
機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

法令全書　令和３年９月号（一） 国立印刷局　編 国立印刷局

法令全書　令和３年９月号（二） 国立印刷局　編 国立印刷局

公職選挙法令集　令和３年版 選挙制度研究会　編 第一法規

給与小六法　令和４年版
公務人材開発協会人
事行政研究所　編

学陽書房

税務六法　法令編　令和３年版　１
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

税務六法　法令編　令和３年版　２
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

税務六法　通達編　令和３年版
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

実務　税法六法　法令　１　令和３年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

実務　税法六法　法令　２　令和３年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

実務　税法六法　法令　３　令和３年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

実務　税法六法　法令　４　令和３年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

相続税法規通達集　令和３年７月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

会計全書　令和３年度　会計法規編 山本継　編 中央経済社

会計全書　令和３年度　会社税務法規編 山本継　編 中央経済社

会計全書　令和３年度　個人税務法規編 山本継　編 中央経済社

新版　会計法規集　第１２版 山本継　編 中央経済社

金融六法　令和３年版　１ 学陽書房編集部 学陽書房

金融六法　令和３年版　２ 学陽書房編集部 学陽書房

監査法規集　第５版 山本継　編 中央経済社

令和３年版　交通小六法　１
交通関係法令研究会
編

大成出版社

令和３年版　交通小六法　２
交通関係法令研究会
編

大成出版社

障害者総合支援六法　令和３年版 中央法規出版　編 中央法規出版

令和３年版　廃棄物処理法法令集　３段対照
日本環境衛生セン
ター　編

日本環境衛生セ
ンター

高等裁判所刑事裁判速報集　令和２年
法務省大臣官房司法
法制部　編

法曹会

法令集
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

経営側弁護士による　精選　労働判例集　第１１集 石井妙子 労働新聞社

租税法判例六法　第５版 中里実 有斐閣

官報　令和３年８月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年８月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年８月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

法律学の始発駅 長谷部恭男　著 有斐閣

ヘーゲル『法哲学』と市民法学の原理 小林正士　著 成文堂

自由と正義と幸福と 森村進　著 信山社出版

辻村みよ子著作集　第３巻　国民主権と選挙権　「市民主権」への展望 辻村みよ子　著 信山社

「戦後憲法学」の群像 鈴木敦 弘文堂

警察官のための憲法講義　改訂版 田村正博　著 東京法令出版

新・２１世紀の人権　知っているようで知らない差別と人権の話 江原由美子　監修 日本評論社

人権と社会的排除　排除過程の法的分析　シリーズ：人権問題としての
排除・剥奪２

遠藤美奈　編著 成文堂

人権の精神　私たちが理解すべきただひとつのこと 高内寿夫　著 成文堂

情報収集解析社会と基本権 海野敦史　著 尚学社

法とジャーナリズム　第４版 山田健太　著 勁草書房

実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法　第１６次改訂版 選挙制度研究会　編 ぎょうせい

逐条解説　公職選挙法　改訂版　上 黒瀬敏文 ぎょうせい

逐条解説　公職選挙法　改訂版　中 黒瀬敏文 ぎょうせい

逐条解説　公職選挙法　改訂版　下 黒瀬敏文 ぎょうせい

現代行政法を問う 小林博志　著 尚学社

条解　行政書士法　第一分冊　業務編　改訂版
日本行政書士会連合
会　編

ぎょうせい

日経文庫１４２５　個人情報保護法の知識　第５版 岡村久道　著
日本経済新聞出
版

判例集

法律総記

法学

憲法　公法
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

重要法令シリーズ０４４　デジタル社会形成基本法　法律・新旧対照条文
等

信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０４７　公金受取口座登録法／預貯金口座管理法　法
律・新旧対照条文等

信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０４５　デジタル社会形成整備法　第１分冊　法律・新
旧対照条文１

信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０４６　デジタル社会形成整備法　第２分冊　新旧対照
条文２

