
機密性1　新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

法令全書 令和元年6月号(一) 国立印刷局 編 国立印刷局

法令全書 令和元年6月号(二) 国立印刷局 編 国立印刷局

Q&A 破産法の実務 破産実務研究会 編 新日本法規出版

労災保険関係法令集 平成31年版 労働新聞社 編 労働新聞社

薬事衛生六法 2019 薬事日報社 編 薬事日報社

社労士が選ぶ実務に役立つ労働判例100選 上巻 加納明夫
日本生産性本部
生産性労働情報
ｾﾝﾀｰ

民事判例18 2018年後期
現代民事判例研究会
編

日本評論社

判例労働法入門 第6版 野田進 有斐閣

平成28年度裁決 土地収用裁決例集
全国収用委員会連絡
協議会 編

ぎょうせい

官報 令和元年5月 上 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 令和元年5月 中 国立印刷局 編 国立印刷局

官報 令和元年5月 下 国立印刷局 編 国立印刷局

逐条解説 国会法･議員規則 国会法編 森本昭夫 弘文堂

逐条解説 国会法･議員規則 参議院規則編 森本昭夫 弘文堂

西埜章先生･中川義朗先生･海老澤俊郎先生喜寿記念 行政手続･行政
救済法の展開

碓井光明 信山社

判例ﾌｫｰｶｽ 行政法 村上裕章 三省堂

現代行政とﾈｯﾄﾜｰｸ理論 野呂充 法律文化社

行政法1 現代行政過程論 第4版 大橋洋一 有斐閣

行政法2 行政救済法 第6版 塩野宏 有斐閣

情報法概説 第2版 曽我部真裕 弘文堂

現代行政法入門 第4版 曽和俊文 有斐閣

逐条 公務員育児休業法 第4次改訂版 人事行政研究所 編 人事行政研究所

法政大学現代法研究所叢書45 行政課題の変容と権利救済 西田幸介 編著
法政大学ﾎﾞｱｿﾅｰ
ﾄﾞ記念現代法研
究所

法令集

判例集

法律総記

憲法　公法
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

行政の構造変容と権利保護ｼｽﾃﾑ 浜川清 日本評論社

北海道大学大学院法学研究科叢書22 ｢警察権の限界｣論の再定位 米田雅宏 有斐閣

基礎から学べる租税法 第2版 谷口勢津夫 弘文堂

平成31年度 税制改正Q&A ABC税務研究会 編
ﾋﾞｼﾞﾈｽ教育出版
社

最近の税務争訟 15 佐藤孝一 大蔵財務協会

要件事実で構成する所得税法 伊藤滋夫 中央経済社

固定資産評価基準解説 土地篇
固定資産税務研究会
編

地方財務協会

ｱﾒﾘｶ憲法の考え方 丸田隆 日本評論社

ﾗｲﾌﾟﾎﾙﾂの平等論 ﾗｲﾌﾟﾎﾙﾂ・ｹﾞｰｱﾊﾙﾄ 成文堂

新基本民法2 物権編 財産の帰属と変動の法 第2版 大村敦志 有斐閣

民事判例の観察と分析 高橋眞 成文堂

一問一答 成年年齢引下げ 笹井朋昭 商事法務

第2版補訂版 事例にみる一般社団法人活用の実務 法務･会計･税務･登
記

後藤孝典 日本加除出版

所有者不明の土地取得の手引 売買･相続･登記手続 改訂版
東京弁護士会法友会
編

青林書院

講義 物権･担保物権法 第3版 安永正昭 有斐閣

関西学院大学研究叢書 第209編 抵当権と時効 草野元己
関西学院大学出
版会

講座 現代の契約法 各論2 内田貴 青林書院

Excelを使った 死亡･後遺症逸失利益算定のための ｢中間利息控除｣計算
の技法

酒井雅弘 ﾛｷﾞｶ書房

Q&Aと事例 物損交通事故 解決の実務 志賀晃 新日本法規

重要判例&事例でわかる相続の手引き 平成30年相続法改正完全対応 小谷健太郎 税務経理協会

実務解説 改正相続法 中込一洋 弘文堂

配偶者居住権の新設等 改正相続法への対応と実務Q&A Y&P法律事務所 日本法令

借家をめぐる66のｷﾎﾝと100の重要裁判例 家主と借家人とのﾔｯｶｲな法律ﾄ
ﾗﾌﾞﾙ解決法

宮崎裕二 ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ

民法

憲法　公法

2 / 4 ページ



機密性1　新着図書

分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

信託法講義 第2版 神田秀樹 弘文堂

