
機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

戦傷病者戦没者遺族等援護法戦傷病者特別援護法関係法令通達集
（1）

援護法規研究会 監 中央法規出版

戦傷病者戦没者遺族等援護法戦傷病者特別援護法関係法令通達集
（2）

援護法規研究会 監 中央法規出版

戦傷病者戦没者遺族等援護法戦傷病者特別援護法関係法令通達集
（3）

援護法規研究会 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 1 索引 総則 条約等 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 2 漁業制度 排他的経済水域 資源の保存，管理 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 3 水産振興 沿岸漁場整備開発 海洋水産資源開発
水産資源保護

水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 4 漁船 船舶 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 5 船員 船舶職員 船員保険 職業安定 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 6 船員 船員保険 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 7 水産業協同組合 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 8 漁業経営対策 水産物の流通加工 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 9 漁港漁場整備 海岸 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 10 災害復旧 水産金融 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 11 漁場環境保全 関係法令 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 12 都道府県 漁業調整規則(1) 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 13 都道府県 漁業調整規則(2) 資源の保存・管理 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 14 漁業協同組合 税務編(1) 水産庁 監 中央法規出版

現行水産法規総覧 15 漁業共同組合 税務編(2) 水産庁 監 中央法規出版

法令全書 令和元年5月号(一) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 令和元年5月号(二) 国立印刷局 編 国立印刷局

公職選挙関係小六法 六訂版 選挙犯罪研究会 編 東京法令出版

公職選挙法令集 平成31年版 選挙制度研究会 編 第一法規

平成31年版 河川六法 河川法研究会 編 大成出版社

法令集
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

道路占用関係通達集 第7次改訂版 道路管理研究会 編 ぎょうせい

警察官実務六法 2019年版 警察政策学会 監 東京法令出版

財政会計六法 平成31年版 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

所得税取扱通達集 平成30年12月25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 平成30年12月25日現在 日本税理士会連合会 中央経済社

都政六法 平成31年版 学陽書房編集部 編 学陽書房

現行 自治六法 平成31年版 1 基本法編
自治法規実務研究会
編

第一法規

現行 自治六法 平成31年版 2 諸法編
自治法規実務研究会
編

第一法規

登記小六法 平成31年版 登記法令研究会 編 桂林書院

登記小六法 平成31年版 別冊 登記法令研究会 編 桂林書院

会計監査六法 2019年版 日本公認会計士協会
日本公認会計士
協会出版局

2018 経済産業六法 経済産業省 編 東洋法規出版

消費者六法 2019年版 甲斐道太郎 民事法研究会

ｱｲｿﾄｰﾌﾟ法令集 2019年版 3 労働安全衛生・輸送・その他関係法令 日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協会 編
日本ｱｲｿﾄｰﾌﾟ協
会

外国為替･貿易小六法 平成31年版 外国為替研究協会 編
外国為替研究協
会

金融取引小六法 2019年版 神田秀樹 編集代表 経済法令研究会

金融六法 2019年版 1 学陽書房編集部 学陽書房

金融六法 2019年版 2 学陽書房編集部 学陽書房

金融会計監査六法 2019年版 日本公認会計士協会
日本公認会計士
協会出版局

判例付き 知的財産権六法 2019 角田政芳 編 三省堂

農林水産六法 2019年版
農林水産法令研究会
編

学陽書房

海事法令ｼﾘｰｽﾞ1 海運六法 2019年版 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 2019年版 上巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

法令集
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海事法令ｼﾘｰｽﾞ2 船舶六法 2019年版 下巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 2019年版 上巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ3 船員六法 2019年版 下巻 国土交通省海事局 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ4 海上保安六法 2019年版 海上保安庁 監 成山堂書店

海事法令ｼﾘｰｽﾞ5 港湾六法 2019年版 国土交通省港湾局 監 成山堂書店

ｽﾏｰﾄ労働法令集2019 労務行政研究所 編 労務行政

労働委員会関係法規集 平成31年版
全国労働基準関係団
体連合会 編

全国労働基準関
係団体連合会

労働六法2019 石田眞 旬報社

安衛法便覧 平成30年度版 1 労働調査会出版局 編 労働調査会

安衛法便覧 平成30年度版 2 労働調査会出版局 編 労働調査会

安衛法便覧 平成30年度版 3 労働調査会出版局 編 労働調査会

安全衛生法令要覧 平成31年版
中央労働災害防止協
会 編

中央労働災害防
止協会

労働保険徴収関係法令集 平成31年版 労働法令協会 編 労働法令

生活保護関係法令通知集 平成30年度版
中央法規出版編集部
編

中央法規出版

児童福祉六法 平成31年版 中央法規出版 編 中央法規出版

共済小六法 平成31年版 共済組合連盟 編 学陽書房

医療六法 平成31年版 中央法規出版 編 中央法規出版

環境六法 平成31年版 1 中央法規出版 編 中央法規出版

環境六法 平成31年版 2 中央法規出版 編 中央法規出版

社会保険労務六法 平成31年版 第1分冊 社会保険編第1編-第6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 平成31年版 第2分冊 社会保険編第7編 労働編第8
編-第13編

