
機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

出入国管理法令集　改訂第２８版 入管協会 入管協会

道路占用関係通達集　第８次改訂版 道路管理研究会　編 ぎょうせい

財政会計六法　令和４年版 大蔵財務協会 大蔵財務協会

所得税取扱通達集　令和３年１１月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

法人税取扱通達集　令和３年１２月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

令和４年版　住民基本台帳六法　法令編
市町村自治研究会
監修

日本加除出版

令和４年版　住民基本台帳六法　通知・実例編
市町村自治研究会
監修

日本加除出版

住民基本台帳法令・通知集　令和３年版　付　印鑑登録証明事務処理
要領・実例

市町村自治研究会
編

ぎょうせい

コンパクト倒産・再生再編六法　２０２２ 伊藤眞 民事法研究会

２０２１年　原子力規制関係法令集　１
原子力規制関係法令
研究会　編著

大成出版社

２０２１年　原子力規制関係法令集　２
原子力規制関係法令
研究会　編著

大成出版社

改訂２７版　建設業関係法令集 建設業法研究会　編 大成出版社

金融取引小六法　２０２２年版 神田秀樹　編集代表 経済法令研究会

中国経済六法　２０２２年増補版 射手矢好雄
日本国際貿易促
進協会

著作権関係法令・条約集　令和４年版 著作権情報センター
著作権情報セン
ター

注解　鉄道六法　令和３年版
国土交通省鉄道局
監修

第一法規

注解　自動車六法　令和３年版
国土交通省自動車局
監修

第一法規

労働総覧　令和４年版 労働法令協会　編 労働法令

２０２２年版　雇用保険法関係法令集 労務行政研究所　編 労務行政

福祉小六法　２０２２
大阪ボランティア協会
編

中央法規出版

共済小六法　令和４年版 共済組合連盟　編 学陽書房

医療六法　令和４年版 中央法規出版 中央法規出版

社会保険労務六法　令和４年版　第一分冊　第一編～第六編
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

社会保険労務六法　令和４年版　第二分冊　第七編～第十四編
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

判例集 民事判例２３　２０２１年前期
現代民事判例研究会
編

日本評論社

法令集
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

ピックアップ判例戸籍法２ 澤田省三　著 テイハン

最新重要判例２５０　民事訴訟法 山本和彦　著 弘文堂

最新重要判例２００　労働法　第７版 大内伸哉　著 弘文堂

裁決事例集　第１２２集 大蔵財務協会 大蔵財務協会

実務に役立つ不動産登記先例・通達集　３訂版
日本法令不動産登記
研究会　編

日本法令

官報　令和４年１月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和４年１月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和４年１月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