最新 区分所有法の解説 6訂補遺版 渡辺晋 住宅新報出版

有斐閣ｱﾙﾏ 現代商法入門 第10版 近藤光男 編 有斐閣

有斐閣法律学叢書 商法総則･商行為法 第8版 近藤光男 有斐閣

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ商法3 保険法 山下典孝 編 法律文化社

商業登記書式精義 全訂第六版 上巻 登記研究編集室 編 ﾃｲﾊﾝ

商業登記書式精義 全訂第六版 下巻 登記研究編集室 編 ﾃｲﾊﾝ

刑事法研究 第19巻 未遂犯の理論 川端博 成文堂

刑法総論 第2版 浅田和茂 成文堂

刑法総論講義 第7版 前田雅英 東京大学出版会

責任原理と過失犯論 増補版 甲斐克則 成文堂

刑事政策がわかる 改訂版 前田忠弘 法律文化社

ｽﾄｰｷﾝｸﾞの現状と対策 守山正 編著 成文堂

犯罪被害者支援ﾏﾆｭｱﾙ その初動とﾉｳﾊｳ
大阪弁護士会犯罪被
害者支援委員会 編

大阪弁護士協同
組合

ﾌﾗﾝｽ刑事法入門 島岡まな 法律文化社

ﾛｰｽｸｰﾙ民事訴訟法 第5版 三木浩一 有斐閣

裁判事務手続講座1 書式 不動産執行の実務 全訂11版 園部厚 民事法研究会

法曹新書73 例題解説 個人再生手続 法曹会 編 法曹会

日本版司法取引の実務と展望 米国等の事情に学ぶ捜査協力型司法取
引の新潮流

市川雅士 現代人文社

比較民事手続法のﾄﾚﾝﾄﾞ1
石川明教授記念手続
法研究所 編

慶應義塾大学出
版会

金融商品取引法の開示規制 久保幸年 中央経済社

貿易自由化と規制権限 WTO法における均衡点 邵洪範 東京大学出版会

保険業法 2019 石田満 文眞堂

諸法

民法

商法

刑法

司法制度　訴訟法等
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分野別 書　　　名 編著者等 出　版　社

企業実務家のための 実践特許法 第7版 外川英明 中央経済社

やわらかｱｶﾃﾞﾐｽﾞﾑ･わかるｼﾘｰｽﾞ よくわかるﾒﾃﾞｨｱ法 第2版 鈴木秀美 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房

産業医が診る働き方改革 産業医科大学 編 西日本新聞社

最新整理 働き方改革関連法と省令･ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの解説 残業時間の規制，
有休取得の義務化，同一労働同一賃金等，企業に求められる対応

岩出誠 編集代表 日本加除出版

図解で早わかり 最新 働き方改革法と労働法のしくみ 木島康雄 監 三修社

ﾌﾟﾚｯﾌﾟｼﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚｯﾌﾟ労働法 第6版 森戸英幸 弘文堂

有斐閣ｽﾄｩﾃﾞｨｱ 労働法 第3版 小畑史子 有斐閣

同一労働同一賃金の法律と実務 Q&Aでわかる均等･均衡待遇の具体例 服部弘 中央経済社

改訂14版 就業規則総覧 経営書院 編 経営書院

図解で早わかり 改訂新版 労働安全衛生法のしくみ 小島彰 監 三修社

最新 医事関連法の完全知識 2019年版 これだけは知っておきたい医療事
務96法

安藤秀雄 医学通信社

食品安全法制と市民の安全･安心 高橋滋 第一法規

新･よくわかる ISO環境法 改訂第14版 鈴木敏央 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社

ｲﾏﾄﾞｷのﾄﾗﾌﾞﾙ事例から学ぶ 宗教法人の経理と税務 田中義幸 ぎょうせい

学校の法律がこれ1冊でわかる 教育法規便覧 2019年版 窪田眞二 学陽書房

国際法 第4版 浅田正彦 編著 東信堂

逐条解説 宇宙二法 宇賀克也 弘文堂

国際関係私法入門 第4版 松岡博 編 有斐閣

難民該当性の実証的研究 ｵｰｽﾄﾗﾘｱを中心に 浅川晃広 日本評論社

全国市長会百二十年史
全国市長会百二十年
史編さん委員会 編

全国市長会

全国市長会百二十年史 資料編
全国市長会百二十年
史編さん委員会 編

全国市長会

諸法

国際法

一般書
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