
書　　　名 編著者等 出　版　社

法令全書 平成30年1月号 国立印刷局 編 国立印刷局

サクラサイト被害救済の実務
ｻｸﾗｻｲﾄ被害全国連絡協議会
編

民事法研究会

最新整形外科学大系 1 運動器の生物学と生体力学
越智隆弘 総編集 中村利孝 吉
川秀樹 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 2 運動器の診断学 越智隆弘 総･専門編集 中山書店

最新整形外科学大系 3 運動器の治療学 越智隆弘 総・専門編集 中山書店

最新整形外科学大系 4 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
越智隆弘 総編集 里宇明元 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 5 運動器の外傷学
越智隆弘 総編集 糸満盛憲 専
門編集 新藤正輝 編集協力

中山書店

最新整形外科学大系 6 手術進入法と基本手術手技 -脊椎・脊髄
越智隆弘 総編集 戸山芳昭 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 7 手術進入法 -上肢
越智隆弘 総編集 高岸憲二 三
浪明男 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 8 手術進入法 -下肢
越智隆弘 総編集 越智光夫 糸
満盛憲 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 9  周術期管理，ﾘｽｸ管理，疼痛管理
越智隆弘 総編集 糸満盛憲 専
門編集 外須美夫 編集協力

中山書店

最新整形外科学大系 10 脊椎・脊髄
越智隆弘 総編集 戸山芳昭 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 11  頚椎・胸椎
越智隆弘 総編集 戸山芳昭 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 12  胸腰椎・腰椎・仙椎
越智隆弘 総編集 戸山芳昭 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 13 肩関節・肩甲帯
越智隆弘 総編集 高岸憲二 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 14 上腕・肘関節・前腕
越智隆弘 総編集 高岸憲二 三
浪明男 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 15A 手関節・手指１
越智隆弘 総編集 三浪明男 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 15B 手関節・手指2
越智隆弘 総編集 三浪明男 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 16 骨盤・股関節
越智隆弘 総編集 糸満盛憲 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 17 膝関節・大腿
越智隆弘 総編集 越智光夫 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 18 下腿・足関節・足部
越智隆弘 総編集 越智光夫 高
倉義典 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 19  関節ﾘｳﾏﾁと類縁疾患 越智隆弘 総・専門編集 中山書店

最新整形外科学大系 20 骨・軟部腫瘍および関連疾患
越智隆弘 総編集 吉川秀樹 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 21 骨系統疾患，代謝性骨疾患
越智隆弘 総編集 中村利孝 吉
川秀樹 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 22 末梢神経疾患，筋疾患，循環障害
越智隆弘 総編集 三浪明男 専
門編集 佐々木秀直 編集協力

中山書店

最新整形外科学大系 23 ｽﾎﾟｰﾂ傷害
越智隆弘 総編集 越智光夫  専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 24 小児の運動器疾患
越智隆弘 総編集 藤井敏男 中
村耕三 専門編集

