（平成28年12月作成）

図書目録
平 成 29 年
（上 半 期）

図書目録

図書目録
平 成 29 年

●関西支社
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町3-1-9
MG大手前ビル8階
T E L：06-4790-9351
FAX：06-4790-9356
●中国支社
〒730-8687
広島県広島市中区三川町2-10
愛媛ビル・広島5階
T E L：082-545-7121
FAX：082-545-7126
●四国支社
〒790-8655
愛媛県松山市二番町4-1-2
T E L：089-932-3162
FAX：089-932-3164
●九州支社
〒814-0001
福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27
AIビル2階
T E L：092-831-0700
FAX：092-831-0770

（上 半 期）

株式会社

取扱者

29

年 （上半期）

●北海道支社
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6-2-2
札幌センタービル4階
T E L：011-241-1971
FAX：011-241-1973
●東北支社
〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31
T E L：022-222-6552
FAX：022-217-2372
●関東支社
〒136-8575
東京都江東区新木場1-18-11
T E L：03-6892-6231
FAX：03-6892-6906
●東京支社
〒136-8575
東京都江東区新木場1-18-11
T E L：03-6892-6701
FAX：03-6892-6915
●東海支社
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-10-33
錦SISビル6階
T E L：052-231-0331
FAX：052-231-0341

平成

●本部
〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11
フ リ ー コ ー ル：0120-953-431【平日9〜17時受付】
フ リ ー F A X：0120-953-495【毎日24時間受付】
書店様用代表TEL：03-6892-6570
書店様用代表FAX：03-6892-6925
http://shop.gyosei.jp

図書目録目次
総合

公会計・自治体監査������������������������������������41

総合法規・総合判例������������������������������������� 4

公営企業・地方独法・第三セクター����������������42

行政・自治

防災・危機管理�������������������������������������������43

行政一般

行政一般���������������������������������������������������� 7
国家財政���������������������������������������������������� 9
男女共同参画��������������������������������������������� 9

地方自治

防災・危機管理

防犯・安全・安心�����������������������������������������45
消防���������������������������������������������������������45

厚生・福祉

厚生一般���������������������������������������������������47
医療・病院・衛生・保健���������������������������������47

地方自治一般��������������������������������������������� 9

福祉一般・社会福祉������������������������������������49

地方自治法������������������������������������������������12

高齢者福祉・介護����������������������������������������50

地方分権改革��������������������������������������������13

障害者福祉������������������������������������������������51

都道府県執務��������������������������������������������14

児童福祉・子育て支援���������������������������������51

自治体経営・官民協働

自治体経営������������������������������������������������16
地域活性化������������������������������������������������17
地域コミュニティ・住民参画������������������������17

保険・年金�������������������������������������������������52

環境

環境・リサイクル・廃棄物����������������������������53

建設・土地・運輸

指定管理者・PFI・PPP���������������������������������18

国土交通行政��������������������������������������������54

地域からの情報発信�����������������������������������18

公共事業���������������������������������������������������54

首長からのメッセージ��������������������������������18

土地���������������������������������������������������������55

公務員

道路・河川�������������������������������������������������55

公務員制度・公務員人事������������������������������19

下水道������������������������������������������������������57

職員研修・自己研鑽������������������������������������22

都市計画・まちづくり���������������������������������57

法制執務・政策法務������������������������������������23

区画整理・都市再開発���������������������������������59

文書事務・文書管理������������������������������������26

土地収用・用地補償������������������������������������59

住民行政・窓口業務������������������������������������27

景観・都市緑化�������������������������������������������60

行政サービス

住宅行政・住宅政策������������������������������������61

マイナンバー制度（自治体向け）�������������������28

マンション������������������������������������������������61

行政手続���������������������������������������������������28

建築士業務・建築法務���������������������������������62

不服審査制度��������������������������������������������29

運輸・交通・物流�����������������������������������������63

情報公開���������������������������������������������������30
個人情報保護��������������������������������������������30
政策評価・行政評価������������������������������������31
消費者擁護������������������������������������������������31

農林・水産・食品

農林・水産・食品�����������������������������������������64

教育・学校

選挙・議会

教育一般・学校一般������������������������������������66

選挙・政治資金�������������������������������������������32

文教行政・文教政策������������������������������������68

議会・議員�������������������������������������������������33

文教補助金������������������������������������������������68

地方税財政

2

地方財務・公契約����������������������������������������39

教員制度・教員研修・教員ケア����������������������69

地方税������������������������������������������������������35

学校経営���������������������������������������������������70

地方財政���������������������������������������������������37

学級経営���������������������������������������������������72

この目録は2016年12月現在の内容です。
今後品切となる場合がありますのでご了承ください。
授業づくり・学習指導���������������������������������73

法律一般������������������������������������������������� 107

教育課程・教科教育������������������������������������74
帰国生教育・外国人教育������������������������������75

教養・一般

学校ICT・情報教育�������������������������������������76

ことば・文章・スピーチ������������������������������ 108

生徒指導・教育相談������������������������������������76

児童書・学習参考図書������������������������������� 109

保健室・給食・学校安全��������������������������������77

スポーツ・心身の健康������������������������������� 110

特別支援教育��������������������������������������������79

心理������������������������������������������������������� 111

大学���������������������������������������������������������79

教養一般������������������������������������������������� 111

児童福祉・幼児教育・保育����������������������������80

雑

生涯学習・生涯教育������������������������������������82
地方教育行政��������������������������������������������82

雑

誌

誌������������������������������������������������� 113

文化
文化一般・文化行政������������������������������������85
宗教法人���������������������������������������������������85

税務
税法一般・国税一般������������������������������������87
法人税������������������������������������������������������89
消費税・地方消費税������������������������������������90
所得税・相続税�������������������������������������������90
事業承継・経営承継������������������������������������92
税判例・税裁決�������������������������������������������93
税務調査���������������������������������������������������93
非営利法人の税務、会計������������������������������94
税務と法務������������������������������������������������94
税理士業務・会計士業務������������������������������95
�����������96
マイナンバー制度（税理士・企業向け）

経営・労働
経営一般���������������������������������������������������97
労働・雇用�������������������������������������������������97
商法・会社法����������������������������������������������98
経済・産業・金融�����������������������������������������99

法曹・法務
民事法���������������������������������������������������� 101
刑事法���������������������������������������������������� 103
交通事故訴訟������������������������������������������ 104
弁護士専門研修講座��������������������������������� 104
弁護士業務・法律実務������������������������������� 106

特約書店のご案内
書名索引
編著者索引

3

ISBN 978-4-324-

総合法規・総合判例
現行日本法規
全 139 冊

法務省／編集

A5・定価（本体250,000円+税）【1110000・日法】
国の内外の法令等を収集・整備・編纂することは、法務省の役割になっています。
「現行日本法規」は
国家の事業として編纂され、法務省が責任をもって編集に当たっています。登載件数の豊富さ、価格
の低廉さ、敏速確実な追録発行は他の追随を許しません。
加除式

編
第 1 編
第 2 編
第 3 編
第 4 編
第 5 編
第 6 編
第 7 編
第 8 編
第 9 編
第10編
第11編
第12編
第13編
第14編
第15編
第16編
第17編
第18編
第19編
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憲
法
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計
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事
警
察
消
防
国 土 開 発
土
地
都 市 計 画
道
路
河
川
災 害 対 策

第20編
第21編
第22編
第23編
第24編
第25編
第26編
第27編
第28編
第29編
第30編
第31編
第32編
第33編
第34編
第35編
第36編
第37編

別
建
財
国
国
事
国
教
文
産
農
林
水
鉱
工
商
金
外
貿
陸

一

覧

築・住 宅
務 通 則
有 財 産
税
業
債
育
化
業 通 則
業
業
産 業
業
業
業
融・保 険
国 為 替・
易
運

第38編 海
運
第39編 航
空
第39編の2 貨 物 運 送
第40編 観
光
第41編 郵
務
第42編 電 気 通 信
第43編 労
働
第44編 環 境 保 全
第45編 厚
生
第46編 社 会 福 祉
第47編 社 会 保 険
第48編 防
衛
第49編 外
事
第50編 条
約
索引（50音・年別）
旧法令の改廃経過総覧
主要旧法令
附録 参照条文索引
附録 現行法定刑一覧

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

総合法規・総合判例

ぎょうせい 現行六法
全 3 巻 28 冊 +Web サービス
園部逸夫、大森政輔／編集代表

A5・定価（本体15,000円+税）【1111785・現行六法】
〈70089-1〉
軽くて持ち運びに便利な冊子形式。分野ごとに28冊に分冊しているため、必要な巻だけを手軽に持
ち運べるこれまでにない総合六法。冊子更新：年3回（有料）。Webサービス更新：年6回の更新。主要
法令には参照条文、判例要旨、通知を付しています。我が国最高権威の総合法規集「現行日本法規」を
データベースとしており、条文内容の正確性は絶対です。
●第Ⅰ巻
公法［1］
憲法、裁判法編／ 2

①／ 5

財政・税法編④／ 10

第Ⅱ巻

●

1

1

財政・税法編⑤

警察・防衛法編／ 2

第Ⅲ巻

行政組織法・行政通則法編／ 4

財政・税法編①／ 7

財政・税法編②

公法［2］／社会法／国際法

労働法編／ 6

●

国会・選挙法編／ 3

地方自治法編②／ 6

災害対策・国土整備法編／ 3

社会保障・厚生法編①／ 7

刑事法／民事法／経済法

刑法、刑事訴訟法、矯正保護法編／ 2

法編②／ 6

民事訴訟法編①／ 7

融関連法編①／ 10

環境法編／ 4

社会保障・厚生法編②／ 8
民法編①／ 3

民事訴訟法編②／ 8

金融関連法編②

／8

地方自治法編

行政・自治

1

財政・税法編③／ 9

教育・文化法編／ 5

国際法・条約編

民法編②／ 4

商法編①

／5

経済・産業法、知的財産法編／ 9

商

金

現行法令電子版
Super 法令 Web
【1150108・S法令】
法律出版社120年の伝統・信頼とICTが融合した法令データベースの決定版！
●主な特長
◆最新の内容現在：官報公布の翌週に改正を反映！話題の法令は速報版でも提供。
◆充実の収録コンテンツ：現行法令のほか、過去履歴、未施行法令の閲覧が可能。官報公布時の一
部改正法令も閲覧可能（平成19年以降）。
◆信頼の内容：法務省編纂による「現行日本法規（加除式）」のデータベースを活用。
◆充実の関連情報：引用・被引用法令、参照条文、通知、条履歴
◆判例リンク：株式会社TKCが開発した総合法律情報データベース「TKCローライブラリー」と
のリンクを実現（オプション）
●収録法令
憲法／法律／政令／勅令／府省令／規則（以上の現行条文のほか、平成14年以降の過去履歴）／
告示／平成19年以降の官報公布法令
●更新頻度 週１回
●検索項目 法令名／キーワード／公布・施行日指定／五十音／体系
●利用料・動作環境 ※別途お問い合わせください。

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

主要旧法令

効力を喪失したいわゆる旧法令のうち、争訟事件・行政
事務等の処理や、現行法令の解釈・運用に適用・参照頻
度の高いもの、研究上文献として価値の高いものを約
500件厳選収録。

全5冊

法務省大臣官房司法法制部／編集

加除式

行政判例集成

A5・定価（本体25,000円+税）【1111015・旧令】

全 195 冊

訟務行政判例研究会／編集

A5・
【集成】
行政事件訴訟において、国又は地方公共団体等の代理人として実際に法廷に立つ法曹実務家が、戦
前からの判例を実務と理論の両方からすべて調査検討して体系づけた行政判例の宝典。
加除式

行政法総則編
行政争訟法編
●国家賠償・損失補償編
●選挙編
●租税編
●
●

滞納処分編
●公務員編
●社会保障・災害補償編
●教育・文化編
●国土建設編
●地方自治編
●警察・消防編
●

財務会計編

●
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（全21冊）
（全11冊）
（全30冊）
（全9冊）
（全36冊）
（全2冊）
（全11冊）
（全4冊）
（全17冊）
（全12冊）
（全26冊）
（全8冊）
（全8冊）

定価（本体176,000円＋税）

（集則1111000）

定価（本体100,000円＋税）

（集争1111001）

定価（本体250,000円＋税）

（集賠1111003）

定価（本体77,000円＋税）

（集選1111007）

定価（本体300,000円＋税）

（集税1111005）

定価（本体20,000円＋税）

（集納1111002）

定価（本体77,000円＋税）

（集公1111006）

定価（本体35,000円＋税）

（集社1111004）

定価（本体140,000円＋税）

（集教1111011）

定価（本体110,000円＋税）

（集土1111010）

定価（本体250,000円＋税）

（集自1111008）

定価（本体80,000円＋税）

（集警1111012）

定価（本体70,000円＋税）

（集財1111488）

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

行政一般

行政一般
基本行政通知・処理基準
全 114 冊

基本行政通知編集委員会／編集

A5・セット定価（本体350,000円+税）　【1111013・通知】

行政・自治

行政の全分野にわたって集大成した総合的行政通知・処理基準集。行政執行における各省庁の事務
次官、局（部）長通知はもちろん、法令の解釈・運用に係るものについては、課長通知まで収録。
加除式

定価（本体290,000円＋税）

1・2巻

行政一般・人事 定価（本体20,000円＋税） 37〜52巻 厚生

7  巻

郵政・情報通信 定価（本体10,000円＋税） 57〜70巻 農林・水産 定価（本体162,000円＋税）

3〜6巻
8〜12巻

地方自治

定価（本体50,000円＋税） 53〜56巻 労働

消防

定価（本体55,000円＋税） 71〜73巻 経済・商工

13〜15巻 法務
16〜28巻 財政

29〜36巻 教育・文化

定価（本体35,000円＋税） 74〜82巻 国土交通

定価（本体260,000円＋税） 83〜85巻 環境
定価（本体120,000円＋税） 索引

五十音・年月日

定価（本体54,000円＋税）
定価（本体44,000円＋税）

定価（本体130,000円＋税）

定価（本体44,000円＋税）
定価（本体16,000円＋税）

WEB LINK

補助金・交付金総覧
全5冊

補助金・交付金総覧編集委員会／編集

A5・セット定価（本体100,000円+税）　各巻定価（本体20,000円+税）【1111767・新補総】
国等から地方公共団体や民間への補助・交付補助金・交付金を事業別に整理・網羅した書。
（※第2〜
5巻の各巻ご注文は、第1巻とのセット購入となります）。
加除式

第1巻

補助金・交付金活用ガイド

第3巻

農林水産業

第2巻

社会資本整備

第4巻
第5巻

社会福祉

環境・地域振興・経済産業

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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WEB LINK

最新行政大事典
全4冊

ぎょうせい／編集

B5・セット定価（本体44,000円+税）　各巻定価（本体13,000円+税）【1111594・行政事典】
膨大な行政用語の中から選りすぐった4,500あまりの重要語句を収録。現場に精通した執筆陣がこ
れらの行政用語を簡潔にわかりやすく解説。WEBの随時更新と追録発行により、登載用語は順次
追加！書籍とインターネットの連動！WEB版のみのご注文も承ります！料金等、詳細は当社まで
お問い合わせください。
加除式

Ⅰ
Ⅱ

行政一般・地方自治・税・財政

Ⅲ

医療・福祉・労働・年金

Ⅳ

基本行政答申総覧
基本行政答申総覧編纂委員会／編集

A5・定価（本体130,000円+税）【1111517・答申】

加除式

行政強制実務提要

行政目的の実力行使による実現と国民の権利保障との
調和を求めた書。行政強制実務に必要な法令、通知から
判例までを総合的に整理編集した。

全3冊

行政強制研究会（代表：荒秀）／編集

A5・定価（本体27,500円+税）【1111018・強制】

加除式

行政書士法に関するあらゆる情報を網羅した一冊。前回
版を６年ぶりに改訂。行政書士法の一部改正（平成26年6
月公布、同12月施行）を始め、最新の法令改正を反映。行政
書士法の解釈運用に欠かせない解説書。
（平成28年6月）

第4次改訂版

地方自治制度研究会／編

電子書籍

A5・定価（本体4,800円+税）【5108200・行政書士
（4訂）
〈10063-9〉
】

平成26年

現役の訟務検事らが執筆する唯一の判例解説書。平成26年1月
～12月に言い渡しのあった裁判例のうち、実務上特に重要な24
件を厳選して詳しく解説。地方自治体が関わる事件も多数収録
し、分かりやすく読みやすい自治体関係者の研鑽にも役立つ書。

行政関係判例解説
行政判例研究会／編


A5・定価（本体7,400円+税）【5181140・判例解説
（26）
〈10109-4〉
】

英国地方自治の素顔と日本
―地方構造改革の全容と日英制度比較
内貴滋／著

電子書籍
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環境・経済産業・まちづくり

我が国の政策に多大な影響を及ぼす審議会の答申を集
大成。特に地方行政に関係の深い答申を集め、その概要
や施策にどのように関係したかなどの結果にまで言及
するとともに、答申全文を完全収録。

全 16 冊

詳解 行政書士法

教育・文化・スポーツ

地方自治の母国といわれる英国の自治制度は、日本よ
りも本当に優れているのか？ 英国の地方制度改革
を、日本と比較しながら分析。
（平28年2月）
A5・定価（本体5,400円+税）【5108233・英国自治】
〈10126-1〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

