
書　　　名 編著者等 出　版　社

基本判例 行政法２ 田中二郎 ほか編 第一法規

基本判例 行政法５ 田中二郎 ほか編 第一法規

基本判例 行政法８ 行政法 田中二郎 ほか編 第一法規

基本判例 行政法１１ 田中二郎 ほか編 第一法規

法令全書 平成30年3月号(一) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年3月号(二) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年3月号(三) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年3月号(四) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年3月号(五) 国立印刷局 編 国立印刷局

保全処分の申立主文事例集 1 保全処分実務研究会 編 新日本法規出版

保全処分の申立主文事例集 2 保全処分実務研究会 編 新日本法規出版

安全衛生関係通達集 第122集 (平成30年1月－平成30年3月) 労働調査会 編 労働調査会

六法全書 平成30年版 1
山下友信 宇賀克也 中里実  編
集代表

有斐閣

六法全書 平成30年版 2
山下友信 宇賀克也 中里実  編
集代表

有斐閣

官報 平成30年3月 1/6 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年3月 2/6 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年3月 3/6 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年3月 4/6 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年3月 5/6 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年3月 6/6 国立印刷局 編 国立印刷局

自治体議会改革の固有性と普遍性 廣瀬克哉 編著 法政大学出版局

地価公示 平成30年 国土交通省土地鑑定委員会 編
国土交通省土地鑑定委
員会

建築基準法質疑応答集 6 建築基準法研究会 編 第一法規

現行法規総覧45-3 租税(4-3) 特別措置(2) 租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行規則
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧43-2 租税(2-2) 法人税 相続税 贈与税 地価税 旧税
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧49 ‐2産業一般(1‐2) 独占禁止 公正取引 経済調整 消費者 経理 公認会計士 企業合
理化

衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧87-3 建設(7) 建築
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧88-2 国防(2) 防衛省 自衛隊
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧88-3 国防(3) 人事 給与 外事 行政組織 外務公務員 外事
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

現行法規総覧90-2 条約(1-2) 国際連合 領域 条約法 外交関係 平和・戦争
衆議院法制局・参議院法制局
編

第一法規

知的財産権法質疑応答集 3 特許法 実用新案法関係(3) 知的財産法研究会 編 第一法規

知的財産権法質疑応答集 6 意匠法関係(3) 知的財産法研究会 編 第一法規

知的財産権法質疑応答集 10 商標法関係(4) 知的財産法研究会 編 第一法規

知的財産権法質疑応答集13 資料（2） 知的財産法研究会 編 第一法規

基本判例 憲法2 田中二郎 ほか編 第一法規

ｱｼﾞｱ統括会社の税務入門 第2版
税理士法人名南経営 NAC国際
会計ｸﾞﾙｰﾌﾟ 編

中央経済社

新･国際売買契約ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
住友商事法務部 三井物産法務
部 三菱商事法務部 編

有斐閣

事例にみる 外国人の法的支援ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
神奈川青年司法書士協議会人
権擁護委員会 編

民事法研究会

ﾍﾞｰｼｯｸ金融論 第2版 山中尚 同文舘出版

ﾛﾎﾞｯﾄと生きる社会 法はAIとどう付き合う 角田美穂子 工藤俊亮 編著 弘文堂

中国経済六法 2018年版
射手矢好雄 編集代表 石本茂
彦 江口拓哉 ほか 編

日本国際貿易促進協会

国土交通六法 社会資本整備編 平成29年版 国土交通省大臣官房総務課 監 東京法令出版
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財政会計六法 平成30年版 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

法人税取扱通達集 平成30年1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

公益法人･一般法人関係法令集 第2版 公益法人協会 編 公益法人協会

漁港漁場整備関係法規集 平成26年度版 全国漁港漁場協会 全国漁港漁場協会

漁港漁場整備関係事業通知集 平成26年度版 全国漁港漁場協会 全国漁港漁場協会

外国為替･貿易小六法 平成30年版 外国為替研究協会 編 外国為替研究協会

農地六法 平成29年版
農林水産省経営局農地政策課
監

新日本法規出版

労働六法2018 石田眞 武井寛 浜村彰 ほか 編 旬報社

ｽﾏｰﾄ労働法令集2018 労務行政研究所 編 労務行政

労働委員会関係法規集 平成30年版 労委協会 編 労委協会

教育小六法 平成30年版
市川須美子 小野田正利 勝野
正章 ほか 編

学陽書房

精読憲法判例 人権編
木下昌彦 編集代表 山本龍彦
小島慎司 ほか

弘文堂

裁決事例集 第107集 平成29年4月-6月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

国際商取引紛争解決の法と実務 交渉，調停，仲裁の戦略的活用 大貫雅晴 同文舘出版

法廷で裁かれる南洋戦・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ戦 訴状編 強いられた民間人玉砕の国家責任を問う 瑞慶山茂 編著 高文研