中山書店

最新整形外科学大系 25 高齢者の運動器疾患
越智隆弘 総編集 中村利孝 専
門編集

中山書店

最新整形外科学大系 別巻 総索引・総目次 越智隆弘 総編集 中山書店

広辞苑 第7版 新村出 編 岩波書店

広辞苑 第7版 付録 新村出 編 岩波書店

復刻版 戦争放棄編 参議院事務局編 ｢帝国憲法改正審議録 戦争放棄編｣抜粋 (1952年) 寺島俊穂 編 三和書籍

変革期における法学･政治学のﾌﾛﾝﾃｨｱ
西南学院大学法学部創設50周
年記念論文集編集委員会 編

日本評論社

START UP 憲法判例50 上田健介 尾形健 片桐直人 有斐閣

ﾛﾊﾞｰﾂｺｰﾄの立憲主義 大林啓吾 溜箭将之 編 成文堂

憲法及び皇室典範論 日本の危機は｢憲法学｣が作った 二人の公民教科書代表執筆者が熱く語る 杉原誠四郎 小山常実 自由社

立命館大学法学叢書20 参議院と議院内閣制 大西祥世 信山社

立命館大学法学叢書14 ｳｪｽﾄﾐﾝｽﾀｰ・ﾓﾃﾞﾙの変容 日本政治の「英国化」を問い直す 小堀眞裕 法律文化社

困難事例にみる用地取得・損失補償の実務 中嶋静夫 編著 新日本法規出版

所得税 重要事例集 安井和彦 編著 税務研究会出版局

組織再編税制をあらためて読み解く 立法趣旨と保護法益からの検討 白井一馬 関根稔 編著 中央経済社

平成29年10月改訂版 実務家のための 相続税ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 杉田宗久 編著 ｺﾝﾄﾛｰﾙ社
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新解説 世界憲法集 第4版 初宿正典 辻村みよ子 編 三省堂

有斐閣ｱﾙﾏ 民事法入門 第7版 野村豊弘 有斐閣

民法概論1 民法総則 山野目章夫 有斐閣

START UP 民法1 総則判例30 原田昌和 秋山靖浩 山口敬介 有斐閣

START UP 民法2 物権判例30 水津太郎 鳥山泰志 藤澤治奈 有斐閣

START UP 民法3 債権総論判例30 田高寛貴 白石大 山城一真 有斐閣

START UP 民法5 親族・相続判例30 青竹美佳 金子敬明 幡野弘樹 有斐閣

債権法改正を読む 改正論から学ぶ新民法 松尾弘 慶應義塾大学出版会

交通賠償実務の最前線 公益財団法人日弁連交通事故相談ｾﾝﾀｰ設立50周年記念出版
公益財団法人日弁連交通事故
相談ｾﾝﾀｰ 編

ぎょうせい

戸籍と無戸籍 ｢日本人｣の輪郭 遠藤正敬 人文書院

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱの会計・税務・法務Q&A 新日本有限責任監査法人 編 税務経理協会