国家財政／男女共同参画／地方自治一般

国家財政
財政会計事務提要

財政法、会計法、国の債権の管理等に関する法律、物品
管理法、国有財産法、会計検査院法等を中心に、実務的
な体系に配列。各根拠法条及びその委任命令、関係規
定、通達、法制意見、判例、その他資料を収録。

全2冊

米田一男／監修

A5・定価（本体27,000円+税）【1111084・財会】

加除式

男女共同参画ハンドブック
全1冊

男女共同参画研究会／編集

行政・自治

男女共同参画
国・自治体の施策をはじめ、先進的な自治体・企業の取
組、女性センターやNPO等の活動等、さまざまな実践
例を体系的に整理して収録。
B5・定価（本体10,000円+税）【1111733・男女ハンドブック】

加除式 加除特典

男女共同参画統計データブック
―日本の女性と男性―２０１５
男女共同参画統計研究会／編集



女性の社会進出の現状や課題、意識調査、海外比較な
ど、多彩な角度から集積したデータをもとにこれから
の社会のあり方を提言。自治体の政策立案に役立つ類
書のないデータ集。
（平27年3月）

B5・定価（本体2,800円+税）【5108121・男女データブック2015】
〈09931-5〉

地方自治一般
WEBLINK

地方公共団体総覧
冊子入替方式・全 8 巻
ぎょうせい／編

B5・セット定価（本体300,000円+税） 〈セット+WEB1ID〉 各巻定価（本体25,000円+税）【1111054・総覧】
すべての都道府県、市区町村ごとに行政・税財政情報、地域等情報を満載する。冊子には基礎的な行
財政情報と精選した政策・条例情報を、ＷＥＢ版には詳細で数値の自治体間比較が可能な行財政
データベースを搭載。また、読者の要望に応えて、自治体ごとに先進的な政策・条例を掲載。データ＋
ニュースという加除式の新しいスタイルを提供する。
（平24年3月）
北海道編

●

東北編

●

関東編

●

甲信越・北陸編

●

東海編

●

関西編

中国・四国編

●

九州・沖縄編

●

●

ＷＥＢ版のみ年間使用料（本体120,000円＋税）

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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Q&A 地方公務員のための行政実務相談室
問題解決と文書作成の手引／全 2 巻
自治体法務研究所／編集

自治体職員が業務執行に当たり直面する課題・問題に
ついて解決法をQ&Aで解説し、その事務処理に必要
となる文書・書式の作成をサポートする実務相談書。
A5・定価（本体21,000円+税）【1111769・実務相談室】

加除式 加除特典

市町村事務要覧
A5

市町村における各行政部門ごとに、実務を体系的に分類編成。一つ一つの事項について、事務処理の
指針とその根拠法令を基本にして、関係法令・通知・行政実例・判例及び条例準則・地方公共団体の例
規を精選しつつ、組み合わせたものであり、法令集・解説書・実例判例集のすべてを兼ねた画期的な
実務参考書。各編に詳細な事項別索引・条文別索引があるので検索に便利。
加除式

財務編（全20巻）

●

公の施設編（全1巻）
●議会編
（全8巻）
●執行機関編
（全9巻）
●税務編
①総則（全7冊）
②市町村民税・諸税（全3冊）
③固定資産税（全6冊）
●人事編
①総則（全16冊）
②共済制度（全2冊）
●公営企業編
（全17巻）
●選挙管理編
（全13巻）
●

定価（本体220,000円+税）（財要1111077）

定価（本体11,000円+税） （公施要1111588）
定価（本体77,000円+税） （議要1111096）
定価（本体110,000円+税）（長要1111047）
定価（本体88,000円+税） （税総1111078）
定価（本体55,000円+税） （税市1111079）
定価（本体77,000円+税） （税固1111080）
定価（本体170,000円+税）（人総1111060）
定価（本体50,000円+税） （人共1111060）
定価（本体165,000円+税）（企要1111055）
定価（本体110,000円+税）（選要1111100）

新 自治体ユニーク先進事例
全8冊

都市経営総合研究所／編

A5・セット定価（本体88,000円+税）　各巻定価（本体11,000円+税）【1111765・新自治体】
「地域再生」
「地域活性化」に役立つ先進事例を全国から厳選し、集大成。先進事例自治体の担当者の
執筆による事例の経緯・成果・苦心・問題点・今後の課題は、新施策立案・実行の上で、まさに生きた教
科書。
加除式 [目次検索]

第1巻

地域再生・地域活性化

第5巻

市民協働・NPO・情報公開

第3巻

行政改革

第7巻

高齢社会・介護保険

第2巻
第4巻

文化と教育
地方公務員

地方自治体審議会・審査会等運営マニュアル
21 世紀型政策形成合議体／全 1 冊
西谷剛、兼子仁／編集

加除式
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第6巻
第8巻

福祉・自立支援

環境・ごみ・循環型社会

全国の自治体から政策形成や紛争解決のためのアイデ
ア合議体情報を集成。住民参加、会議公開などの工夫が
見られる条例・規則・要綱等、最先端の情報を紹介する。
B5・定価（本体12,000円+税）【1111701・審議会】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

地方自治一般

地方行政ゼミナール

自治大学校「地方行政演習」において研究・討論された
演習実例を精選。実際例に基づき、問題点、解決法を詳
細に解説。あわせて、関係実例・判例、参考文献を掲載。

全2冊

自治研修研究会／編集

A5・定価（本体10,000円+税）【1111511・地ゼミ】

加除式 加除特典

最新 地方行政キーワード

地方行政を担ううえで知っておくべき論点をキーワー
ドごとに解説した、まさに地方行政のバイブル。最新の
資料や擬似討論、ミニトピックスなども多数収録。

全1冊

片木淳／編著

A5・定価（本体9,000円+税）【1111747・地行キーワード】

加除式 加除特典

河井孝仁／編著

ソーシャルネットワーク時代の今、求められている自
治体広報はどのようなものなのか。広報誌や動画作成、
SNSの活用方法など、各自治体の取組を紹介。自治体
広報の指針となる1冊。

電子書籍

A5・定価（本体2,600円+税）【5108257・自治体広報】
〈10189-6〉

自治体職員再論

自治体現場に精通した著者が、自治体職員の心構えを
余すところなく語る。困難に立ち向かう自治体職員を、
終始一貫して激励する全自治体職員の「バイブル」。
（平
27年8月）

〜人口減少時代を生き抜く〜
大森彌／著

自治体学会／編集協力

A5・定価（本体2,200円+税）【5108173・職員論】
〈10027-1〉

電子書籍

町村の自治を護って

地方消滅論、道州制構想、交付税削減、市町村合併、過疎…
存立の危機に立ち向かう「町村」を想う大森彌氏のコラム集。
「“自治体消滅”の罠」
「“まち・ひと・しごと創生”を現代版“ふ
るさと創生”へ」など最新のトピックも満載！（平27年12月）

〜存立の危機に立ち向かう
大森彌／著

A5・定価（本体2,200円+税）【5108216・町村自治】
〈10093-6〉

電子書籍

Ｑ＆Ａ 自治体のための
空家対策ハンドブック

平成27年5月に完全施行された「空家等対策の推進に関する特別措
置法（空家特措法）」を受けて、自治体の空き家対策についてＱ＆Ａ
形式で紹介。空家特措法に関するＱ＆Ａのほか、担当職員が知って
おくべき一般民事に関わるＱ＆Ａなど計85問を掲載。
（平28年3月）

［共著］西口元、秋山一弘、帖佐直美、霜垣慎治
電子書籍

行政・自治

ソーシャルネットワーク時代の自治体広報

Ａ５・定価（本体2,700円+税）【5108126・空家ハンドブック】
〈09939-1〉

行政代執行の理論と実践

土砂崩れの防止や空き家の除却など、自治体が二の足
を踏みがちな行政代執行について、逐条解説・先例紹
北村喜宣、須藤陽子、中原茂樹、宇那木正寛／共著 介・マニュアル・業務フロー・書式まで備えて、実務を強
力にサポートする一冊。
（平27年8月）
A5・定価（本体3,600円+税）【5107800・代執行】
〈09388-7〉

電子書籍

平成27年度版

全国都市の特色ある施策集
〜まち・ひと・しごとづくり〜
全国市議会議長会／編集



子どもの幸福度
小林良彰／編著

電子書籍

全国の416都市から、各都市の特色ある961件の施策
を収録。都市の基本情報はもとより、各施策の詳細を写
真・図入りで紹介。
（平27年3月）
A4・定価（本体6,400円+税）【5108145・都市施策27】
〈09971-1〉

ユニセフの各国調査にならい、日本の子どもたちにつ
いて「健康」
「地域・家族」
「安心・安全」
「教育」
「豊かさ」の
5分野・70項目のデータで、都道府県ごとに「子どもの
幸福度」を分析した一冊。
（平27年5月）
A5・定価（本体2,750円+税）【5108153・子ども幸福度】
〈09982-7〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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検証 大阪維新改革

大阪維新改革―その時何が行われたのか？７年間の成
果を問う！ブレーンと元大阪府議が大阪府・市の行財
政改革をわかりやすく解説。
（平27年10月）

橋下改革の軌跡

上山信一／編集・主著者、紀田馨／共著者

A5・定価（本体2,685円+税）【5108201・大阪維新】
〈10064-6〉

電子書籍

新 自治用語辞典

地域主権改革や財政健全化、公務員制度改革といった自
治制度の大変革を踏まえ、12年ぶりの大改訂。
「義務付け・
枠付けの見直し」
「マニフェスト」
「地域ブランド」など新
規用語300追加。地方自治関係者必備の書。
（平24年5月）

改訂版

新自治用語辞典編纂会／編集



A5・定価（本体4,095円+税）【5107809・自治用語
（新訂）
〈09416-7〉
】
地方自治の転換期にある今を乗り越えるための処方箋。好評
シリーズを５年ぶりに全面改訂。近年の地方自治法等の改正
を踏まえた新規設問を追加。
（平25年５月）
●第１巻 行政編 〈09672-7〉／ ●第2巻 公務員編
〈09672-4〉 ／ ●第3巻 財務編
〈09674-1〉

地方自治問題解決事例集
第２次改訂版

全3巻

地方自治問題研究会／編著



A5・セット定価（本体9,143円+税）　各巻定価（本体3,048円＋税）【3100521・自治解決２訂セット】
〈09671-0〉

地方自治問題解決事例集

地方税実務で遭遇しがちな問題をどのように解決すべ
きかについて、法の趣旨等から具体的対応策までを徹
底詳解。地方税制全般を速習したい人や研修のテキス
トにも最適。
（平24年4月）

税務編

地方税制実務検討グループ／編著



A5・定価（本体3,048円+税）【5107834・自治解決税務】
〈09462-4〉

自治体職員と説明責任 判例・実例に学ぶ 法令の遵守とコンプライアンスの確立
石川公一／著

電子書籍  

A5・定価（本体3,500円+税）（平26年7月）
【5108075・自治体説明責任】
〈09860-8〉

図解 自治体職員のためのトラブル解決事例集
石川公一／編著

B5・定価（本体3,333円+税）（平23年1月）
【5107709・自治体トラブル】
〈09201-9〉

図解 自治体職員必携 分権時代を生き抜くための決断力を
石川公一／著

A5・定価（本体3,000円+税）（平22年2月）
【5107588・職員必携】
〈08976-7〉

自治制度の証言 こうして改革は行われた
松本英昭／著

電子書籍  

A5・定価（本体2,838円+税）（平23年10月）
【5107794・自治制度改革】
〈09396-2〉

地方自治法
地方自治関係実例判例集
全5冊

地方自治制度研究会／編集

加除式

地方自治法判例質疑応答集
全2冊

伊東健次／編集代表

加除式 [目次検索]
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旧地方制度から現在に至る通知・行政実例・判例等膨大
な資料から、現行法上参考となるべきものを余すとこ
ろなく収録。自治法関係者必携の基本書。
A5・定価（本体40,000円+税）【1111038・判例】

地方自治法を項目別に分類した、検索しやすい編成が
特徴。条文ごとにQ&A、ポイント、解説、該当判例をわ
かりやすく整理。判決の争点となったポイントがわか
る。
A5・定価（本体28,000円+税）【1111473・自治判】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

地方自治法／地方分権改革

Q&A 実務地方自治法 行政・財務
全1冊

実務地方自治研究会／編著

自治体職員が事務執行において直面する行政一般、財
務分野の課題から普遍的事例を厳選し、Q&A方式で
解説。法令解説、実務解釈、解決への方策をわかりやす
く回答。

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体8,000円+税）【1111741・実務自治】

自治六法

改正地公法、番号法、行審法などの施行に伴い内容を刷
新。自治令や行政機関保有個人情報保護法などの最新
改正に対応。
（平28年8月）

平成29年版

地方自治法令研究会／編集



A5・定価（本体4,000円+税）【5181152・自治六法29】
〈10175-9〉

第九次改訂版

−新地方自治制度の全容−
松本英昭／著



地方自治法を中心に制度全般を、体系的・網羅的に解
説。平成26年12月成立のまち・ひと・しごと創生法の内
容を盛り込んだ最新版。以降の法改正には「補遺版」
（無
料）で対応。
（平27年4月）

行政・自治

要説 地方自治法

A5・定価（本体5,800円+税）【5108146・地方自治法
（九次改訂）
〈09973-5〉
】

地方自治関係実例判例集 普及版
第15次改訂版

地方自治制度研究会／編集



地方自治法の解釈、運用に欠かせない定本！地方自治
法の逐条に、現行法上参考となる通知・行政実例・判例
を厳選収録したハンディ版。９年ぶり改訂の最新版。
（平27年3月）
B6・定価（本体4,630円+税）【5108139・判例普15次】
〈09965-0〉

Ｑ＆Ａ 地方自治法

地方自治法の平成26年改正の内容を分かりやすくＱ
＆Ａ形式で解説。法律改正に伴う、平成26年10月・27
年1月の政省令改正もフォロー！(平27年9月）

平成26年改正のポイント

地方自治制度研究会／編集



A5・定価（本体2,200円＋税）【5108141・改正自治法
（26）
〈09967-4〉
】

地方分権改革
地方分権推進ハンドブック
全2冊

地方自治制度研究会／編

加除式

地方分権 20年のあゆみ
地方自治制度研究会／編



自治・分権再考

〜地方自治を志す人たちへ〜
西尾勝／著



地方分権推進委員会の全勧告から地方自治法抜本改正
に向けての基本的な考え方に至るまでの関係資料を全
て収録し、そのポイントを簡潔に解説。
B5・定価（本体12,000円+税）【1111678・分権】

20年に及ぶ「地方分権改革」の変遷を有識者・政府要職
歴任者が直に語る。テーマは、自治体職員・地方議員の
関心が高い「市町村合併」
「地方行革」
「人口減少社会」に
も及び、地方自治の将来を展望した一冊。
（平27年3月）
A5・定価（本体6,700円+税）【5108142・分権20年】
〈09968-1〉

地方分権の先導役である著者が、自治の現場に携わる
自治体職員・議員に向けて熱く語る。全国４か所で行わ
れた10時間集中セミナーを１冊にまとめた、自治の心
を学べる基本的図書。
（平25年3月）
A5・定価（本体2,200円+税）【5107948・自治再考】
〈09645-1〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

分権と連邦制
岩崎美紀子／著

A5・定価（本体4,667円+税）（平10年10月）
【5105587・分権と連邦】
〈05546-5〉

都道府県執務
各都府県例規集
各都府県／編集

A5

各都府県別に条例をはじめ規則・告示・訓令・通知等いっさいの関係例規を収録・分類・整理。
加除式

青森県例規全集
宮城県例規集
●秋田県例規集
●福島県例規集
●茨城県例規集
●栃木県例規集
●東京都令規集
●
●

新潟県例規集
●富山県法規集
●福井県条例規則集
●山梨県例規集
●静岡県例規集
●京都府例規集
●

大阪府例規集
●奈良県例規集
●和歌山県例規集
●鳥取県例規全集
●島根県令規全集
●岡山県例規全集
●山口県例規集
●徳島県例規集
●福岡県例規全集
●

佐賀県例規全集
●大分県法規集
●鹿児島県例規集
●

（全9巻）
（全6巻）
（全10巻）
（全8巻）
（全8巻）
（全11巻）
（全19巻）
（全11巻）
（全10巻）
（全11巻）
（全10巻）
（全11巻）
（全12巻）
（全8巻）
（全9巻）
（全11巻）
（全8巻）
（全8巻）
（全11巻）
（全8巻）
（全7巻）
（全11巻）

定価（本体110,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体110,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体132,000円+税）
定価（本体210,000円+税）
定価（本体160,000円+税）
定価（本体157,500円+税）
定価（本体132,000円+税）
定価（本体110,000円+税）
定価（本体128,000円+税）
定価（本体132,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体110,000円+税）
定価（本体178,000円+税）
定価（本体180,000円+税）
定価（本体127,000円+税）
定価（本体132,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体88,000円+税）
定価（本体132,000円+税）

（全12巻） 定価（本体120,000円+税）
（全10巻） 定価（本体110,000円+税）
（全10巻） 定価（本体160,000円+税）

山形県 文書事務の手引

（平成28年6月）

山形県総務部学事文書課／編
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A5・定価（本体2,500円+税） 
【5108251・山形文書】
〈10154-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

