
機密性1　11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１０月号 国立印刷局　編 国立印刷局

国土交通六法　社会資本整備編　令和３年版
国土交通省大臣官房
総務課　監修

東京法令出版

人事小六法　令和４年版 人事法制研究会　編 学陽書房

租税共通関係法規集　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

酒税関係法規集　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

個人課税関係法規集　１　（基本法編）　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

個人課税関係法規集　２　（措置法編）　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

法人課税関係法規集　１　（基本法編）　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

法人課税関係法規集　２　（間接諸税編）　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

法人課税関係法規集　３　（措置法編）　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

管理徴収関係法規集　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

租税条約関係法規集　令和３年６月１日現在 国税庁 国税庁

所得税法規集　令和３年７月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

法人税法規集　令和３年７月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

消費税法規通達集　令和３年８月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

関税六法　令和３年度版 日本関税協会　編 日本関税協会

関税関係個別通達集　令和３年度版 日本関税協会　編 日本関税協会

関税関係基本通達集　令和３年度版　上巻 日本関税協会　編 日本関税協会

関税関係基本通達集　令和３年度版　下巻 日本関税協会　編 日本関税協会

外国為替・貿易・小六法　別冊　協定・国際金融関係編　令和３年版
外国為替研究協会
編

外国為替研究協
会

安全衛生関係通達集　第１３６集　（令和３年７月－令和３年９月） 労働調査会　編 労働調査会

生活保護関係法令通知集　令和３年度版
中央法規出版編集部
編

中央法規出版

医薬品医療機器等法薬剤師法関係法令集　令和３（２０２１）年版
薬事行政研究会　監
修

薬務公報社

法令集 介護保険六法　２　令和３年版 中央法規出版　編 中央法規出版

法令集
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裁決事例集　第１２１集 大蔵財務協会　編 大蔵財務協会

公正取引委員会審決集　６７　令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま
で

公正取引委員会 公正取引委員会

海難審判所裁決例集　第６１巻
海難審判・船舶事故
調査協会　編

海難審判・船舶
事故調査協会

官報　令和３年９月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年９月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年９月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

裁判官の理想像 渋川満 日本評論社

大石眞先生古稀記念論文集　憲法秩序の新構想 曽我部真裕 三省堂

日米比較　憲法判例を考える　統治編　改訂第２版 宮原均　著 八千代出版

平和的生存権の展開 小林武　著 日本評論社

学術選書１６１　労働法　平等と差別の法理 小西國友　著 信山社

日本弁護士連合会　第６３回人権擁護大会シンポジウム　第１分科会基
調報告書　精神障害のある人の尊厳の確立をめざして　地域生活の実
現と弁護士の役割

日本弁護士連合会第
６３回人権擁護大会シ
ンポジウム第

日本弁護士連合
会

日本弁護士連合会　第６３回人権擁護大会シンポジウム　第２分科会基
調報告書　超高齢社会における消費者被害の予防と救済を考える　誰
一人取り残さない社会をめざして

日本弁護士連合会第
６３回人権擁護大会シ
ンポジウム第

日本弁護士連合
会

日本弁護士連合会　第６３回人権擁護大会シンポジウム　第３分科会基
調報告書　人口減少社会を乗り越える地域再生の社会保障　地域で安
心して暮らすために

日本弁護士連合会第
６３回人権擁護大会シ
ンポジウム第

日本弁護士連合
会

概説ジェンダーと人権 辻村みよ子 信山社

令和２年改正　個人情報保護法Ｑ＆Ａ　増補版　ガイドライン対応実務と
規程例

渡邉雅之　著 第一法規

重要法令シリーズ０５２　特定都市河川浸水被害対策法　法律・施行令・
施行規則

信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０５３　河川法　法律・施行令・施行規則 信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０５１　流域治水関連法（令和３年改正法）　法律・新旧
対照条文等

信山社　編 信山社

重要法令シリーズ０５４　水防法　法律・施行令・施行規則 信山社　編 信山社

税法便覧　令和３年度版 川上文吾
税務研究会出版
局

田中治税法著作集　第１巻　租税の存在理由と租税法律主義の現代的
意義

田中治　著 清文社

憲法　公法

法律総記

判例集
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田中治税法著作集　第２巻　所得税をめぐる紛争の特質とその解釈論 田中治　著 清文社