ﾀｲ国の会計・税務・法務Q&A 第2版 新日本有限責任監査法人 編 税務経理協会

ｵﾗﾝﾀﾞの会計・税務・法務Q&A 新日本有限責任監査法人 編 税務経理協会

ﾍﾞﾄﾅﾑの会計・税務・法務Q&A 第2版 新日本有限責任監査法人 編 税務経理協会

刑事法入門 第8版 大谷實 有斐閣

START UP 刑法総論判例50
十河太朗 豊田兼彦 松尾誠紀
ほか

有斐閣

START UP 刑法各論判例50
十河太朗 豊田兼彦 松尾誠紀
ほか

有斐閣

被害者の危険の引受けと個人の自律 三代川邦夫 立教大学出版会

仮釈放の理論 太田達也 慶應義塾大学出版会

新しい視点で考える犯罪と刑事政策 国際的・比較文化的ｱﾌﾟﾛｰﾁ 鮎川潤 昭和堂

比較犯罪学研究序説 朴元奎 成文堂

犯罪学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ ｱﾝｿﾆｰ･ｳｫﾙｼｭ 松浦直己 訳 明石書店

現代訴訟法 町村泰貴
一般財団法人放送大学
教育振興会

明治初年の裁判 垂直的手続構造から水平的手続構造へ 橋本誠一 晃洋書房

裁判官! 当職そこが知りたかったのです 岡口基一 中村真 学陽書房

日本の裁判官論 民事裁判の実相とその改革 大隅乙郎 創英社

黙秘権と取調拒否権 刑事訴訟における主体性 前田朗 三一書房

少年刑法研究序説 吉中信人 渓水社

福島第一原発事故の法的責任論1 国・東京電力・科学者・報道の責任を検証する 丸山輝久 明石書店

原子力安全基盤科学 1 原子力発電所事故と原子力の安全 山名元 総合編集 京都大学学術出版会

原子力安全基盤科学 2 原子力ﾊﾞｯｸｴﾝﾄﾞと放射性廃棄物 山名元 総合編集 京都大学学術出版会

原子力安全基盤科学 3 放射線防護と環境放射線管理 高橋千太郎 総合編集 京都大学学術出版会

ｼﾘｰｽﾞ被災地から未来を考える1 原発震災と避難-原子力政策の転換は可能か 長谷川公一 山本薫子 編 有斐閣

電気施設管理と電気法規解説 13版改訂 薦田康久 編著 一般社団法人電気学会

ｱﾌﾀｰ･ﾋﾞｯﾄｺｲﾝ 仮想通貨とﾌﾞﾛｯｸﾁｪｰﾝの次なる覇者 中島真志 新潮社

特許法 第2版 茶園成樹 編 有斐閣

配転・出向・降格の法律実務 第2版 石嵜信憲 編著 中央経済社

労働条件変更の基本と実務 石嵜信憲 編著 中央経済社

Q&A 有期契約労働者の無期転換ﾙｰﾙ 別城信太郎 編著 新日本法規出版

実務者のための化学物質等法規制便覧 2017年版
化学物質等法規制便覧編集委
員会 編

化学工業日報社

社会福祉法人法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 設立･運営編 2017年版  設立･運営のための法令･通知･Q&A 中央法規出版 中央法規出版

社会福祉法人法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 指導監査編  指導監査のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ･通知･Q&A 中央法規出版 中央法規出版

事例解説 子どもをめぐる問題の基本と実務  学校生活，ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ，少年事件，児童福祉，離婚・親権
第二東京弁護士会子どもの権
利に関する委員会

青林書院
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医療関連死 医事紛争をめぐる法医学者の視点 藤田眞幸 医歯薬出版

実用 再生医療新法 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」等の一覧と解説 日本再生医療学会 医歯薬出版

医療紛争の法的分析と解決ｼｽﾃﾑ 韓国法からの示唆 李庸吉 晃洋書房

事例別 医事法 Q&A 第6版 高田利廣 小海正勝 日本医事新報社

2017-18年版 薬事法規・制度及び倫理解説 薬事衛生研究会 編 薬事日報社

栄養関係法規集 第9版 栄養関係法規集編集委員会 編 建帛社

世界人権問題叢書100 日本の癩(らい)対策の誤りと「名誉回復」 今，改めてﾊﾝｾﾝ病対策を考える 成田稔 明石書店

公害・環境問題の放置構造と解決過程 藤川賢 渡辺伸一 堀畑まなみ 東信堂

環境法の考えかた1 「人」という視点から 六車明 慶應義塾大学出版会

環境法の考えかた2-企業と人とのあいだから 六車明 慶應義塾大学出版会

国際司法裁判所 判決と意見 第5巻 2011-16年
横田洋三 東壽太郎 森喜憲 編
著

国際書院

家族と国籍 国際化の安定のなかで 奥田安弘 明石書店

診療放射線学辞典 渡部洋一 金森勇雄 総編集 医療科学社

JISﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 57 品質管理 2017 日本規格協会 編 日本規格協会

必携 住宅・建築物の省ｴﾈﾙｷﾞｰ基準関係法令集 2017
国土交通省住宅局住宅生産課
編集協力

創樹社

家畜伝染病予防法関係法規集 平成29年版
農林水産省消費・安全局動物
衛生課 監

文永堂出版

判例行政法入門 第6版
芝池義一 大田直史 山下竜一
ほか編

有斐閣

民法判例集 親族・相続
内田貴 水野紀子 大村敦志 ほ
か編

有斐閣

官報 平成30年1月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年1月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年1月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

