
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　令和元年８月号 国立印刷局　編 国立印刷局

法令全書　令和元年９月号（二） 国立印刷局　編 国立印刷局

法令全書　令和元年９月号（一） 国立印刷局　編 国立印刷局

公職選挙法令集　令和元年版 選挙制度研究会　編 第一法規

共済組合法関係法令集　令和元年版 財経詳報社　編 財経詳報社

基本建築関係法令集　法令編　平成３１年版
国土交通省住宅局建
築指導課

井上書院

建築設備関係法令集　平成３１年版
国土交通省住宅局建
築指導課

井上書院

基本建築関係法令集　告示編　平成３１年版
国土交通省住宅局建
築指導課

井上書院

緊急事態関係法令集　２０１９ 内外出版　編 内外出版

危険物六法　２０１９年新版
危険物法令研究会
編

東京法令出版

税務六法　法令編２　令和元年版
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

令和元年版　租税条約関係法規集・２ 納税協会連合会　編 納税協会連合会

令和元年版　租税条約関係法規集・１ 納税協会連合会　編 納税協会連合会

実務税法六法　法令　１　令和元年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

税務六法　通達編　令和元年版
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

実務税法六法　法令　３　令和元年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

実務税法六法　法令　２　令和元年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

税務六法　法令編１　令和元年版
日本税理士会連合会
編

ぎょうせい

法律・政省令並記　逐条解説　外国子会社合算税制 梅本淳久 ロギカ書房

所得税法規集　令和元年７月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

令和元年度版　新選　マンション管理基本六法
マンション管理センター
編

マンション管理セン
ター

会計全書　令和元年度　個人税務法規編 中央経済社　編 中央経済社

会計全書　令和元年度　会社税務法規編 中央経済社　編 中央経済社

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

会計全書　令和元年度　会計法規編 中央経済社　編 中央経済社

非営利法人会計監査六法　２０１９年版
日本公認会計士協会
編

日本公認会計士
協会出版局

２０１９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

２０１９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

外国為替・貿易小六法　別冊　協定・国際金融関係編　令和元年版 外国為替研究会　編
外国為替研究協
会

倉庫業実務必携　九訂 倉庫法令研究会　編 ぎょうせい

最新　小型船舶・漁船安全関係法令　併催：登録・測度に関する法令
国土交通省海事局安
全政策課・検査測度
課　監

成山堂書店

労働関係法規集　２０１９年版
労働政策研究・研修
機構　編

労働政策研究・
研修機構

障害者総合支援六法　令和元年版 中央法規出版　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　令和元（２０１９）年版 薬事行政研究会　監 薬務公報社

医薬品医療機器等法薬剤師法関係法令集　令和元（２０１９）年版　改
訂版

薬事行政研究会　監 薬務公報社

平成３１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

２０１９年度版　確定拠出年金関連法令条文集
三菱ＵＦＪ信託銀行株
式会社確定拠出年金
業務部　監

きんざい

介護保険六法　令和元年版 中央法規出版　編 中央法規出版

解説教育六法　２０１９
解説教育六法編修委
員会　編

三省堂

文部科学法令要覧　平成３１年版
文部科学法令研究会
監

ぎょうせい

学校法人会計監査六法　２０１９年版
日本公認会計士協会
編

日本公認会計士
協会出版局

必携　交通事件重要判例要旨集　第２版
交通事件判例研究会
編著

立花書房

租税法判例六法　第４版 中里実 有斐閣

土地収用裁決例集　平成２９年度裁決
全国収用委員会連絡
協議会　編

ぎょうせい

登記関係先例集　追加編１１　（要旨索引編付）　平１７・３～平１８・２ 登記研究編集室　編 テイハン

官報　令和元年７月　１／４ 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年７月　４／４ 国立印刷局　編 国立印刷局

法令集

判例集

法律総記
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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

官報　令和元年７月　３／４ 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年７月　２／４ 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年８月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年８月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