法学における論理学の使用法
アイヒェレ・アレクサン
ダー

法律文化社

法と経済学の未来　改革・回顧論考
キャラブレイジ・グイド
著

弘文堂

入門・法文化論 池田政章　編著 信山社出版

規範と法命題 井上達夫　著 木鐸社

法学部、ロースクール、司法研修所で学ぶ法律知識　第２版　主要１０
法と法的思考のエッセンス

品川皓亮　著 ダイヤモンド社

Ｑ＆Ａ　ＡＩの法務と倫理 古川直裕 中央経済社

情報・ＡＩの利活用と紛争予防の法律実務　関連裁判例の分析からみる
紛争防止策

服部誠 民事法研究会

不法行為法の新世界　法と経済学叢書２ 松浦好治　編訳 木鐸社

法と経済学の考え方　政策科学としての法律学　法と経済学叢書３ クーター・ロバート　著 木鐸社

法と社会規範　制度と文化の経済分析　法と経済学叢書４
ポズナー，エリク　Ａ．
著

木鐸社

結婚と離婚の法と経済学　法と経済学叢書５
ドゥネス，アントニィ
Ｗ．

木鐸社

民事訴訟法の法と経済学　法と経済学叢書６
ボウン，ロバート　Ｇ．
著

木鐸社

合理的な人殺し　犯罪の法と経済学　法と経済学叢書７
マルシェ，ゲアリー
Ｅ．　著

木鐸社

法、疫学、市民社会　法政策における科学的手法の活用　法と経済学
叢書８

ルー・サナ　著 木鐸社

法統計学入門　法律家のための確率統計の初歩　法と経済学叢書９
フィンケルスタイン，マ
イクル　Ｏ．　著

木鐸社

加齢現象と高齢者　高齢社会をめぐる法と経済学　法と経済学叢書１０
ポズナー，リチャード
Ａ．　著

木鐸社

消費者契約の法と行動経済学　法と経済学叢書１１
バー＝ギル・オレン
著

木鐸社

法律総記

判例集

法学
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

イギリスとアメリカの法と法理論　法と経済学による比較法的分析　法と
経済学叢書１２

ポズナー，リチャード
Ａ．　著

木鐸社

法実務と認知脳科学　交渉・説得・弁論　　法と経済学叢書１３
ホロウェイ，ダニエル
Ｅ．　著

木鐸社

日本立法資料全集７３　日本国憲法制定資料全集（３）マッカーサー草
案・改正草案要綱

芦部信喜 信山社出版

日本立法資料全集１３７　情報公開法制定資料〔平成１１年〕（２）議事
録編２

塩野宏　監修 信山社出版

日本立法資料全集１３８　情報公開法制定資料〔平成１１年〕（３）議事
録編３

塩野宏　監修 信山社出版

日本立法資料全集１３９　情報公開法制定資料〔平成１１年〕（４）議事
録編４

塩野宏　監修 信山社出版

日本立法資料全集１４１　情報公開法制定資料　　平成１１年（６）　　立
案資料編Ⅰ

塩野宏　監修 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７３　農業倉庫業法制定理由・小作調停法
原義

法律新聞社　編纂 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７４　改正刑事訴訟法精義〔第一分冊〕 法律新聞社　編纂 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７５　改正刑事訴訟法精義〔第二分冊〕 法律新聞社　編纂 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７６　刑法論 島田鐵吉 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７７　特別民事訴訟論 松岡義正　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７８　民事訴訟法釋義　上巻 樋山廣業　著述 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２７９　民事訴訟法釋義　下巻 樋山廣業　著述 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８０　商法研究　完 猪股淇淸　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８１　新會社法講義 猪股淇淸　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８２　商法原理　完 神崎東藏　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８３　實用行政法 佐々野章邦　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８４　行政法汎論　全 小原新三　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８５　行政法各論　全 小原新三　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２８６　帝國商法釋義〔第一分冊〕 栗本勇之助　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２９３　日本警察法汎論 小原新三　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１２９６　民事手続規準 山内確三郞　監修 信山社出版