科学の不定性と社会 現代の科学ﾘﾃﾗｼｰ
本堂毅 平田光司 尾内隆之 ほ
か編

信山社

新 警備用語辞典 増補版 立花書房 立花書房

新訂 ﾜｰｸﾌﾞｯｸ法制執務 第2版 法制執務研究会 編 ぎょうせい

ERCJ選書3 気概 万人のために万人に抗す
小田中聰樹 川崎英明 白取祐
司 ほか ｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰ

日本評論社

法政策学の試み 特集･労働争議
泉水文雄 角松生史 監 神戸大
学法政策研究会 編

信山社

日本立法資料全集 86 日本国憲法制定資料全集(16)貴族院議事録(1)
芦部信喜 高橋和之 高見勝利
ほか 編著

信山社

日本立法資料全集 別巻1048 地方自治法研究復刊大系 第238巻 東京市政論(大正12年初版) 東京市政調査会 編輯 信山社

日本立法資料全集 別巻1049 地方自治法研究復刊大系 第239巻 市制町村制附理由書(明治21年初
版)

博聞社 編 信山社

日本立法資料全集 別巻1175 舊令参照罰則全書〔第一分冊〕 笹本榮藏 編纂 信山社

日本立法資料全集 別巻1176 舊令参照罰則全書〔第二分冊〕 笹本榮藏 編纂 信山社

個人情報保護法の解説 第2次改訂版
園部逸夫 藤原靜雄 編 個人情
報保護法制研究会

ぎょうせい

行政上の主体と行政法 北島周作 弘文堂

法治国原理と公法学の課題 仲野武志 弘文堂

行政法2 現代行政救済論 第3版 大橋洋一 有斐閣

個人情報管理ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第4版
TMI総合法律事務所 編 淵邊善
彦 柴野相雄 ほか 編集代表

商事法務

行政法概説 2 行政救済法 第6版 宇賀克也 有斐閣

公務員の失業者退職手当制度の手引き 第1次改訂版 退職手当制度研究会 編著 学陽書房

新版 実務住民訴訟 伴義聖 山口雅樹 ぎょうせい

自治体が原告となる訴訟の手引き 福祉教育債権編
東京弁護士会自治体等法務研
究部福祉教育債権班

日本加除出版

空き家問題解決のための政策法務 法施行後の現状と対策 北村喜宣 第一法規

逐条解説 建築物のｴﾈﾙｷﾞｰ消費性能の向上に関する法律 建築物省ｴﾈ法研究会 編 第一法規

注解 道路交通法 第4版 道路交通法研究会 編著 立花書房

官公庁契約法精義 2018 有川博 全国官報販売協同組合

租税憲法学の展開 増田英敏 編著 成文堂

大系租税法 第2版 水野忠恒 中央経済社

ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙを目指す人の税務判例入門 中村和洋 編著 経済産業調査会

国際税務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第4版 PwC税理士法人 編 中央経済社

法律家のための税法 会社法編 新訂第7版 東京弁護士会 編著 第一法規
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解説 BEPS防止措置実施条約 矢内一好 財経詳報社

