
機密性1　11月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

ＤＨＣコンメンタール　法人税法　　５－３　§§１４８～１６３　耐用年数 第一法規出版　編 第一法規出版

ＤＨＣコンメンタール　法人税法　１０－２　措置法§§６６－１０～６８－７ 武田昌輔　編 第一法規出版

ＤＨＣコンメンタール　法人税法　１１－２　措置法§§６８－６２－２～６８
－１１２

武田昌輔　　編 第一法規出版

現行日本法規９６－２　条約（９－２）
法務大臣官房司法法
制調査部　編

ぎょうせい

法令全書　令和元年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　令和元年版
国土交通省大臣官房
総務課　監

東京法令出版

人事小六法　令和２年版 人事法制研究会　編 学陽書房

注解　消防関係法規集　２０２０年版　内容現在　令和元年７月１日 近代消防社　編 近代消防社

財政小六法　令和２年版
学陽書房財政会計法
規編集室　編

学陽書房

個人課税関係法規集　１　（基本法編）　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

個人課税関係法規集　２　（措置法編）　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

法人課税関係法規集　１　（基本法編）　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

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

法人課税関係法規集　３　（措置法編）　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

租税共通関係法規集　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

管理徴収関係法規集　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

租税条約関係法規集　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

酒税関係法規集　令和元年６月１日現在 国税庁　編 国税庁

法人税法規集　令和元年７月１６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　令和元年８月１日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

関税六法　令和元年度版 日本関税協会　編 日本関税協会

関税関係個別通達集　令和元年度版 日本関税協会　編 日本関税協会

関税関係基本通達集　令和元年度版　上巻 日本関税協会　編 日本関税協会

法令集
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関税関係基本通達集　令和元年度版　下巻 日本関税協会　編 日本関税協会

自治六法　令和２年版
地方自治法令研究会
編

ぎょうせい

令和２年４月１日時点　新・民法全条文集　重要旧条文併記
早稲田経営出版編集
部　編

早稲田経営出版

第１１版　知的財産権基本法文集　令和２年度版
ＰＡＴＥＣＨ企画出版部
編

ＰＡＴＥＣＨ企画

電気通信小六法　平成３０年版 東日本電信電話 一二三書房

安全衛生関係通達集　第１２８集　（令和元年７月－令和元年９月） 労働調査会　編 労働調査会

Ｑ＆Ａ　自治体損害賠償判例解説　５
自治体賠償判例研究
会　編

ぎょうせい

最高裁判所裁判集　民事第２６１号　平成３１年１月－４月分 最高裁判所　編 最高裁判所

最高裁判所裁判集　民事第２６１号　平成３１年１月－４月分 最高裁判所　編 最高裁判所

最高裁判所裁判集　刑事第３２５号　平成３１年１月－４月分 最高裁判所　編 最高裁判所

最高裁判所裁判集　刑事第３２５号　平成３１年１月－４月分 最高裁判所　編 最高裁判所

実務に役立つ租税基本判例精選１００ 林仲宣 税務経理協会

刑事法判例の最前線 前田雅英 東京法令出版

学術選書１８８　悪性格と有罪推認　イギリス控訴院判例の分析 中川武隆 信山社

裁決事例集　第１１３集　平成３０年１０月―１２月 大蔵財務協会　編 大蔵財務協会

公正取引委員会審決集　６５　（第１分冊）　平成３０年４月１日から平成
３１年３月３１日まで

公正取引委員会　編 公正取引委員会

公正取引委員会審決集　６５　（第２分冊）　平成３０年４月１日から平成
３１年３月３１日まで

公正取引委員会　編 公正取引委員会

官報　令和元年９月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年９月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年９月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

法制史
市民法学の新たな地平を求めて　法哲学・市民法学・法解釈学に関する諸
問題　篠原敏雄先生追悼論文集

酒匂一郎 成文堂

「プロセス」による自由の追求　「プライバシー」をめぐる裁判所の憲法解釈の
正当性

阿部純子 敬文堂

憲法の普遍性と歴史性　辻村みよ子先生古稀記念論集 山元一 日本評論社

法令集

判例集

法律総記

憲法　公法
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憲法問題研究会メモワール　上 池田政章　編著 信山社出版