日本立法資料全集別巻１３１７　非訟事件手續法 横田五郎 信山社出版

日本立法資料全集別巻１３２０　萬國現行憲法比較 辰巳小二郞　著 信山社出版

法制史

法学
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

日本立法資料全集別巻１３２２　英國衆議院先例類集　巻之一・巻之二 ハッセル　著 信山社出版

日本立法資料全集別巻１５２０　地方自治法研究復刊大系　第３１０巻
改正　地方制度法典〔大正１２年　第１３版〕

自治研究会　編著 信山社

日本立法資料全集別巻１５２１　地方自治法研究復刊大系　第３１１巻
改正　市制町村制　及　附属法令〔大正２年第６版〕

市町村雑誌社　編輯 信山社

日本立法資料全集別巻１５２２　地方自治法研究復刊大系　第３１２巻
実例判例　市制町村制釈義〔昭和９年改訂１３版〕

梶康郎　著 信山社

神の嘉する結婚　イスラムの規範と現代社会 八木久美子　著
東京外国語大学
出版会

公法・人権理論の再構成　後藤光男先生古稀祝賀 秋葉丈志 成文堂

神と自然と憲法と　憲法学の散歩道 長谷部恭男　著 勁草書房

グローバル化のなかで考える憲法 横大道聡 弘文堂

憲法概論１　総説・統治機構 大石眞　著 有斐閣

憲法概論２　基本権保障 大石眞　著 有斐閣

図録　日本国憲法　第２版 斎藤一久 弘文堂

「理論」と「実務」政治資金規正法　制定の経緯からＱ＆Ａまで 大泉淳一　監修
国政情報セン
ター

名宛人なき行政行為の法的構造　行政法と物の法、序論的考察 土井翼　著 有斐閣

行政法研究双書　４０　公共紛争解決の基礎理論 原田大樹　著 弘文堂

自治体職員のための情報公開事務ハンドブック　改訂版 松村享　著 第一法規

スタンダード行政法 村上裕章　著 有斐閣

個人情報保護法への企業の対応　リスクマネジメントと事例から見た実
務の要点

島田裕次　著 日科技連出版社

科学技術と行政法学 高橋滋　著 有斐閣

新・個人情報保護法の逐条解説 宇賀克也　著 有斐閣

一問一答　令和３年改正個人情報保護法　（一問一答シリーズ） 冨安泰一郎 商事法務

デジタル改革関連法で変わる　自治体の個人情報保護対応 渡邊涼介　著 ぎょうせい

行政訴訟の理論的・実務的課題　行政訴訟の最前線 阿部泰隆　著 信山社

重要法令シリーズ０６０　過疎法　法律・施行令・施行規則等 信山社 信山社

都市再開発実務ハンドブック２０２１
国土交通省都市局市
街地整備課　監修

大成出版社

最新　開発許可制度の解説　第４次改訂版
開発許可制度研究会
編

ぎょうせい

法制史

憲法　公法
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

法律学講座双書　租税法　第２４版 金子宏　著 弘文堂

租税法律主義の総合的検討 中里実 有斐閣

租税法概説　第４版 中里実 有斐閣

令和３年１２月改訂版　図解とＱ＆Ａで実務がわかる　法定調書のすべ
て

佐藤和助 大蔵財務協会

借地権課税　質疑応答事例集 松本好正　著 大蔵財務協会

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　令和３
年版

樫田明 大蔵財務協会

Ｑ＆Ａ　親族・同族・株主間資産譲渡の法務と税務　４訂版
税理士法人山田＆
パートナーズ　編著

ぎょうせい

令和３年１２月改訂　減価償却実務問答集 大西啓之　編 清文社

実務のための資本的支出・減価償却・修繕費　判例・裁決例５６選　改
訂版

林仲宣　ほか　著 税務経理協会

解説とＱ＆Ａでわかる　電子帳簿等保存制度の実務 川上文吾　編著 大蔵財務協会

