
書　　　名 編著者等 出　版　社

法令全書 平成30年7月号(二) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 平成30年7月号(一) 国立印刷局 編 国立印刷局

実務に役立つ不動産登記先例･通達集 改訂版 日本法令不動産登記研究会 編 日本法令

裁決事例集 第108集 平成29年7月-9月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

わかりやすいｾｸｼｭｱﾙﾊﾗｽﾒﾝﾄ 妊娠･出産､育児休業等に関するﾊﾗｽﾒﾝﾄ 新･裁判例集 21世紀職業財団 編 21世紀職業財団

わかりやすいﾊﾟﾜｰﾊﾗｽﾒﾝﾄ 新･裁判例集 21世紀職業財団 編 21世紀職業財団

知的財産法判例教室 第9版 正林真之 監 法学書院

学術選書180 民事訴訟法判例研究集成 野村秀敏 信山社

三段対照 廃棄物処理法法令集 平成30年版 廃棄物処理法令研究会 監 ぎょうせい

海洋汚染防止条約  2017年改訂版 英和対訳
国土交通省総合政策局海洋政
策課 監

海文堂出版

PCTの活用と実務 下道晶久 淺見節子 発明推進協会

図解 特許協力条約 第6版 荒木好文 堤卓 補訂 発明推進協会

刑罰権の淵源 安藤泰子 成文堂

食品法入門 食の安全とその法体系 梶川千賀子 農林統計出版

薬事法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 平成30年度版 医薬品医療機器等法､施行令､施行規則 薬事日報社 編 薬事日報社

薬事法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 承認許可基準省令 第10版 薬事日報社 編 薬事日報社

妄想の医学と法学 村松太郎 中外医学社

うつ病の医学と法学 村松太郎 中外医学社

認知症の医学と法学 村松太郎 中外医学社

実務Q&Aｼﾘｰｽﾞ 就業規則･労使協定･不利益変更 労務行政研究所 編 労務行政

労働法2 第3版 個別的労働関係法
吉田美喜夫 名古道功 根本到
編

法律文化社

職場のﾊﾗｽﾒﾝﾄ 適正な対応と実務 第2版 中井智子 労務行政

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 外国人技能実習生の受入れQ&A 第2版 国際研修協力機構 編
国際研修協力機構 教材ｾ
ﾝﾀｰ

通信の自由と通信の秘密 ﾈｯﾄﾜｰｸ社会における再構成 海野敦史 尚学社

改訂増補第2版 ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ責任制限法
総務省総合通信基盤局消費者
行政第二課

第一法規

小松陽一郎先生古稀記念論文集 特許権侵害紛争の実務 裁判例を踏まえた解決手段とその展望
小松陽一郎先生古稀記念論文
集刊行会 編

青林書院

保険業法 細田浩史 弘文堂

逐条解説 2017年銀行法等改正
井上俊剛 監 湯山壮一郎 波多
野恵亮 ほか 編著

商事法務

企業不祥事事典 2 ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ 2007-2017 結城智里 監 日外ｱｿｼｴｰﾂ 編 日外ｱｿｼｴｰﾂ

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社ﾘｽｸ管理の法務 第3版 高橋均 中央経済社

独占禁止法 第3版
菅久修一 編著 品川武 伊永大
輔 ほか

商事法務

逐条解説 消費者契約法 第3版 消費者庁消費者制度課 編 商事法務

接見交通権の理論と実務 葛野尋之 石田倫識 編著 現代人文社

一問一答 平成28年刑事訴訟法等改正 吉田雅之 商事法務

裁判例ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ刑事訴訟法 第4巻 第351条-第507条
井上正仁 監 河村博 酒巻匡 ほ
か 編集代表