都道府県執務

京都府給与関係例規集 平成28年版 （平成28年9月）
京都府人事委員会事務局／編


A5・定価（本体4,600円+税） 
【5181168・京都給与
（28）
】

岩手県 文書事務の手引
岩手県総務部法務学事課／編集

実務秋田県例規集

平成 27 年版

秋田県総務部総務課／監修

A5・定価（本体2,476円＋税）(平25年3月）
【5107950・岩手文書】
〈09662-8〉

A5・定価（本体6,435円＋税） 〈直販〉（平27年9月）
【5181135・実務秋田27】

文書事務の手引 第六次改訂版（茨城県）
法制研究会／編集

行政・自治

茨城県総務部総務課

A5・定価（本体2,900円+税）（平26年6月）
【5108073・茨城文書 六訂】

茨城県 消防ポンプ操法の手引 全訂版
茨城県消防学校／監修

消防ポンプ操法研究会／編著

A5・定価（本体2,571円+税）（平15年7月）
【5106571・茨城ポンプ全訂】
〈07159-5〉

新潟県給与関係例規集 平成 26 年版
新潟県人事委員会／編集

A5・定価（本体7,315円+税） 〈直販〉（平26年9月）
【5181095・新潟給与26】

文書事務の手引（改訂版）
（滋賀県）
滋賀県

総合政策部県民活動生活課県民情報室 / 編集

A5・定価（本体2,857円+税）（平24年3月）
【5180975・滋賀文書
（改訂）
】

文書事務の手引（改訂版）
（奈良県）
奈良県総務部総務課／編集

鳥取県 文書事務の手引
鳥取県総務部政策法務課／編集

A5・定価（本体3,143円+税）（平24年4月）
【5180987・奈良文書
（改訂）
】

A5・定価（本体2,500円+税） 〈直販〉
（平27年5月）
【5108128・鳥取文書】

文書事務の手引 第五版（島根県）
島根県総務部総務課／編集

A5・定価（本体2,381円+税）（平24年5月）
【5107844・島根文書
（五版）
】

島根県法令事務の手引 ―第２次改訂版―
島根県総務部総務課／監修

A5・定価（本体2,667円+税）（平24年7月）
【5107843・島根法令
（第２次）
〈09471-6〉
】

文書事務の手引（山口県）四訂版
山口県総務部学事文書課／監修

A5・定価（本体2,286円+税）（平23年3月）
【5107605・山口文書
（四訂）
〈09253-8〉
】

佐賀県 文書・法制事務の手引 第二次改訂版
佐賀県経営支援本部法務課／編集

A5・定価（本体2,857円+税） 〈直販〉
（平25年3月）
【5107941・佐賀文書
（二訂）
】

公用文の手引（熊本県）CD-ROM 付
熊本県総務部私学文書課／編著

第 6 次改訂

A5・定価（本体1,886円+税） 〈直販〉
（平15年7月）
【5106612・熊本公用文6】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

自治体経営
ルーズリーフ 自治体経営事典
全1冊

自治経営情報センター／編集

A5・定価（本体11,000円+税）【1111572・自経事典】

加除式 加除特典

行政広報マニュアル
全4冊

㈳日本広報協会／編集

行政広報・広聴の考え方、進め方を理論と技術の両面か
ら解説した行政広報のための手引書。編集の知識、技
術、文書の書き方や様々な調査資料、関係法令、関係用
語などを網羅。
B5・定価（本体66,000円+税）【1111029・広報】

加除式

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員のための訴訟百科
全2冊

樋口嘉男、伴義聖／編集代表

加除式 加除特典 [目次検索]

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員のための法律相談室
全2冊

山村恒年、大場民男／編集代表

加除式 加除特典 [目次検索]

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員のための法的トラブル解決術−示談・和解
全1冊

石津廣司、中村次良／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

しごとの
「強化」
書

法務事務のあらゆる疑問にQ&A形式で即答する初め
ての書。地方公共団体をめぐる訴訟全般について、法律
用語の基礎知識から裁判のしくみ、手続等をわかりや
すく解説。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111597・訴訟百科】

地方公共団体で実際に起こった紛争事例について、地
方行政に精通するベテラン弁護士が、解決のポイント
等をQ&A形式できめ細かく解説。全公務員必携の実
務書。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111598・法律相談】

増加傾向にある自治体と住民との間の法的トラブルに
つき、数多くの事例を収録し、交渉、手続の進め方、書面
の作り方、部内、課内調整などを網羅し、示談の落とし
どころを指南。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111776・法トラブル】

広島県マネジメント研究会／編著
広島県知事 湯崎英彦／監修

広島県の６年に及ぶ実践とその方策を1冊にまとめた書。行政マネジメントの基
礎基本から組織・人材・財務・広報など自治体運営の側面ごとに、押さえておくべ
きポイントと実践方法を網羅。組織・人材・財務の各マネジメント戦略について、
広島県での実践を例に、考え方のポイントとノウハウを明示。
（平成28年7月）

電子書籍

A5・定価（本体2,000円+税）【5108245・しごと強化】
〈10144-5〉

―成果志向の行政経営

自治体経営改革シリーズ
全4巻

宮脇淳／編集代表



蛯子准吏、佐野修久／編集

〜「官」と「民」の境界線を考える〜
稲継裕昭／編著



第1巻 自治体戦略の思考と財政健全化〈08651-3〉第
2巻 外郭団体・公営企業の改革〈08652-0〉第3巻 公
共サービス改革〈08653-7〉第4巻 公有資産改革
〈08654-4〉
（平21年）

A5・セット定価（本体9,524円＋税）　各巻定価（本体2,381円+税）【3100499・自治経営】
〈08650-6〉

自治体行政の領域

16

職員一人ひとりが、経営感覚をもち、経営手腕を発揮で
きるよう、自治体の実務にあたり必須の用語、経営上必
要な項目をとりあげ、簡明に解説。

「官」がやるべき仕事と「民」がやるべき仕事の境界線が
曖昧になるなか、行政の守備範囲をどう考えればよい
か、自治体の実務担当者が現場目線で執筆！（平25年
2月）
Ａ5・定価（本体2,400円+税）【5107943・行政領域】
〈09631-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

自治体経営／地域活性化／地域コミュニティ・住民参画
自治体は自治体らしく
本多鉄男／著

即！職場で実践できる自治体マネジメント
A5・定価（本体1,714円+税）（平22年12月）
【5107686・自治体マネジメント】
〈09152-4〉

地域活性化
市町村助成施策事例集

コミュニテイ・民生・教育……等11章に分類整理し、特
に住民に対して経済的、物質的助成を行っているもの
について、その根拠となる条例、規則、要綱等を集大成。

全9冊

ぎょうせい／編集

行政・自治

A5・定価（本体60,000円+税）【1111115・助成】

加除式

を逐条に問答形式で丁
過疎地域自立促進ハンドブック 「過疎地域自立促進特別措置法」
寧に解説。全国の活性化プロジェクト、関係法令、通知

全1冊

など、過疎対策に係る全ての情報を網羅。

過疎対策研究会／編集

A5・定価（本体9,000円+税）【1111708・過疎】

加除式

地域創生 成功の方程式
―できる化・見える化・しくみ化―
木村

俊昭／著

A5・定価（本体2,200円+税）【5108266・創生方程式】
〈10173-5〉

電子書籍

続・地域再生のヒント
務台俊介／編著

スーパー公務員・木村俊昭氏の地域づくりのノウハウを紹
介。地域創生の取り組みが各地で展開されている今日、その
動きを一過性のものにせず、地域全体に波及させ、真に実効
性のあるものとするための戦略を紹介。
（平成28年7月）

A5・定価（本体1,714円+税）（平24年2月）
【5107825・続地域再生ヒント】
〈09438-9〉

地域コミュニティ・住民参画
自治会、町内会等法人化の手引
第２次改訂版

地縁団体研究会／編集

A5・定価（本体1,300円+税）【5108140・自治会
（２訂）
〈09966-7〉
】

電子書籍

地域公務員になろう
公益財団法人

今日からあなたも地域デビュー！

日本都市センター／編集

改正ＮＰＯ法対応

自治会等が法人格を取得するための定番手引書！「登
記特例」の項目を新規追加し、６年ぶりに改訂。
（平27
年6月）

稲継裕昭、髙橋清泰、宮田昌一／著

A5・定価（本体1,429円+税）（平24年6月）
【5107867・地域公務員】
〈09509-6〉

ここからはじめるＮＰＯ会計・税務

松原明、水口剛、赤塚和俊、岡田純／著

A5・定価（本体2,095円+税）（平24年11月）
【5107891・ＮＰＯ会計
（改正法対応）
〈09541-6〉
】

コミュニティ・ビジネスのすべて 理論と実践マネジメント
コミュニティ・ビジネス・ネットワーク（細内信孝ほか）／編

A5・定価（本体2,190円+税）（平21年7月）
【5107519・コミュニティマネジメント】
〈08830-2〉

団塊世代の地域デビュー心得帳 心豊かなセカンドステージへ
細内信孝／編著

佐藤恭弘、佐竹真一、長谷川真知子、大川新人／著

四六・定価（本体1,714円+税）（平19年11月）
【5107171・地域デビュー】
〈08147-1〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

協働で地域づくりを ｢変える｣｢つなぐ｣｢活かす｣
NPO 法人まちづくり政策フォーラム／編著

四六・定価（本体1,429円+税）（平18年8月）
【5107078・協働で地域づくり】
〈07984-3〉

みんなが主役のコミュニティ・ビジネス
細内信孝／編集

A5・定価（本体1,905円+税）（平18年2月）
【5106962・みんなのコミュニティ】
〈07819-8〉

指定管理者・PFI・PPP
あなたの理解で大丈夫？

指定管理者制度運用のツボ
一般社団法人指定管理者協会／編集



官民双方の慣習・認識の違いやコミュニケーション不
足等から、想定していなかった様々な問題が起こって
いる指定管理者制度。誤解や好事例から、
「公・民の役割
分担」をわかりやすく解説する。
（平24年3月）

A5・定価（本体2,381円+税）【5107845・指定管理運用】
〈09473-0〉

PPP の進歩形

市民資金が地域を築く 市民の志とファイナンスの融合

日本政策投資銀行地域企画チーム／編著

指定管理者制度ハンドブック

A5・定価（本体2,476円+税）（平19年1月）
【5107162・市民資金】
〈08143-3〉

地域協働型マネジメント研究会／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平16年10月）
【5106804・指定管理ブック】
〈07547-0〉

地域経営の新しいパートナーシップ
日本政策投資銀行地域企画チーム／編著

PPP ではじめる実践‘地域再生’

A5・定価（本体2,286円+税）（平16年3月）
【5106684・実践PPP】
〈07345-2〉

地域からの情報発信
自治体の政策刷新効果と地域力 検証ローカル・デモクラシー
神奈川県、慶應義塾大学／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平23年3月）
【5107749・自治体政策刷新】
〈09281-1〉

ものづくりを変えるデザイン力 生き残りをかけた企業のアクションプラン
㈶東北活性化研究センター／編

A5・定価（本体1,714円+税）（平22年9月）
【5107700・ものづくりデザイン】
〈09187-6〉

建設業からはじまる地域ビジネス

米田雅子、建設トップランナーフォーラム／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平18年12月）
【5107135・建設業ビジネス】
〈08090-0〉

｢21 世紀型福祉｣ への挑戦 東北福祉大学・せんだんグループの取り組み
大竹榮／監修

千葉喜久也／編著

四六・定価（本体1,429円+税）（平17年10月）
【5106941・21世紀福祉】
〈07779-5〉

首長からのメッセージ
二宮尊徳の遺訓 〜混迷のいまを生き抜く智勇
松沢成文、鴻谷正博／共著
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四六・定価（本体1,429円+税）（平24年7月）
【5107888・尊徳遺訓】
〈09533-1〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

指定管理者・PFI・PPP ／地域からの情報発信／首長からのメッセージ／公務員制度・公務員人事

地域内分権で地方消滅を跳ね返せ！
横山忠始／著

新たな地方自治のしくみづくりで注目されている香川県三豊市・横山忠始市長の取
組みを詳細に描いた書。７町による合併協定で確認された新市庁舎建設をストップ
するなど、徹底した行革と住民自治の強化という二兎を追う改革に挑み、地方創生
のモデルとして「地方消滅」論に待ったをかける話題の一冊。
（平成28年9月）

電子書籍

A5・定価（本体1,852円+税）【5108202・地域内分権】
〈10080-6〉

高萩発 実践 行財政改革

自治体シンクタンク「げんたか研究所」／編著

草間吉夫／監修

A5・定価（本体1,429円+税）（平23年8月）
【5107788・高萩改革】
〈09377-1〉

政治は誰のためにある！ 市民の目線に立った理と情の政治理念
加藤浩一／編著

A5・定価（本体1,714円+税）（平23年2月）
【5107696・政治は誰のため】
〈09177-7〉

福祉自治体への挑戦 日本の自治体はスウェーデンを超えられるか

行政・自治

松崎秀樹／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年4月）
【5107623・福祉自治体】
〈09073-2〉

住民税が安くなる！？「減税自治体」実現への道
山田宏／著

四六・定価（本体1,429円+税）（平21年10月）
【5107540・減税自治体】
〈08875-3〉

市長からの手紙 変革と挑戦の物語
千葉光行／著

四六・定価（本体1,714円+税）（平21年3月）
【5107432・市長手紙】
〈08619-3〉

大地からの警告 大地震は何を語りかけたのか
貝原俊民／著

四六・定価（本体1,429円+税）（平17年1月）
【5106808・大地警告】
〈07550-0〉

公務員制度・公務員人事
人事法規集
全 33 冊

ぎょうせい／編集

加除式

地方公務員実務提要

人事関係の法令・通達・判定等を集大成した人事担当部
課必備の法令集。人事関係の法令を中心に、人事院規則
から通達、判定・判決までを網羅。
A5・定価（本体240,000円+税）【1111059・人事】

全 21 冊

地方公務員に適用される各種の法令・通知・実例・判定・
判例・法制意見を系統的に整理・分類し、各章項ごとに
簡明な「要点」を掲げる。

加除式

A5・定価（本体176,000円+税）【1111067・地公】

地方公務員実務研究会／監修

質疑応答地方公務員法
全1冊

地方公務員問題研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

公務員服務関係実務要覧
全1冊

日本人事行政研究所／編集

加除式

地方公務員法の解釈運用に関する諸問題を、わかりや
すい一問一答形式により解説。3セク派遣法等関連法
のQ&Aも収録。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111464・地質】

公務員法上の服務に関する事柄を事項別に抽出し、関
連する法令、通知、実例、判例等を整理体系化。さらに事
項ごとに簡潔な解説やコメントを付した、独創的な手
引書。
A5・定価（本体14,000円+税）【1111442・服要】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

公務員労働法質疑応答集
全4冊

公務員労働法研究会／編集
加除式 [目次検索]

公務員給与事務提要
全2冊

日本人事行政研究所／編集

加除式

公務員の人事労務管理上の問題を一問一答形式によ
り、実務で役立つように編集。問には日常起こりやすい
事柄等を、答には対処法を明示。解説では、留意事項等
を明確にした。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111074・公質】

給与法を柱として、人事院規則、指令、政令、省令等の関
係条文と通知、行政実例、判例等を体系的に編集した基
本図書。
A5・定価（本体33,000円+税）【1111073・公給】

制度運用上提起され
Q&A 公務員給与事務提要 「公務員給与事務提要」の姉妹編。
る解釈及び諸問題を一問一答形式により解説し、その

全1冊

日本人事行政研究所／編集

加除式 [目次検索]

地方公務員給与実態調査ハンドブック
全1冊

地方公務員給与制度研究会／編集

加除式 [目次検索]

Q&A 地方公務員の勤務時間・休日・休暇
全1冊

地方公務員勤務時間制度研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

海外派遣・留学・視察総覧
全1冊

海外派遣制度研究会／編

加除式

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員の個人責任
全2冊

仲江利政、村田哲夫／編集代表

加除式 加除特典 [目次検索]

地方公務員災害補償事務提要
全6冊

地方公務員災害補償制度研究会／編集

加除式

Q&A 地方公務員の労働安全衛生
全1冊

地方公務員安全衛生研究会／編集

加除式 [目次検索]
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裏づけとなる解釈理論も示す。

A5・定価（本体9,000円+税）【1111543・給問】

地方公務員給与実態調査における指定統計調査と補充
調査の両調査について、調査表記載上の注意事項、電算
処理データ作成上の注意点を解説。
B5・定価（本体7,000円+税）【1111612・給与】

地方公務員の勤務時間、時間外勤務、休日、介護休暇、育
児休業など、制度の仕組みから運用までをわかりやす
いQ&A形式で解説！
A5・定価（本体8,000円+税）【1111634・勤務】

外国へ勤務される人、留学される人、視察しようとする
人たちにとって知っておかなければならない制度、手
続を総覧。具体的準備から関係法規までがわかる。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111069・海外】

仕事上のミス、職務命令違反、公務員倫理の問題等、地
方公務員の執務・私生活上の責任問題について、職員が
問われる法律的な責任を具体的に検討し、Q&A形式
でわかりやすく解説。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111596・個人責任】

地方公務員災害補償法を条文解説し、関係通知・行政実
例・参照条文・関係規程等を体系的に分類収録。認定事
例・通勤災害事例及び裁決例等も搭載。
A5・定価（本体44,000円+税）【1111070・地災】

労働安全衛生法の体系と地方公務員に対する適用関
係、地方公共団体における労働安全衛生対策の指針等
を、Q&Aでわかりやすく解説。併せて、関係通知を厳
選収録。
A5・定価（本体6,500円+税）【1111557・安全】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