信山社　編 信山社

事例研究　行政法　第４版 曽和俊文 日本評論社

転形期における行政と法の支配の省察　市橋克哉先生退職記念論文集 本多滝夫 法律文化社

都市再開発の法律・会計・税務・権利変換の評価
ＥＹ新日本有限責任監
査法人

中央経済社

決定の正当化技術　日仏都市計画における参加形態と基底価値 内海麻利　著 法律文化社

令和３年版　公共用地取得の税務　事前協議を上手にすすめるために 加藤千博　編 大蔵財務協会

実務セレクト　生活安全警察　１１０判例　改訂版 江原伸一　著 東京法令出版

事例から学ぶ交通事故事件　第３集 山崎俊一　著 東京法令出版

令和３年度版　税務ハンドブック 杉田宗久　編著 コントロール社

Ｑ＆Ａでわかる令和３年度税制改正の実務 宮森俊樹　著 中央経済社

図解　国際税務　令和３年版 望月文夫　著 大蔵財務協会

租税法の潮流　第１巻　課税問題の変遷 中里実　著 税務経理協会

法律・政省令並記　逐条解説　外国税額控除　グループ通算制度・外国
子会社合算税制対応

梅本淳久　著 ロギカ書房

新版　法律・政省令並記　逐条解説　外国子会社合算税制 梅本淳久　著 ロギカ書房

一般否認規定と租税回避判例の各国比較　「事後的対処法」と「予防的
対処法」　第２版

矢内一好　著 財経詳報社

最近の税務争訟　１７ 佐藤孝一　著 大蔵財務協会

新版　相続実務における雑種地評価
税理士法人チェスター
編

清文社

詳解　有利発行課税 稲見誠一　監修 ロギカ書房

図解　国税徴収法　令和３年版 川辺敦也　編著 大蔵財務協会

図解　譲渡所得　令和３年版 加藤千博　編 大蔵財務協会

憲法　公法
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

図解　源泉所得税　令和３年版 上竹良彦　編 大蔵財務協会

図解　法人税　令和３年版 上竹良彦　編 大蔵財務協会

圧縮記帳の法人税務　１４訂版 成松洋一　著 大蔵財務協会

法人税基本通達逐条解説　１０訂版 高橋正朗　編著 税務研究会

一目でわかる　小規模宅地特例１００　２０２１年度版 赤坂光則　著 税務研究会

基礎から身につく財産評価　令和３年度版 北本高男　著 大蔵財務協会

図解　相続税・贈与税　令和３年版 加藤千博　編 大蔵財務協会

令和３年７月改訂　詳解　小規模宅地等の課税特例の実務　重要項目
の整理と理解　上

笹岡宏保　著 清文社

令和３年７月改訂　詳解　小規模宅地等の課税特例の実務　重要項目
の整理と理解　下

笹岡宏保　著 清文社

関係法令付　酒税法及び酒類行政関係法令通達集　令和３年７月６日
改正

法令出版編集部　編 法令出版

図解　消費税　令和３年版 山田晃央　編 大蔵財務協会

図解　地方税　令和３年版 石橋茂　編著 大蔵財務協会

中国国家賠償法の研究　賠償義務の成立要件の法理論的分析 楊遠舟　著 プログレス

判例からひも解く　実務民法 近藤昌昭　著 青林書院

逐条解説一般社団・財団法人法　第２版 熊谷則一　著
全国公益法人協
会

不動産取引における　調査・説明のポイント－特別な注意を要する物件
－

永盛雅子 新日本法規出版

不動産取引・Ｍ＆Ａをめぐる　環境汚染・廃棄物リスクと法務 猿倉健司　著 清文社

事実認定体系〈担保物権編〉 村田渉　編 第一法規

日本評論社ベーシック・シリーズ　ＮＢＳ　事務管理・不当利得・不法行為 根本尚徳 日本評論社

事件類型別　不法行為法 窪田充見 弘文堂

交通事故医療法入門 小賀野晶一 勁草書房

Ｑ＆Ａ　養育費・婚姻費用の事後対応　支払確保と事情変更 森法律事務所 新日本法規出版

未成年期に父母の離婚を経験した子どもの養育に関する全国実態調査
とその分析

日本加除出版　編 日本加除出版

憲法　公法

民法
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

実務の技法シリーズ８　離婚のチェックポイント 高中正彦 弘文堂

改正相続法における登記実務と遺言書保管手続Ｑ＆Ａ　配偶者居住
権・自筆証書遺言

後藤浩平　著 日本加除出版

法律家のための遺言・遺留分実務のポイント　遺留分侵害額請求・遺言
書作成・遺言能力・信託の活用・事業承継

森公任 日本加除出版

重要法令シリーズ０４２　労働者協同組合法 信山社　編 信山社

「筆界の調査・認定の在り方に関する検討報告書」の解説
月刊登記情報編集室
編

きんざい

図解　最新　不動産登記の基本と実務がわかる事典 中村啓一　監修 三修社

図解でわかる改正民法・不動産登記法の基本 岡信太郎　著 日本実業出版社

不動産登記実務の視点　８ 登記研究編集室　編 テイハン