全国社会保険労務士
会連合会 編

中央経済社

教育小六法 2019年版 市川須美子 学陽書房

中国経済六法 2019年増補版
日本国際貿易促進協
会 編

日本国際貿易促
進協会

法令集
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

平成29年 行政関係判例解説 行政判例研究会 編 ぎょうせい

EU法基本判例集 第3版 中村民雄 日本評論社

裁決事例集 第111集 平成30年4月-6月 大蔵財務協会 編 大蔵財務協会

弁護士懲戒事件議決例集 第21集 平成30年
日本弁護士連合会懲
戒委員会・綱紀委員
会・綱紀審査会 編

日本弁護士連合
会

弁護士懲戒事件議決例集 第21集 平成30年
日本弁護士連合会懲
戒委員会・綱紀委員
会・綱紀審査会 編

日本弁護士連合
会

登記関係先例集 追加編10(要旨索引編付) 平14.4-平17.2 登記研究編集室 編 ﾃｲﾊﾝ

官報 平成31年4月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成31年4月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 平成31年4月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

ｺﾝﾒﾝﾀｰﾙ民事訴訟法4 第2版 第2編 第4章 第179条-第242条 秋山幹男 日本評論社

法律学講座 商法総則･商行為法 青竹正一 信山社

住民訴訟の上手な活用法 第2版 井上元 民事法研究会

JLF選書 裁判の書 三宅正太郎 日本評論社

JLF選書 裁判の書 三宅正太郎 日本評論社

ｴｯｾﾝｼｬﾙ法学 第7版 大谷實 編著 成文堂

法の支配と実践理性の制度化 田中成明 有斐閣

AI･ﾛﾎﾞｯﾄの法律実務Q&A
第二東京弁護士会情
報公開･個人情報保
護委員会 編

勁草書房

法の経験的社会科学の確立に向けて 村山眞維先生古稀記念 ﾌｯﾄ･ﾀﾞﾆｴﾙ･H 信山社

法動態学講座3 新弁護士業務論 警備業・不動産業・隣接士業との提携
違法駐車取締からAI法務まで

遠藤直哉 信山社

法動態学講座4 医療と法の新理論 医療事故調査制度の適正な活用へ
医療裁判の適正手続化へ

遠藤直哉 信山社

法政策学の試み 特集 独禁法と労働法 法政策研究第19集
神戸大学法政策研究
会 編

信山社

新基礎法学叢書15 ﾊｲｴｸの伝統論の再構成 日本文化のなかでの自由
社会の擁護

土井崇弘 成文堂

比較法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第3版 五十嵐清 勁草書房

法学

判例集

法律総記
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

日本立法資料全集 別巻235 日獨民事訴訟法對比 全 高木豊三 信山社出版

日本立法資料全集 別巻236 日本商法〔明治23年〕講義 井上操 信山社出版

日本立法資料全集 別巻237 民法對照 財産編 原田眞義 信山社出版

日本立法資料全集 別巻238 民法對照 親族編 相続編 原田眞義 信山社出版

日本立法資料全集 別巻248 日本治罪法〔明治13年〕講義 上巻 井上正一 信山社出版

日本立法資料全集 別巻249 日本治罪法〔明治13年〕講義 下巻 井上正一 信山社出版

日本立法資料全集 別巻256 佛國檢官必携 第一帙上巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻257 佛國檢官必携 第一帙下巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻258 佛國檢官必携 第二帙上巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻259 佛國檢官必携 第二帙下巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻260 佛國檢官必携 第三帙上巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻261 佛國檢官必携 第三帙下巻 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻262 佛國檢官必携 附録・總目録 ﾏｯｻﾋﾞｦ 信山社出版

日本立法資料全集 別巻1213 改正新會社法釋義 附 新舊對照條文 美濃部俊明 信山社出版

日本立法資料全集 別巻1214 改正商法釋義 完
日本法律學校内法政
學會 編

信山社出版

日本立法資料全集 別巻1215 日本國際私法 佐々野章邦 信山社出版

ﾘｰｶﾞﾙﾍﾞｲｼｽ民法入門 第3版 道垣内弘人
日本経済新聞出
版社

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ 民法ｺｱ･ﾃｷｽﾄ 3 ｺｱ･ﾃｷｽﾄ 民法3 担保物権法 第2版 平野裕之 新世社