公務員制度・公務員人事

国家公務員等共済組合関係法令要覧
全2冊

大蔵省主計局共済課／監修

国家公務員共済組合法を基本として、逐条ごとに政省
令・関係法令を分断収録。本法制定当初からの改正を漏
れなく収録してあり、関係者の実務に至便。
A5・定価（本体22,000円+税）【1111064・共法】

加除式

国家公務員等共済組合関係通達実例集
全1冊

国家公務員共済制度の理解と円滑な運用に必要な法
令・通達実例集。

大蔵省主計局共済課／監修
A5・定価（本体15,000円+税）【1111065・国共】

加除式

福利・厚生施設情報総覧
全2冊

地方公務員福利厚生施設研究会／編

B5・定価（本体29,000円+税）【1111026・施設】

加除式

コンメンタール 退職手当条例案

地方公務員の退職手当制度の根幹を定めるものとして
示されている「職員の退職手当に関する条例案」の逐条
に、条文の詳細な解説、質疑応答を収録。

全1冊

地方公務員退職手当制度研究会／編集

A5・定価（本体10,000円+税）【1111544・退手】

加除式

恩給法関係法令集

基本法をはじめ関係法令・手続関係・共済組合法関係・
保障法関係及び人事給与関係等恩給関係諸法令をすべ
て収録。額の改訂、恩給の準用・通算・請求手続等容易に
検索できる。

全3冊

恩給法令研究会／編

A5・定価（本体30,000円+税）【1111061・恩給】

加除式

自治体管理職のための

人事評価書記載のポイント
鵜養幸雄／著

電子書籍

地方公務員等のための



地方公務員年金制度の解説 平成28年度版
地方公務員年金制度研究会／編集



評価者のための

自治体人事評価Q&A
稲継裕昭／著



部下の執務状況を正当に評価し、やる気を引き出すにはどうしたらよいか。更
に、将来に向けて成長を促すことができるような評価のポイントや、文例を紹
介。全国で評価者研修の講師を務める著者が、研修の現場において肌で感じる
評価者の悩みや陥りやすいリスクの回避方法をズバリ提示。
（平成28年8月）

A5・定価（本体2,000円＋税）【5108273・人事評価記載】
〈10187-2〉

iDeCo（個人型確定拠出年金）ハンドブック
一般財団法人地域社会ライフプラン協会／編著

行政・自治

観光のみどころ、観光のモデルコースを紹介しながら、
地方公務員共済組合の全施設及び休暇村、公営国民宿
舎等についてきわめて具体的に情報を提供。

平成29年より地方公務員も個人型確定拠出年金への
加入が可能に。被用者年金制度の一元化なども含めて、
新制度の解説からQ&Aまで、初心者向けにわかりや
すく解説。自治体・団体内での周知に最適の一冊。
B5・定価（本体700円+税）【5108308・イデコブック】

地方公務員の共済年金制度を分かりやすく解説。平成27年10月
から施行された地方公務員の年金制度の改正に準拠し、年金の
支給要件、調整方法、年金額を紹介。年金額の計算については、
図表と具体的な算式を示しながら詳細に記述。
（平成28年6月）
B5・定価（本体1,750円＋税）【5181143・地公年金
（28）
〈10128-5〉
】

平成26年の地方公務員法の改正により、自治体にも導
入となった「人事評価制度」の実践マニュアル。民間同
様の評価制度をどのように取り入れればよいか？こう
した評価者の悩みに応える一冊。
（平25年９月）
A5・定価（本体2,000円＋税）【5108002・人事評価QA】
〈09735-9〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

地方公務員人事評価制度の手引
地方公務員人事評価制度研究会／編集

人事評価制度に関する資料を中心に、その他先進自治
体 の 取 り 組 み事 例、 人 事 評 価 制 度 導 入 ま で の ス ケ
ジュール等、人事担当者が知っておくべき制度の基礎
知識、評価方法を解説。
（平26年12月）

A4・定価（本体1,800円+税）【5108091・人事評価手引】
〈09889-9〉

電子書籍

地方公共団体

管理職であれば知っておきたい440の用語を厳選。
ジャンル別にまとめているので、人事給与制度全体を
「読む」ことができる。
「給与構造改革」
「支給の4分割」
「コンピテンシー」など新規登載。
（平24年4月）

人事・給与実務用語事典
改訂版

東京都人事管理研究会／編集



B6・定価（本体2,381円+税）【5107802・人事事典
（改訂）
〈09392-4〉
】

Q&A

非正規地方公務員の雇用実務
鵜養幸雄／著

地方自治体の非正規職員（臨時的任用職員、非常勤職
員、任期付職員、再雇用職員、特別職など）の雇用に関す
る問題についてQ&A形式でわかりやすく解説。
（平27
年12月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108132・ＱＡ非正規公務員】
〈09951-3〉

電子書籍

事例で学ぶ

上司のための職場の「うつ」対策
清水隆司／著

管理職として身につけておくべき「メンタルヘルス」
「うつ」の基本的知識、部下の不調の早期発見法と対応、
復職時の対応策等を具体的な事例でわかりやすく解説
する。
（平26年5月）
A5・定価（本体2,300円+税）【5108045・上司うつ】
〈09809-7〉

電子書籍

部下の力を引き出す

世代や考え方の違いなどにより、上司として部下との接
し方に悩む人へ、接し方のコツやヒントを会話例などを
挙げながら示した一冊。月刊「ガバナンス」人気連載の
「間違いだらけの部下指導」を単行本化。
（平26年4月）

できる上司の心得帖
本田有明／著

四六・定価（本体1,750円＋税）【5108044・上司の心得帖】
〈09808-0〉

電子書籍

職員研修・自己研鑽
公務員のシゴトが楽しくなる48の話
山本雄司／著



四六・定価（本体1,600円＋税）【5107972・公務員シゴト】
〈09692-5〉

地方公務員フレッシャーズブック
第3次改訂版

自治研修研究会／編集



〜不祥事・トラブルに巻き込まれないために
中川恒信／著
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地方公共団体の新任職員研修用テキストとして公務員
の基礎知識から、社会人のマナーまで学べる一冊。平成
23、24年の地方自治法の改正等を織り込み、最新の自
治制度をわかりやすく解説。
（平26年1月）

A5・定価（本体2,300円+税）【5108031・フレッシャーズブック3訂】
〈09787-8〉

公務員の教科書 道徳編
電子書籍

自治体でよく起こる悲哀喜楽を、軽快なタッチでつづ
る。人間関係や仕事の進め方、住民との付き合い方な
ど、職場でのちょっとしたコツも伝授。クスっと笑えて
元気になれる書。
（平25年5月）

わかっているようで、よくわからない、法令遵守、倫理、
道徳。公務員の不祥事も決して少なくない今日、公務員
に求められる姿勢や組織のあり方を最新事例を踏まえ
つつレクチャー。
（平28年5月）

A5・定価（本体2,000円+税）【5108246・公務員教科書道徳】
〈10145-2〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

職員研修・自己研鑽／法制執務・政策法務

公務員の教科書 国語編
伊藤章雄／著

A5・定価（本体2,190円+税）（平19年10月）
【5107256・公務員教科書国語】
〈08278-2〉

公務員の教科書 算数・数学編
林雄介／著

A5・定価（本体2,000円+税）（平20年9月）
【5107406・公務員教科書算数】
〈08583-7〉

地方公務員の人・間・関・係その 2
金子雅臣／著

できる公務員の仕事術
伊藤章雄／著

公務員のホンネ

四六・定価（本体1,905円+税）（平23年3月）
【5107736・公務員ホンネ】
〈09267-5〉

ワンランク上のキーマンになろう！

市町村職員研修テキストシリーズ

新規・初任職員用 3 分冊

行政・自治

市町村アカデミー／編集

A5・定価（本体1,905円+税）（平23年1月）
【5107712・公務員仕事術】
〈09217-0〉

ジャンプぶっく 第 3 次改訂版

A5・定価（本体2,857円+税） 〈分売不可〉（平12年）
【3100441・ジャンプぶっく
（3訂）
〈06130-5〉
】

法制執務・政策法務
実務相談 法制執務

自治体職員から寄せられた法制執務・自治体実務の相
談事例を厳選し、Q&Aで解説。自治体職員の法制執
全1冊
務・政策立案の知識を高める、例規担当者のみならず自
㈱ぎょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課／編集 治体職員全般の必読書。
加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体10,000円+税）【1111762・実務法制】

向上のため、コミュニケーション能力、
自治体職員のための政策形成ゼミナール 「政策提言能力」
プレゼンテーション能力、プロジェクト・マネジメント

全1冊

高崎経済大学地域政策研究センター／編集

加除式 加除特典

ルーズリーフ 条例・規則の起案マニュアル
全3冊

立法技術情報センター／編集

加除式 加除特典

新時代の条例・規則の考え方・つくり方
全1冊

自治立法研究会／編集

加除式

地方自治条例集
全5冊

条例研究会／編集

加除式

能力豊富な演習課題でスキルアップ。

B5・定価（本体10,000円+税）【1111700・政策形成】

条例と規則の基本的知識から、立法の心得や技術をわ
かりやすく解説。起案をする際の法令上の約束や整合
性にまでふれるはじめての体系書。
B5・定価（本体24,000円+税）【1111540・起案】

特色ある自治体政策を展開していくために欠かせない
条例・規則の基本的な考え方やつくり方について、その
理論をわかりやすく解説。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111694・条例規則】

都道府県の現行条例を事務ごとに分類・大別し、精選収
録。各条例の新設、改廃に即応して内容を補正。条例立
案者、法制執務担当者、各議会事務局関係者に好個不可
欠の資料。
A5・定価（本体75,000円+税）【1111039・条例】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

市町村事務条例集成

市町村の条例等を「総務」
「厚生」
「建設」
「農林」
「経済」
「教育・文化」
「警察」
「防災」の8章に分類した条例集の
決定版。

全 14 冊

地方自治制度研究会／編集

A5・定価（本体132,000円+税）【1111043・事務】

加除式

ケーススタディ 図解 自治体政策法務
〜こんなときどうする
鈴木庸夫／監修

行政課題の解決法

新保浩一郎／編集代表

B5・定価（本体3,000円＋税）【5108267・図解政策法務】
〈10191-9〉

電子書籍

地域を創る！「政策思考力」入門編
宮脇淳・若生幸也／著

時代や地域に合わせた政策を創るために必要な、
「観察力」
「分析力」
「直感力」
「創造力」等について、政策形成の現場で実際に起こってい
る事柄を上げて解説。政策を立案する上で土台となるモノの考え
方・見方、利害関係者との交渉の仕方等が分かる。
（平成28年7月）
A5・定価（本体1,700円＋税）【5108278・政策思考入門】
〈10195-7〉

電子書籍

全訂

これから法制執務に携わる方のための入門書。正しい
法制執務を行う上で欠かせない基本事項を、イラスト
入りでやさしく解説。参考資料、演習問題付き。
（平25
年1月）

図説 法制執務入門

株式会社ぎょうせい法制執務研究会／編著



A5・定価（本体3,000円+税）【5107919・図説法制
（全訂）
〈09589-8〉
】

法制執務詳解（新版Ⅱ）
石毛正純／著



さまざまなケースが生じている自治立法に対応するた
め、引用法令を最新にし、新常用漢字表などに対応した
自治立法実務に欠かせない法制執務担当者のバイブル
書。
（平24年6月）

A5・定価（本体3,800円+税）【5107827・法制詳解
（新版Ⅱ）
〈09456-3〉
】

ワークブック法制執務
新訂

法制執務研究会／編

法制執務の権威書としてロングセラーの最新版。最適
な規定例を厳選収録し、法令審査のスペシャリストが
問答形式で詳解。基礎から応用まで幅広いニーズに応
える絶対的信頼の1冊。
（平20年1月）



A5・定価（本体4,190円+税）【5107289・ワーク法制】
〈08320-8〉

自治体政策立案入門
実務に活かす20の行政法学理論
宇那木正寛／著

シリーズ

自治体政策法務講座
全4巻

第１巻：川﨑政司 第２巻：高橋滋
第３巻：大久保規子 第４巻：金井利之／編集代表


20年にわたり市の法務担当を務めた著者による、実務
家のための全く新しい法政策の教科書。自治体の政策
立案実務に真に必要となる法知識を、豊富な事例とと
もに分かりやすく解き明かす。
（平27年4月）
A5・定価（本体3,500円+税）【5108130・政策立案】
〈09949-0〉

電子書籍
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想定外の激甚災害への対策や保育所入所問題など、法の単純な運
用だけでは解決できない行政課題にどう切り込むべきかを図解
で明示。項目ごとに「前提となる基礎知識」を紹介し、課題や留意
点を整理したうえで、身近な事例を用いて解説。
（平成28年7月）

第１巻
第２巻

総論・立法法務
〈09575-1〉
執行管理―法令の解釈・運用、行政評価、住民参加
〈09576-8〉
第３巻 争訟管理―争訟法務
〈09577-5〉
第４巻 組織・人材育成
〈09578-2〉

（平25年9月）

A5・セット定価（本体11,429円＋税）　各巻定価（本体2,857円+税）【3100519・シリーズ政策法務】
〈09574-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

法制執務・政策法務

ケーススタディ 行政訴訟の実務
伊東健次／著

A5・定価（本体3,000円+税）【5108069・ケーススタディ行政訴訟】
〈09848-6〉

電子書籍

自治体法務入門 第 4 版
木佐茂男、田中孝男／編著

自治体と弁護士の連携術
日本弁護士連合会

行政訴訟をめぐる問題は、年々多岐にわたり、関係者の
訴訟対策は重要度を増している。実際の現場で行政訴
訟に長年携わった著者が、事例をもとに解説。関係者に
最適のテキスト書。
（平26年7月）

A5・定価（本体2,667円+税）（平24年9月）
【5107862・自治体法務
（4版）
〈09502-7〉
】

地方自治のあり方と弁護士の役割に関する検討ワーキンググループ／編

A5・定価（本体3,000円+税）（平24年9月）
【5107869・自治体弁護士】
〈09510-2〉

政策を創る！考える力を身につける！「政策思考力」基礎講座
最新

行政・自治

宮脇淳／著

A5・定価（本体2,667円+税）（平23年7月）
【5107678・政策思考力】
〈09162-3〉

法令の読解法 四訂版／やさしい法令の読み方

田島信威／著

A5・定価（本体4,286円+税）（平22年9月）
【5107668・法令読解
（最新四訂）
〈09135-7〉
】

分かりやすい法律・条例の書き方 改訂版
礒崎陽輔／著

A5・定価（本体2,000円+税）（平23年3月）
【5107704・条例書き方
（改訂）
〈09195-1〉
】

法令用語ハンドブック 三訂版
田島信威／著

B6・定価（本体3,333円+税）（平21年10月）
【5107508・法令ブック
（三訂）
〈08816-6〉
】

法令用字用語必携 第 4 次改訂版
法令用字用語研究会／監修

B6・定価（本体1,714円+税）（平23年3月）
【5107726・法令用字(4次改訂）
〈09254-5〉
】

政治がわかる はじめての法令・条例・政策立案入門
林雄介／著

四六・定価（本体1,714円＋税）（平25年4月）
【5107949・政治がわかる】
〈09647-5〉

条例立案者のための法制執務
早坂剛／著

A5・定価（本体1,600円+税）（平13年）
【5106099・条例立案】
〈06392-7〉

実践 政策法務 地方行政における「法」とは
石川公一／著

A5・定価（本体2,857円+税）（平19年11月）
【5107152・政策法務】
〈08123-5〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

文書事務・文書管理
ぎょうせい公用文例辞書
for MS-IME

【8171415・ＩＭＥ公用文辞書】
正確な公用文を書くためにMicrosoft Office用の日本語入力システム「MS-IME」にインストール
し、文書作成を支援するシステム辞書。公用文での推奨表記が文字入力時に確認できるため、文書作
成の作業効率が大幅にアップします。
■動作環境
○対応OS：Windows7/8.1/10（日本語）
○対応IME：Office IME2010/Microsoft IME2012
※Microsoft®、Microsoft®Windows®operating system（7/8.1/10）、Microsoft®Office、Microsoft®
IMEは米国

Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。

地方公共団体書式実例集

公文書の基本形式だけではなく、実際の各行政分野ご
との具体的な文書実例とその説明を集大成。文書の雛
型は読者限定webサイトからも閲覧・ダウンロード可
能。

全3冊

自治行政実務研究会／編集

加除式 [目次検索]

B5・定価（本体30,000円+税）【1111492・書式例】

新版 図説文書事務入門

自治体の業務の全てにかかわる「文書事務」を学ぶため
の入門書。事務の基本原則をフロー図入りで丁寧に解
説し、さらに資料編には常用漢字表など実務に役立つ
資料を収録。
（平24年3月）

株式会社ぎょうせい法制執務研究会／編著



B5・定価（本体2,095円+税）【5107823・図説文書
（新版）
〈09432-7〉
】

分かりやすい公用文の書き方
改訂版

礒崎陽輔／著



A5・定価（本体1,905円+税）【5107603・公用文
（改訂）
〈09000-8〉
】

最新公用文用字用語例集
改定常用漢字対応

ぎょうせい公用文研究会／編



新版 起案例文集
自治体法務研究所／編
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公用文を書き表す際の標準である「公用文用字用語例
集」を中心に、公用文に関する基本的な関係資料等を収
録。平成22年の改定常用漢字の内容を反映させた決定
版。
（平22年7月）
A5・定価（本体1,714円+税）【5107673・最新公用文例】
〈09142-5〉