国税徴収法精解 平成30年改訂
吉国二郎 荒井勇 志場喜徳郎
編

大蔵財務協会

平成29年版 所得税必要経費の税務
近藤隆志 編 有働隆博 大倉正
範 ほか 執筆

大蔵財務協会

会社の解散･清算の法人税務 四訂版 植松香一 大蔵財務協会

財産評価基本通達逐条解説 平成30年版 北村厚 編 大蔵財務協会

国別でわかる 海外信託による相続の税務&法務 海外信託税務研究会 第一法規

Q&A 相続空き家の特例と居住用財産の3000万円特別控除 大久保昭佳 清文社

税理士の失敗事例から学ぶ 相続土地評価のﾎﾟｲﾝﾄ 佐藤和基 同友館

平成30年4月からこう変わる Q&A 小規模宅地特例の活用 高橋安志 ぎょうせい

平成30年1月改訂 一目でわかる 消費税簡易課税の事業区分 今西敦司 編 清文社

固定資産(家屋）評価基準 再建築費評点基準表 平成30基準年度 固定資産税務研究会 編 地方財務協会

自治体職員のための ようこそ地方自治法 改訂版 板垣勝彦 第一法規

Q&A地方公務員の分限処分，懲戒処分の実務 鵜養幸雄 ぎょうせい

大改正時代の民法学
深谷格 西内祐介 編著 赤西芳
文 ほか 執筆

成文堂

民法 1 総則 第4版
山田卓生 河内宏 安永正昭 ほ
か

有斐閣

ﾌﾟﾚｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚｯﾌﾟ民法 第5版 米倉明 弘文堂

事例でわかる 消滅時効Q&A
奥国範 編集代表 柿田徳宏 編
著 彦谷陽子 ほか

日本法令

LEGAL QUEST 民法2 物権 第2版
石田剛 武川幸嗣 占部洋之 ほ
か

有斐閣

企業不動産法 第2版 小澤英明 商事法務

改正民法 不動産売買･賃貸借契約とﾓﾃﾞﾙ書式
東京弁護士会法友全期会債権
法改正特別委員会 編著

日本法令

不動産取引における契約不適合責任と説明義務 売主，賃貸人および仲介業者の責任 新訂版 渡辺晋 大成出版社

債権法改正対応版 契約実務と法 ﾘｽｸ分析を通して 河村寛治 第一法規

弁護士が弁護士のために説く 債権法改正 改訂増補版
東京弁護士会法友全期会債権
法改正特別委員会 編著

第一法規

契約責任の多元的制御 笠井修 勁草書房

むち打ち損傷ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第3版 頸椎捻挫，脳脊髄液減少症から慢性疼痛の治療 遠藤健司 鈴木秀和 編著 丸善出版

人身損害賠償法の理論と実際 法体系と補償･保険の実務
伊藤文夫 編集代表 浦川道太
郎 尾上和宣 ほか 編集委員

保険毎日新聞社

後遺障害の認定と異議申立 むち打ち損傷事案を中心として 加藤久道 松本守雄 医学監修 保険毎日新聞社

損害賠償の法務 喜多村勝徳 勁草書房

ﾍﾟｯﾄの判例ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 事件･事故，取引等のﾄﾗﾌﾞﾙから刑事事件まで 渋谷寛 杉村亜紀子 民事法研究会

こんなところでつまずかない 交通事故事件の実務用語辞典 東京弁護士会親和全期会 編著 第一法規

有斐閣ｱﾙﾏ 民法 親族･相続 第5版 松川正毅 有斐閣

離婚調停 第3版 秋武憲一 日本加除出版

Q&A 弁護士のための面会交流ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
梶村太市 長谷川京子 渡辺義
弘 編著

学陽書房

離婚後の子の監護と面会交流 子どもの心身の健康な発達のために
梶村太市 長谷川京子 吉田容
子 編著

日本評論社

成年後見手続ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 介護･福祉･医療ｻｰﾋﾞｽの活用，日常生活支援，裁判所への申立て等
成年後見ｾﾝﾀｰ･ﾘｰｶﾞﾙｻﾎﾟｰﾄ
編

新日本法規

ｹｰｽ別 相続預金の実務AtoZ 本橋総合法律事務所 編 ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育出版社

こんなところでつまずかない 相続事件21のﾒｿｯﾄﾞ 東京弁護士会親和全期会 編著 第一法規

一目でわかる登記嘱託書の作り方 全訂第2版 藤谷定勝 後藤浩平 補訂 日本加除出版

家族信託をもちいた財産の管理･承継 浅岡輝彦 佐久間亨 編著 清文社

ﾏﾝｼｮﾝ 判例ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
犬塚浩 編集代表 宮田義晃 吉
田可保里 ほか 編集委員

青林書院

ﾏﾝｼｮﾝ管理のﾄﾗﾌﾞﾙ解決Q&A 改正ﾏﾝｼｮﾝ標準管理規約･民泊新法対応
犬塚浩 永盛雅子 和久田玲子
ほか

ぎょうせい

ｱｼﾞｱ不動産法制 不動産･ｲﾝﾌﾗ事業の手引き 川村隆太郎 塙晋 編著 商事法務

民法の倫理的考察 中国の視点から
趙万一 王晨 坂本真樹 監訳 ほ
か

法律文化社
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商法学通論 補巻2 新運送法/改正商法案と新民法を基に 淺木愼一 信山社