民事責任法のﾌﾛﾝﾃｨｱ 瀬川信久 有斐閣

民法講義録 改訂版 新井誠 日本評論社

新注釈民法 (6) 物権 (3) 道垣内弘人 編 有斐閣

有斐閣Sｼﾘｰｽﾞ 民法4 債権各論 第4版 藤岡康宏 有斐閣

憲法 第7版 芦部信喜 岩波書店

法制史

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

日本国憲法を学ぶ 第2版 橋本基弘 中央経済社

憲法 大林啓吾 法学書院

有斐閣ｱﾙﾏ 憲法1 人権 第7版 渋谷秀樹 有斐閣

有斐閣ｱﾙﾏ 憲法2 統治 第7版 渋谷秀樹 有斐閣

学術選書176 憲法の最高法規性と基本権 山崎友也 信山社

｢内心の自由｣の法理 渡辺康行 岩波書店

北海道大学大学院法学研究科叢書21 行政契約の機能と限界 岸本太樹 有斐閣

新･情報公開法の逐条解説 第8版 宇賀克也 有斐閣

対話型行政法の開拓線 大橋洋一 有斐閣

行政法の基本 第7版 重要判例からのｱﾌﾟﾛｰﾁ 北村和生 法律文化社

行政法概説3 行政組織法/公務員法/公物法 第5版 宇賀克也 有斐閣

行政法研究双書38 行政調査の法的統制 曽和俊文 弘文堂

国家補償法の研究1 その実践的理論 阿部泰隆 信山社

条解 国家賠償法 宇賀克也 弘文堂

国家賠償法実務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 安達敏男 日本加除出版

農地事務担当者の行政法総論 宮崎直己 大成出版社

よくわかる都市計画法 第2次改訂版
都市計画法制研究会
編著

ぎょうせい

改訂第21版 増補版 都市計画法 開発許可の実務の手引
愛知県建設部建築局
建築指導課 監

大成出版社

2019 図解建築法規
国土交通省住宅局建
築指導課 編

新日本法規出版

建築法規PRO2019 図解建築申請法規ﾏﾆｭｱﾙ
図解建築法規研究会
編

第一法規

逐条解説 土地収用法 第4次改訂版 上 小澤道一 ぎょうせい

逐条解説 土地収用法 第4次改訂版 下 小澤道一 ぎょうせい

新版 警察行政概論 金山泰介 立花書房

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

5訂版 里道･水路･海浜 長狭物の所有と管理 寳金敏明 ぎょうせい

平成30年度版 産業税制ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ
経済産業省経済産業
政策局企業行動課 監

経済産業調査会

租税理論研究叢書28 所得概念の再検討 日本租税理論学会 編
日本租税理論学
会

自治体債権の滞納処分停止･債権放棄の実務 瀧康暢 ぎょうせい

法律学講座双書 租税法 第23版 金子宏 弘文堂

Q&A ﾀｯｸｽﾍｲﾌﾞﾝ対策税制の実務と対応
森･濱田松本法律事
務所

税務経理協会

国際取引と海外進出の税務 仲谷栄一郎
税務研究会出版
局

四訂版 不動産･非上場株式の税務上の時価の考え方と実務への応用 裁
決・判決からみた税務上の時価

渡邉正則 大蔵財務協会

所得の帰属法理の分析と展開 田中晶国 成文堂

雑種地の評価 裁決事例･裁判例から読み取る雑種地評価の留意点 黒沢泰 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

都市農地の承継と税務対策実践ｶﾞｲﾄﾞ 農地の取得･譲渡･相続･贈与と承
継対策ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

松原健司 監 実務出版

国税通則法精解 平成31年改訂 荒井勇 代表編者 大蔵財務協会

二訂版 五十音順 取得費･譲渡費用の実務解説 齊藤忠雄 大蔵財務協会

六訂版 注解 所得税法
注解所得税法研究会
編

大蔵財務協会

法人税の重要計算 平成31年用 中央経済社 編 中央経済社

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ法人税法 第2版 渡辺徹也 弘文堂

相続税法基本通達逐条解説 平成30年12月改訂版 大野隆太 編 大蔵財務協会

平成31年3月改訂 詳解 小規模宅地等の課税特例の実務 重要項目の
整理と理解

笹岡宏保 清文社

基本からわかる財産評価基本通達 土地評価実務ｶﾞｲﾄﾞ 改訂版 武田秀和 税務経理協会

第3次改訂版 地方自治問題解決事例集 第1巻 行政編
地方自治問題研究会
編著

ぎょうせい

第3次改訂版 地方自治問題解決事例集 第2巻 公務員編
地方自治問題研究会
編著

ぎょうせい

地方自治法概説 第8版 宇賀克也 有斐閣

自治体財政の憲法的保障 上代庸平
慶應義塾大学出
版会

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

地方自治の法と政策 中川義朗 法律文化社

世界の憲法集 第5版 畑博行 有信堂高文社

ｱﾒﾘｶ連邦税法 第7版 所得概念から法人･ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ･信託まで 伊藤公哉 中央経済社