法人税の研究　租税法論集１ 中里実　著 有斐閣

令和３年度改正に対応　電子帳簿保存法の制度と実務 ＰｗＣ税理士法人　編 清文社

シリーズ　財産評価の現場　土地の評価単位 風岡範哉　著 ぎょうせい

配偶者居住権の税務詳解　税務と法務の交錯場面をひもとく 塩野入文雄 清文社

令和３年１０月改訂版　実務家のための相続税ハンドブック 杉田宗久　編著 コントロール社

海外資産と相続税　５訂版
辻・本郷　税理士法人
編著

東峰書房

フローチャートで分かりやすい　小規模宅地等の評価減の実務　第５版 山口暁弘　編著 中央経済社

令和３年１１月改訂　図解と個別事例による　株式評価実務必携 一色広己　編 清文社

否認事例・裁判例からみた　消費税　仕入税額控除の実務
デロイトトーマツ税理
士法人

中央経済社

令和３年１１月改訂　印紙税ハンドブック 峨家誉之　編 納税協会連合会

自治体法務の基礎から学ぶ　指定管理者制度の実務 森幸二　著 ぎょうせい

新版　アジア憲法集 鮎京正訓 明石書店

高齢社会における民法・信託法の展開　新井誠先生古稀記念論文集 岡伸浩 日本評論社

広中俊雄著作集９　警備公安警察史 広中俊雄　著 信山社

憲法　公法

民法
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

広中俊雄著作集１０　方法に関する諸問題 広中俊雄　著 信山社

物権法　物権・担保物権 中舎寛樹　著 日本評論社

不動産の共有関係　解消の実務　Ｑ＆Ａとケース・スタディ 渡辺晋　著 新日本法規出版

講義　物権・担保物権法　第４版 安永正昭　著 有斐閣

有斐閣ストウディア　民法３　担保物権 山本敬三　監修 有斐閣

データの法律と契約　第２版 福岡真之介 商事法務

ＬＥＧＡＬ　ＱＵＥＳＴ　民法４　契約 曽野裕夫 有斐閣

契約の成立とコーズ　要素とコーズの史的接点に関する考察 竹中悟人　著 商事法務

最新不動産の法律シリーズ　民法の解説　不動産取引に関する契約と
法務

渡辺晋　著 住宅新報出版

「交通事故」実務入門　弁護士実務入門シリーズ 羽成守　編著 司法協会

製造物責任法の論点と解釈　詳解・分析「欠陥」「証明」の裁判例 平野裕之　著
慶應義塾大学出
版会

裁判例にみる　自転車事故の損害賠償 北河隆之 保険毎日新聞社

学術選書１９２　続・安全配慮義務と契約責任の拡張 宮本健蔵　著 信山社

民事交通事故訴訟　損害賠償額算定基準　上巻（基準編）　２０２２（令
和４年）版

日弁連交通事故相談
センター東京支部　編

日弁連交通事故
相談センター東
京支部

民事交通事故訴訟　損害賠償額算定基準　下巻（講演録編）　２０２２
（令和４年）版

日弁連交通事故相談
センター東京支部　編

日弁連交通事故
相談センター東
京支部

自動運転・運転支援と交通事故賠償責任 友近直寛　著 新日本法規出版

家事法の理論・実務・判例　５ 道垣内弘人 勁草書房

新ハイブリッド民法５　家族法 青竹美佳 法律文化社

家族と法　比較家族法への招待　（放送大学叢書０２６） 大村敦志　著 左右社

判例による離婚原因の実務 中里和伸　著 ＬＡＢＯ

共同親権 宗像充　著 社会評論社

成年後見・民事信託の実践と利用促進 澁谷彰久 日本加除出版

実務家も迷う　遺言相続の難事件　事例式　解決への戦略的道しるべ
遺言・相続実務問題
研究会　編

新日本法規出版

全訂第３版　相続における戸籍の見方と登記手続 高妻新 日本加除出版

民法
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

新旧民法・相続キーワード２１５　相続法変遷・相続人特定チェックリス