田中治税法著作集　第３巻　租税実体法の諸相と論点─所得課税 田中治　著 清文社

田中治税法著作集　第４巻　租税実体法の諸相と論点─相続税、消費
税、地方税

田中治　著 清文社

田中治税法著作集　第５巻　租税手続法の諸相と論点 田中治　著 清文社

税法の基礎理論　─租税法律主義論の展開─ 谷口勢津夫　著 清文社

令和３年８月改訂　路線価による土地評価の実務 名和道紀 清文社

所得税法　理論と計算　１５訂版 池本征男　著 税務経理協会

裁判例からみる所得税法　２訂版 酒井克彦　著 大蔵財務協会

役員給与、退職金をめぐる税務判決・裁決５０選　増補改訂版 林仲宣　著 大蔵財務協会

地方自治法基本解説　第８版 川﨑政司　著 法学書院

アメリカ憲法叢書３　アメリカ憲法と民主政 大沢秀介 成文堂

ボワソナードとその民法　増補完結版 池田真朗　著
慶應義塾大学出
版会

三省堂テミス　物権法　第２版 生熊長幸　著 三省堂

物権法改正を読む　令和３年民法・不動産登記法改正等のポイント 松尾弘　著
慶應義塾大学出
版会

物権的期待権の譲渡担保化　中小企業の資金融資を中心として 松田佳久　著 日本評論社

スミッツ契約法 スミッツ，ヤン　Ｍ．著 信山社

使用貸借の法律と実務 埼玉県弁護士会　編 ぎょうせい

最新不動産の法律シリーズ　賃貸住宅管理業法の解説 渡辺晋　著 住宅新報出版

交通事故損害額算定基準　２７訂版　実務運用と解説
日弁連交通事故相談
センター研究研修委
員会　編

日弁連交通事故
相談センター

２０２１年版　損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引き 斎藤博明　著 保険毎日新聞社

最新民法親族編逐条解説 梶村太市　著 テイハン

民法・不動産登記法改正で変わる相続実務　財産の管理・分割・登記 松嶋隆弘　編著 ぎょうせい

民法 フランス新契約法 アンセル，フランソワ 有斐閣

憲法　公法

民法
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有価証券法と民法の交錯 高田晴仁　著 成文堂

社債法　第２版 橋本円 商事法務

親族外事業承継と株主間契約の税務 後藤孝典　編著 民事法研究会

株主総会資料電子提供の法務と実務 塚本英巨 商事法務

２０２１年度版　会計税務便覧
日本公認会計士協会
東京会　編

清文社

事業承継法務のすべて　第２版 日本弁護士連合会 きんざい

事業者必携　事業再編・Ｍ＆Ａ（合併・会社分割・事業譲渡）の法律と手
続き　　事業者必携

岩崎崇 三修社

スクイーズ・アウトの法務と税務　第３版 松尾拓也 中央経済社

毀棄罪における効用侵害の内実 大塚雄祐　著 成文堂

金融犯罪刑法学原理　金融犯罪に対する中国刑法学の挑戦 劉憲権　著 成文堂

ジュリストブックス　民事裁判手続とＩＴ化の重要論点　法制審中間試案
の争点

山本和彦　編 有斐閣

民事執行法　改訂版 中野貞一郎 青林書院

倒産と担保・保証　第２版
「倒産と担保・保証」実
務研究会　編

商事法務

家事裁判から戸籍まで　事例からみる手続の一体的解説と書式・記載
例　（婚姻・離婚編）

南敏文　編著 日本加除出版

事案処理に向けた手続法の解釈　規範あてはめ刑事訴訟法 粟田友穂　著 立花書房

事例から掴む　保釈請求を通す技術 高木小太郎 第一法規

令状請求ハンドブック　第２版 杉山徳明 立花書房

性犯罪捜査全書　理論と実務の詳解 城祐一郎　著 立花書房

録音録画時代の取調べの技術 山田昌広　著 東京法令出版

少年法 廣瀬健二　著 成文堂

条解　消費者三法　第２版 後藤巻則 弘文堂

諸法 トラブル相談シリーズ　消費者契約法のトラブル相談Ｑ＆Ａ 大上修一郎 民事法研究会

重要法令シリーズ０５０　産業競争力強化法等改正法（令和３年）　法律・
新旧対照条文等

信山社　編 信山社

司法制度　訴訟法等

刑法

商法
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重要法令シリーズ０４９　改正産業競争力強化法　法律・施行令・施行規
則

信山社　編 信山社

慶應義塾大学法学研究会叢書９１　競争法におけるカルテル規制の再
構築　日本比較を中心として

田村次朗
慶應義塾大学法
学研究会

デジタルプラットフォームの法律問題と実務 渡邊涼介 青林書院

相続財産の税務評価と鑑定評価　　土地・建物の評価において（特別の
事情）の認否が争点となった重要裁決例・裁判例

黒沢泰　著 プログレス

現代産業選書　知的財産実務シリーズ　改訂版　攻めの農林水産業の
ための知財戦略

農水知財基本テキスト
編集委員会　編

経済産業調査会

Ｑ＆Ａ　リモート新時代の法律実務 足木良太 日本加除出版

龍谷大学社会科学研究所叢書第１３４巻　雇用・生活の劣化と労働法・
社会保障法　コロナ禍を生き方・働き方の転機に

木下秀雄 日本評論社

新版　労働基準法実務問答　第３集　三六協定と変形労働時間・フレック
スタイム制　副業・兼業に関するＱ＆Ａ

労働調査会出版局
編

労働調査会

実務Ｑ＆Ａシリーズ　退職・再雇用・定年延長 労務行政研究所　編 労務行政

同一労働同一賃金　パート・有期契約社員への合理的根拠を有した待
遇差説明の実務

高井・岡芹法律事務
所　編著

日本加除出版

改訂版　わかりやすい労働衛生管理 角森洋子　著 経営書院

派遣労働者の労務・安全衛生 木村恵子　監修 労働調査会

プレップシリーズ　プレップ社会保障法 島村暁代　著 弘文堂

障害者総合支援法　事業者ハンドブック　報酬編　２０２１年版 中央法規出版　編 中央法規出版

生活保護のてびき　令和３年度版
生活保護制度研究会
編

第一法規

海に油が流れると・・・　海難、油流出事故対策と教訓について 佐々木邦昭 銀の鈴社

脱炭素とＣＣＳ　二酸化炭素回収貯留の法政策 柳憲一郎 信山社

国際法 日本比較法研究所研究叢書１２５　国際会社法研究　第２巻 山内惟介　著 中央大学出版部

全国市町村要覧　令和３年版
総務省自治行政局市
町村課

総務省自治行政
局市町村課

令和３年度　年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）－レジリ
エントな日本経済へ：強さと柔軟性を持つ経済社会に向けた変革の加速
－

内閣府 内閣府

２０２０年基準　消費者物価指数の解説 総務省統計局　編 総務省統計局

ＮＨＫ年鑑　２０２１
ＮＨＫ放送文化研究所
編

ＮＨＫ出版

一般書

諸法
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