現代ﾄﾞｲﾂ基本権 第2版 ﾋﾟｴﾛｰﾄ･ﾎﾞｰﾄﾞ 法律文化社

民法 全 第2版 潮見佳男 有斐閣

社会の発展と民法学 上巻 近江幸治先生古稀記念論文集 道垣内弘人 成文堂

社会の発展と民法学 下巻 近江幸治先生古稀記念論文集 道垣内弘人 成文堂

民法要論1 民法総則 石口修 成文堂

NBS 物権法 第2版 秋山靖浩 日本評論社

不動産取引における 傾斜地･がけ地･擁壁の法律と実務 大川隆之 新日本法規出版

民法の基礎2 物権 第2版 佐久間毅 有斐閣

対抗の法理と信頼保護の法理 多田利隆 成文堂

学術選書171 現代土地所有権論 所有者不明土地と人口減少社会をめ
ぐる法的諸問題

吉田克己 信山社

物上代位法理の新展開 清原泰司 民事法研究会

民法講義3 担保物権法 第2版 松井宏興 成文堂

NBS 担保物権法 第2版 田高寛貴 日本評論社

所有権留保の研究 石口修 成文堂

有斐閣ｽﾄｩﾃﾞｨｱ 民法4 債権総論 山本敬三 監 有斐閣

新債権法の論点と解釈 平野裕之
慶應義塾大学出
版会

動産･債権譲渡登記手続の実務対応Q&A 全訂版 伊藤隆
金融財政事情研
究会

実践 債権保全･回収の実務対応 担保の取得と実行のﾎﾟｲﾝﾄ 第2版 中井康之 監 商事法務

保証のﾄﾗﾌﾞﾙ相談Q&A 新潟県弁護士会 編 民事法研究会

ﾃﾞｰﾀの法律と契約 福岡真之介 商事法務

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

契約の法務 第2版 喜多村勝徳 勁草書房

現代産業選書 民法改正を踏まえたQ&A契約法
関西学院法曹弦月会
民法研究会 編

経済産業調査会

不当条項規制による契約の修正 武田直大 弘文堂

契約違反と信頼関係の破壊による 建物賃貸借契約の解除 違反類型別
賃貸人の判断のﾎﾟｲﾝﾄ

御堂筋法律事務所 編 新日本法規出版

学術選書182 不当利得法理の探究 平田健治 信山社

ねこの法律とお金 渋谷寛 監 廣済堂出版

給与所得者以外の逸失利益算定事例集 事業所得者･自由業･会社役
員等

AIN法律事務所 編 新日本法規出版

裁判官が説く 民事裁判実務の重要論点 名誉毀損･ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ侵害編 加藤新太郎 第一法規

事例にみる 交通事故損害 主張のﾎﾟｲﾝﾄ 九石拓也 新日本法規出版

最新判例にみるｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上の名誉毀損の理論と実務 第2版 松尾剛行 勁草書房

判例にみる損害賠償額算定の実務 第3版 升田純 民事法研究会

判例ﾒﾓ 逸失利益算定の基礎収入 宮崎直己 大成出版社

NBS 家族法 第2版 本山敦 日本評論社

新法学ﾗｲﾌﾞﾗﾘ9 家族法 第5版 二宮周平 新世社

事例で学ぶ家族法 第5版 田山輝明 法学書院

家族法 第2版 中川淳 法律文化社

事例解説 当事者の主張にみる婚姻関係の破綻 赤西芳文 新日本法規出版

離婚後の共同親権とは何か 子どもの視点から考える 梶村太市 日本評論社

「子の利益」だけでは解決できない 親権･監護権･面会交流事例集 森公任 新日本法規出版

新･成年後見における死後の事務 円滑化法施行後の実務の対応と課
題

松川正毅 編 日本加除出版

詳解 相続法 潮見佳男 弘文堂

相続法改正と金融実務がよくわかる Q&A新相続法 渡邉雅之
ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育出版
社

改正相続法対応 Q&A 相続財産をめぐる第三者対抗要件 平田厚 新日本法規出版

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

土地の有効活用と相続･承継対策 高木康裕
税務研究会出版
局

一問一答 新しい相続法 平成30年民法等(相続法)改正､遺言書保管法
の解説

堂薗幹一郎 商事法務

概説 改正相続法 平成30年民法等改正，遺言書保管法制定 堂薗幹一郎
金融財政事情研
究会

新旧比較と留意点でわかる 表解 改正相続法実務ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 古川和典 ぎょうせい