立花書房

民事再生の運用指針
舘内比佐志 永谷典雄 堀田次
郎 ほか 編

きんざい

倒産･再生再編実務ｼﾘｰｽﾞ1 事業者破産の理論･実務と書式 相澤光江 中井康之 綾克己 編 民事法研究会

安心できる競売物件の見方･買い方 第6版 競売実務研究会 編 民事法研究会

最新裁判実務大系 第9巻 労働関係訴訟3 山川隆一 渡辺弘 編著 青林書院

最新裁判実務大系 第8巻 労働関係訴訟2 山川隆一 渡辺弘 編著 青林書院

最新裁判実務大系 第7巻 労働関係訴訟1 山川隆一 渡辺弘 編著 青林書院

2016年民事訴訟利用者調査 民事訴訟制度研究会 編 商事法務

1 / 4 ページ



民事訴訟法
野村秀敏 佐野裕志 伊東俊明
ほか

北樹出版

ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ刑事弁護 武井康年 森下弘 編著 現代人文社

刑事政策 第2版 川出敏裕 金光旭 成文堂

ｺﾝﾊﾟｸﾄ法学ﾗｲﾌﾞﾗﾘ10 ｺﾝﾊﾟｸﾄ刑法総論 只木誠 新世社

刑法基礎理論の可能性 高橋直哉 成文堂

商業･法人登記360問
神崎満治郎 金子登志雄 鈴木
龍介 編著

ﾃｲﾊﾝ

M&A実務の基礎 第2版
柴田義人 檀柔正 石原坦 ほか
編

商事法務

何が変わる 収益認識の実務 影響と対応 新日本有限責任監査法人 編 中央経済社

ﾍｯｼﾞ取引の会計と税務 第6版 荻茂生 長谷川芳孝 中央経済社

ﾘｽｸ管理実務ﾏﾆｭｱﾙｼﾘｰｽﾞ 会社役員のﾘｽｸ管理実務ﾏﾆｭｱﾙ 平時・危急時の対応策と関連書式
渡邊顯 武井洋一 樋口達 編集
代表 ほか

民事法研究会

立場別･ｽﾃｰｼﾞ別 ｽﾄｯｸ･ｵﾌﾟｼｮﾝの活用と実務 第4版 税理士法人AKJﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 編 中央経済社

傭船契約の実務的解説 2訂版 谷本裕範 宮脇亮次 成山堂書店

生命･傷害疾病保険法の基礎知識 長谷川仁彦 竹山拓 岡田洋介 保険毎日新聞社

保険法 上 山下友信 有斐閣

学術選書175 家族法 ブラジルの同性婚法 判例による法生成と家族概念の転換 ﾏｼｬﾄﾞ･ﾀﾞﾆｴﾙ 信山社

一問一答による事例解説 分譲ﾏﾝｼｮﾝ(区分所有建物)紛争の法律実務 柄澤昌樹 青林書院

不動産･商業･法人登記実務事例集 山中正登 渡邉敬治 監 日本加除出版

相続法改正のﾎﾟｲﾝﾄと実務への影響 山川一陽 松嶋隆弘 編著 日本加除出版

判例にみる 慰謝料算定の実務 升田純 編 民事法研究会

新ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ民法4 債権各論
滝沢昌彦 武川幸嗣 花本広志
ほか

法律文化社

改正民法 保証法 保証意思宣明公正証書を中心として 宗宮英俊 寳金敏明 岩田好二 日本法令

詳解 改正民法
潮見佳男 千葉惠美子 片山直
也 ほか 編

商事法務

新債権法が重要判例に与える影響 松尾博憲 山野目章夫 きんざい

論点解説 民法(債権法)改正と不動産取引の実務 鎌野邦樹 編 日本加除出版

時効の管理 民法改正対応版 酒井廣幸 新日本法規

新ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ民法1 民法総則
小野秀誠 良永和隆 山田創一
ほか

法律文化社

民法総則 第2版 中舎寛樹 日本評論社

判例分析による民法解釈入門 高橋眞 成文堂

法学講義 民法 総則 第3版 奥田昌道 安永正昭 編 勁草書房

ｺｱ･ﾃｷｽﾄ 民法6 事務管理･不当利得･不法行為 第2版 平野裕之 新世社

Law Practice 民法2 債権編 第4版
千葉恵美子 潮見佳男 片山直
也 編

商事法務

Law Practice 民法 1 総則･物権編 第4版
千葉恵美子 潮見佳男 片山直
也 編

商事法務

EU一般ﾃﾞｰﾀ保護規則 宮下紘 勁草書房

GDPRｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ EU一般ﾃﾞｰﾀ保護規則 活用法 足立照嘉 ﾍﾙﾏﾝ･ｸﾞﾝﾌﾟ 実業之日本社