新・発達心理学ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
田島信元 岩立志津夫 長崎勤
編

福村出版

建築法規用語辞典 建築知識 編
樫田攻 前谷孝義 関田保行 ほ
か

ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

超図解でよくわかる建築現場用語完全版 建築知識 編
青木良篤 青木義貴 池田浩和
ほか

ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

初学者の建築講座 建築法規 第3版
長澤泰 監 塚田市朗 専門監 河
村春美 ほか著

市ヶ谷出版社

災害情報学事典 日本災害情報学会 編 朝倉書店

不動産取引用語辞典 8訂版
国土交通省総合政策局不動産
業課 監 不動産適正取引推進
機構 不動産流通近代化ｾﾝﾀｰ

住宅新報社

法務・法律ﾋﾞｼﾞﾈｽ英和大辞典 菊地義明 編 日外ｱｿｼｴｰﾂ

船舶安全法関係用語事典 第2版 上村宰 編著 成山堂書店

重要事項&用語 図解 最新 社会保障・介護福祉法律用語辞典 若林美佳 監 三修社

障害者自立支援用語辞典 障害者福祉研究会 編 中央法規出版

麻薬・向精神薬・覚せい剤管理ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第10版 じほう じほう

ポケット医薬品集 2018年版 澤田康文 佐藤宏樹 龍原徹 南山堂

経済用語辞典 第4版 小峰隆夫 編 東洋経済新報社

ハリソン内科学 第5版 Vol.1
ﾃﾞﾆｽL.ｶｽﾊﾟｰ ほか 編 福井次
矢 黒川清 日本語版監

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙ

ハリソン内科学 第5版 Vol.2
ﾃﾞﾆｽL.ｶｽﾊﾟｰ ほか 編 福井次
矢 黒川清 日本語版監

ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻｲｴﾝｽ･ｲﾝﾀｰﾅ
ｼｮﾅﾙ

心身医学用語事典 第2版
社団法人日本心身医学会用語
委員会 編

三輪書店

縮刷版 現代精神医学事典
加藤敏 神庭重信 中谷陽二 ほ
か編

弘文堂

精神医学・心理学・精神看護学辞典
風祭元 監 南光進一郎 張賢徳
ほか編

照林社

てんかん学用語事典 改訂第2版
一般社団法人日本てんかん学
会 編

診断と治療社

第十七改正 日本薬局方
一般財団法人医薬品医療機器
ﾚｷﾞｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ財団 編

じほう

平成29年度版 土木工事積算標準単価 一般財団法人建設物価調査会
一般財団法人建設物価
調査会
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人工知能学大事典 人工知能学会 編 共立出版

和英・英和 総合水産辞典 4訂版 金田禎之 編 成山堂書店

2018年版 建築基準法規集1 法令
一般社団法人東京建築士会 監
東京建築士会法規委員会 編

新日本法規出版

2018年版 建築基準法規集2 告示・条例
一般社団法人東京建築士会 監
東京建築士会法規委員会 編

新日本法規出版

警察官実務六法 平成30年版 警察政策学会 監 東京法令出版

危険物船舶運送及び貯蔵規則 18訂版
国土交通省海事局検査測度課
監

海文堂出版

現行海事法令集 2017年版 上
国土交通省大臣官房 監 海事
法令編集委員会 編

海文堂出版

現行海事法令集 2017年版 下
国土交通省大臣官房 監 海事
法令編集委員会 編

海文堂出版

解説 社会福祉六法・関係法事典 改訂版 関西人間学会 編 晃洋書房

平成27年度裁決 土地収用裁決例集 全国収用委員会連絡協議会 編 ぎょうせい

法令全書 平成30年2月号 国立印刷局 編 国立印刷局

財産権の憲法的保障 平良小百合 尚学社

原田純孝先生古稀記念論集 現代都市法の課題と展望
楜澤能生 佐藤岩夫 高橋寿一
ほか 編

日本評論社

最新 過疎･辺地債ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 改訂版 地方財政調査研究会 編 ぎょうせい