金融機関の相続手続 改訂版
琴平綜合法律事務所
監

金融財政事情研
究会

ｹｰｽでわかる 改正相続法 東京弁護士会 編 弘文堂

事例でわかる 相続法改正 平成30年民法改正
東京弁護士会親和全
期会

自由国民社

地代家賃 権利金･敷金･保証金･承諾料 更新料･立退料 第4版 安西勉 自由国民社

すぐに役立つ 最新 借地借家の法律と実務書式87 木島康雄 監 三修社

所有者不明土地問題の解決に向けて 所有者不明土地の利用の円滑化
等に関する特別措置法と今後の課題

盛山正仁 編著 大成出版社

不動産の共有と更正の登記をめぐる理論と実務 藤原勇喜 日本加除出版

不動産登記実務総覧 第4版 倉吉敬 監
金融財政事情研
究会

事項別 不動産登記のQ&A210選 8訂版
日本法令不動産登記
研究会

日本法令

問題解決のための民事信託活用法 不動産有効活用，相続対策，後継者
育成･事業承継対策，空き家対策等の視点から

石垣雄一郎 新日本法規出版

信託法をひもとく 佐久間毅 商事法務

勁草法学案内ｼﾘｰｽﾞ 信託法案内 田中和明 勁草書房

全訂 戸籍届書の審査と受理 木村三男 日本加除出版

ﾏﾝｼｮﾝ管理組合のﾄﾗﾌﾞﾙ相談Q&A 中村宏 民事法研究会

当事者類型別 ﾏﾝｼｮﾝ関係訴訟 鈴木隆 日本加除出版

ｱﾒﾘｶ民事法入門 第2版 楪博行 勁草書房

物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点 ﾛｰﾏ法からﾄﾞｲﾂ民法へ 川角由和 日本評論社

格付機関の役割と民事責任論 EU法･ﾄﾞｲﾂ法の基本的視座 久保寛展 中央経済社

商法 第4版 要件事実商法 1 総則・商行為1 大江忠 第一法規

民法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

第4版 要件事実商法 2 商行為2･海商1 大江忠 第一法規

第4版 要件事実商法 3 海商2 大江忠 第一法規

上村達男先生古稀記念 公開会社法と資本市場の法理 尾崎安央 商事法務

共済と保険の現在と未来 勝野義孝先生古稀記念論文集 勝野義孝先生古稀記念論文集編集委員会 編文眞堂

現代商法総則･商行為法 岡田豊基 中央経済社

ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ商法総則･商行為法 第4版 藤田勝利 法律文化社

ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 商法総則･商行為法 第3版 弥永真生 有斐閣

有斐閣ｱﾙﾏ 保険法 第4版 山下友信 有斐閣

ﾗｲﾌﾞﾗﾘ法学基本講義11 基本講義 手形･小切手法 第2版 早川徹 新世社

株式会社との対比でみる 合同会社の法務･登記･税務 加藤政也 編 新日本法規出版

会社法 第2版 田中亘 東京大学出版会

商業登記実務から見た 合同会社の運営と理論 金子登志雄 監 中央経済社

合同会社の法と実務 森本滋 編 商事法務

ﾌﾟﾚｽﾃｯﾌﾟ会社法 柳明昌 編 弘文堂

法律学講座双書 会社法 第21版 神田秀樹 弘文堂

ﾚｸﾁｬｰ会社法 第2版 菊地雄介 法律文化社

合同会社の法制度と税制 第3版 葭田英人 編著 税務経理協会

戦略的株式活用の手法と実践
R&G横浜法律事務所
編

民事法研究会

株主総会判例ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 本村健 商事法務

同志社大学法学叢書4 取締役の善管注意義務 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの法
的構造論

森田章 有斐閣

2019年版 株主総会のﾎﾟｲﾝﾄ 三井住友信託銀行証券代行ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 編著財経詳報社

会社法決算の実務 第13版 計算書類等の作成方法と開示例 あずさ監査法人 編 中央経済社

財務会計講義 第20版 桜井久勝 中央経済社

商法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

M&A法大全 上 全訂版
西村あさひ法律事務所
編

商事法務

M&A法大全 下 全訂版
西村あさひ法律事務所
編

商事法務

事業再編ｼﾘｰｽﾞ5 私的整理の理論･実務と書式 藤原総一郎 監 民事法研究会

M&A･企業組織再編のｽｷｰﾑと税務 第4版 M&Aを巡る戦略的ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの最先端 太田洋 編著 大蔵財務協会

会社訴訟･仮処分の理論と実務 増補第3版 新谷勝 民事法研究会

各種財団に関する登記 鉱業財団，漁業財団，港湾運送事業財団，観
光施設財団，道路交通事業財団

五十嵐徹 日本加除出版

商業登記記録例集 ﾃｲﾊﾝ 編 ﾃｲﾊﾝ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ会社法概説 第2版
ｸﾚｲﾄﾝ･ﾕｯﾂ法律事務
所

信山社出版

実務家のための 刑法概説 9訂版 河村博 実務法規

法益論 刑法における意義と役割 嘉門優 成文堂

法律学講座双書 刑法総論 第3版 西田典之 弘文堂

基本刑法1 総論 第3版 大塚裕史 日本評論社

正当防衛の基礎理論 山本和輝 成文堂

財産的刑事制裁の研究 主に罰金刑と被害弁償命令に焦点を当てて 永田憲史 関西大学出版部

女性に対する暴力 被害者学的視点から 秋山千明 尚学社

第3版 Q&A DV事件の実務 相談から保護命令･離婚事件まで 打越さく良 日本加除出版

加害者家族の子どもたちの現状と支援 犯罪に巻き込まれた子どもたちへのｱﾌﾟﾛｰﾁ 阿部恭子 編著 現代人文社

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ鑑識の基礎 下 証拠保全 保安通信協会 編著 東京法令出版