ト付き

末光祐一　著 日本加除出版

Ｑ＆Ａ　実例から学ぶ　配偶者居住権のすべて 高橋安志　監修 ぎょうせい

すぐに役立つ　相続登記・相続税・事業承継の法律と書式 武田守 三修社

家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務　第４版 片岡武 日本加除出版

侵害額を少なくするための　遺留分対策完全マニュアル 山本和義　著 清文社

敷金契約の法理 太田昌志　著 成文堂

不動産登記の書式と解説　第１巻　土地の表示に関する登記
不動産登記実務研究
会　著

日本加除出版

新・中間省略登記が図解でわかる本　改訂版 福田龍介　著 住宅新報出版

基礎からわかる　氏名のみの土地等の登記 金森真吾　著 テイハン

所有者不明土地の発生予防・利用管理・解消促進からみる改正民法・
不動産登記法

松尾弘　著 ぎょうせい

新しい土地所有法制の解説　所有者不明土地関係の民法等改正と実
務対応

日本弁護士連合会所
有者不明土地問題等
に関するワーキング
グループ　編

有斐閣

家族信託の実務　信託の変更と実務裁判例　家族信託をめぐる争訟を
知り、信託行為と信託の変更を考える

遠藤英嗣　著 日本加除出版

「氏名の読み仮名の法制化に関する研究会取りまとめ」の解説
月刊登記情報編集室
編

金融財政事情研
究会

事例にみる戸籍事務の処理と質疑応答 大野正雄　著 テイハン

マンション管理組合の経理実務　第２版　問題となりやすい税務・会計・
監査がわかる

税理士法人フィール
ズ

中央経済社

すぐに役立つ　入門図解　最新　マンション管理の法律と実務 森公任 三修社

Ｑ＆Ａマンション法実務ハンドブック第２版　－基礎知識からトラブル対
応・訴訟まで－

全国マンション問題研
究会　編

民事法研究会

夫婦別姓　家族と多様性の各国事情　（ちくま新書） 栗田路子 筑摩書房

商法の源流と解釈 高田晴仁　著 日本評論社

外航貨物海上保険約款詳説
東京海上日動火災保
険　編著

有斐閣

実務家が押さえておきたい　事業承継対策のリスクと対応 宮森俊樹　編著 新日本法規出版

会社分割ハンドブック　第３版 酒井竜児　編著 商事法務

バリュエーションの理論と実務 鈴木一功
日本経済新聞出
版本部

株式交換・株式移転等　実務必携　第２版 朝長英樹　編著 法令出版

会社分割実務必携　第２版 朝長英樹　編著 法令出版

民法

商法
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

英法系諸国の会社法　理論と実務・２　株式会社の運営機構 酒巻俊雄 中央経済社

海外進出の実務シリーズ　インドネシアの会計・税務・法務Ｑ＆Ａ　第２
版

ＥＹ新日本有限責任
監査法人　編

税務経理協会

注釈刑法　第４巻　各論（３）　２３５条～２６４条 西田典之 有斐閣

フランツ・フォン・リストの刑法理論 小坂亮　著 成文堂

包括一罪の研究 青木陽介　著 成文堂

加害者家族支援の理論と実践　第２版　家族の回復と加害者の更生に
向けて

阿部恭子　編著 現代人文社

エビデンスから考える現代の「罪と罰」　犯罪学入門 浜井浩一　著 現代人文社

デジタル鑑識の基礎　上　第２版 保安通信協会　編著 東京法令出版

更生保護学事典
日本更生保護学会
編

成文堂

法医学　改訂４版 福島弘文　監修 南山堂

マネロン・テロ資金供与対策の理論と実務 高橋良輔　編著
金融財政事情研
究会

経済犯罪と民商事法の交錯　２　詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪編 本江威憙　監修 民事法研究会

