
機密性1　２月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

法令全書　令和４年１月号 国立印刷局　編 国立印刷局

注解判例　出入国管理実務六法　令和４年版
出入国管理法令研究
会　編

日本加除出版

道路法令総覧　令和４年版 道路法令研究会　編 ぎょうせい

警察官実務六法　令和４年版 警察政策学会　監修 東京法令出版

戸籍実務六法　令和４年版
日本加除出版法令編
纂室　編

日本加除出版

令和３年改正　知的財産権法文集　令和４年１月１日施行版 発明推進協会　編 発明推進協会

第１３版　知的財産権基本法文集
ＰＡＴＥＣＨ企画出版部
編

ＰＡＴＥＣＨ企画

産業財産権　四法対照　第２６版　令和３年５月２１日法律第４２号等に
対応

ＰＡＴＥＣＨ企画出版部
編

ＰＡＴＥＣＨ企画

労働法全書　令和４年版 労務行政研究所　編 労務行政

安全衛生関係通達集　第１３７集　（令和３年１０月－令和３年１２月） 労働調査会　編 労働調査会

最高裁判所裁判集　民事第２６５号　令和３年１月－５月分 最高裁判所　編 最高裁判所

官報　令和３年１２月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年１２月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和３年１２月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

法哲学年報　２０２０　危機と法哲学 日本法哲学会　編 有斐閣

新基礎法学叢書２１　醜い自由　ミル「自由論」を読む 若松良樹　著 成文堂

日本における立法と法解釈の史的研究　第１巻　古代・中世 小林宏　著 汲古書院

日本における立法と法解釈の史的研究　第２巻　近世 小林宏　著 汲古書院

日本における立法と法解釈の史的研究　第３巻　近代 小林宏　著 汲古書院

日本における立法と法解釈の史的研究　別巻　補遺 小林宏　著 汲古書院

イスラーム法と家産　１９世紀イラン在地社会における家・相続・女性 阿部尚史　著 中央公論新社

イスラーム法の子ども観　ジェンダーの視点でみる子育てと家族 小野仁美　著
慶應義塾大学出
版会

憲法　公法 立憲国家の制度と展開　網中政機先生喜寿記念 小山剛 尚学社

判例集

法令集

法律総記

法哲学

法制史
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機密性1　２月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