改訂　設題解説　戸籍実務の処理２２　戸籍訂正総論編　レジストラー・
ブックス１６１

木村三男　著 日本加除出版

詳説　特定商取引法・割賦販売法 中崎隆　著 きんざい

最新不動産の法律シリーズ　区分所有法の解説　７訂版 渡辺晋 住宅新報出版

中国契約法 王利明　著
早稲田大学出版
部

フィリピン家族法の逐条解説 奥田安弘　著 明石書店

企業損害保険の理論と実務 中出哲 成文堂

法律学の森　新海商法 小林登　著 信山社出版

日本評論社ベーシック・シリーズ　ＮＢＳ　会社法 伊藤雄司 日本評論社

会社法コンメンタール２２　総索引 江頭憲治郎 商事法務

拾遺会社法―会社法コンメンタールしおり・付録集 江頭憲治郎 商事法務

新・会社法実務問題シリーズ５　機関設計・取締役・取締役会　第２版
森・濱田松本法律事
務所　編

中央経済社

コンメンタール会社法施行規則・電子公告規則　第３版 弥永真生　著 商事法務

Ｑ＆Ａ令和元年改正会社法　第２版 柳田幸三　監修 きんざい

株式が相続された場合の法律関係 浜田道代　著 商事法務

非公開株式譲渡の法務・税務　第７版 牧口晴一 中央経済社

商業登記ハンドブック　第４版 松井信憲　著 商事法務

商法

商法

民法
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

家族と刑法　家庭は犯罪の温床か？ 深町晋也　著 有斐閣

犯罪統計書　令和２年の犯罪 警察庁　編 警察庁

デザート・モデルの量刑論
ハーシュ，アンドレアス
フォン　著

成文堂

ＧＥＮＪＩＮブックレット７１　組織罰はなぜ必要か　事故のない安心・安全
な社会を創るために

組織罰を実現する会
編

現代人文社

ライブラリ心理学の杜１５　司法・犯罪心理学 森丈弓 サイエンス社

元職員による徹底検証　相模原障害者殺傷事件　裁判の記録・被告と
の対話・関係者の証言

西角純志　著 明石書店

法律実務のためのデジタル・フォレンジックとサイバーセキュリティ 櫻庭信之 商事法務

反社会的勢力対応の手引　第２版
反社リスク対策研究会
編

民事法研究会

治安維持法の歴史１　治安維持法の「現場」　治安維持法事件はどう裁
かれたか

荻野富士夫　著 六花出版

令和２年　民事・訟務・人権統計年報
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課

法務省

司法改革の挫折 阿部泰隆　著 信山社

実践演習　民事弁護起案 金子稔 日本加除出版

争点整理の手法と実践 森宏司 民事法研究会

債権配当の実務と書式　第３版 近藤基　著 民事法研究会

破産管財人の債権調査・配当　第２版 岡伸浩 商事法務

中小企業のための民事再生手続活用ハンドブック
第一東京弁護士会総
合法律研究所倒産法
研究部会　編

きんざい

企業再生の法務　第３版　実践的リーガルプロセスのすべて 藤原総一郎　監修 きんざい

人事訴訟法　第４版 松本博之　著 弘文堂

家庭裁判所の家事実務と理論　家事事件手続法後の実践と潮流 甲斐哲彦　編著 日本加除出版

裁判員時代の刑事証拠法 後藤昭　編集代表 日本評論社

５５の再審裁判事例から誤判の原因を探る　有罪率９９．９％に潜む冤
罪の危険

丸山輝久　著 現代人文社

令和２年中における　少年の補導及び保護の概況
警察庁生活安全局少
年課

警察庁生活安全
局少年課

インターネットとヘイトスピーチ　法と言語の視点から 中川慎二 明石書店

刑法

司法制度　訴訟法等

司法制度　訴訟法等
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

裁判所と世界　アメリカ法と新しいグローバルの現実
スティーブン・ブライ
ヤー　著

成文堂

ＫＤＤＩ総合研究所叢書１０　独占禁止法の研究 舟田正之　著 勁草書房

競争法ガイド ガーバー，デビッド　著 東京大学出版会

企業法務革命　ジェネラル・カウンセルの挑戦
ハイネマンＪｒ．，ベン
Ｗ．　著

商事法務

景品表示法　第６版 西川康一　編著 商事法務

秘密保持契約・予備的合意書・覚書の法務と書式 牧野和夫　著 中央経済社

データ戦略と法律　攻めのビジネスＱ＆Ａ　改訂版 中崎隆 日経ＢＰ

企業法の改正課題 砂田太士 法律文化社

詳説　外為法・貿易関係法 中崎隆　編著 中央経済社

詳解　デジタル金融法務 佐野史明　著 きんざい

新・逐条解説　資金決済法 高橋康文　編著 きんざい

新・逐条解説　資金決済法　別冊　資料編 高橋康文　編著 きんざい

イスラエルビジネスガイドブック　ビジネス環境・法務・税務 田中真人 商事法務