ガイドライン完全対応！改訂
岡本信一、植草泰彦／著

平成22年の改定常用漢字表に対応！公務員が押さえて
おきたい「公用文」のルールを実例を交え分かりやすく
解説。初任者からベテランまで、この1冊で、迷うことな
く正しい公用文を書くことができる。
（平22年7月）

Q&A 公文書管理法

A5・定価（本体2,381円+税）（平23年7月）
【5107762・QA公文書
（改訂）
〈09297-2〉
】

第１次改訂

直近の数次の地方自治法等の改正を踏まえて改訂し、
地域主権時代における自治体独自の文書起案を全面的
にサポート。メールの書き方など最近の文書事務にも
対応。
（平24年6月）
B6・定価（本体3,714円+税）【5107868・起案例新1】
〈09512-6〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

文書事務・文書管理／住民行政・窓口業務

住民行政・窓口業務
窓口事務質疑応答集

住民基本台帳、印鑑登録証明、認可地縁団体の印鑑登録
証明、諸証明及び犯罪人名簿について、日常の業務で起
こり得る疑問点を質疑応答形式により解説。

全1冊

市町村自治研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体6,500円+税）【1111530・窓口】

住民基本台帳関係実例集
全5冊

行政・自治

住民基本台帳制度の運用に不可欠な実例を網羅し、関
係法令・通知・人口統計・判例も収録。

市町村自治研究会／編集
A5・定価（本体35,000円+税）【1111044・住民】

加除式

戸籍先例全集

戸籍法・国籍法に基づく訓令・通知・照会・回答など約
5,000件を系統的に分類収録した戸籍事務の法典。事
項別索引、年別索引が完璧で検索が容易。

全 11 冊

戸籍先例研究会／編集

A5・定価（本体145,000円+税）【1111020・戸籍】

加除式

Q&A 戸籍・在留管理制度の窓口事務
全2冊

戸籍・在留管理制度研究会／編集

市町村の窓口事務のうち、戸籍及び在留管理制度に関
する制度の仕組みや日常業務の中で生じる様々な疑問
点をQ&A形式で具体的にわかりやすく解説。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111563・窓口戸】

加除式

住民基本台帳法令・通知集 平成28年版
市町村自治研究会／編集

住基・印鑑証明事務の担当者必携の実務書。市町村の窓
口事務担当者必携の実務書として、住民基本台帳、印鑑
登録証明関係の法令・通知・実例を網羅。窓口事務の円
滑な運用と処理に欠かせない一冊。
（平成28年7月）



A5・定価（本体6,100円＋税）【5181151・住民単
（28）
〈10156-8〉
】

付 印鑑登録証明事務処理要領・実例

事例で学ぶ

自治体職員が住民に対して行う事業説明会や、さまざ
まな交渉をスムーズに進める方策・庁内での業務を円
滑に進める交渉術について具体的事例をまじえてわか
話し方研究所 櫻井弘、内田賢司、小島健二、新井均、島野浩二／著 りやすく解説。
（平26年6月）

公務員のための交渉術

A5・定価（本体2,400円＋税）【5108034・公務員交渉術】
〈09791-5〉

電子書籍

事例で学ぶ

窓口業務のためのコミュニケーション術
話し方研究所所長



事例でわかる

櫻井弘／編著

A5・定価（本体2,100円＋税）【5107933・窓口コミュニケーション】
〈09615-4〉

公務員のためのクレーム対応マニュアル
実践編

関根健夫／著



窓口業務に従事する公務員の基本的なマナーやトラブ
ル解決法について具体的事例で解説。住民対応で過度
のストレスをためず、庁内を活性化させるためのアイ
デアを紹介する。
（平25年6月）

「他の市ではやってくれたのになぜやらないのだ」「例
外を認めろ」といった、よくある事例を部署別に多数掲
載。クレームへの現実的な対応の仕方が身につく一冊。
（平26年2月）

A5・定価（本体2,250円+税）【5108028・クレーム対応

実践編】
〈09775-5〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324こんなときどうする
関根健夫／著

公務員のためのクレーム対応マニュアル

行政対象暴力 Q&A

改訂版

行政対象暴力問題研究会／編著

A5・定価（本体2,286円+税）（平21年8月）
【5107531・クレーム対応】
〈08848-7〉

A5・定価（本体2,095円+税）（平22年2月）
【5107559・行対暴力
（改訂）
〈08900-2〉
】

マイナンバー制度（自治体向け）
番号法実務質疑応答集

自治体実務の中で起こるであろうマイナンバー制度に
関する疑問点を具体的事例に即して分かりやすく解
説。市町村職員の立場に立った最新の設問を追録で追
加。

番号法実務研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体8,000円＋税）【1111792・番号】

どうなるどうする

マイナンバー制度に自治体はどう対応するのか?!「部署別ベーシッ
クガイド」を設け、マイナンバーに関連するすべての部署・職員が「何
をすべきか」がわかる決定版。マイナンバー制度スタートにあわせ総
務省の「事務処理要領」改正を踏まえ緊急出版！（平27年9月）

自治体マイナンバー対応
大山水帆／著

A5・定価（本体2,200円+税）【5108193・自治体マイナンバー】
〈10053-0〉

電子書籍

Ｑ＆Ａ

特定個人情報保護ハンドブック
番号法に基づく条例整備から運用まで

藤原靜雄／監修 東京都特定個人情報保護実務研究会／編集

東京都の特定個人情報保護に関する新条例策定方針を
受けて、都の議論を元に、番号法の自治体対応につい
て、その考え方や問題点などをＱ＆Ａ形式で解説した
一冊。
（平27年7月）

A5・定価（本体2,400円+税）【5108167・ＱＡ特定個人情報】
〈10013-4〉

電子書籍

自治体のための

特定個人情報保護評価実践ガイドライン
瀬戸洋一／監修
大田区特定個人情報保護評価プロジェクトチーム／編集

A5・定価（本体3,200円+税）【5108150・情報保護評価】
〈09980-3〉

電子書籍

番号法で変わる自治体業務
番号法実務研究会／編著

大田区で作成されたマニュアルを元に、適切な特定個
人情報保護評価が実施されるよう、評価・点検の実施手
順を具体的に解説したガイドライン。
（平27年5月）

A5・定価（本体2,500円＋税）（平25年9月）
【5108000・番号法自治体】
〈09734-2〉

行政手続
行政手続法
全 10 冊

青木康／編著

加除式
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複雑多岐な行政手続を分類体系し、各項目ごとに①解
説、②行政手続法、③判例、④外国立法例、⑤行政手続法
要綱案、⑥学説等を網羅。
〈分冊〉行政事件訴訟編（全4
巻） 定価（本体31,000円＋税）
A5・定価（本体88,000円+税）【1111016・手続】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

マイナンバー制度（自治体向け）／行政手続／不服審査制度

行政手続法 法令例規編

行政手続法に関する法令・通知から地方公共団体の例
規も収録した法令例規集。特に新たな行政手続条例の
立案・改正に当たって参考となる他の市町村の条例を
豊富に収録した行政の実務者必携の書。

全1冊

行政手続法研究会（代表：青木康）／編集

A5・定価（本体16,000円+税）【1111642・手続法】

加除式

判例 行政手続法

審査基準、標準処理期間、理由付記、公聴会、聴聞、行政
指導といったテーマが判例でどう論じられてきたか、
解釈・運用の参考のため、判示事項ごとに要旨を付けて
判決理由を引用し、法の逐条に分類整理した判例集。

全1冊

訟務行政判例研究会／編集

A5・定価（本体16,000円+税）【1111631・判例手続】

加除式

逐条解説 行政手続法
改正行審法対応版

ＩＡＭ＝一般財団法人
行政管理研究センター／編集

行政・自治

平成28年4月1日に改正行政不服審査法が施行され、
「異議申立て」が廃止されて「審査請求」に一本化された
ことなどに伴い、それまでの法改正を全て反映して解
説。
（平28年5月）
A5・定価（本体2,778円+税）【5108237・逐条手続法
（行審対応）
〈10131-5〉
】

電子書籍

不服審査制度
行政不服審査事務提要

難解な行政不服審査法を実務的にもっともわかりやす
く編集した唯一の書。条文ごとに解説・参照条文・通知・
行政実例・判例・審理手続等を収録して法の解釈運用が
理解できる。平成28年4月施行の新法対応。

全4冊

行政不服審査研究会／編集

A5・定価（本体40,000円+税）【1111017・審査】

加除式

新 行政不服審査法関係法令集
行政不服審査研究会／編集



A5・定価（本体5,100円＋税） 〈直販〉【5108081・新行服法】

Ｑ＆Ａ行政不服審査制度の解説

約50年ぶりに見直された行政不服審査制度について、新たに制定され
た政令（行政不服審査法施行令）も盛り込んだ完全対応版。
「審理員はど
のような人を指名する?」
「第三者機関とはどのような制度?」など、実務
に直結するポイントを中心に、85の問答と書式で解説。
（平28年2月）

政令完全対応版

伊東健次／編著

A5・定価（本体3,300円+税）【5108223・ＱＡ行服解説】
〈10110-0〉

電子書籍

逐条解説 行政不服審査法
新政省令対応版
一般財団法人

行政管理研究センター／編集

電子書籍

よくわかる行政不服審査制度
行審法実務研究会／編集



平成26年6月13日に公布された“行政不服審査法関連
三法”の改正内容を収録。関連する諸法令の改正内容も
網羅！（平26年7月）

平成28年４月施行の改正行政不服審査法の逐条解説。
法だけでなく、整備法の附則・政令の全条文についても
逐条で解説。施行規則や取扱通知まで踏まえた、同法解
説の決定版。
（平28年3月）
A5・定価（本体6,000円+税）【5108236・逐条行審法】
〈10130-8〉

約50年ぶりに改正された行政不服審査法について、制度の理解をサポー
トするのに最適な小冊子。審査請求を受けたときに職員がすべきことや、
審理手続の流れなど、公務員として知っておくべき制度の概要をわかり
やすくまとめた。
（平28年3月）※ご注文は50部以上からとなります。
A4・定価（本体200円+税） 〈直販〉
【5108244・よくわかる行服】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

審査請求のしかた

〜新しい行政不服審査制度のあらまし〜
行審法実務研究会／編集


公正性、使いやすさの向上、国民の救済手段の充実・拡大の観点から、大
幅な制度の見直しが行われた行政不服審査制度。制度の概要、どのよう
な場合に審査請求できるかなどを、イラストを豊富に用いてわかりやす
く説明した小冊子。
（平28年4月）※ご注文は50部以上からとなります。
B5・定価（本体180円+税） 〈直販〉
【5108243・審査請求しかた】

情報公開
情報公開条例実務マニュアル
全1冊

情報公開条例研究会／編

自治体の情報公開条例の策定、見直しに最適の書！都
道府県・政令市の情報公開条例の内容を分析し、それぞ
れ法の関連条文の内容、条例策定・見直しの際の検討ポ
イントを解説。
A5・定価（本体13,000円+税）【1111684・情報公開】

加除式

情報公開等審査会答申事例集

情報公開の拡大を求める住民の不服申立ての是非につ
いて、情報公開審査会・個人情報保護審査会の答申文を
全3冊
収集・厳選。判断を示す上で役立つ答申例を条例項目に
兼子仁、藤原淳一郎、藤原静雄、野村武司／編集 沿って収録。
B5・定価（本体15,000円+税）【1111672・情報審査】

加除式

判例 情報公開法
全2冊

情報公開判例研究会／編集

情報公開に関する主要裁判例を漏れなく収録。国・地方
自治体の情報公開制度の正しい運用に指針を与える1
冊。
A5・定価（本体22,000円+税）【1111670・判例公開】

加除式

個人情報保護
Q&A

行政のための個人情報保護制度
全1冊

パーソナル・ビッグデータの利活用等について定めた
改正個人情報保護法及び番号法と、自治体における個
人情報保護施策との関係を徹底解説。

個人情報保護法制研究会／編集

加除式 [目次検索]

行政機関・民間事業者のための個人情報保護ハンドブック
全1冊

個人情報保護実務研究会／編集

加除式 加除特典

判例 個人情報保護法
全1冊

個人情報保護判例研究会／編集

加除式 加除特典
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A5・定価（本体8,000円+税）【1111723・行政保護】

個人情報の管理体制強化を求める「個人情報の保護に
関する基本方針」を中心に、法令、省庁別、事業者ガイド
ライン、条例、Q&A等あらゆる情報を網羅。企業のプ
ライバシーポリシー策定・運用などに最適の書。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111734・個人保護】

食糧費文書、顧客データ漏洩等個人情報保護の重要判例
を厳選収録。判示要旨と判決理由による簡潔な構成で自
己情報の開示・訂正、プライバシー権等のキーワードが判
例でどう論じられているかも容易に知ることができる。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111730・判例保護】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

情報公開／個人情報保護／政策評価・行政評価／消費者擁護

自治体の個人情報保護と共有の実務
地域における災害対策・避難支援

岡本正・山崎栄一・板倉陽一郎／編著


災害対策と避難支援のための個人情報保護の利活用を
中心に法制度、実務運用上のノウハウが凝縮された今
もっとも分かりやすい実務解説書。
（平25年10月）

A5・定価（本体2,700円＋税）【5108010・個人情報共有】
〈09754-0〉

ポイント解説

平成27年改正個人情報保護法
関啓一郎／著

10年ぶりに改正された個人情報保護法について、個人
情報の利活用、個人情報保護委員会の設立など、改正の
ポイントを分かりやすく解説。セキュリティ担当に
とって格好の指南書。
（平27年12月）

A5・定価（本体2,500円+税）【5108220・ポイント保護法】
〈10103-2〉

電子書籍

行政評価実践ゼミナール
行政経営改革のフロンティア／全 1 冊
古川俊一／編集代表
星野芳昭、梅田次郎／編集委員

行政・自治

政策評価・行政評価
行政経営の改革を進め、住民サービスの向上を目指した
行政評価を行うための実務書。準備・施行、本格実施、評価
後の各段階別に、行政評価の実務に携わってきたプロが
解説。評価の現状を実務担当者がまとめた事例編も充実。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111715・評価ゼミ】

加除式 加除特典

消費者擁護
Q&A 消費生活相談室
全１冊

村千鶴子／編集

A5・定価（本体12,000円+税）【1111783・消費相談】

加除式 加除特典

消費者保護判例集

消費者保護に関する裁判例を各分野ごとに分類し、判
決要旨と事実の概要を示すコメントを付した。消費者
保護の法状況を判例を通して理解し、消費者保護を考
える問題提起の書。

全3冊

野村好弘、飯島紀昭、島田和夫／共編

加除式 加除特典

Q&A

消費生活相談の基礎知識

村千鶴子／編著

消費生活問題の第一人者である編著者による、消費生
活相談実務解説の決定版。続々生み出される新たな手
口をより早く紹介し、その手口の内容と対処方法等を
分かりやすく解説。

A5・定価（本体27,000円+税）【1111201・消費判】

知っておきたい民事のルール

A5・定価（本体2,476円+税）（平23年8月）
【5107765・QA消費生活】
〈09324-5〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

選挙・政治資金
現行選挙法規

公職選挙法を根幹として、あらゆる選挙関係法令を集
大成した法令集。準用・読み替えをほどこした直接請求
編や罰則規定一覧表も好評。

全3冊

選挙制度研究会／編

A5・定価（本体38,000円+税）【1111633・選挙】

加除式

投票管理実務提要

すべての選挙の基本となる投票制度及び開票事務を一
般投票、不在者投票及び開票とに分類し、それぞれの手
続を図説しながら平易に解説。投開票事務を立体的に
解明。

全2冊

選挙管理研究会／編集

A5・定価（本体20,000円+税）【1111101・投票】

加除式

選挙関係実例判例集

公職選挙法の逐条ごとに、その条文の解釈・運用に関す
る実例・判例を事項別に分類収録。あわせて施行通知及
び本法の改正経過を資料として収録。

全5冊

選挙制度研究会／編

A5・定価（本体66,000円+税）【1111099・実例】

加除式

18歳投票スタート！

自治体が有権者に配布する投票啓発用小冊子。選挙権
年齢の18歳引下げの法改正に対応した最新版！（平
27年12月）※ご注文は50部以上からとなります。

行ってみよう 選挙
選挙管理研究会／監修



A5・定価（本体120円+税） 〈直販〉
【5108210・行ってみよう選挙】

実践 学校模擬選挙マニュアル

授業で「簡単に」取り入れられる、
「シンプル」で「短時間
完結型」の授業例を多数掲載。授業展開のポイントも分
早稲田大学マニフェスト研究所シティズンシップ かりやすく解説。
（平28年4月）
推進部会／編
B5・定価（本体2,700円+税）【5108229・模擬選挙】
〈10143-8〉

電子書籍

参議院選挙の手引

参議院選挙における立候補の準備から、選挙運動、選挙
運動費用、さらには当選後の問題に至るまで、分かりや
すく解説した定本。
（平28年5月）

平成28年

選挙制度研究会／編

B6・定価（本体2,130円+税）【5181146・参選
（28）
〈10135-3〉
】

電子書籍

地方選挙の手引

立候補の準備から、選挙運動、選挙運動費用、さらには当選
後の問題に至るまで、最新の内容で分かりやすく解説した
地方選挙の定本。選挙権年齢の18歳引下げ等の公職選挙
法改正など、最新の制度を漏れなく反映。
（平28年2月）

平成28年

選挙制度研究会／編



統一地方選挙の手引 平成 27 年
選挙制度研究会／編

衆議院選挙の手引 平成 26 年
選挙制度研究会／編
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B6・定価（本体2,130円+税）【5181145・地選
（28）
〈10134-6〉
】