受刑者の人権と人間の尊厳 世界標準と社会権的再構成 澤登文治 日本評論社

刑事司法ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの実務 本人の更生支援に向けた福祉と司法の協働 千葉県社会福祉士会 日本加除出版

刑事精神鑑定ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 五十嵐禎人 中山書店

ｸﾗｳｽ・ﾛｸｼﾝ 刑法総論 第1巻 基礎･犯罪論の構造 第4版 翻訳第1分冊 山中敬一 監訳 信山社

司法制度　訴訟法等 司法書士白書 2019年版
日本司法書士会連合
会 編

日本加除出版

刑法

商法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

GENJIN刑事弁護ｼﾘｰｽﾞ24 刑事弁護人のための科学的証拠入門
科学的証拠に関する刑
事弁護研究会 編

現代人文社

実践弁護士業務 実例と経験談から学ぶ 資料･証拠の調査と収集
第一東京弁護士会第
一倶楽部 編著

第一法規

法友会政策要網 2019（平成31）年度 さらなる司法の広がりを目指して 市
民の司法を支える弁護士自治

東京弁護士会法友会 現代人文社

これからの民事実務と理論 実務に活きる理論と理論を創る実務 伊藤眞 民事法研究会

民事訴訟実務の基礎 解説篇 第4版 加藤新太郎 編 弘文堂

民事訴訟実務の基礎 記録篇 第4版 加藤新太郎 編 弘文堂

民事訴訟法重要問題講義 上巻 第2版 木川統一郎 成文堂

民事訴訟法重要問題講義 下巻 第2版 木川統一郎 成文堂

判例講義 民事訴訟法 小林秀之 編 弘文堂

民事訴訟法 瀬木比呂志 日本評論社

新債権法における 要件事実と訴状記載のﾎﾟｲﾝﾄ 中村知己 新日本法規出版

完全講義 民事裁判実務の基礎 第3版 上巻 大島眞一 民事法研究会

裁判事務手続講座 第12巻 書式 会社非訟の実務 全訂版
森･濱田松本法律事
務所

民事法研究会

裁判事務手続講座21 書式 成年後見の実務 第3版 坂野征四郎 民事法研究会

民事証拠収集 相談から執行まで 民事証拠収集実務研究会 編勁草書房

破産法･民事再生法 第4版 伊藤眞 有斐閣

有斐閣ｽﾄｩﾃﾞｨｱ 倒産法 倉部真由美 有斐閣

ﾌﾟﾚｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚｯﾌﾟ破産法 第7版 徳田和幸 弘文堂

続･争点 倒産実務の諸問題 倒産実務交流会 編 青林書院

事業再生研究叢書16 新しい契約解除法制と倒産･再生手続 事業再生研究機構 編 商事法務

破産管財人の財産換価 第2版 岡伸浩 商事法務

民事再生実践ﾏﾆｭｱﾙ 第2版 木内道祥 監 青林書院

一問一答 平成30年人事訴訟法･家事事件手続法等改正 国際裁判管
轄法制の整備

内野宗揮 編著 商事法務

司法制度　訴訟法等
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

ﾎﾟｲﾝﾄﾚｸﾁｬｰ刑事訴訟法 椎橋隆幸 有斐閣

公正な裁判原則の研究 水野陽一 成文堂

井上正仁先生古稀祝賀論文集 酒巻匡 有斐閣

接見交通権ﾏﾆｭｱﾙ 第19版
日本弁護士連合会・
接見交通権確立実行
委員会 編

日本弁護士連合
会・接見交通権
確立実行委員会

強制採尿の違憲性 証拠法研究第6巻 小早川義則 成文堂

取調べﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 城祐一郎 立花書房

実例中心 捜査法解説 第4版 捜査手続･証拠法の詳説と公判手続入門 幕田英雄 東京法令出版

過失犯犯罪事実記載要領 第2版 山口貴亮 編著 立花書房

陪審制度論 ﾌｫｲｴﾙﾊﾞｯﾊ・ﾊﾟｳﾙ･ﾖﾊﾝ･ｱﾝｾﾞﾙﾑ日本評論社

ﾍｲﾄ･ｽﾋﾟｰﾁ法研究原論 ﾍｲﾄ･ｽﾋﾟｰﾁを受けない権利 前田朗 三一書房

学術選書185 ﾍｲﾄ･ｽﾋﾟｰﾁ法の比較研究 奈須祐治 信山社

渉外相続･不動産登記･会社取引等で役に立つ英文の法律･法的文書作成に関する実践と書
式 宣誓供述書・証明書・通知書・届出書・許可書・誓約書・保証書・捺印証書・売渡証書・売
買契約書・贈与書・委任状・遺言書・遺産分割協議書・株主総会議事録・信託証書等におけ
る英文・日本文の作成・翻訳

