
機密性1　12月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

模範六法　２０２０　令和２年版
判例六法編修委員会
編

三省堂

用地補償実務六法　令和２年版 補償実務研究会　編 ぎょうせい

都市計画法令要覧　令和２年版
都市計画法制研究会
編

ぎょうせい

道路法令総覧　令和２年版 道路法令研究会　編 ぎょうせい

実務税法六法　通達編　１　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　通達編　２　令和元年版 新日本法規出版　編 新日本法規出版

令和２年版　地方公営企業関係法令集
地方公営企業制度研
究会　編

地方財務協会

地方自治小六法　令和２年版
地方自治制度研究会
監

学陽書房

戸籍六法　令和２年版
テイハン法令編纂部戸
籍実務研究会　編

テイハン

危険物船舶運送及び貯蔵規則　１９訂版
国土交通省海事局検
査測度課　監

海文堂出版

新版　会計法規集　第１１版 中央経済社　編 中央経済社

日本弁護士連合会関係法規集（令和元年８月１日現在）
日本弁護士連合会
編

日本弁護士連合
会

証券六法　令和２年版　１
証券関係法令研究会
編

新日本法規出版

証券六法　令和２年版　２
証券関係法令研究会
編

新日本法規出版

日本取引所グループ規則集　２０２０年版
日本取引所グループ
編

日本取引所グルー
プ

産業財産権　四法対照　第２４版
ＰＡＴＥＣＨ企画出版部
編

ＰＡＴＥＣＨ企画

ミネルヴァ社会福祉六法　２０１９ 野崎和義　監 ミネルヴァ書房

看護六法　２０１９年版 看護行政研究会　編 新日本法規出版

毒物及び劇物取締法令集　平成３１（２０１９）年版
毒物劇物関係法令研
究会　監

薬務公報社

公立学校施設関係法令集　令和元年
公立学校施設法令研
究会　編

第一法規

判例不正競業法第１巻－Ｃ　不正競争防止法（１）－Ｃ
不正競業法判例研究
会　編

新日本法規出版

高等裁判所刑事裁判速報集　平成３０年
法務省大臣官房司法
法制部　編

法曹会

有斐閣　判例六法　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　令和２年版　０１ 中里実 有斐閣

法令集

判例集
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有斐閣　判例六法　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　令和２年版　０２ 中里実 有斐閣

有斐閣　判例六法　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　令和２年版　別冊 中里実 有斐閣

テーマ別重要特許判例解説　第３版 創英ＩＰラボ　編著 日本評論社

官報　令和元年１０月　上 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年１０月　中 国立印刷局　編 国立印刷局

官報　令和元年１０月　下 国立印刷局　編 国立印刷局

アメリカから見た日本法 ラムザイヤー・マーク・Ｊ 有斐閣

クィアと法　性規範の解放／開放のために 綾部六郎 日本評論社

正義論の現代的展開
朝日大学法制研究所
編

朝日大学法制研
究所

ＡＩ・ＩｏＴ・ビッグデータの法務最前線 齋藤浩貴 中央経済社

法制史 入門　中国法　第２版 田中信行　編 弘文堂

ニールス・ペーターゼン教授講演集　公法における比例原則と家族法におけ
るヨーロッパ人権条約の機能　日本比較法研究所翻訳叢書８４

柴田憲司 中央大学出版部

人権としての平和　平和的生存権の思想研究 後藤光男 成文堂

トピックからはじめる統治制度　第２版　憲法を考える 笹田栄司 有斐閣

憲法問題研究会メモワール　下 池田政章　編著 信山社出版

憲法判例と裁判官の視線　その先に見ていた世界 千葉勝美 有斐閣

基本的人権の事件簿　第６版　（有斐閣選書） 棟居快行 有斐閣

憲法判例から考える　自由と平等　権利をめぐる多様性と妥当性 加藤隆之 ミネルヴァ書房

行政書士法コンメンタール　新１０版 兼子仁 北樹出版

公文書管理　民主主義の確立に向けて
日本弁護士連合会法
律サービス展開本部自
治体等連携セ

明石書店

客観訴訟制度の存在理由 山岸敬子 信山社

判例から考える行政救済法　第２版 岡田正則 日本評論社

プロのための　建築法規ハンドブック　５訂版
建築規定運用研究会
編著

ぎょうせい

憲法　公法

判例集

法律総記

法学
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令和元年６月施行　政令・省令対応　Ｑ＆Ａ　改正建築基準法のポイント
建築基準法研究会
編