法学教室ライブラリィ　憲法基本判例を読み直す　第２版 野坂泰司 有斐閣

行政法　第６版 櫻井敬子 弘文堂

個人情報保護法制 宇賀克也 有斐閣

行政訴訟の実務と理論　第２版 斎藤浩 三省堂

土地白書　令和元年版 国土交通省　編 国土交通省

必携　「住宅の品質確保の促進等に関する法律」　改訂版２０１９
国土交通省住宅局住
宅生産課　編集協力

創樹社

令和元年８月改訂　路線価による土地評価の実務 名和道紀 清文社

図解　国税通則法　令和元年版 黒坂昭一 大蔵財務協会

所得税法　理論と計算　１３訂版 池本征男 税務経理協会

図解　組織再編税制　令和元年版 中村慈美 大蔵財務協会

令和元年改正版　減価償却資産の耐用年数表とその使い方 日本法令　編 日本法令

減価償却資産の耐用年数表　令和元年改訂新版 税務研究会　編
税務研究会出版
局

二訂版　裁判例からみる消費税法 池本征男 大蔵財務協会

令和元年版　印紙税法基本通達逐条解説 川崎令子　編 大蔵財務協会

図解　中国ビジネス税法　第５版
太陽グラントソントン・ア
ドバイザーズ

税務経理協会

論点体系　判例民法　第３版　８　不法行為１ 能見善久 第一法規

論点体系　判例民法　第３版　９　不法行為２ 能見善久 第一法規

プロセス講義民法２　物権 後藤巻則 信山社出版

社団法人・財団法人の登記と書式　第３版 大貫正男 民事法研究会

新版　不動産取引における心理的瑕疵の裁判例と評価　自殺・孤独死等
によって，不動産の価値はどれだけ下がるか

宮崎裕二 プログレス

抵当権「代位」の法構造　担保法学研究，その理論と実務 斎藤和夫 信山社出版

多数当事者間契約の研究 中舎寛樹 日本評論社

憲法　公法

民法
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

売買における買主の追完請求権の基礎づけと内容確定 田中洋 商事法務

改訂版　建物賃貸借　建物賃貸借に関する法律と判例 渡辺晋 大成出版社

図解　民法（親族・相続）　令和元年版 田中千草 大蔵財務協会

離婚に伴う財産分与　裁判官の視点にみる分与の実務 松本哲泓 新日本法規出版

解説　民法（相続法）改正のポイント 大村敦志 有斐閣

実務家による改正法シリーズ１　改正相続法の解説
大阪弁護士協同組合
編

大阪弁護士協同
組合

集中講義　不動産登記法　第３版補訂版 齋藤隆夫 成文堂

弁護士専門研修講座　民事信託の基礎と実務
東京弁護士会弁護士
研修センター運営委員
会　編

ぎょうせい

有価証券法理の深化と進化 田邊宏康 成文堂

２０１９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

刑事法の理論と実務　１ 佐伯仁志 成文堂

犯罪統計書　平成３０年の犯罪 警察庁　編 警察庁

ケーススタディ刑法　第５版 井田良 日本評論社

法曹の倫理　第３版 森際康友　編
名古屋大学出版
会

条解弁護士法　第５版
日本弁護士連合会調
査室　編著

弘文堂

企業法務のための民事訴訟の実務解説　第２版 圓道至剛 第一法規

民事保全・非訟マニュアル　書式のポイントと実務 岡口基一 ぎょうせい

リーガル・プログレッシブ・シリーズ１　民事保全　４訂版 須藤典明 青林書院

和解・調停の手法と実践 田中敦　編 民事法研究会

よくわかる裁判員制度Ｑ＆Ａ　第１３版 最高裁判所　編 最高裁判所

裁判員制度　ナビゲーション　２０１９年（令和元年）１０月改訂版 最高裁判所　編 最高裁判所

逐条解説　消費者契約法　第４版
消費者庁消費者制度
課　編

商事法務

消費者相談マニュアル　第４版
東京弁護士会消費者
問題特別委員会　編

商事法務

民法

商法

刑法

司法制度　訴訟法等

諸法
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不正競争防止法　第２版 茶園成樹　編 有斐閣

競争法における「脆弱な消費者」の法理　顧客誘引に対する規制と規律の
複線化の考察　佐賀大学経済学会叢書第２１号

岩本諭 成文堂

最新金融商品取引法講義　第５版 松岡啓祐 中央経済社

アドバンス金融商品取引法　第３版
長島・大野・常松法律
事務所　編

商事法務

法律学講座双書　特許法　第４版 中山信弘 弘文堂

最新青林法律相談２３　農林水産関係知財の法律相談１
日弁連知的財産セン
ター弁護士知財ネット
監

青林書院

最新青林法律相談２４　農林水産関係知財の法律相談２
日弁連知的財産セン
ター弁護士知財ネット
監

青林書院

インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル　第３版 中澤佑一 中央経済社

働き方改革関連法の解説と実務対応　１労働時間編
労働調査会出版局
編

全国労働基準関
係団体連合会

重要法令シリーズ００１　働き方改革関連法　法律・政令・省令・告示・公
示

信山社　編 信山社

労働における事実と法　基本権と法解釈の転回 豊川義明 日本評論社

Ｑ＆Ａハラスメントをめぐる諸問題　セクハラ・パワハラ・マタハラ・アカハラ・モラ
ハラ

山梨県弁護士会　編 ぎょうせい

続　解雇・退職の判例と実務 経営法曹会議　編 第一法規

Ｑ＆Ａ　同一労働同一賃金のポイント　判例・ガイドラインに基づく実務対応 別城信太郎　編著 新日本法規出版

改訂第２版　楽に読める安衛法　概要と解説 尾添博 労働新聞社

高齢者法　長寿社会の法の基礎　シリーズ超高齢社会のデザイン 樋口範雄 東京大学出版会

実務者のための化学物質等法規制便覧　２０１９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

児童虐待の司法判断 林弘正 成文堂

逐条解説　土壌汚染対策法
環境省水・大気環境
局土壌環境課　編

新日本法規出版

環境法政策学会誌　第２２号　環境法における参加 環境法政策学会　編 商事法務

宗教法人関係実務便覧３
宗教法人法令研究会
監

第一法規

ｅスポーツの法律問題Ｑ＆Ａ　プレイヤー契約から大会運営・ビジネスまで
ｅスポーツ問題研究会
編

民事法研究会

一般書 全国市町村要覧　令和元年版
総務省自治行政局市
町村課　編

総務省自治行政
局市町村課

諸法
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一般書 ＮＨＫ年鑑　２０１９
ＮＨＫ放送文化研究所
編

ＮＨＫ出版
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