核災１０年、福島からの声　原発・裁判・文学の記録 澤正宏　著
クロスカルチャー
出版

ＧＥＮＪＩＮ刑事弁護シリーズ２８　保釈を勝ち取る　９０事例の裁判理由
からみる傾向と対策

愛知刑事弁護塾　編 現代人文社

弁護士白書　２０２１年版
日本弁護士連合会
編著

日本弁護士連合
会

日本組織内弁護士協会２０年のあゆみ
日本組織内弁護士協
会　編著

中央経済社

弁護士の周辺学　第２版　実務のための税務・会計・登記・戸籍の基礎
知識

高中正彦 ぎょうせい

いじめ事件の弁護士実務　弁護活動で外せないポイントと留意点 高島惇　著 第一法規

民事裁判ＩＣＴ化論の歴史的展開 川嶋四郎 日本評論社

新　ケースでわかる民事訴訟法 小林秀之　著 日本評論社

民事訴訟マニュアル　書式のポイントと実務　第３版　上 岡口基一　著 ぎょうせい

民事訴訟マニュアル　書式のポイントと実務　第３版　下 岡口基一　著 ぎょうせい

反対尋問と事実認定１　尋問の記録と解説 渡邊春己　著 花伝社

電子証拠の理論と実務　第２版　収集・保全・立証 町村泰貴 民事法研究会

令和元年改正民事執行法制の法令解説・運用実務　増補版 内野宗揮 きんざい

刑法

商法

司法制度　訴訟法等
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

倒産法 野村剛司　著 青林書院

新版３訂　家事事件の申立書式と手続 長山義彦 新日本法規出版

刑事訴訟法の基本問題 岩瀬徹　著 成文堂

寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集　上巻 山口厚 成文堂

寺崎嘉博先生古稀祝賀論文集　下巻 山口厚 成文堂

事業再生研究叢書１９　国際的な事業再生
事業再生研究機構
編

商事法務

オーストラリア倒産法 金春 弘文堂

タイ破産法概説　日本法との比較
ナパット・ソラアット
著

中央大学出版部

条解　独占禁止法　第２版 村上政博　編集代表 弘文堂

独占禁止法における新しい課徴金減免制度　調査協力減算制度の導
入

山本慎 公正取引協会

逐条解説　漁業法 漁業法研究会　著 大成出版社

逐条解説　都道府県漁業調整規則例
都道府県漁業調整規
則研究会　著

大成出版社

日経文庫１４４６　金融商品取引法入門　第８版 黒沼悦郎　著
日本経済新聞出
版本部

事業者必携　訪問販売・通信販売など活用自在！　最新　特定商取引
法と消費者契約の実践法律知識

岩崎崇　監修 三修社

重要法令シリーズ０６１　特定商取引法・預託法等改正法　令和３年 信山社 信山社

ＴＭＫの理論と実務　改訂版　特定目的会社による資産の流動化 渥美博夫 きんざい

土地利用権における鑑定評価の実務Ｑ＆Ａ 黒沢泰　著 清文社

難解事例から探る財産評価のキーポイント　第５集 笹岡宏保　著 ぎょうせい

東南アジア４か国のジョイント・ベンチャー法制と実務対応　インドネシ
ア・マレーシア・タイ・ベトナム

国際民商事法セン
ター　監修

商事法務

タイのビジネス法務　アジアビジネス法務の基礎シリーズ
西村あさひ法律事務
所　編

有斐閣

マレーシア法務　外資規制、許認可、労務、税務から紛争対応までの
完全ガイドブック

堤雄史 民事法研究会

実務家のための知的財産権判例７０選　２０２１年度版　令和２年５月２
０日～令和３年４月１４日判決

弁理士クラブ知的財
産実務研究所　編

発明推進協会

知りたいことがすぐわかる　図解　知的財産権のしくみ
ジーベック国際特許
事務所　著

日本実業出版社

年報知的財産法２０２１－２０２２ 高林龍 日本評論社

知的財産権訴訟の煌めき　高部眞規子裁判官退官記念論文集
高部眞規子裁判官退
官記念論文集編集委
員会　編

金融財政事情研
究会

諸法

司法制度　訴訟法等
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

特許法入門　第２版 島並良 有斐閣

現代産業選書知的財産実務シリーズ　論点別　特許裁判例事典　第３
版　迅速な調査と活用のために

高石秀樹　著 経済産業調査会

建築意匠権対策マニュアル 池谷和浩 日経ＢＰ

ハーグ国際意匠制度　意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュ
ネーブ改正協定の解説及び国際意匠出願の実務

瓜本忠夫　著 発明推進協会

よくわかる音楽著作権ビジネス　基礎編　６ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 安藤和宏　著
リットーミュージッ
ク

よくわかる音楽著作権ビジネス　実践編　６ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ 安藤和宏　著
リットーミュージッ
ク