市民生活関係法の新たな展開　大西泰博先生古稀記念論文集 吉田和夫 敬文堂

日本とブラジルからみた比較法　二宮正人先生古稀記念 柏木昇 信山社

熊本大学法学会叢書１６　人間と社会　自然法研究 山田秀 成文堂

憲法理論の再構築　植野妙実子先生古稀記念論文集 藤野美都子 敬文堂

日本国憲法の力 杉原泰雄 三省堂

新・コンメンタール憲法　第２版 木下智史 日本評論社

立憲主義という企て 井上達夫 東京大学出版会

選挙執行経費基準法解説　令和元年版 選挙管理研究会　編 ぎょうせい

政務活動費適正運用の手引 国勢情報センター　編 国政情報センター

不動産再開発の法務　都市再開発・マンション建替え・工場跡地開発の紛
争予防　第２版

井上治 商事法務

屋外広告の知識　法令編　第五次改訂版
国土交通省都市局公
園緑地・景観課　監

ぎょうせい

改訂版　弁護士のための水害・土砂災害対策ＱＡ　大規模災害から通常
起こり得る災害まで

日本弁護士連合会災
害復興支援委員会
編著

第一法規

税法便覧　令和元年度版 坂井裕幸
税務研究会出版
局

税務経理ハンドブック　令和元年度版
日本税理士会連合会
編

中央経済社

図解　国際税務　令和元年版 望月文夫 大蔵財務協会

リーガルマインド租税法　第５版 増田英敏 成文堂

給与・退職所得の源泉徴収事例集　令和元年版 岡本勝秀 法令出版

法人税基本通達逐条解説　９訂版 佐藤友一郎　編著
税務研究会出版
局

図解　グループ法人課税　令和元年版 中村慈美 大蔵財務協会

法学

法律総記

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　法人税　令和元年版 青木幸弘　編 大蔵財務協会

判例・裁決例にみる　評基通によらない財産評価　「特別の事情」の存否 与良秀雄 新日本法規出版

一目でわかる　小規模宅地特例１００　２０１９年度版 赤坂光則
税務研究会出版
局

民法（相続法）改正対応　事例から見る　税務と法務の接点
東京税理士会調査研
究部

大蔵財務協会

基礎から身につく財産評価　令和元年度版 北本高男 大蔵財務協会

令和元年度版　基礎から身につく消費税 和氣光 大蔵財務協会

消費税法ー理論と計算　８訂版 松本正春 税務経理協会

地方自治問題解決事例集　第３次改訂版　第３巻　財務編
地方自治問題研究会
編著

ぎょうせい

自治体財政健全化法のしくみと運営　制度の詳解と運用のポイントがわかる 小西砂千夫 学陽書房

広域連携の仕組み　一部事務組合・広域連合・連携協約の機動的な運
用　改訂版

木村俊介 第一法規

自治基本条例　法による集合的アイデンティティの構築 阿部昌樹 木鐸社

アメリカ合衆国憲法における連邦制度と裁判（対人）管轄権訴訟 河原田有一 信山社

論点体系　判例民法　第３版　５　債権総論２ 能見善久 第一法規

論点体系　判例民法　第３版　４　債権総論１ 能見善久 第一法規

我妻・有泉コンメンタール民法　総則・物権・債権　第６版 我妻榮 日本評論社

非占有動産担保の競合　北九州市立大学法政叢書２１ 清水裕一郎 九州大学出版会

重要論点　実務民法　（債権関係）　改正 鎌田薫 商事法務

民法（債権法）改正の解説 村松秀樹 テイハン

講座　現代の契約法　各論３ 内田貴 青林書院

改訂版　交通事故解析の基礎と応用 山崎俊一 東京法令出版

２０１９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 保険毎日新聞社

交通事故の法律知識　第４版 自由国民社　編 自由国民社

債権法改正と家庭裁判所の実務 佐々木茂美 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

ＬＥＧＡＬ　ＱＵＥＳＴ　民法６　親族・相続　第５版 前田陽一 有斐閣

親族法・相続法　第５版 吉田恒雄 尚学社

Ｂｅｆｏｒｅ／Ａｆｔｅｒ　相続法改正 潮見佳男 弘文堂

特別受益・寄与分と遺言の実務対応　実は知らない本当の相続分と遺留
分

松井淑子 清文社

裁判例・審判例からみた　特別受益・寄与分 近藤ルミ子 新日本法規出版

高齢社会における相続法の課題
新・アジア家族法三国
会議　編

日本加除出版

要点解説　令和時代の相続法 菊池捷男 現代書林

コンメンタール借地借家法　第４版 稲本洋之助 日本評論社

民法債権法・相続法改正と不動産登記 藤原勇喜 テイハン

「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究報告書　所有者不明土
地問題の解決に向けて　」の概要