B6・定価（本体2,000円+税）（平27年1月）
【5181102・統一地選
（27）
〈09947-6〉
】

B6・定価（本体2,130円+税）（平26年11月）
【5181098・衆選
（26）
〈09933-9〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

選挙・政治資金／議会・議員

逐条解説 公職選挙法 全 2 巻
安田充、荒川敦／編著

実務と研修のための
選挙制度研究会／編

A5・定価（本体18,000円+税） 〈分売不可〉（平21年1月）
【5107381・逐条公選法】
〈08548-6〉

わかりやすい公職選挙法 第十五次改訂版

A5・定価（本体2,000円+税）（平26年6月）
【5107974・わかりやすい選挙
（15訂）
〈09694-9〉
】

インターネット選挙運動解禁
選挙制度研究会／編集

改正公職選挙法解説

A5・定価（本体3,000円＋税）（平25年6月）
【5107973・ネット選挙】
〈09693-2〉

インターネット選挙運動ガイドライン
インターネット選挙運動等に関する各党協議会／編

B5・定価（本体1,000円+税）（平25年5月）
【5107981・ネット選挙ガイドライン】
〈09702-1〉

選挙執行経費基準法解説
平成28年版

選挙管理研究会／編集

A5・定価（本体3,300円+税）【5181147・選挙経費
（28）
〈10136-0〉
】

電子書籍

Q&A 政治資金ハンドブック
政治資金制度研究会／編集

行政・自治

国政選挙における選挙執行経費を定めた「基準法」の平
成28年改正について、積算基準から詳しく解説。選挙
執行に当たっての経費算出に欠かせない積算基準が詳
細に掲載されている唯一の書。

第五次改訂版

A5・定価（本体3,619円+税）（平21年6月）
【5107426・政治資金ブック
（五訂）
〈08613-1〉
】

スピード開票実践マニュアル「コンマ 1 秒の改革」から始まる自治体業務改善
北川正恭／監修

早稲田大学マニフェスト研究所／編著

実務解説 直接請求制度
直接請求実務研究会／編集

電子書籍  

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年6月）
【5107646・スピード開票】
〈09104-3〉

A5・定価（本体4,000円+税）（平26年9月）
【5108082・実務直接請求】
〈09866-0〉

議会・議員
地方議会事務提要
全3冊

地方議会実務研究会／編集

加除式 [目次検索]

質疑応答 議会運営実務提要
全1冊

議会運営実務研究会／編

加除式 [目次検索]

注解 地方議会先例集
全2冊

地方議会先例研究会／編集

加除式 加除特典

議会運営に当たっての疑問にQ&A形式でわかりやす
く明解な回答を付す。充実した索引でスピーディーな
検索も可能。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111095・議会】

正確かつ敏速な対応を要求される議会運営上の諸問題
約950事例を網羅した問答集。議会用語から検索でき
る索引も登載。
A5・定価（本体16,000円+税）【1111097・議運】

地方分権に対応するため地方議会が独自に整備しなけ
ればならない議会先例の作成・見直しマニュアル。先例
作成上のポイントをわかりやすく解説。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111706・議会先例】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

議員情報レーダー

議会運営や予算審議・決算認定のポイント、一般質問の
事例といった議員活動に欠かせない情報を収録した、
地方議員、議会事務局必備の1冊。リポート編として、
最新の話題を情報冊子にのせてお届けする。

全2冊

地方議会情報センター／編集

B5・定価（本体12,000円+税）【1111524・議員】

加除式 加除特典

自治体法律顧問シリーズ

政務調査費、交際費、海外視察等の議員活動及び議会運
営上のリスク管理と処方箋をQ&Aでわかりやすく解
説。議員はもとより、政党、議会事務局など関係者必備
の書。

Q&A 議会人の危機管理
全1冊

石津廣司、大塚康男／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体11,000円+税）【1111760・議会危機】

議会改革の第２ステージ

「先駆的議会」はどうやって住民の信頼を勝ち取ろうとしている
のか？」その実践手法を解き明かした書。
『ガバナンス』の人気連
載『自治体議会学のススメ』をベースに加筆・再構成し、
「自治体
議会学」
（平成24年10月）の続編として発刊。
（平成28年9月）

―信頼される議会づくりへ―
江藤俊昭／著

A5・定価（本体2,700円+税）【5108291・議会改革第２】
〈10207-7〉

電子書籍

地方議会人の挑戦

近年の地方議会改革について、具体的な事例をもとに
その利点と課題を分析。今後の地方議会と議員の果た
すべき役割について論じた議会関係者必携の１冊！
（平27年12月）

―議会改革の実績と課題
中邨章／著

A5・定価（本体2,400円+税）【5108203・議会挑戦】
〈10065-3〉

電子書籍

地方議会実務講座
全3巻

野村稔

議事運営の全てを体系的・網羅的に解説。地方分権改革
の進展により求められる「議会改革」や「議会の活性化」
について、著者による100の提言を新たに追加。実践的
かつ時代に合った内容は健在。分売不可。
（平25年7月）

改訂版

鵜沼信二／共著



A5・定価（本体11,000円＋税）【5107968・議会講座
（改訂）
〈09686-4〉
】

地方議会運営事典

円滑な議会運営に必要不可欠な全668項目の用語解説
集。平成24年地方自治法改正、会議規則・委員会条例等
の改正を踏まえた6年ぶりの改訂版！（平26年8月）

第2次改訂版

地方議会運営研究会／編集

電子書籍

A5・定価（本体5,000円+税）【5108062・議会事典
（2訂）
〈09837-0〉
】

議会運営にあたっての諸問題を150のQ&Aに整理。
Ｑ＆Ａ議会運営ハンドブック 「回答」
は簡潔明瞭に、続く「解説」では法律や行政実例
廣瀬和彦／著

などの根拠を示し、わかりやすくコメントを付けた一
冊。
（平24年1月）



A5・定価（本体2,095円+税）【5106677・議運ブック】
〈07324-7〉

議会人が知っておきたい危機管理術
改訂版

大塚康男／著



議会基本条例・通年会期・委員会を新たに加え、政務活
動費については大幅に加筆。
「攻めには強いが、守りに
弱い」議員の危機意識を高め、より良い議会を行うため
の実践書。
（平27年3月）

A5・定価（本体2,900円+税）【5108138・議会人
（改訂）
〈09960-5〉
】

議会人が知っておきたい財務の知識
大塚康男／著

34

A5・定価（本体2,100円＋税）（平25年9月）
【5108003・議会人財務】
〈09740-3〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

地方税

自治体議会学

「自治を担う」という意識を持った議会や議員に注目
し、地域経営への積極的な関わり方を伝授。地方議会改
革進展の条件を改めて整備し、議員や議長、議会事務局
等に必要な資質を問う。
（平24年10月）

―議会改革の実践手法
江藤俊昭／著


A5・定価（本体2,190円+税）【5107908・自治体議会】
〈09571-3〉

100 条調査ハンドブック 地方議会の調査特別委員会は何ができるか
廣瀬和彦／著

A5・定価（本体2,095円+税）（平20年5月）
【5107334・100条調査】
〈08417-5〉

地方議会の底力
野村稔／著

相談委員・地方議員のための

行政・自治

富田富士也／著

四六・定価（本体2,476円+税）（平23年8月）
【5107775・議会底力】
〈09344-3〉

カウンセリング術 相談活動に活かす 聴き方・接し方のコツ

四六・定価（本体2,000円+税）（平23年4月）
【5107679・カウンセリング術】
〈09165-4〉

議会からの政策形成 議会基本条例で実現する市民参加型政策サイクル
会津若松市議会／編集

A5・定価（本体2,381円+税）（平22年11月）
【5107710・議会政策】
〈09202-6〉

地方税
地方税法規
全 15 冊

地方税制度研究会／編集

加除式

地方税総則実務提要
全1冊

地方税制度研究会／編集

加除式 [目次検索]

注釈 地方税判例
全2冊

地方税判例研究会／編集

加除式

税務書式・様式記載例総覧 地方税編
全1冊

地方税制度研究会／編集

加除式 加除特典

法人・個人 地方税質疑応答集
全4冊

地方税実務研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

地方税の集大成版。
【法令編】
には、
地方税法関係法令・主要通
知のほか、関連する国税関係法令を収録。
【実例編】
には、地方
税法を体系的に分類し、逐条に関係通知、実例及び判例要旨
を収録した定本。 ●法令編 定価
（本体88,000円+税）
●実例編 定価（本体120,000円+税）

A5・セット定価（本体210,000円+税）　
【1111076・地税】

税務行政の基本となる地方税法の総則関係と滞納処分
関係について、日常の業務で起こりうる具体的な問答
を収録。地方公共団体の税務担当者の立場に立って回
答。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111092・総実】

地方税法の税目に従い、意義があると思われる判決を
登載し、各判決には論点・事実・判旨・評釈を加え、また
学問上及び執務上の便宜に役立つよう、注釈を加えた。
A5・定価（本体22,000円+税）【1111093・地税判】

住民税・事業税・固定資産税・事業所税・特別土地保有
税・たばこ税及び軽油引取税など、地方税の各税目の申
告書提出に伴う税務書式・様式について、具体的記載例
を示す。
B5・定価（本体10,000円+税）【1111533・税書地】

自治体税務担当はもちろん、税理士など納税者にも必
備の書。課税・納税両面から参考になるケース別の疑問
に答える構成。法人・個人に対する課税問題、両者が関
連する問題など地方税の課税問題への回答も網羅。
B5・定価（本体24,000円+税）【1111539・税質】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

市町村税実務提要

住民税及び諸税に関する具体的な問答を収録。日常の
業務で起こりうる市町村民税・軽自動車税・市町村たば
こ税・事業所税・国民健康保険税等に関する質疑応答。

全1冊

市町村税務研究会／編集
加除式 [目次検索]

A5・定価（本体15,000円+税）【1111088・町実】

コンメンタール市町村税関係取扱通知
全2冊

地方税制度研究会／編集

市町村民税、固定資産税、特別土地保有税や法定外普通
税・目的税などの市町村税の施行に関する取扱いの根
幹を定めた「取扱通知」の唯一のコンメンタール。
A5・定価（本体24,000円+税）【1111710・取扱通知】

加除式

コンメンタール 市町村税条例(例)
全1冊

市町村税条例研究会／編集

市町村における税条例の起案、改正の指針として提示
されている税条例、都市計画税条例、国民健康保健税条
例等の各条例例について、逐条ごとに詳細な解説を施
す。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111090・税準】

加除式

固定資産税実務提要

難解な固定資産税及び特別土地保有税の事務処理に関
する質疑応答を数多く網羅した問答集。日常業務でお
こる疑問に市町村の税務担当者の立場に立って回答を
作成。

全2冊

固定資産税務研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体20,000円+税）【1111085・固実】

家屋評価のための建材総覧
全2冊

固定資産税務研究会／編集

家屋評価担当者のための初めての「建材事典」！ 約
800の建築資材を「屋根」
「外壁」
「内壁」
「床」
「天井」に大
別し、更に評点項目別に分類した体系的な編成。
B5・定価（本体24,000円+税）【1111515・建材】

加除式

Q&Aとケース・スタディー

滞納整理の実務相談

創意に満ちた徴収技術や滞納整理の実務を分かりやす

全 1 冊 く解説。実務Q&A編が日常業務の疑問に即答し、ケー
ス・スタディー編が困難事案解決のための理論や今日
的課題への対応を解説する画期的内容。

―国税・地方税・公課―
滞納整理実務研究会／編

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体10,000円+税）【1111725・滞納整理】

平成30基準年度対応版

固定資産税土地評価の決定版。鑑定評価を含めた平成
30基準年度の固定資産税土地評価の要点がよく分か
る。土砂災害警戒区域等やメガソーラー用地など、喫緊
一般財団法人 日本不動産研究所 固定資産税評価研究会／編著 の評価項目についても解説。
（平成28年9月）

固定資産税土地評価の実務ポイント

A5・定価（本体3,000円+税）【5108282・土地評価ポイント30】
〈10199-5〉

電子書籍

に関する、税務会計処理手続に必携の
最新 Q&A外形標準課税ハンドブック 「外形標準課税」
書。判断の分かれがちな税務上の分岐点をＱ＆Ａ形式
都道府県税務研究会／編著

A5・定価（本体2,400円+税）【5108292・最新外形ハンド】
〈10208-4〉

電子書籍

平成28年度版

要説住民税

市町村税務研究会／編
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で解説。
（平成28年10月）

住民税制度の理解と運用に欠かせない一冊。市町村の
税務担当者向けに住民税の制度を明快に解説。
（ 平成
28年9月）
A5・定価（本体2,700円+税）【5181166・要説住民税28】
〈10196-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

地方財政
平成28年度版

住民税計算例解

難解な住民税計算をケース別かつ具体例により、徹底
詳解。特定支出控除の特例や均等割税率の引上げなど、
平成28年度の住民税実務に対応した最新版。
（平成28
年6月）

市町村税務研究会／編


A5・定価（本体2,600円+税）【5181156・住民税計算28】
〈10176-6〉

平成28年度版

要説固定資産税

市町村の基幹税目である固定資産税制度を平易かつ明
快に解説。複雑な課税計算について具体例を基に計算
例を明示。平成28年度税制改正を織り込んだ最新版。
（平成28年7月）

固定資産税務研究会／編


A5・定価（本体2,600円+税）【5181167・要説固定資産28】
〈10197-1〉

Ｑ＆Ａ 実践固定資産税
〜納税義務者編
古郡寛／著

行政・自治

課税客体を有するものに納税義務があるのか否か、あ
るとすればどの市町村への納税義務であるのかなど、
その判断基準を、豊富な事例と資料を元に解説。
（平27
年4月）
A5・定価（本体5,500円+税）【5108148・実践納税義務者】
〈09977-3〉

電子書籍

Q&A 実践固定資産税 〜課税客体編
古郡寛／著

A5・定価（本体4,762円+税）（平22年10月）
【5107688・実践課税客体】
〈09182-1〉

平成28年度

住民向けに住民税の概要を解説した広報用小冊子で、わかりやす
さに定評のあるベストセラー。空き家に係る譲渡所得の特例の創
設、セルフメディケーション推進税制など最近の改正事項を織り
込んだ最新版。
（平28年5月）※ご注文は50部以上からとなります。

住民税のしおり
市町村税務研究会／編著



A5・定価（本体130円+税） 〈直販〉
【5181149・住民税しおり28】

地方税務職員のための租税徴収の技術 〜入門から応用まで
小林能彦／編著

A5・定価（本体5,300円+税）（平26年10月）
【5108057・租税徴収の技術】
〈09825-7〉

新地方税務争訟ハンドブック
自治体法務研究所／編著

A5・定価（本体3,714円+税）（平24年11月）
【5107907・新税務争訟ハンド】
〈09569-0〉

事例解説 地方税とプライバシー 改訂版
地方税事務研究会／編著

A5・定価（本体3,333円＋税）（平25年3月）
【5107959・地方税プライバシー改】
〈09664-2〉

地方税・公課 徴収事務入門
杉之内孝司／著

A5・定価（本体3,429円+税）（平18年7月）
【5107068・徴収入門】
〈07972-0〉

地方財政
地方財政関係法令通達実例集
全 12 冊

地方財政制度研究会／編集

加除式

地方財政全般にわたって法令・通達・通知・実例が通覧
できるように編成。更に、財政資料編では地方財政状況
の把握に最新の情報を提供する実務書。
A5・定価（本体165,000円+税）【1111081・地財】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

普通交付税算定事務の手引（市町村分）
全1冊

地方交付税制度研究会／編集

市町村分普通交付税の算定に用いられる種々の基礎数
値について、それぞれの照会先、作成の日程、作成上の
注意点を簡潔に示し、併せて根拠資料及び根拠条文を
掲載。
B5・定価（本体11,000円+税）【1111522・交付税】

加除式

地方公共団体決算統計ハンドブック
全1冊

地方財政調査研究会／編

地方公共団体における決算統計事務のテクニック、調
査表への具体的記入方法と、公共施設状況調の作成要
領を分かりやすく解説。引用法令や参照通知等を直近
箇所に掲載。
B5・定価（本体10,000円+税）【1111577・決算】

加除式

地方債実務要覧

地方債に関する法令、通知、問答形式の実例を事項ごと
に登載し、担当者が日常業務において直面する事務上
の諸問題について簡潔明瞭に解決できるように編纂。

全3冊

地方債制度研究会／編集

A5・定価（本体66,000円+税）【1111083・債要】

加除式

地方債質疑応答集

地方債協議・届出制度への完全対応版。日常の起債事務
処理上に起こる実務上の疑問に、実務の専門家が詳細
に回答。

全1冊

地方債制度研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体13,000円+税）【1111755・債質】

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員のための債権回収
全2冊

債権について、その取立・保全・消滅・手続等、迅速な回
収方法をQ&Aで解説。財政再建の強力な助っ人とし
て格好の書である。

升田純、大塚康男／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

これだけは押さえておきたい！

A5・定価（本体12,000円+税）【1111685・債権回収】

自治体の資金調達・運用の基礎知識
堀内聡／著



新地方財政調整制度論

（改訂版）

石原信雄／著

電子書籍

地方財政のヒミツ

A5・定価（本体3,000円+税）【5108060・資金調達運用】
〈09853-0〉

自治体の共有財産であり、地方財政調整制度である「地
方交付税」制度の理念と技術的仕組みを詳説。制度草創
期から携わる著者が地方交付税制度の真髄を解説した
唯一無二の書。
（平28年6月）
A5・定価（本体7,000円＋税）【5107952・新財政調整
（改訂）
〈09650-5〉
】