基礎から身につく消費税 平成30年度版 和氣光 大蔵財務協会

条文と制度趣旨から理解する 合併･分割税制 佐藤信祐 清文社

平成30年版 減価償却資産の耐用年数表 納税協会連合会編集部 編 納税協会連合会

問答式 ｸﾞﾙｰﾌﾟ法人税制の実務事例集 第3版 成松洋一 大蔵財務協会

法人税法 理論と計算 14訂版 成松洋一 税務経理協会

法人税の最新実務Q&Aｼﾘｰｽﾞ 中小企業者 税理士法人熊谷事務所 編 中央経済社

申告所得税･源泉所得税関係 租税特別措置法通達逐条解説 平成30年版
樫田明 今井慶一郎 木下直人
編

大蔵財務協会

平成30年版 国税徴収法基本通達逐条解説 小林徹 編著 大蔵財務協会

改正電子帳簿保存法完全ｶﾞｲﾄﾞ 改訂増補版 袖山喜久造 税務研究会
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事例からみる重加算税の研究 第6版 八ﾂ尾順一 清文社

裁判例･裁決例から読み解く 後発的事由をめぐる税務 和田倉門法律事務所 編著 清文社

平成30年度版 税務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 宮口定雄 編 杉田宗久 ｺﾝﾄﾛｰﾙ社

平成30年版 税務･労務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 井村登 馬詰政美 菊地弘 ほか 清文社

欠陥住宅被害救済の手引 全訂4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

自治体のための解説個人情報保護制度 行政機関個人情報保護法から各分野の特別法まで 宇賀克也 第一法規

性同一性障害 ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ・医療・特例法 石田仁 編 御茶の水書房

憲法判例のｴﾆｸﾞﾏ 大林啓吾 柴田憲司 編 成文堂

ｲｷﾞﾘｽ法入門 歴史､社会､法思想から見る 戒能通弘 竹村和也 法律文化社

日本立法資料全集 別巻1191 共同海損法
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ﾛｰﾝﾃﾞｽ 原著 甲野莊平
訳述

信山社

日本立法資料全集 別巻1190 國際私法 福原鐐二郎 平岡定太郎 信山社

日本立法資料全集 別巻1189 民法評釋 親族編相續編 小林里平 信山社

人権新聞 縮刷版4 創立70周年記念 自由人権協会(JCLU) 編著 自由人権協会(JCLU)

人事訴訟の審理の実情 青木晋 編著 判例ﾀｲﾑｽﾞ社

明治大学法科大学院開設10周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ ｢法科大学院10年の歩みと未来への展望｣ 河内隆史 編 明治大学法科大学院