憲法理論叢書　２９　市民社会の現在と憲法
憲法理論研究会　編
著

敬文堂

憲法判例コレクション 小泉良幸 有斐閣

日本国憲法を読む 臼井雅子　著 同友館

学術会議叢書２９　人文社会科学とジェンダー
日本学術会議事務局
編集協力

日本学術協力財
団

都道府県議会選挙の研究 岡野裕元　著 成文堂

行政法２　現代行政救済論　第４版 大橋洋一　著 有斐閣

法改正に対応すべき実務がわかる！自治体職員のための２０２１年改
正個人情報保護法解説

宇賀克也　編著 第一法規

重要法令シリーズ０５７　重要土地等調査規制法　法律・新旧対照表等 信山社　編 信山社

プロのための　主要都市建築法規取扱基準　４訂版
建築規定運用研究会
編

ぎょうせい

投資ストラクチャーの税務　１０訂版　クロスボーダー投資と匿名組合／
任意組合

鬼頭朱実 税務経理協会

租税法の潮流　第２巻　金融取引の課税 中里実　著 税務経理協会

有斐閣アルマ　租税法　第３版 岡村忠生 有斐閣

クローズアップ課税要件事実論　第５版　要件事実と主張・立証責任を
理解する

酒井克彦　著 財経詳報社

国際税務総覧２０２１－２０２２　－国際税務基礎データー 高山政信 財経詳報社

図解　国税通則法　令和３年版 黒坂昭一 大蔵財務協会

改正電子帳簿保存法のすべて 十文字俊郎　著 中央経済社

図解　組織再編税制　令和３年版 中村慈美　著 大蔵財務協会

ゼミナール相続税法　令和３年補訂 松岡章夫　編著 大蔵財務協会

事例で学ぶ　土地・株式等の財産評価 香取稔　著 清文社

非上場株式の評価の仕方と記載例　令和３年版 松本好正　著 大蔵財務協会

Ｑ＆Ａ　２３２問　相続税　小規模宅地等の特例　令和３年版 松岡章夫 大蔵財務協会

令和３年１０月改訂　資産税実務問答集 村崎尚弘 納税協会連合会

令和３年１０月改訂　プロフェッショナル　消費税の実務 金井恵美子　著 清文社

消費税法要説　３訂版 山内ススム　著 税務経理協会

憲法　公法
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機密性1　２月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

権利能力なき社団と民法上の組合　法人でない団体に関する日本ドイツ
比較法研究

後藤元伸　著 関西大学出版部

不動産訴訟の実務から見た改正民法（債権法・相続法）ＰＯＩＮＴ５０ 澤野順彦　著 青林書院

行為類型別　詐害行為取消訴訟の実務 高須順一　著 日本加除出版

ライブラリ法学基本講義６－２　基本講義　債権各論２　不法行為法　第
４版

潮見佳男　著 新世社

契約法　新版 中田裕康　著 有斐閣

不法行為法研究２ 新美育文 成文堂

判例ケーススタディ　いますぐ使える離婚事件実務
第一東京弁護士会全
期会　編著

日本加除出版

家庭裁判所における監護者指定・保全の実務　子の利益の判断過程を
読み解く

片岡武 日本加除出版

海外相続ガイドブック　プランニングおよび相続実務におけるＱ＆Ａ６６
３訂版

三輪壮一 きんざい

３訂版　遺産分割の理論と審理 井上繁規　著 新日本法規出版

遺言執行者の職務と遺言執行の要否　改正法を踏まえた実務詳解 片岡武　著 日本加除出版

改訂　設題解説　渉外戸籍実務の処理７　親権・後見・死亡・国籍の得
喪・氏の変更等編　レジストラー・ブックス１６２

渉外戸籍実務研究会
著

日本加除出版

ドイツにおける危険責任 浦川道太郎　著 成文堂

商事立法における近時の発展と展望　丸山秀平先生古稀記念論文集 野田博 中央経済社

立命館大学法学叢書２３　株主平等原則と株主権の動態 村田敏一　著 法律文化社

令和３年版　犯罪白書　－詐欺事犯者の実態と処遇－ 法務総合研究所　編 日経印刷

司法福祉・実践と展望－少年司法、刑事司法、医療観察、被害者支援
－

伊藤冨士江　編著 ぎょうせい

入門経済刑法 穴沢大輔 信山社

新版　証書の作成と文例　遺言編　３訂版
日本公証人連合会
編著

立花書房

クロスレファレンス民事実務講義　第３版 京野哲也　著 ぎょうせい

民事手続の中の情報－情報化のジレンマに直面する手続法－ 町村泰貴　編 民事法研究会

事例で考える民事訴訟法（法学教室ＬＩＢＲＡＲＹ） 名津井吉裕 有斐閣

改訂版　一般民事事件　裁判例論点整理ノート 園部厚　著 新日本法規出版

抗告・異議申立ての実務 田中敦　編 新日本法規出版

民法

司法制度　訴訟法等

商法

刑法
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機密性1　２月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