現代産業選書　知的財産実務シリーズ　改訂６版　解説　特許法 江口裕之　著 経済産業調査会

新・商標法概説　第３版 小野昌延 青林書院

〈ケース研究〉著作物の類似性判断　ビジュアルアート編 上野達弘 勁草書房

著作権は文化を発展させるのか　人権と文化コモンズ 山田奨治　著 人文書院

米国特許プラクティカルガイド　判例とキーワードにみる米国特許の重要
ポイント

小西恵　著 発明推進協会

農地法読本　６訂版 宮崎直己　著 大成出版社

森林と法 小賀野晶一 成文堂

詳解　ＬＧＢＴ企業法務
第一東京弁護士会司
法研究委員会ＬＧＢＴ
研究部会　編

青林書院

労働基準法の実務相談　令和３年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

解説　改正公益通報者保護法 山本隆司 弘文堂

諸法
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機密性1　10月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

テレワーク導入のための就業規則作成・変更の実務 池内康裕　著 清文社

これ１冊でぜんぶわかる！　労働時間制度と３６協定　第２版 神内伸浩　著 労務行政

同一労働同一賃金裁判例３６ 君嶋護男　著 労働調査会

新しい働き方に伴う　非正規社員の処遇　適法性判断と見直しのチェッ
クポイント

中山達夫 新日本法規出版

改訂７版　図解　よくわかる労働安全衛生法 木村嘉勝　著 労働調査会

労働法コンメンタール１０　労働安全衛生法　改訂２版 労務行政研究所　編 労務行政

新版　建設業の労働災害に伴う４大責任
建設労務安全研究会
編

労働調査会

労働保険の実務相談　令和３年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

実務者のための化学物質等法規制便覧　２０２１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

社会保障裁判研究　現場主義・創造的法学による人権保障 矢嶋里恵 ミネルヴァ書房

障害者総合支援法　事業者ハンドブック　指定基準編　２０２１年版　人
員・設備・運営基準とその解釈

中央法規出版　編 中央法規出版

生活保護手帳　２０２１年度版 中央法規出版　編 中央法規出版

生活保護手帳　別冊問答集　２０２１年度版 中央法規出版　編 中央法規出版

重要法令シリーズ０４３　医師の働き方改革関連法　医療法等改正法 信山社　編 信山社

コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会報告書
コロナ下の女性への
影響と課題に関する
研究会

内閣府男女共同
参画局

Ｑ＆Ａ　自治体の下水道に関する法律実務　関係法律、公共下水道事
業・整備，工事請負契約，近隣対応

本多教義　著 日本加除出版

重要法令シリーズ０４８　改正新型インフルエンザ対策特別措置法　改
正新型インフル特措法・感染症法・検疫法

信山社　編 信山社

建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対
策徹底マニュアル

ぎょうせい　編 ぎょうせい

改訂４版　建設現場従事者のための産業廃棄物等取扱ルール
産業廃棄物処理事業
振興財団　編著

大成出版社

社会保険の実務相談　令和３年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

トラブル相談シリーズ　葬儀・墓地のトラブル相談Ｑ＆Ａ　第２版 長谷川正浩 民事法研究会

教室から学ぶ法教育２　学校で求められる法的思考
教師と弁護士でつくる
法教育研究会　編著

現代人文社

新型コロナの学校法務 小國隆輔　著 中央経済社

諸法

諸法
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

時を漂う感染症　国際法とグローバル・イシューの系譜 新垣修　著
慶應義塾大学出
版会

国家による一方的意思表明と国際法 中谷和弘　著 信山社

国際関係と法の支配　小和田恆国際司法裁判所裁判官退任記念 岩沢雄司 信山社

国際人権法の考え方 川島聡 法律文化社

現代海洋法の潮流　第４巻　国家管轄権外区域に関する海洋法の新展
開

坂元茂樹 有信堂高文社

有斐閣ストゥディア　国際私法 多田望 有斐閣

国際技術ライセンス契約　そのリスクとリーガルプランニング 井原宏　著 東信堂

国際法
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