公安事件でたどる日本近現代刑事法史 福島弘 中央大学出版部

防衛年鑑 (2018年版) 防衛年鑑刊行会 編 防衛ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ

司法書士白書 2018年度版 日本司法書士会連合会 編 日本加除出版

平成29年 司法統計年報 4 少年編
最高裁判所事務総局情報政策
課 編

最高裁判所事務総局情
報政策課

平成29年 司法統計年報 3 家事編
最高裁判所事務総局情報政策
課 編

最高裁判所事務総局情
報政策課

平成29年 司法統計年報 2 刑事編
最高裁判所事務総局情報政策
課 編

最高裁判所事務総局情
報政策課

平成29年 司法統計年報 1 民事・行政編
最高裁判所事務総局情報政策
課 編

最高裁判所事務総局情
報政策課

平成29年度 文部科学白書 社会的・経済的価値をはぐくむ文化政策の展開 学校における働き方改革 文部科学省 編 文部科学省

犯罪被害者白書 平成30年版 国家公安委員会警察庁 編 日経印刷

特許行政年次報告書 2018年版 ＜統計･資料編＞ 特許庁 編 特許庁

特許行政年次報告書 2018年版 知財が紡ぐ先人の想いｰ明治150年を迎えて- 特許庁 編 特許庁

不当労働行為事件命令集 平成29年 東京都労働委員会事務局 編
東京都労働委員会事務
局

平成30年度 税制改正の解説 第一法規 編 第一法規

日弁連研修叢書 現代法律実務の諸問題 平成29年度研修版 日本弁護士連合会 編 第一法規

平成30年 情報通信に関する現状報告 総務省 編 総務省

交通判例ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 4訂版 警察大学校交通教養部 編 近代警察社

Q&A 地方自治法 平成14年改正のﾎﾟｲﾝﾄ 地方自治制度研究会 編 ぎょうせい

世界を変える日本式「法づくり」 途上国とともに歩む法整備支援
国際協力機構 編 佐藤直史 監
文化工房 編集協力

文芸春秋企画出版部

平成29年度 第7回 新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 新日本法規財団 新日本法規

家計消費状況調査年報 平成29年 総務省統計局 編 総務省統計局

最高裁判所裁判集 刑事第322号 平成29年5月-12月分 最高裁判所 編 最高裁判所

最高裁判所裁判集 民事第257号 平成29年10月-12月分 最高裁判所 編 最高裁判所

著作権研究所研究叢書 No.26 ﾌｫｰｸﾛｱから少数民族へ ﾌｫｰｸﾛｱ委員会
著作権情報センター附属著作
権研究所 編

著作権情報ｾﾝﾀｰ

裁判所データブック 2018 最高裁判所 編 最高裁判所

外交青書 2018 平成30年版 (第61号) 外務省 編 外務省

平成29年度 国土交通白書 国土交通省 編 国土交通省

平成29年 賃金構造基本統計調査報告 第5巻 全国（雇用形態）
厚生労働省政策統括官付参事
官付賃金福祉統計室 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

平成29年 賃金構造基本統計調査報告 第4巻 都道府県別
厚生労働省政策統括官付参事
官付賃金福祉統計室 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）
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平成29年 賃金構造基本統計調査報告 第3巻 全国（役職 職種 新規学卒者 標準労働者 短時間労働
者 企業規模5～9人）

厚生労働省政策統括官付参事
官付賃金福祉統計室 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

平成29年 賃金構造基本統計調査報告 第2巻 全国（産業中分類）
厚生労働省政策統括官付参事
官付賃金福祉統計室 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

平成29年 賃金構造基本統計調査報告 第1巻 調査の説明 調査結果の概況 全国（産業大分類）
厚生労働省政策統括官付参事
官付賃金福祉統計室 編

厚生労働省政策統括官
（統計・情報政策担当）

滋賀県労働委員会年報 平成29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30年版 年間労働判例命令要旨集 労務行政研究所 編 労務行政

独仏法における法廷解除の歴史と論理
杉本好央 大阪市立大学大学院
法学研究科 編

有斐閣

家計調査年報 平成29年 1 家計収支編 総務省統計局 編 総務省統計局

アジア動向年報 2018 アジア経済研究所 編 アジア経済研究所

平成30年版 改正税法のすべて 特別付録 改正事項と適用時期一覧表 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

平成30年版 改正税法のすべて 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

一問一答 民法（債権関係）改正 筒井健夫 村松秀樹 編著 商事法務

裁判実務ｼﾘｰｽﾞ8 著作権･商標･不競法関係訴訟の実務 第2版 高部眞規子 編 商事法務

独禁法講義 第8版 ﾄﾞｯｷﾝﾎｳｺｳｷﾞ 白石忠志 有斐閣

労働法 第7版 水町勇一郎 有斐閣

平成30年度版 要説固定資産税 固定資産税務研究会 編 ぎょうせい

コンメンタール民事訴訟法3 第2編／第1章－第3章 第2版
秋山幹男 伊藤眞 垣内秀介 ほ
か

日本評論社

官報 平成30年6月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年6月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成30年6月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

安全衛生関係通達集 第123集 (平成30年4月－平成30年6月) 労働調査会 編 労働調査会
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