石田佳治 日本加除出版

改訂版 法律英語と紛争処理 民事訴訟手続，ADR，倒産手続 他 長谷川俊明 第一法規

英国司法審査とEU法 兼平裕子 成文堂

詳解 消費者裁判手続特例法 町村泰貴 民事法研究会

法学教室ﾗｲﾌﾞﾗﾘｨ 経済法入門 泉水文雄 有斐閣

独禁法のﾌﾛﾝﾃｨｱ 我が国が抱える実務上の課題 上杉秋則 商事法務

独占禁止法の新たな地平 国際標準の競争法制へ 村上政博 弘文堂

独占禁止法･下請法 豊富な事例で分かる違反行為の判断基準と実務上
の留意点

鈴木満 監 第一法規

新訂6版 建設業経営事項審査基準の解説 建設業法研究会 編著 大成出版社

ｴﾈﾙｷﾞｰ産業の法･政策･実務 友岡史仁 弘文堂

新版 LPｶﾞｽ法逐条解説 改訂版 2017 石油化学新聞社 編 石油化学新聞社

Q&A ｲﾝﾀｰﾈｯﾄの法的論点と実務対応 第3版 ﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙからAI･仮想通
貨･裁判手続のIT化まで

東京弁護士会ｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ法律研究部 編

ぎょうせい

司法制度　訴訟法等

諸法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

特定商取引法ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 第6版 齋藤雅弘 日本評論社

KINZAIﾊﾞﾘｭｰ叢書 BtoB決済 ﾃﾞｼﾞﾀﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ XML電文で実現する金融
EDIと手形･小切手の電子化

KPMGｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｨﾝﾃｯｸ
推進支援室 編

金融財政事情研
究会

逐条解説 投資信託約款 小島新吾 編著
金融財政事情研
究会

資金決済法の理論と実務 丸橋透 勁草書房

ｷｬｯｼｭﾚｽ決済と法規整 横断的･包括的な電子決済法制の制定に向け
て

千葉惠美子 編 民事法研究会

ｼﾝｼﾞｹｰﾄ･ﾛｰﾝの法的課題 森下哲朗 商事法務

保証協会保証付融資取扱Q&A 第3版 全国信用保証協会連合会 編著銀行研修社

実務家のための知的財産権判例70選 2018年度版
弁理士ｸﾗﾌﾞ知的財産
実務研究所 編

発明推進協会

年報知的財産法2018ｰ2019 高林龍 日本評論社

知的財産法入門 第16版 土肥一史 中央経済社

知的財産･著作権のﾗｲｾﾝｽ契約 山本孝夫 三省堂

裁判所による特許法等解釈 第4版 廣田浩一
山の手総合研究
所

発明の容易想到性，進歩性の判断基準 事例研究 深見特許事務所 編 経済産業調査会

審判便覧 改訂第17版 特許庁審判部 編 発明推進協会

知財主要国の特許実務概説 日本･米国･欧州･中国･韓国･台湾版 山内博明 ﾏｽﾀｰﾘﾝｸ

｢商品及び役務の区分｣に基づく 類似商品･役務審査基準 国際分類第
11-2019版対応 平成31年1月1日適用

特許庁 編 発明推進協会

現代産業選書 知的財産実務ｼﾘｰｽﾞ 米国特許ｸﾚｰﾑ例集 現場で得たﾉｳ
ﾊｳを例を用いて解説

山下弘綱 経済産業調査会

詳説 ｶﾙﾀﾍﾅ法 團野浩 ﾄﾞｰﾓ

図解 海上衝突予防法 10訂版 藤本昌志 成山堂書店

AI･HRﾃｯｸ対応 人事労務情報管理の法律実務 松尾剛行 弘文堂

改訂版 「働き方改革法」の実務 川嶋英明 日本法令

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

こんなところでつまずかない 労働事件21のﾒｿｯﾄﾞ
東京弁護士会親和全
期会 編著

第一法規

諸法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

NBS 労働法 第2版 和田肇 日本評論社

改正入管法で大きく変わる 外国人労働者の雇用と労務管理 布施直春 中央経済社

有斐閣ｱﾙﾏ ﾍﾞｰｼｯｸ労働法 第7版 浜村彰 有斐閣

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ労働法 労働時間・割増賃金・年休・休業 梶村太市 青林書院

労働法 第3版 川口美貴 信山社

企業労働法実務相談 森倫洋 商事法務

人事･労務担当者のための 最新版 労働法のしくみと仕事がわかる本 向井蘭 日本実業出版社

労働法の世界 第13版 中窪裕也 有斐閣

労働法概説 第4版 土田道夫 弘文堂

山田省三先生古稀記念 現代雇用社会における自由と平等 24のｱﾝｿﾛｼﾞｰ 新田秀樹 信山社

改正労働基準法の基本と実務 石崎信憲 編著 中央経済社

懲戒処分の実務必携Q&A 三上安雄 民事法研究会

小樽商科大学研究叢書7 労働契約の基礎と法構造 労働契約と労働者
概念をめぐる日英米比較法研究

國武英生 日本評論社

改訂6版 36協定締結の手引 労働調査会出版局 編 労働調査会

改訂6版 年次有給休暇制度の解説とQ&A 労働調査会出版局 編 労働調査会

改訂6版 図解 よくわかる労働安全衛生法 木村嘉勝 労働調査会

産業保健ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸｼﾘｰｽﾞ2 改訂6版 嘱託産業医のためのQ&A 森晃爾 編 労働調査会