ﾀｯｸｽ･ﾍｲﾌﾞﾝ対策税制の実務詳解 -ﾊﾟﾅﾏ文書/抜本改正から判決事例まで- 藤枝純 角田伸広 中央経済社

国際課税ﾙｰﾙの新しい理論と実務 -ﾎﾟｽﾄBEPSの重要課題 本庄資 編著 中央経済社

設例で理解する 税務難問事例の捉え方と対処法
税理士法人JPｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ 編 Pｺ
ﾝｻﾙﾀﾝﾂ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

清文社

租税条約入門 -条文の読み方から適用まで 木村浩之 中央経済社

国税通則法 税務調査手続関係 通達逐条解説 平成30年版 山下和博 編 大蔵財務協会

Q&A 実務に役立つ法人税の裁決事例選 佐藤善恵 上西左大信 監 清文社

相続税の更正の請求&期限内申告の必携書 広大地評価の重要裁決事例集 小林穂積 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

新旧徹底比較 決定版 新しい広大地評価の実務 吉田正毅 山田美典 村上直樹 ぎょうせい

中国税制の実務対応 BEPS等最新動向とﾘｽｸの解説 簗瀬正人 中央経済社

民法 債権関係 部会資料集 第3集 第6巻 第93回～第96回会議 議事録と部会資料 商事法務 編 商事法務

民法 債権関係 部会資料集 第3集 第7巻 第97回～第99回会議 議事録と部会資料 商事法務 編 商事法務

現代的訴訟の諸相 下森定著作集4 下森定 信山社

新民法(債権関係)の要件事実1 改正条文と関係条文の徹底解説 伊藤滋夫 編著 青林書院

新民法(債権関係)の要件事実2 改正条文と関係条文の徹底解説 伊藤滋夫 編著 青林書院

Q&A消費者からみた改正民法 第2版
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

先例から読み解く 土地の表示に関する登記の実務 後藤浩平 宇山聡 日本加除出版

戸籍実務研修講義 澤田省三 ﾃｲﾊﾝ

ｹｰｽから考える内部統制ｼｽﾃﾑの構築 中村直人 商事法務

国際評価基準 2017年全面改正 IFRSに対応した資産評価の国際的なｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ
公益社団法人日本不動産鑑定
士協会連合会 日本公認会計士
協会 編

住宅新報社

ｲｷﾞﾘｽ犯罪学研究2 守山正 成文堂

社会の中の新たな弁護士･弁護士会の在り方 JLF叢書23 司法改革研究会 編著 商事法務

Law Practice 民事訴訟法 第3版
山本和彦 編著 安西明子 杉山
悦子 ほか 著

商事法務

高橋宏志先生古稀祝賀論文集 民事訴訟法の理論
高田裕成 山本弘 山本克己 ほ
か 編

有斐閣

裁判事務手続講座 第16巻 書式 意思表示の公示送達･公示催告･証拠保全の実務 第7版 園部厚 民事法研究会

裁判事務手続講座 第24巻 書式 労働事件の実務 -本案訴訟･仮処分･労働審判･あっせん手続まで 労働紛争実務研究会 編 民事法研究会

裁判実務ｼﾘｰｽﾞ4 民事再生の手引 第2版 鹿子木康 編著 商事法務

逐条 破産法･民事再生法の読み方
岡伸浩 神原千郷 佐々木英人
編著

商事法務

講座 実務家事事件手続法 上
金子修 山本和彦 松原正明 編
著

日本加除出版
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講座 実務家事事件手続法 下
金子修 山本和彦 松原正明 編
著