新日本法規出版

Ｑ＆Ａ　贈与税・相続税の事業承継税制の実務　詳解　非上場株式及び
個人事業の納税猶予制度適用の検討に向けて

品川芳宣　監 大蔵財務協会

新税理士法　５訂版
日本税理士会連合会
編

税務経理協会

Ｑ＆Ａ　令和元年度（平成３１年度）税制改正の実務　改正政省令完全
対応版

宮森俊樹 中央経済社

令和元年度版　基礎から身につく国際課税 川田剛 大蔵財務協会

設例から考える国際租税法 藤本哲也　編 中央経済社

令和元年版　Ｑ＆Ａ　実務国税徴収法 黒坂昭一 大蔵財務協会

図解　譲渡所得　令和元年版 中野欣治　編 大蔵財務協会

法人税法　令和元年度版 渡辺淑夫 中央経済社

主要勘定科目の法人税実務対策　令和元年版 小池敏範
税務研究会出版
局

令和元年版　法人税の決算調整と申告の手引 沢田佳宏　編 清文社

相続税　更正の請求　Ｑ＆Ａと事例解説 渡邉定義　編著 新日本法規出版

税理士業務に活かす　通達のチェックポイント　相続税裁判事例精選２０ 酒井克彦　編著・監 第一法規

令和元年度税制改正対応　キャッチアップ　改正相続法の税務 酒井克彦 ぎょうせい

図解　相続税・贈与税　令和元年版 中野欣治　編 大蔵財務協会

非上場株式の評価の仕方と記載例　令和元年版 松本好正 大蔵財務協会

相続税・贈与税の実務と申告　令和元年版 三浦賢二 大蔵財務協会

改訂増補版　消費税の複数税率制度徹底解説 小池敏範
税務研究会出版
局

図解　消費税　令和元年版 森田修　編 大蔵財務協会

図解　地方税　令和元年版 石橋茂　編著 大蔵財務協会

法務に強くなる　レベルアップ地方自治法解説 田村達久 第一法規

ＥＵ性差別禁止法理の展開　形式的平等から実質的平等へ，さらに次のス
テージへ

黒岩容子 日本評論社

民法 有斐閣Ｓシリーズ　民法２　物権　第４版補訂 淡路剛久 有斐閣

憲法　公法
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新注釈民法　（１９）　相続　（１） 潮見佳男　編 有斐閣