金融財政事情研究会
編

金融財政事情研
究会

改訂　設題解説　渉外戸籍実務の処理３　離婚編　レジストラーブックス１５
５

渉外戸籍実務研究会 日本加除出版

令和元年度版　マンション管理の知識
マンション管理センター
編著

マンション管理セン
ター

中国不法行為法の研究　公平責任と補充責任を中心に 文元春　編著 成文堂

ライブラリ商法コア・テキスト１　コア・テキスト商法総則・商行為法 川村正幸 新世社

逐条解説　保険法 宮島司　編著 弘文堂

学術選書１８６　定期傭船契約論 小林登 信山社

Ｑ＆Ａ　会社解散・清算の実務　税務・会計・法務・労務　改訂版 右山昌一郎 税務経理協会

大コンメンタール刑法　第三版　第５巻　第６０条―第７２条 大塚仁 青林書院

ビギナーズ犯罪学 守山正 成文堂

刑事政策の新たな潮流　石川正興先生古稀祝賀論文集 吉開多一 成文堂

刑事法実務の基礎知識　特別刑法入門　２ 安冨潔
慶應義塾大学出
版会

組織的犯罪処罰法ハンドブック　逐条解説から犯罪事実記載例まで 加藤俊治　編著 立花書房

司法制度　訴訟法等 法と実務　第１５号
日弁連法務研究財団
編

商事法務

民法

商法

刑法
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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