日本加除出版

家事事件手続法1 家事審判・家事調停 佐上善和 信山社

警察官のための 充実･犯罪事実記載例 刑法犯 第4版 解説･判例付き 小川賢一 編著 立花書房

略式手続の理論と実務 第2版 三好一幸 司法協会

福島第一原発事故の法的責任論2 低線量被曝と健康被害の因果関係を問う 丸山輝久 明石書店

原子力規制委員会主要内規集1 大成出版社第2事業部 編 大成出版社

原子力規制委員会主要内規集2 大成出版社第2事業部 編 大成出版社

年報知的財産法2017-2018 高林龍 三村量一 上野達弘 編 日本評論社

知的財産権訴訟要論 第7版 特許編 竹田稔 松任谷優子 発明推進協会

標準 特許法 第6版 高林龍 有斐閣

会社の商標実務入門 第2版 正林真之 監 中央経済社

医事法講座 第8巻 再生医療と医事法 甲斐克則 編 信山社

寺院法務の実務と書式 横浜関内法律事務所 編 民事法研究会

Q&A学校部活動･体育活動の法律相談 -事故予防･部活動の運営方法･注意義務･監督者責任･損害
賠償請求-

白井久明 片岡理恵子 高松政
裕 ほか著

日本加除出版

考古学のための法律 久末弥生 日本評論社

理科年表 第91冊 平成30年 2018 国立天文台 編纂 丸善出版

債権法改正と税務実務への影響 木山泰嗣 監 西中間浩 税務研究会出版局

民事訴訟による集合的権利保護の立法と理論 三木浩一 有斐閣

所得税取扱通達集 平成29年12月1日現在
日本税理士会連合会 中央経済
社 編

中央経済社

都政六法 平成30年版 学陽書房編集部 学陽書房

電力小六法 平成30年版
経済産業省資源ｴﾈﾙｷﾞｰ庁電
力･ｶﾞｽ事業部政策課 経済産業
省産業保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ電力安全課

ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｫｰﾗﾑ

金融取引小六法 2018年版 判例･約款付
神田秀樹 編集代表 黒田直行
判例編責任編集

経済法令研究会

児童福祉六法 平成30年版 中央法規出版 中央法規出版

共済小六法 平成30年版 共済組合連盟 編 学陽書房

医療六法 平成30年版 中央法規出版 中央法規出版

社会保険労務六法 平成30年版 第1分冊 社会保険編第1編-第6編
全国社会保険労務士会連合会
編

中央経済社

社会保険労務六法 平成30年版 第2分冊 社会保険編第7編 労働編第8編-第13編
全国社会保険労務士会連合会
編

中央経済社

実務精選100 交通事故判例解説
森嶌昭夫 監 新美育文 加藤新
太郎 編

第一法規

検証 判例会社法 石山卓磨 監 財経詳報社

2016 電機･IT 知財判例年鑑
廣田浩一 著 甲斐由里 廣瀬直
也 ほか編

山の手総合研究所

交通事故民事裁判例集 第50巻第1号(平成29年1月・2月) 不法行為法研究会 編 ぎょうせい

参議院議員通常選挙結果調 平成28年7月10日執行 総務省自治行政局選挙部 編
総務省自治行政局選挙
部

社会生活統計指標 2018 都道府県の指標 総務省統計局 編 総務省統計局

統計でみる都道府県のすがた 2018 総務省統計局 編 総務省統計局

平成29年度 第103回 全国図書館大会 東京大会記録
第103回全国図書館大会組織
委員会

第103回全国図書館大会
組織委員会

栃木県労働委員会年報 平成29年版 栃木県労働委員会事務局 編
栃木県労働委員会事務
局

裁判所沿革誌 第7巻 最高裁判所事務総局総務局 編 最高裁判所事務総局

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻（基準編）  2018年版 （平成30年）
日弁連交通事故相談センター
東京支部 編

日弁連交通事故相談ｾﾝ
ﾀｰ東京支部

民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻（講演録編）  2018年版 （平成30年）
日弁連交通事故相談センター
東京支部 編

日弁連交通事故相談ｾﾝ
ﾀｰ東京支部

社会安全政策論 警察政策学会20周年記念 警察政策学会 編 立花書房
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