著作権法　第３版 茶園成樹　編 有斐閣

ＤＸ時代における　デジタル・コンテンツ著作権 金井重彦 ぎょうせい

著作権法逐条講義　　７訂新版 加戸守行　著
著作権情報セン
ター

トラブルを防ぐ　著作権侵害の判断と法的対応 南部朋子 日本法令

現代産業選書　世界の知的財産権 大樹七海　著 経済産業調査会

重要法令シリーズ０６２　農地法等関連法　法律・施行令・施行規則三
段対照表

信山社 信山社

改訂版　解説　森林組合法
森林組合法研究会
編著

大成出版社

改訂　逐条解説　家畜伝染病予防法
家畜伝染病予防法研
究会　編著

大成出版社

航空法　国際法と航空法令の解説　２訂版 池内宏　著 成山堂書店

重要法令シリーズ０５９　日・ＥＵ航空安全協定 信山社 信山社

新労働相談実践マニュアル
日本労働弁護団　編
著

日本労働弁護団

テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Ｑ＆Ａ
ロア・ユナイテッド法律
事務所　編

民事法研究会

働き方改革とこれからの時代の労働法　第２版 菅野百合 商事法務

リーガル・プログレッシブ・シリーズ９　労働関係訴訟　改訂版　１ 渡辺弘　著 青林書院

リーガル・プログレッシブ・シリーズ９　労働関係訴訟　改訂版　２ 渡辺弘　著 青林書院

裁判例・指針から読み解く　ハラスメント該当性の判断 山浦美紀 新日本法規出版

労働法コンメンタール３　令和３年版　労働基準法　上
厚生労働省労働基準
局　編

労務行政

労働法コンメンタール３　令和３年版　労働基準法　下
厚生労働省労働基準
局　編

労務行政

新版　労働基準法実務問答　第４集　賃金と割増賃金に関するＱ＆Ａ
労働調査会出版局
編

労働調査会

諸法
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機密性1　3月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

Ｑ＆Ａ　労働者視点でめざす同一労働同一賃金　最高裁判決を踏まえ
た交渉・手続のポイント

中島光孝　著 日本加除出版

労働条件変更　法理と実務 大澤武史 労務行政

未払賃金立替払制度実務ハンドブック　第２版 野村剛司　著 きんざい

労働安全衛生規則の詳解 山本和義　著 労働調査会

不当労働行為法　判例・命令にみる認定基準 山川隆一　編著 第一法規

ドイツ進出企業の労働問題 池田良一　著 信山社

社会保障の手引　２０２２年版　施策の概要と基礎資料 中央法規出版 中央法規出版

社会保障入門　２０２２
社会保障入門編集委
員会　編

中央法規出版

Ｑ＆Ａ　障害のある人に役立つ法律知識　よくある相談例と判例から考
える

藤岡毅　著 日本法令

障害法　第２版 菊池馨実 成文堂

３訂版　障害者雇用の実務と就労支援　「合理的配慮」のアプローチ 眞保智子　著 日本法令

児童虐待における司法面接と子ども支援　ともに歩むネットワーク構築
をめざして

田中晶子 北大路書房

医事法学入門　第２版 姫嶋瑞穂　著 成文堂

錯覚の医事法学　よき医療とよき司法のための提言 川崎富夫　著 信山社

改訂版　新　医療法人制度の解説 表宏機 日本法令

医事刑法概論２　先端医療の比較規範体系 山中敬一　著 成文堂

基礎からわかる　薬機法体系 中山信弘 中央経済社

よくわかる薬機法　令和改正編２　令和３年８月施行版 薬機法研究会　編 薬事日報社

学術選書２２６　ＥＵ海洋環境法 佐藤智恵　著 信山社

法から学ぶ文化政策 小林真理 有斐閣

墓地・納骨堂、葬送の法律相談　最新青林法律相談　３８ 小松初男　著 青林書院

寺院経営の法律・会計・税務　実務　宗教法人の法律と税務 西口竜司　編著 中央経済社

オリンピック・パラリンピックから考える　スポーツと法 早川吉尚　編 有斐閣

アンチ・ドーピングの手続とルール 早川吉尚　編著 商事法務

スポーツにおけるハラスメントの弁護士実務 佐藤大和 第一法規

諸法

諸法
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機密性1　3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０６３　文化財保護法　法律・施行令・規則等 信山社 信山社

防衛実務国際法 黒崎将広 弘文堂

学術選書２２０　国際社会における法の支配を目指して 松井芳郎　著 信山社

国防と国際法　「日本の死活問題」新装改訂 色摩力夫　著 グッドブックス

宇宙ビジネスの法務 大久保涼　編集代表 弘文堂

現代選書　ＥＵ司法裁判所概説 中西優美子　著 信山社

ＥＵと新しい国際秩序 須網隆夫 日本評論社

はじめての国際相続　その着手と税務 中山史子　著 清文社

新・国際売買契約ハンドブック　第２版
住友商事株式会社法
務部

有斐閣

一般書 理科年表　第９５冊　令和４年 国立天文台　編 丸善出版

国際法

諸法
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