平成３０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
編

法務省

コートマネージャーとしての裁判所書記官　協働の中の裁判実務 山本正名 新日本法規出版

弁護士職務便覧　令和元年度版 東京弁護士会 日本加除出版

改訂　弁護士研修ノート　相談・受任　報酬請求　課題解決プログラム 原和良 第一法規

民事訴訟法・倒産法の研究 山本弘 有斐閣

現代民事手続法の課題　春日偉知郎先生古稀祝賀 加藤新太郎 信山社

裁判実務シリーズ５　医療訴訟の実務　第２版 高橋譲　編著 商事法務

裁判実務シリーズ１１　破産実務の基礎 永谷典雄 商事法務

簡裁民事ハンドブック３　少額訴訟債権執行編　第２版 近藤基 民事法研究会

簡裁民事ハンドブック２　少額訴訟編　第２版 近藤基 民事法研究会

家事事件手続法規逐条解説　二 梶村太市 テイハン

刑事手続法の論点 川出敏裕 立花書房

刑事公判の理論と実務　第二版 三好一幸 司法協会

脳科学と少年司法 山口直也　編著 現代人文社

はじめて学ぶ　独占禁止法　第２版 菅久修一 商事法務

逐条解説　不正競争防止法　第２版
経済産業省知的財産
政策室　編

商事法務

ケースブック独占禁止法　第４版　弘文堂ケースブックシリーズ 金井貴嗣 弘文堂

平成３０年度　公正取引委員会　年次報告 公正取引委員会　編 公正取引委員会

最新青林法律相談２　秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談　改訂版 高谷知佐子 青林書院

企業法務判例クイックサーチ３００　第２版 喜多村勝徳 第一法規

改訂８版　建設業法遵守の手引　適正な業務運営のために　「働き方改革
関連法」の概要も紹介

建設業適正取引推進
機構　編

建設業適正取引
推進機構

自家用電気工作物必携　１　法規手続編　２０１９年版
関東東北産業保安監
督部　編

文一総合出版

投資信託・投資法人法コンメンタール 澤飯敦 商事法務

司法制度　訴訟法等

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

改正資金決済法対応　仮想通貨はこう変わる　暗号資産の法律・税務・会
計

松嶋隆弘 ぎょうせい

フィデューシャリー・デューティーと利益相反 神作裕之　編 岩波書店

アメリカ証券取引法入門　基礎から学べるアメリカのビジネス法　改訂版 山本雅道 第一法規

小野昌延先生追悼論文集　続・知的財産法最高裁判例評釈大系　（平
成１７年１月１日―平成３０年４月３０日）　（含）知財高裁大合議判決評
釈／追悼の辞

小野昌延先生追悼論
文集刊行事務局　編

青林書院

現代産業選書　知的財産実務シリーズ　改訂版特許権・進歩性判断基準
の体系と判例理論

永野周志 経済産業調査会

著作権法　第４版 岡村久道 民事法研究会

解説　森林組合法
森林組合法研究会
編著

大成出版社

自動運転と社会変革　法と保険
明治大学自動運転社
会総合研究所　監

商事法務

詳解　働き方改革関連法
第一東京弁護士会労
働法制委員会

労働開発研究会

労働実務事例研究　２０１９年版 労働新聞社　編 労働新聞社

労働判例に学ぶトラック運送業の労務管理 岡崎隆彦 経営書院

第２版　判例から読み解く　職場のハラスメント実務対応Ｑ＆Ａ
小笠原六川国際総合
法律事務所

清文社

補訂版　労務管理の原則と例外　働き方改革関連法対応 野口彩子 新日本法規出版

労働契約論の再構成　小宮文人先生古稀記念論文集 淺野高宏 法律文化社

Ｑ＆Ａ「労働基準法・労働契約法」の実務ハンドブック 人事・労務　編著 セルバ出版

労働基準法の実務相談　令和元年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

同一労働同一賃金　対応の手引き
ＴＭＩ総合法律事務所
働き方改革サポートデ
スク　編

労務行政

改訂版　労使協定・労働協約　完全実務ハンドブック 渡邊岳 日本法令

労働事件　立証と証拠収集　改訂版
ロア・ユナイテッド法律事
務所　編著

創耕舎

労働保険の実務相談　令和元年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

たいせつな家族を守る　障害者総合支援法のしくみ
デイリー法学選書編修
委員会　編

三省堂

新訂第五版　身体障害認定基準及び認定要領　解釈と運用 中央法規出版　編 中央法規出版

医事法講座第９巻　医療情報と医事法 甲斐克則　編 信山社

諸法
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

平沼高明先生追悼　医と法の課題と挑戦 有賀徹 民事法研究会

患者給食関係法令通知集　２０１９年版
日本メディカル給食協
会　編

ぎょうせい

新訂版　基礎からわかる食品表示の法律・実務ガイドブック 石川直基 第一法規

環境規制の現代的展開　大塚直先生還暦記念論文集 大久保規子 法律文化社

八訂版　廃棄物処理法Ｑ＆Ａ 英保次郎 東京法令出版

アスベスト（石綿）裁判と損害賠償の判例集成 外井浩志 とりい書房

土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任 小澤英明 新日本法規出版

共有資源管理利用の法制度　拓殖大学研究叢書（社会科学）４９ 奥田進一 成文堂

社会保険の実務相談　令和元年度
全国社会保険労務士
会連合会　編

中央経済社

アメリカ高齢者法　アメリカ法ベーシックス１２ 樋口範雄 弘文堂

スポーツ・体育　指導・執務必携 笠原一也 道和書院

国際法のフロインティア　宮崎繁樹先生追悼論文集 平覚 日本評論社

海洋ガバナンスの国際法　普遍的管轄権を手掛かりとして 瀬田真 三省堂

詳解　国際家事事件の裁判管轄 池田綾子　編著 日本加除出版

国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識 大塚章男 中央経済社

国際経済法　第３版 中川淳司 有斐閣

ＴＰＰコンメンタール 日本関税協会　編 日本関税協会

判例国際法　第３版 薬師寺公夫 東信堂

令和元年度　年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）　「令
和」新時代の日本経済

内閣府　編 内閣府

日本労働年鑑第８９集　２０１９年版
法政大学大原社会問
題研究所　編

旬報社

令和元年版　労働経済の分析　人手不足の下での「働き方」をめぐる課題
について

厚生労働省　編 厚生労働省

令和元年版　労働経済の分析　要約　人手不足の下での「働き方」をめぐ
る課題について

厚生労働省　編 厚生労働省

一般書
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