商法総論･会社法総則 畠田公明 中央経済社

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽと企業･産業の持続的成長 神作裕之 小野傑 今泉宣親 編 商事法務

監査品質の指標 (AQI) 町田祥弘 編著 同文舘出版

法律家のための企業会計と法の基礎知識 会計処理と法の判断 古田佑紀 梅林啓 市川育義 編 青林書院

事業承継法務のすべて
日本弁護士連合会日弁連中小
企業法律支援ｾﾝﾀｰ 編

きんざい

法務･税務のすべてがわかる 事業承継 実務全書 税理士法人ﾀｸﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 編 日本法令

実践 事業継続ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 第4版
東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
編

同文舘出版

日本のLBOﾌｧｲﾅﾝｽ 日本ﾊﾞｲｱｳﾄ研究所 編 きんざい

米国財務会計基準の実務 第10版 長谷川茂男 中央経済社

自由意思と刑事責任 脳科学を顧みて 松村格 八千代出版

死刑判決と日米最高裁 小早川義則 成文堂

性暴力被害者の総合的・包括的支援ｼﾘｰｽﾞ1 性暴力被害者の法的支援 性的自己決定権・性的人格
権の確立に向けて

特非営活法人性暴力救援ｾﾝ
ﾀｰ・大阪SACHICO 編

信山社

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ鑑識の基礎 上
一般財団法人保安通信協会 編
著

東京法令出版

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ鑑識の基礎 中 ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄﾚｽﾎﾟﾝｽと初動対応
一般財団法人保安通信協会 編
著

東京法令出版

殺傷犯捜査全書 理論と実務の詳解 城祐一郎 立花書房

DNA鑑定は魔法の切札か 科学鑑定を用いた刑事裁判の在り方 本田克也 現代人文社

司法権･憲法訴訟論 上巻 君塚正臣 法律文化社

司法権･憲法訴訟論 下巻 君塚正臣 法律文化社

自由を奪われた精神障害者のための弁護士実務 刑事･医療観察法から精神保健福祉法まで 姜文江 辻川圭乃 編 現代人文社

弁護士白書 2017年版 日本弁護士連合会 編著 日本弁護士連合会

法友会政策要綱 2018 (平成30)年度 揺るぎない司法の確立へ 弁護士自治の真価が問われる時代 東京弁護士会法友会 現代人文社

実践 訴訟戦術 弁護士はここで悩んでいる 離婚事件編 東京弁護士会春秋会 編 民事法研究会

有斐閣ｽﾄｩﾃﾞｨｱ 民事訴訟法 第2版
安西明子 安達栄司 村上正子
ほか

有斐閣

基礎演習 民事訴訟法 第3版
長谷部由起子 山本弘 笠井正
俊 編著

弘文堂

裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 基本原則 権利の濫用 編 加藤新太郎 小林康彦 編 第一法規

新民事訴訟法講義 第3版
中野貞一郎 松浦馨 鈴木正裕
編

有斐閣

要件事実民法 3 担保物権 第4版補訂版 大江忠 第一法規

文書提出命令 申立の手引
大阪弁護士会民事司法改革検
討･実現ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 編

大阪弁護士協同組合

LEGAL QUEST 刑事訴訟法 第2版 宇藤崇 松田岳士 堀江慎司 有斐閣

刑事裁判における人間行動科学の寄与 情状鑑定と判決前調査
須藤明 岡本吉生 村尾泰弘 ほ
か 編著

日本評論社

犯罪事実記載の実務 刑法犯 7訂版
末永秀夫 絹川信博 坂井靖 ほ
か

実務法規

新 刑法犯･特別法犯 犯罪事実記載要領 改訂第5版 高森高徳 編著 立花書房

裁判員時代の法ﾘﾃﾗｼｰ 法情報･法教育の理論と実践 土山希美枝 編著 日本評論社

少年警察ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 大塚尚 立花書房

競争者排除型行為規制の目的と構造 早川雄一郎 商事法務

漁港漁場整備法逐条解説 平成20年度版 漁港漁場整備法規研究会 編 全国漁港漁場協会

漁業権とはなにか 熊本一規 日本評論社

原子力政策学 神田啓治 中込良廣 編 京都大学学術出版会

基礎から学べる 金融商品取引法 第4版
近藤光男 志谷匡史 石田眞得
ほか

弘文堂

ﾌﾟﾚｽﾃｯﾌﾟ金融学 第2版 平田潤 弘文堂

金融機関の法務対策5000講 1巻 金融機関の定義･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･取引の相手方･預金 編
遠藤俊英 小野瀬厚 神田秀樹
ほか 監