要件事実マニュアル　第６版　第１巻　総論・民法１ 岡口基一　著 ぎょうせい

要件事実マニュアル　第６版　第２巻　民法２ 岡口基一　著 ぎょうせい

要件事実マニュアル　第６版　第３巻　商事・手形・執行・破産・保険・金
融・知的財産

岡口基一　著 ぎょうせい

要件事実マニュアル　第６版　第４巻　過払金・消費者保護・行政・労働 岡口基一　著 ぎょうせい

要件事実マニュアル　第６版　第５巻　家事事件・人事訴訟 岡口基一　著 ぎょうせい

要件事実民法　５－１　契約１　第４版補訂版 大江忠　著 第一法規

要件事実民法　５－２　契約２　第４版補訂版 大江忠　著 第一法規

裁判事務手続講座１５　書式　民事再生の実務　全訂５版 藤原総一郎 民事法研究会

早期解決を実現する　建物明渡請求の事件処理８０　任意交渉から強
制執行までの事例集　第２版

滝口大志　著 税務経理協会

事例演習刑事訴訟法　第３版　（法学教室ＬＩＢＲＡＲＹ） 古江頼隆　著 有斐閣

ごぞんじですか法廷通訳　令和４年版　あなたも法廷通訳を
最高裁判所事務総局
刑事局　編

最高裁判所

裁判員裁判の現在　その１０年の成果と課題
一橋大学刑事法部門
編

現代人文社

今村力三郎訴訟記録　第５１巻　神兵隊事件　別巻１０
専修大学今村法律研
究室　編

専修大学出版局

第２版　消費者法実務ハンドブック　消費者契約法・特定商取引法・割賦
販売法の実務と書式

安達敏男 日本加除出版

優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析　第４版 長澤哲也　著 商事法務

重要法令シリーズ０５８　デジタルプラットフォーム取引透明化法　法律・
政令・施行規則等

信山社　編 信山社

定款・規則　令和３年１１月 日本証券業協会　編 日本証券業協会

知財のフロンティア　第１巻　学際的研究の現在と未来 田村善之 勁草書房

知財のフロンティア　第２巻　学際的研究の現在と未来 田村善之 勁草書房

著作権法入門　２０２１－２０２２ 文化庁　著
著作権情報セン
ター

ロバーツ・コートの特許のかたち　アメリカ最高裁の重要判例 藤野仁三　著 八朔社

地理的表示法制の研究 荒木雅也　著 尚学社

自然災害・感染症をめぐる労務管理　法的リスクと実務対応
第二東京弁護士会
災害対策委員会　編

新日本法規出版

労働行政対応の法律実務　第２版 石嵜信憲　編著 中央経済社

諸法

司法制度　訴訟法等
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機密性1　２月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

労働法　第１３版　（有斐閣双書プリマ・シリーズ） 安枝英訷 有斐閣

雇用システムの生成と変貌─政策との関連で─ 草野隆彦　著
労働政策研究・
研修機構

弁護士・社労士・人事担当者による　労働条件不利益変更の判断と実務
－新しい働き方への対応－

白石紘一　編著 新日本法規出版

図解　安全衛生法要覧　改訂第６版
建設労務安全研究会
編

労働新聞社

実務の疑問に答える労働者派遣のトラブル防止と活用のポイント 安西愈 日本法令

介護トラブル相談必携　第２版　基礎知識からメディエーションによる解
決法まで

外岡潤　著 民事法研究会

救急医療の法的基層 小西敦　著 信山社

カラー図解　よくわかる薬機法　医薬品販売制度編　第２版 ドーモ　編 薬事日報社

拓殖大学研究叢書（社会科学）５３　アメリカ合衆国における妊娠中絶の
法と政治

小竹聡　著 日本評論社

コンメンタール教育基本法 日本教育法学会　編 学陽書房

国際人権・刑事法概論　第２版 尾崎久仁子　著 信山社

国際人権法と日本の法制 芹田健太郎　著 信山社

新国際人権入門　ＳＤＧｓ時代における展開 横田洋三　編 法律文化社

現代国際取引法　その理論と新たな展開に向けて 藤川信夫　著 文眞堂

実務必携Ｑ＆Ａシリーズ　わかりやすい出入国在留管理の実務必携Ｑ
＆Ａ　入管法の基礎知識から各種在留資格関係手続まで

第二東京弁護士会国
際委員会　編

民事法研究会

第２版　入管関係法大全　２　在留資格　立法経緯・判例・実務運用
出入国管理法令研究
会　編著

日本加除出版

小売物価統計調査年報　令和２年　２０２０ 総務省統計局　編 総務省統計局

第９５次農林水産省統計表　令和４年１月
農林水産省大臣官房
統計部　編

農林水産省大臣
官房統計部

諸法

国際法

一般法
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