日本電信電話株式会社編 平成28年版
東日本電信電話 西日本電信電
話 監 一二三書房

電気通信小六法 3 西日本電信電話株式会社編 平成28年版
東日本電信電話 西日本電信電
話 一二三書房
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