物権変動の法的構造 大場浩之 成文堂

最新青林法律相談２６　共有の法律相談 鈴木一洋 青林書院

家族法改正を読む　親族・相続法改正のポイントとトレンド 松尾弘
慶應義塾大学出
版会

最新青林法律相談２５　子の親権・監護・面会交流の法律相談 平田厚 青林書院

相続法改正　新しい相続実務の徹底解説　概説と事例ＱＡ 吉田修平 青林書院

相続・贈与と生命保険をめぐるトラブル予防・対応の手引 中込一洋 新日本法規出版

法務と税務のプロのための　改正相続法徹底ガイド　令和元年施行対応版 松嶋隆弘　編著 ぎょうせい

改正相続法と家庭裁判所の実務 片岡武 日本加除出版

最新青林法律相談２７　土地賃貸借の法律相談 西村康正 青林書院

貸ビル・店舗・商業施設等　判例ハンドブック 永盛雅子　編 青林書院

賃貸住居の法律Ｑ＆Ａ　６訂版
東京弁護士会易水会
編著

住宅新報出版

ケース別　相続登記　添付情報のチェックポイント 山北英仁　編 新日本法規出版

５訂版　読解　不動産登記Ｑ＆Ａ　実務に役立つ　登記簿・公図から権利
証までの読み方

杉本幸雄　監 清文社

元登記官からみた　抹消登記のポイント 青木登 新日本法規出版

信託研究奨励金論集　第４０号 信託協会　編 信託協会

新しい民法と保険実務 嶋寺基　編著 保険毎日新聞社

保険法コンメンタール（損害保険・傷害疾病保険）　第２版 落合誠一　監・編著
損害保険事業総
合研究所

会社法コンメンタール補巻　平成２６年改正 岩原紳作　編 商事法務

非公開株式譲渡の法務・税務　第６版 牧口晴一 中央経済社

企業グループの経営と取締役の法的責任 畠田公明 中央経済社

合併ハンドブック　第４版 玉井裕子　編集代表 商事法務

米国財務会計基準の実務　第１１版 長谷川茂男 中央経済社

民法

商法
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刑法の目的と解釈 設楽裕文 八千代出版

先端刑法　総論　現代刑法の理論と実務 松宮孝明 日本評論社

二元的犯罪論序説　補訂版 鈴木茂嗣 成文堂

新訂　矯正用語事典 鴨下守孝　編集代表 東京法令出版

ＮＥＷエッセンシャル法医学　第６版 高取健彦　監 医歯薬出版

日本の精神鑑定　重要事件２５の鑑定書と解説　１９３６－１９９４　増補
新版

内村祐之 みすず書房

法と実務　１３
日弁連法務研究財団
編

商事法務

法と実務　１４
日弁連法務研究財団
編

商事法務

法務年鑑　平成３０年
法務省大臣官房司法
法制部司法法制課
編

法務省大臣官房
司法法制部司法
法制課

現場・損傷写真でわかる　物損事故事件における立証から解決まで 高畠希之　編著 第一法規

手続集中論 松村和徳 成文堂

裁判事務手続講座１８　書式　個人再生の実務　全訂６版
個人再生実務研究会
編

民事法研究会

要件事実民法　８　相続　第４版補訂版 大江忠 第一法規

被疑者取調べの憲法的規制 安部祥太 日本評論社

新倉修先生古稀祝賀論文集　国境を超える市民社会と刑事人権 酒井安行 現代人文社

ごぞんじですか法廷通訳　令和２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

ごぞんじですか法廷通訳　令和２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

取調べにおける被誘導性　心理学的研究と司法への示唆 リドリー・アン・Ｍ 北大路書房

「理性」への希求　裁判員としての市民の実像 白岩祐子 ナカニシヤ出版

ココが知りたかった　改正化審法対応の基礎 中西貴之 技術評論社

フィンテックの経済学　先端金融技術の理論と実践 嘉治佐保子
慶應義塾大学出
版会

実務解説　資金決済法　第４版 堀天子 商事法務

基準の行間を読む　不動産評価実務の判断と留意点 黒沢泰 清文社

刑法

司法制度　訴訟法等

諸法
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法学教室ライブラリィ　ウォッチング労働法　第４版 土田道夫 有斐閣

パワーハラスメントに関する法律実務 外井浩志
税務研究会出版
局

これ１冊で安心　働き方改革法の実務がしっかりとわかる本 大村剛史 労務行政

規範の逆転　フランス労働法改革と日本 野田進 日本評論社

詳解　労働法 水町勇一郎 東京大学出版会

続　解雇・退職の判例と実務 経営法曹会議　編 第一法規

懲戒処分の基本と実務 石嵜信憲　編著 中央経済社

「同一労働同一賃金」のすべて　新版 水町勇一郎 有斐閣

就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務 浅井隆 日本法令

実例から学ぶ　パートタイム労働者のトラブル解決と防止策のすべて　働き方
改革関連法対応

小林包美 第一法規

改訂版　元厚生労働事務官が解説する　職場のうつと労災認定の仕組み 高橋健 日本法令

有斐閣ストゥディア　社会保障法 黒田有志弥 有斐閣

生活保護のてびき　令和元年度版
生活保護制度研究会
編

第一法規

七訂　母子保健法の解釈と運用
厚生労働省子ども家
庭局母子保健課　監

中央法規出版

リサイクルの法と実例
小賀野晶一　代表編
者

三協法規出版

未来世代の環境刑法　１　Ｔｅｘｔｂｏｏｋ　基礎編 長井圓　編 信山社

未来世代の環境刑法　２　Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅｓ　原理編　１－第４章 長井圓　編 信山社

図解　廃棄物処理法　第７版 英保次郎　編著
日本環境衛生セ
ンター

現代産業選書知的財産実務シリーズ　米国連邦商標出願ガイドライン 井手久美子 経済産業調査会

宇宙六法 青木節子 信山社

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ　第四次改訂版　法的ポイントから実務対応まで
第一東京弁護士会人
権擁護委員会国際人
権部会　編

ぎょうせい

改正　入管法のポイント　外国人材の受入れと在留資格「特定技能」 山中政法 法律情報出版

出入国管理法令集　改訂第２５版 入管協会　編 入管協会

諸法

国際法
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国際法 ２０１９年版　出入国在留管理
出入国在留管理庁
編

出入国在留管理
庁

一般書 第６９回　日本統計年鑑　令和２年 総務省統計局　編 総務省統計局
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