新版 最新 労働安全衛生ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 寺岡忠嗣 新日本法規出版

改訂6版 ｲﾗｽﾄでみる安衛則100 浮田義明 監 労働調査会

労働組合法の応用と課題 労働関係の個別化と労働組合の新たな役割 道幸哲也 日本評論社

判例をよむ個別労働関係訴訟の実務 賃金，時間外手当，解雇予告手当
請求を中心として

岡崎昌吾 司法協会

判例INDEX 侵害態様別に見る 労働事件300判例の慰謝料算定 第一法規｢判例体系｣編集部 編第一法規

労災保険適用事業細目の解説 平成31年版 労働新聞社 編 労働新聞社

諸法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

労働保険事務組合の実務 平成31年版 労働新聞社 編 労働新聞社

EU経済統合における労働法の課題 国際的経済活動の自由との相克とそ
の調整

井川志郎 旬報社

社会保障入門2019
社会保障入門編集委
員会 編

中央法規出版

有斐閣ｱﾙﾏ 社会保障法 第7版 加藤智章 有斐閣

よくわかる社会保障法 第2版 西村健一郎 有斐閣

社会保障法令便覧 2019 社会保障法令便覧編集委員会 編労働調査会

介護･医療現場が知っておくべき認知症高齢者への対応と法律問題 平田厚 新日本法規出版

平成30年度改正対応版 社会福祉法人の新会計規則集 宮内忍 第一法規

逐条解説 障害者総合支援法 第2版 障害者福祉研究会 編 中央法規出版

最新青林法律相談20 介護事故の法律相談 平田厚 青林書院

改訂版 障害者雇用の実務と就労支援 「合理的配慮」のｱﾌﾟﾛｰﾁ 眞保智子 日本法令

美容･ｴｽﾃのﾄﾗﾌﾞﾙ相談Q&A
美容･ｴｽﾃ被害研究会
編

民事法研究会

医と法の邂逅 第3集 いほうの会 編 尚学社

医事法学入門 姫嶋瑞穂 成文堂

医療法人の法務と税務 第4版 朝長英樹 監 法令出版

判例INDEX 侵害態様別に見る 医療事故300判例の慰謝料算定 第一法規｢判例体系｣編集部 編第一法規

次世代医療基盤法の逐条解説 宇賀克也 有斐閣

毒物及び劇物取締法解説 基礎化学概説 第42版 毒劇物安全性研究会 編薬務公報社

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の解説 逐条解
説･三段対照表

環境省自然環境局野
生生物課 監

中央法規出版

わか～る環境法 増補改訂版 西尾哲茂 信山社

ISO環境法ｸｲｯｸｶﾞｲﾄﾞ2019 ISO環境法研究会 編 第一法規

有斐閣ｽﾄｩﾃﾞｨｱ 環境法 第2版 北村喜宣 有斐閣

見落としがちなﾎﾟｲﾝﾄがわかる ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ環境法令管理実践ｶﾞｲﾄﾞ 永野亮 第一法規

諸法
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機密性1　6月新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

現代選書 環境ﾘｽｸと予防原則2 予防原則論争 ｱﾒﾘｶ環境法入門2 畠山武道 信山社

神弁協叢書 弁護士実務に効く 判例にみる宗教法人の法律問題 本間久雄 第一法規

現代産業選書 学校ﾄﾗﾌﾞﾙ法的対応Q&A 飛翔法律事務所 編 経済産業調査会

ｽﾎﾟｰﾂ法へのﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ 石堂典秀 法律文化社

国際法のﾀﾞｲﾅﾐｽﾞﾑ 小寺彰先生追悼論文集 岩沢雄司 有斐閣

人権法の現代的課題 ﾖｰﾛｯﾊﾟとｱｼﾞｱ 中西優美子 編 法律文化社

ﾖｰﾛｯﾊﾟ人権裁判所の判例2 小畑郁 信山社出版

越境の国際政治 国境を越える人々と国家間関係 田所昌幸 有斐閣

国際財産法 奥田安弘 明石書店

国際私法における私的自治 徐瑞静 文眞堂

有斐閣ｱﾙﾏ 国際私法 第4版 神前禎 有斐閣

国際取引法講義 第2版 久保田隆 中央経済社

国際取引紛争 紛争解決の基本ﾙｰﾙ 第3版 中村達也 成文堂

新版 国際商取引法 高桑昭 東信堂

ﾍﾞｰｼｯｸ条約集 2019年版 薬師寺公夫 東信堂

国際条約集 2019年版 岩沢雄司 編集代表 有斐閣

一般書 平成財政史 平成元-12年度 第6巻 金融（含金融資料）
財務省財務総合政策
研究所財政史室 編

財務省財務総合
政策研究所財政
史室

国際法

諸法
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