きんざい

金融機関の法務対策5000講 2巻 為替･手形小切手･電子記録債権･付随業務･周辺業務 編
遠藤俊英 小野瀬厚 神田秀樹
ほか 監

きんざい
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金融機関の法務対策5000講 3巻 貸出･管理･保証 編
遠藤俊英 小野瀬厚 神田秀樹
ほか 監

きんざい

金融機関の法務対策5000講 4巻 担保 編
遠藤俊英 小野瀬厚 神田秀樹
ほか 監

きんざい

金融機関の法務対策5000講 5巻 回収･担保権の実行･私的整理･法的整理 編
遠藤俊英 小野瀬厚 神田秀樹
ほか 監

きんざい

貸金業と過払金の半世紀 阿部芳久 阿部高明 青林書院

インドネシア経済関連法令集 2 柳田茂紀 翻訳 ｴﾇ･ｴﾇ･ｴｰ

現代産業選書 知的財産実務ｼﾘｰｽﾞ 攻めの農林水産業のための知財戦略 食の日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの確立に
向けて 農水知財基本ﾃｷｽﾄ

農水知財基本ﾃｷｽﾄ編集委員会
編

経済産業調査会

職務発明の実務Q&A 高橋淳 松田誠司 編著 勁草書房

詳解 著作権法 第5版 作花文雄 ぎょうせい

自動運転と法 藤田友敬 編 有斐閣

標準旅行業約款解説 第2版 三浦雅生 自由国民社

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽの法務と実務 石井美緒 嶋田英樹 松嶋隆弘 三協法規出版

電気通信事業法逐条解説
多賀谷一照 岡崎俊一 岡崎毅
ほか 編著

電気通信振興会

労働事件ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 2018年
第二東京弁護士会労働問題検
討委員会

第二東京弁護士会労働
開発研究会

さっとつかめる 実務担当者のための労働法 課題解決の法的根拠 近藤紘司 第一法規

外国人雇用の実務 第2版 近藤秀将 中央経済社

裁判例や通達から読み解く ﾏﾀﾆﾃｨ･ﾊﾗｽﾒﾝﾄ
小山博章 編 町田悠生子 編著
西頭英明 ほか

労働開発研究会

M&Aの労務ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ 第2版
社会保険労務士法人野中事務
所 編 野中健次 請川博美

中央経済社

M&Aの人事ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ
社会保険労務士法人野中事務
所 編 野中健次 請川博美

中央経済社

解雇事由別 裁判例の要点からつかむ 解雇事件の訴訟実務
東京弁護士会二一会研究部 編
著

第一法規

｢同一労働同一賃金｣のすべて 水町勇一郎 有斐閣

社会保障入門2018 社会保障入門編集委員会 編 中央法規出版

概観 社会福祉法 伊奈川秀和 信山社

詳説 障害者雇用促進法 新たな平等社会の実現に向けて 増補補正版
永野仁美 長谷川珠子 富永晃
一 編

弘文堂

介護事故を考えることになったら読む本
大阪弁護士会 高齢者･障害者
総合支援ｾﾝﾀｰ 編

大阪弁護士協同組合

治療行為と刑法 天田悠 成文堂

医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医療と司法の対立 被害者救済に対する司法の積極的な役
割の歴史と未来展望

畑中綾子 晃洋書房

水道法逐条解説 第4版 水道法制研究会 編 日本水道協会

これは廃棄物 だれが事業者 お答えします廃棄物処理 改訂増補版 龍野浩一 第一法規

製造･輸出国別でわかる 化学物質規制ｶﾞｲﾄﾞ
東京環境経営研究所 監 松浦
徹也 加藤聰 ほか 編著

第一法規

基本国際法 第3版 杉原高嶺 有斐閣

国際法講義 副読本 鶴田順 成文堂

世界の人権保障
中村睦男 佐々木雅寿 寺島壽
一 編著

三省堂

裁判所による特許法等解釈 第3版 廣田浩一 山の手総合研究所

証券取引被害判例ｾﾚｸﾄ 54 全国証券問題研究会 編 全国証券問題研究会

法令全書 平成30年4月号 国立印刷局 編 国立印刷局
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