小西砂千夫／著

地方財政と地方交付税の知られざる仕組みを、法律に
沿って丁寧に解説。初任者が理解できるように図表を
多用して説明。制度創設の背景にも言及した地方財政
の入門書に最適な書。
（平24年10月）

電子書籍

A5・定価（本体2,095円+税）【5107912・財政ヒミツ】
〈09581-2〉

自治体の予算編成改革
−新たな潮流と手法の効果−

公益財団法人日本都市センター／監修
稲沢克祐、鈴木 潔、宮田昌一／著
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自治体の資金「調達」
「運用」に関する「法令」
「金融」の
ルールを、専門用語を極力使わずに解説。自治体職員が
つまずきやすい点を身近な例をあげながら丁寧に説明
した書。
（平26年12月）

新たな予算編成手法を提示した上で、先駆的な取り組
みをしている５団体を紹介・分析。仕組みの解説にとど
まらず、試行錯誤した点等の担当者の声も収録した現
場目線の貴重な１冊。
（平24年5月）
A5・定価（本体2,381円+税）【5107855・予算編成改革】
〈09487-7〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

地方財務・公契約

Ｑ＆Ａ自治体の私債権
管理・回収マニュアル

管理・回収手続の複雑な、自治体「私債権処理」の実務マ
ニュアル。相続や破産への対応法や、財産の保全や強制
執行といった法的措置をいかに進めるか、わかりやす
いＱ＆Ａ形式で解説。
（平24年3月）

編集／大阪弁護士会自治体債権管理研究会


B5・定価（本体4,762円+税）【5107824・自治体私債権】
〈09433-4〉

自治体私債権回収のための
裁判手続マニュアル
瀧康暢／著

自治体職員が裁判手続を実行する際に必要となる確認
事項のポイントを解説するとともに書面等の記入例を
具体的に紹介し、裁判手続を行えるようわかりやすく
解説する。
（平25年9月）

A5・定価（本体3,200円＋税）【5107976・債権回収手続】
〈09695-6〉

電子書籍

瀧康暢・生水裕美／共編著

滞納者の個別事情に応じた対応を行い、生活再建を支
援することで滞納税を解消し、徴収率を向上させる方
法について具体的事例で紹介する。
（平25年4月）

行政・自治

生活再建型滞納整理の実務

A5・定価（本体2,095円＋税）【5107932・生活再建滞納整理】
〈09614-7〉

電子書籍

自治体職員が知っておきたい債権管理術 使用料・手数料等の滞納債権を消滅時効させないために
大塚康男／著

A5・定価（本体2,381円+税）（平22年2月）
【5107598・債権管理術】
〈08992-7〉

自治体のための債権管理マニュアル

東京弁護士会弁護士業務改革委員会 自治体債権管理問題検討チーム／編

六訂

B5・定価（本体4,095円+税）（平20年7月）
【5107198・自治体債権管理マニュアル】
〈08182-2〉

地方財政小辞典

石原信雄、嶋津昭／監修

地方財務研究会／編集

B6・定価（本体3,524円+税）（平23年6月）
【5107724・地財辞典
（六訂）
〈09248-4〉
】

誰にでも分かる自治体財政指標の読み方
今井太志／著

A5・定価（本体1,524円+税）（平21年1月）
【5107418・分かる財政】
〈08606-3〉

地方財務・公契約
地方財務実務提要
全3冊

地方自治制度研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

地方財務事典
全1冊

地方財務制度研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

自治体契約ゼミナール
全2冊

太田和紀、橋本勇／編著

加除式 加除特典 [目次検索]

市町村の財務関係事務処理に不可欠の書。地方財務会
計制度発足後における、日常生起し、また予想される実
務上の例題に重点をおいて編集。自治体実務担当者が
座右に置きたい定本。
A5・定価（本体27,000円+税）【1111082・財務】

地方財務制度に関する基本用語と歳入歳出科目が用語
から引ける画期的事典！「地方財務実務提要」とあわ
せて活用できる。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111729・財務事典】

地方自治体において実際に生起した契約に関する紛争
事例で、自治大学校及び市町村アカデミーで研究され
た事例等を集成し、各事例の問題点・解決方法をわかり
やすく解説。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111585・契ゼミ】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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注釈 国・地方公共団体契約判例
全3冊

契約判例実務研究会／編集

A5・定価（本体33,000円+税）【1111435・契約判】

加除式

Q&A 自治体損害賠償判例解説

自治体に関係する判例を組織ごとに分類し、Q&A形
式でわかりやすく解説。争点が即理解できる「ポイン
ト」、判決の内容が一読して分かる「解説」付き。

全3冊

自治体賠償判例研究会／編集

A5・定価（本体36,000円+税）【1111756・自治賠償】

加除式 加除特典

Q&A 自治体公有財産管理・運用の実務

公有財産の管理・運用は各自治体で必ず直面する問題
であり、その対応に苦慮している。本書は公有財産のイ
ロハから実際の対応までQ&Aで解説。基礎から応用
までをコンパクトにまとめた格好の書。

全1冊

自治体公有財産実務研究会／編集

A5・定価（本体10,000円+税）【1111790・公有財産】

加除式

八訂

地方公共団体

公契約の新領域にスポットを当てた判例集。契約をめ
ぐる紛争の予防・解決に重点を置き、学理・実務上意義
のある判例を豊富に収録し、手引として財務会計担当
者必備の書。

歳入歳出科目解説

月刊「地方財務」編集局／編

累計27万部のベストセラーの５年ぶりの改訂版。昭和51年の初版刊
行以来、40年にわたって「解決の糸口が見出せる書」として根強い人
気を誇る１冊。
「歳入」では「款」に、
「歳出」は「節」にならって構成し、ど
のパートでも、まず「款」
「節」の考え方を丁寧に解説。
（平成28年9月）

A5・定価（本体2,500円+税）【5108281・歳入歳出
（八訂）
〈10211-4〉
】

電子書籍

自治体財務の実務と理論
―違法・不当といわれないために
橋本勇／著

初めての「財務実務のルールブック」！解釈が難解と言
われる自治体財務制度を、実務の視点から解説。理論の
裏付けを明確にするため、解説にはすべて、法律等の根
拠や関係判例を明示。
（平27年10月）
A5・定価（本体5,093円+税）【5108190・財務実務】
〈10059-2〉

電子書籍

業務
自治体職員が知っておきたい財務の知識 「自治体職員が知っておきたい」シリーズ第３弾。
力向上を目指す中で財務の知識は必要不可欠。実務に
大塚康男／著

直結する約80問の事例を交え、職員のさらなるスキル
アップを目指す実務書。
（平26年9月）

電子書籍

A5・定価（本体2,600円+税）【5108093・自治体財務】
〈09891-2〉

地方財務ハンドブック

地方財務会計の制度と実務の要点を簡潔明快に解説。
運用上のポイントを法令・通知・行政実例等によりきめ
細かく明示。随意契約締結者の範囲拡大など近年の法
改正を踏まえた最新版。
（平26年3月）

第５次改訂版

地方財務制度研究会／編集

電子書籍

A5・定価（本体4,100円＋税）【5108032・財務ブック
（５訂）
〈09789-2〉
】

詳解 地方公共団体の契約
改訂版

自治体契約研究会／編著



詳説 自治体契約の実務
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日常業務における契約関係の問題を詳細な解説と問答
を通して明快にひも解く。公共工事品確法の施行や自
治令改正による随意契約締結者の範囲拡大などの法令
改正を踏まえ、10年ぶりに全面改訂。
（平25年７月）
A5・定価（本体5,200円＋税）【5107966・契約詳解(改）
〈09678-9〉
】

江原勲／著

業者間談合の排除、随意契約の改善など自治体現場で
課題となっている契約の諸問題について、その解決方
法を詳しく解説。自治体契約の「基礎から応用まで」を
習得できる関係者必携の書。
（平24年6月）



A5・定価（本体3,048円+税）【5107866・自治体契約】
〈09505-8〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

公会計・自治体監査

公会計・自治体監査
会計検査事務提要

過去に起きた公会計の不当事項を具体的に明示。収支
伝票・伺票など多量に捺印する担当者がその予算執行
の適否を検討する際、どのような点に注意すべきかを
細かく指摘。

全5冊

会計検査研究会／編集

A5・定価（本体72,000円+税）【1111022・会検】

加除式

地方監査実務提要
全 12 冊

地方監査事務研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体110,000円+税）【1111042・地監】

住民監査請求事例集

住民監査請求の事例ごとに分類整理し、請求の内容、監
査委員がとった処置、関係機関のとった処置等を付し
た。住民監査請求に対する監査方法、結果通知の作成に
最適の参考書。

全 15 冊

監査制度研究会／編集

A5・定価（本体110,000円+税）【1111046・監査】

加除式

判例 住民訴訟

住民訴訟の実態を、昭和38年の改正前から最新までの
住民訴訟判例を分析。テーマごとに分類し、裁判所の判
断を簡潔にまとめた要旨を付して収録。自治体担当者
はもとより、広く法曹及び研究者の座右の書。

全9冊

住民訴訟研究会（代表：綿貫芳源）／編集

A5・定価（本体66,000円+税）【1111045・住判】

加除式

100問100答

平成27年１月公表の「統一的な基準による地方公会計
マニュアル」に則った財務書類の作成と、作成後の活
用・分析方法について、Q&A形式で解説。平成28年５
月の改訂も盛り込んだ最新版。
（平成28年10月）

新地方公会計統一基準
―財務書類の作成と活用手法
鈴木

行政・自治

地方監査制度の理論・制度・運営等の全般にわたり、分
類整理し、その地位を明らかにすることを意図して編
集された総合実務書。さらに地方監査に係る裁判例を
体系的、網羅的に収録。

豊／編著

B5・定価（本体3,700円+税）【5108296・問答公会計】
〈10220-6〉

電子書籍

地方公会計2017

一般社団法人 地方公会計研究センター／編著

地方公会計「統一的な基準」の徹底解説書。
「工作物の評
価」や「道路の耐用年数」など、財務書類の作成から活用
術までを、公会計の実務家が解き明かす書。
（平28年11
月）

電子書籍

A5・定価（本体3,700円+税）【5108305・公会計2017】
〈10250-3〉

―統一的な基準での財務書類作成と活用

自治体経営監査マニュアル
鈴木豊／編著

電子書籍

自治体監査の第一人者が、法令遵守のチェックだけで
はなく、その先の効率性や有効性にまで踏み込み、実際
の手順に即して解説した一冊。
（平26年4月）

A5・定価（本体3,500円+税）【5108056・監査マニュアル】
〈09824-0〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

公営企業・地方独法・第三セクター
公営企業経営実務事典

地方公営企業の経営に関する基本用語事典。水道、病
院、ガス、電気、交通等多岐にわたる公営企業の用語を
幅広く網羅。関連法令などを引用し、図や仕訳例も多数
盛り込む。

全1冊

公営企業実務研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体11,000円+税）【1111761・企業事典】

質疑応答 公営企業実務提要
全1冊

地方公営企業制度研究会／編集

加除式 [目次検索]

A5・定価（本体12,000円+税）【1111058・企実】

地方公営企業決算統計ハンドブック
全2冊

地方公営企業制度研究会／編集

地方公社実務提要

地方公社（第三セクター）の設立・組織・人事・予算・決
算・契約等の運営全般から解散まで、解説・法令・通知・
実例・判例を一体的に編集するとともに、モデル規程・
書式をも掲載。

全4冊

地方公社制度研究会／編集

A5・定価（本体55,000円+税）【1111041・公社】

加除式

詳解 新独立行政法人会計の実務

新独立行政法人会計基準を実務に即して基礎から完全解
説。図表と仕訳例を多数掲載し、視覚からも理解できるよ
う、図表を多用（約220点）。平易かつ詳細な説明文で、初
任者から練達者まで満足できる書。
（平成28年8月）

有限責任監査法人トーマツ／編

B5・定価（本体5,100円+税）【5108174・詳解独法会計】
〈10058-5〉

電子書籍

下水道経営ハンドブック

下水道事業の経営改善のためのポイント、手法を明らかにした書。借入資
本金、補助金等により取得した固定資産の償却制度、引当金、繰延資産等の
新地方公営企業会計制度についての解説や関連資料の最新版を収録。東日
本大震災に係る地方財政措置についても詳しく解説。
（平成28年7月）

第28次改訂版 平成28年

下水道事業経営研究会／編集

A5・定価（本体4,500円+税）【5181153・下水道ブック
（28）
〈10161-2〉
】

自治体病院経営ハンドブック
第23次改訂版 平成28年

自治体病院経営研究会／編集
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公立病院経営を分析・改善するための方策を、豊富な資料・データ
を基に解説。新公立病院改革ガイドラインＱ＆Ａ（改訂版）を掲載
するとともに公立病院に係る財政措置の取り扱いについての資料
を収録。全国の公立病院の改革事例を多数紹介。
（平成28年7月）

A5・定価（本体4,500円+税）【5181154・病院ブック
（28）
〈10162-9〉
】

水道事業 経営戦略ハンドブック
水道事業経営研究会／編集

地方公営企業決算状況調査（決算統計）における、調査
表への具体的記入方法と留意点を、分かりやすく解説。
引用法令や参照通知を直近箇所に掲載する。
B5・定価（本体22,000円+税）【1111591・企業決算】

加除式



地方公営企業の総則、組織、財務、職員の身分取扱につ
いて、条文配列にならい編成した。判断材料として不可
欠な実例も豊富。

一般会計繰出金や国庫補助金などの財源をはじめ、水
道・簡易水道事業の経営に必要な事項を、体系だてて解
説。水道・簡易水道事業の「経営の基本」がわかる、担当
者必携の書！（平27年8月）

A5・定価（本体3,700円+税）【5108179・水道経営ブック】
〈10043-1〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

公営企業・地方独法・第三セクター／防災・危機管理

やさしい公営企業会計

消費税８％に完全対応‼「複式簿記」も「公営企業会
計」も初めての方に安心な「公営企業会計の入門書」。
（平26年4月）

第２次改訂版

地方公営企業制度研究会／編

A5・定価（本体2,250円+税）【5108055・公営企業会計
（２訂）
〈09823-3〉
】

電子書籍

防災・危機管理
全3冊

国土防災研究会／監修

阪神・淡路大震災を契機に見直された我が国の最新防
災・危機管理行政を詳細に解説した唯一の書。各項目ご
とにQ&A形式でわかりやすく解説。
B5・定価（本体30,000円+税）【1111659・防災】

加除式

災害対策関係法令集
全 18 冊

各種災害に備えて災害関係法令を集大成した法令集。
災害対策基本法等の主要法令には条ごとに関係法令の
条文を注記、法令相互の関係を明らかにし、通知、実例、
資料等を分類収録。

加除式

A5・定価（本体176,000円+税）【1111024・災害】

災害法令研究会／編集

震災対策総覧

地方公共団体の防災事務担当者をはじめ防災関係者が
震災対策を実施するうえで必要な法令及び通知等関係
資料を網羅した、震災対策の専門実務書。

全2冊

震災対策研究会／編集

A5・定価（本体20,000円+税）【1111433・震災】

加除式 加除特典

危機管理実務必携

あらゆる「危機」にすばやく対応するためのノウハウを
満載。自然災害はもとより、健康危機やテロ対策、原子
力、国土防衛、民間防衛についても網羅・詳述。

全2冊

危機管理実務必携編集委員会／編集

B5・定価（本体16,000円+税）【1111705・危機管理】

加除式 加除特典

逐条解説 水防法

水防法唯一の逐条解説書を平成25年、平成27年の改正
に完全対応して4年ぶりに改訂。関係法令はもちろん、
実務に必要な基礎データも収録した関係者必携の書。
（平28年6月）

第二次改訂版

水防法研究会／編著

A5・定価（本体4,300円+税）【5108232・逐条水防
（二訂）
〈10121-6〉
】

電子書籍

逐条解説 災害対策基本法
第三次改訂版

防災行政研究会／編集

東日本大震災

復興が日本を変える
―行政・企業・NPOの未来のかたち
岡本全勝／編著

「災害対策基本法」の各条文に、
【趣旨】・
【解説】・
【運用】を付
した、万全の内容。南海トラフ地震や首都直下型地震が発生
するおそれが指摘されている今、防災関係者のみならず、災
害対策制度を詳しく知りたい方、必携の書。
（平28年3月）

A5・定価（本体7,500円+税）【5107975・逐条災対法
（三訂）
〈09700-7〉
】

電子書籍



行政・自治

Q&A 防災情報ハンドブック

藤沢烈、青柳光昌／著

東日本大震災からの復旧・復興の過程で生まれた、
「企
業」
「NPO」
「行政」の新しい役割や手法、三者の連携を
具体的に紹介。地方創生で求められている企業・NPO
との連携手法・ツボがわかる。
（平28年2月）
四六・定価（本体2,000円+税）【5108234・大震災復興】
〈10127-8〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

災害対策全書
【別冊】

平成23年に発刊した「災害対策全書」の続編。これから起こり
うる災害についての対応策を災害現場の第一線で活躍する執
「国難」となる巨大災害に備える 〜東日本大震災から得た教訓と知見〜
筆陣が論じる。
「災害対策全書」（全4巻）もプリントオンデマ
公益財団法人 ひょうご震災記念 21 世紀研究機構「国難」となる
ンド版で復刊。詳しくはお問い合わせください。
（平27年9月）
巨大災害に備える編集会議／編集・発行 河田惠昭／編集長


A4・定価（本体7,870円+税）【310052601005・災害対策全書
（別）
〈10007-3〉
】

自治体・事業者のための

南海トラフ、首都直下型地震の最新被害想定から、法律
の制定背景、法改正により自治体や民間事業者が作成
しなければならない各種計画について、Q&Aも交え
―最新被害想定による南海トラフ・首都直下型地震対策―
ながら詳しく解説する。
（平26年11月）
防災計画研究会／編集

防災計画作成・運用ハンドブック

B5・定価（本体3,700円+税）【5108092・防災運用ブック】
〈09890-5〉

電子書籍

実践

不祥事を起こさない組織をつくるためにはどうしたら
いいのか。国土交通省地方整備局のコンプライアンス
対策にたずさわってきた著者のノウハウを詰め込んだ
実践的な入門書。
（平27年12月）

コンプライアンス・マネジメント入門
―「組織の健康づくり」のノウハウ―
小滝晃／著

四六・定価（本体1,389円+税）【5108217・コンプラ組織】
〈10094-3〉

電子書籍

定本 危機管理

危機管理の第一人者が、これまでの経験・ノウハウと最
新事例に基づき、危機への対処方法をまとめた書。グ
ローバル化した社会で必要なリーダーシップ、組織管
理を学ぶための危機管理の教科書（平26年9月）

―我が経験とノウハウ―
佐々淳行／著

Ａ５・定価（本体2,300円＋税）【5107970・定本危機管理】
〈09687-1〉

電子書籍

国家の危機管理

内閣危機管理監として東日本大震災に対処した著者
が、事例と経験をもとに危機への対処方法と今後のあ
り方について、我が国の危機管理上、足りないものは何
かを考え、明示した書。
（平26年4月）

―実例から学ぶ理念と実践―
伊藤哲朗／著

A5・定価（本体2,300円+税）【5108053・国家危機】
〈09816-5〉

電子書籍

新版

自治体職員が知っておきたい危機管理術
―リスクマネジメント完成へのステップアップ―
大塚康男／著



A5・定価（本体2,571円+税）【5107902・危機管理術
（新）
〈09566-9〉
】

スマート防災

長年、防災現場を調査してきた著者が、個人、企業、地域
それぞれが行うべき災害対策を提案。そして、最近話題
のドローンを活用した防災対策についても紹介。
（平
28年3月）

―災害から命を守る準備と行動―
山村武彦／著

A5・定価（本体2,200円+税）【5108235・スマート防災】
〈10129-2〉

電子書籍

これだけは知っておきたい！
山村武彦／著

あなたと家族の命を守る
山村武彦／著

山村流 災害・防災用語事典

B6・定価（本体2,190円+税）（平23年4月）
【5107742・防災用語事典】
〈09271-2〉

目からウロコの防災新常識

防災格言 いのちを守る百の戒め
山村武彦／著

公務員の不祥事等、自治体職員の危機管理は災害だけ
ではない。危機発生時「必ずやらなければならないこ
と」
「絶対してはならないこと」は何か。危機管理の更な
るレベルアップへ必読の書。
（平24年9月）

B6・定価（本体1,524円+税）（平22年1月）
【5107585・防災新常識】
〈08972-9〉

B6・定価（本体1,429円+税）（平21年1月）
【5107421・防災格言】
〈08600-1〉

中越地震から 3800 日 〜復興しない被災地はない〜
公益社団法人 中越防災推進機構復興プロセス研究会／著

A5・定価（本体2,700円+税）（平27年3月）
【5108136・中越地震】
〈09958-2〉
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〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

防犯・安全・安心／消防

東日本大震災からの真の農業復興への挑戦 ― 東京農業大学と相馬市の連携 ―
東京農業大学・相馬市／編

A5・定価（本体3,500円+税）（平26年2月）
【5108024・農業復興】
〈09767-0〉

東日本大震災と地方自治 ― 復旧・復興における人々の意識と行政の課題 ―
河村和徳／著

A5・定価（本体2,300円+税）（平26年3月）
【5108051・震災と自治】
〈09814-1〉

電子書籍  

日本の領土があぶない
矢野義昭／著

ケースブック

B6・定価（本体1,429円+税）（平25年6月）
【5107910・領土があぶない】
〈09572-0〉

あなたの組織を守る危機管理

危機管理研究会／編著

B5・定価（本体4,762円+税）（平24年3月）
【5107728・ケースブック危機管理】
〈09258-3〉

東日本大震災津波 ――岩手県防災危機管理監の 150 日

行政・自治

越野修三／著

A5・定価（本体2,095円+税）（平24年7月）
【5107882・東日本大震災津波】
〈09529-4〉

よみがえれ釜石！ 〜官民連携による復興の軌跡〜
枝見太朗／著

A5・定価（本体1,800円+税）（平26年3月）
【5108038・釜石挑戦】
〈09798-4〉

電子書籍  

ドキュメント東日本大震災浦安のまち 〜液状化の記録〜
株式会社ぎょうせい／編集

浦安市／協力

A4・定価（本体762円+税）（平24年8月）
【5107898・液状化被害】
〈09555-3〉

防犯・安全・安心
安全・安心の手引
地域防犯の理論と実践／全 1 冊
地域安全対策研究会／編集

山本俊哉／編集代表

加除式 加除特典

安全・安心まちづくりの理論と豊富な実践例を紹介。地
域防犯の基本的な考え方と地域の状況に即した対策の
あり方を伝授。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111753・安全手引】

消防
消防実務要覧
全 13 冊

消防事務に関することがらを項目別、部門別にとらえ、
その項目には簡潔なコメントを施し、更に関連する根
拠法令、参照法令、通知、実例等を一体的に見られるよ
うに編集した。

加除式

A5・定価（本体120,000円+税）【1111031・消防】

消防行政研究会／編集

消防関係準則基準集
全1巻

消防実務研究会／監修

加除式

消防に関する準則・基準等について、各条文の意図する
ところを重要点にわかりやすく説明し、条文の解釈を
明確に記述。また、難解な条文については要旨と解説に
分けて記述。
A5・定価（本体17,000円+税）【1111032・消準】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

消防実務質疑応答集（警防・財政・教養・公務災害）
全1冊

消防実務研究会／編集
加除式 加除特典 [目次検索]

教育、訓練、消防団、警防、消防財政等消防行政執行上、
日常業務の上で起こりうるあらゆる事柄を想定し、あ
るいは読者から寄せられた実際例をとりあげて問答式
にまとめた。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111033・消実】

消防実務質疑応答集（危険物規制）
全1冊

危険物保安実務研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

難解な危険物行政に関する唯一の体系的想定問答集。
日常業務のうえで生起するであろう問題を想定して作
成した問答は、業務上の疑問解決のために欠かせない。
A5・定価（本体13,000円+税）【1111034・消危】

消防実務質疑応答集（予防・消防用設備）
全1冊

予防行政研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

予防・消防用設備に関し、日常の業務上の問題を地方公
共団体の担当者の立場に立って解説した問答を収録。
消防設備士の方々にとっても好個の手引書である。
A5・定価（本体13,000円+税）【1111035・消予】

消防実務質疑応答集（災害対策・火災報告）
全1冊

防災行政研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

災害対策・火災報告に関し、日常生起すると思われる問
題を、消防職員の立場に立って解説。火災報告取扱要領
の全文も併せて収録。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111036・消災】

消防実務質疑応答集（救急救助）
全1冊

救急救助問題研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

消防業務において、ますます重要度が高まる救急救助
に関する実務上の諸問題を救急救助業務に携わる消防
職員の立場に立って、質疑応答形式でわかりやすく解
説。
A5・定価（本体8,800円+税）【1111535・消救】

消防団員災害補償等実務提要
全3冊

消防団員等公務災害補償等共済基金／編集

複雑多岐にわたる消防団員等の公務災害補償・退職報
償金制度について、制度の仕組みをくわしく解説する
とともに、関係する法令・通知・行政実例等をすべて網
羅。
A5・定価（本体24,000円+税）【1111541・消補】

加除式

逐条問答 消防力の整備指針・消防水利の基準 改訂版
消防力の整備指針研究会／編

火災損害調査（調査 No.3）

A5・定価（本体2,700円+税）（平27年3月）
【5108137・消防力指針
（改）
〈09959-9〉
】

消防大学校／編著

A5・定価（本体352円+税） 〈直販〉
（平8年4月）
【5106200・火災損害調査】

火災調査書類の書き方（調査 No.2）
消防大学校／編著

新・ 消防関係判例解説 増補
消防大学校／編著

46

A5・定価（本体448円+税） 〈直販〉
（平8年4月）
【5106199・火災調査書類】

A5・定価（本体4,000円+税）（平4年）
【5104105・消防判例
（新）
〈03521-4〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

厚生一般／医療・病院・衛生・保健

厚生一般
厚生統計関係法規集

簡潔明瞭に編集された厚生統計に関する唯一の法規
集。編集には、実務と理論の両面が配意され、内容は主
務官庁の監修を受け最新に保たれている。

全4冊

厚生労働省統計情報部／監修

A5・定価（本体42,000円+税）【1111113・統計】

加除式

全2冊

生活衛生法規研究会、公益社団法人 全日本墓園協会／編集
横田睦／編纂代表

墓地、埋葬等に関する法律の条文ごとに解説を付し、解
釈運用上必要な委任命令・通知等の関係部分を整理配
列し、法の条文を中心に関係するものを通覧できる実
務者本位の編集。

行政・自治

墓地埋葬実務便覧

A5・定価（本体18,000円+税）【1111575・墓地】

加除式 加除特典

水道管理事務提要
全 10 冊

水道法制研究会、地方公営企業制度研究会／編集

水道事業認可から施設基準・水質基準・水質保全はもと
より、地方公営企業法・労働基準法・地方公務員法をも
徹底的に解明。
A5・定価（本体110,000円+税）【1111056・水道】

加除式

逐条解説 化審法

条文ごとに、その趣旨、解釈及び運用方針等をわかりや
すく解説。関係法令、通知、資料等を精選し、最新内容で
収録。関係者のバイブルとなる化審法規の解説書。
（平
25年7月）

化審法規研究会／編



A5・定価（本体16,000円+税）【5107982・逐条化審法】
〈09708-3〉

逐条解説 食品衛生法
食品衛生法規研究会／編



条文ごとに、その趣旨、解釈及び運用方針等をわかりや
すく解説。関係法令、通知、資料等を精選し、最新内容で
収録。関係者のバイブルとなる食品衛生法規の解説書。
（平25年６月）
A5・定価（本体17,143円+税）【5107964・逐条食品衛生法】
〈09670-3〉

ライフデザイン白書
2015年

第一生命経済研究所／編



「家族」
「地域」
「消費」
「就労」
「健康・介護」
「人生設計」の
6つの分野について、人々の生活と意識の推移を数値
とグラフでビジュアルに解説。
（平27年7月）
A5・定価（本体1,759円+税）【5108169・ライフデザイン白書2015】
〈10017-2〉

医療・病院・衛生・保健
医療法通知総覧
全3冊

医療法規研究会／編

加除式 加除特典

医療法の逐条ごとに、その条文の解釈・運用に関する通
知・実例を事項別に分類収録。さらに各通知等にその内
容が一目でわかる簡潔な見出しを付して収録。
A5・定価（本体22,000円+税）【1111574・医療】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

保健医療対策事務提要

保健衛生行政に関する主要法律について、各法の条文
ごとに政令・省令・告示・参照条文、通知・実例等を分類
収録。必要な事項は一覧して問題点を解明できる実務
家本位の編集。

全5冊

保健医療研究会／編集

A5・定価（本体55,000円+税）【1111503・保健】

加除式

病院管理事務提要

医事・診療・薬局・会計・労務・経営等病院管理のすべて
の部門にわたり、基本法令・関係法規・通知・実例・裁判
例・統計資料・様式はもちろん各種審議会答申に至るま
で網羅。

全 25 冊

全国自治体病院協議会／編集

A5・定価（本体220,000円+税）【1111057・病院】

加除式

医事紛争法律問題質疑応答集
全3冊

医事紛争法律研究会／編集

法律にあまりなじみのない医療関係者のために、裁判
例をベースにその要点を質疑応答形式で解説するとと
もに質疑応答ごとに医師の義務、責任を具体的に明示。
注射、手術等の医療行為別に編成。
A5・定価（本体26,000円+税）【1111120・医質】

加除式 加除特典

判例セミナー不法行為 医療事故
全1冊

二宮照興、市村英彦／編集

診断過誤、麻酔ミス、投薬ミス等、医療行為トラブルへ
の対策・対応の指針となるための、医療事故関係判例を
整理・分類し、要旨、判例解説、判決文をコンパクトにま
とめた判例集。
A5・定価（本体18,000円+税）【1111777・判セミ医療】

加除式 加除特典

逐条解説 医薬品医療機器法
薬事法規研究会／編



平成24年に発刊した「逐条解説薬事法〈五訂版〉」を全
面改訂した医薬品医療機器法（旧薬事法）の解釈・運用
のため定本。主要関係法令、通知、資料等も精選して最
新の内容で収録。
（平28年1月）
A5・定価（本体30,000円+税）【5108212・逐条薬機法】
〈10089-9〉

よくわかる

Ｑ＆Ａ 再生医療関係法のポイント
再生医療法規研究会／編著

新法の「再生医療推進法」、「再生医療新法（再生医療安
全性確保法）」に加え「改正薬事法（医薬品医療機器法）」
の一部改正をＱ＆Ａでわかりやすく解説！（平26年3
月）

A5・定価（本体2,600円+税）【5108048・ＱＡ再生医療法】
〈09813-4〉

電子書籍

よくわかる

Ｑ＆Ａ 改正薬事法のポイント

平成25年改正をＱ＆Ａ方式でわかりやすく解説！（平
26年３月）

〜薬事法から医薬品医療機器法へ〜
薬事法規研究会／編著

A5・定価（本体2,800円+税）【5108047・ＱＡ改正薬事法】
〈09812-7〉

電子書籍

ジェネリック医薬品講座
邊見公雄、武藤正樹／編著

患者給食関係法令通知集

B5・定価（本体1,429円+税）（平23年9月）
【5107789・ジェネリック】
〈09379-5〉

20 訂版

公益財団法人日本メディカル給食協会／編集

全訂増補

㈶医療機器センター／編集
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A5・定価（本体3,000円+税）（平28年6月）
【5108255・患者給食
（20訂）
〈10155-1〉
】

医療ガス保安管理ハンドブック

A4・定価（本体3,800円+税）（平22年10月）
【5107705・医療ガス
（全訂増補）
〈09196-8〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

福祉一般・社会福祉

医療紛争解決への処方箋

平成27年10月から始まった医療事故調査制度や、医療
ADR（裁判外紛争解決手続）等を中心に、医療紛争の
解決方法について、関係者が何をどう考え、何をするべ
きか、具体的に解説する。
（平28年4月）

〜行政・医療界・法曹界の役割と対策〜
植木哲／著

A5・定価（本体3,200円+税）【5108249・医療紛争】
〈10149-0〉

電子書籍

福祉一般・社会福祉
Q&A

全2巻

福祉実務研究会／編

A5・定価（本体22,000円+税）【1111791・福祉相談】

加除式

社会福祉関係事務提要

社会福祉法・生活保護法等、社会福祉関係法を中心に、
各法の条文ごとに、政令、省令、告示、参照条文、通知、実
例等を配列。通知、実例等は、各条文に分断して収録。

全7冊

社会福祉法令研究会／編集

A5・定価（本体70,000円+税）【1111114・社福】

加除式

図表で見る医療保障 平成28年度版
健康保険組合連合会／編集

日本の医療・介護の仕組みと現状が目で見て分かる書。各統
計がどのような意味をもっているかを解説するとともに、将
来の医療保障のあり方との関連についても分析。制度と現状
を正しく理解するための関係者必携の書。
（平成28年10月）

電子書籍

A5・定価（本体2,700円+税）【5181173・医療保障28】
〈10213-8〉

よくわかる自殺対策

日本を代表する50人の精鋭たちが集結し、これからの自殺
展望を示した一冊。具体的な取組み事例はもちろん、今後の
流れや、施策としての自殺対策の効果検証の方法なども紹
介。人材育成用テキストとしても使える。
（平27年3月）

―多分野連携と現場力で「いのち」を守る
本橋豊／編著



行政・自治

福祉部署における基本務業務をＱ＆Ａでわかりやすく解説。異動
者や新入職員がスムーズに業務を習得できる。また、入門的な内
容に限らず、現場における最新の課題も取り上げており、業務に
精通した担当者の課題解決図書としても活用できる一冊。

福祉実務相談室

A5・定価（本体3,000円+税）【5108123・わかる自殺対策】
〈09936-0〉

社会保障制度と税の一体改革でこう変わる

社会保障制度全般にわたる基礎的な知識をコンパクト
にまとめた一冊。社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医
療、公衆衛生について、その概要を誰にでも理解できる
結城康博、佐藤純子、吉田輝美、畑中綾子／編著 ようわかりやすく解説。
（平26年9月）

入門 社会保障制度

A5・定価（本体3,100円+税）【5108095・入門社会保障】
〈09894-3〉

電子書籍

地方自治問題解決事例集 福祉編

自治体の第一線で働く福祉職員が実際に経験した事例を中
心に、普遍性の高いものを取り上げ、Q&A方式により、そ
の問題点や背景、解決方法などを解説。福祉分野の相談窓口
対応のための事例集としても活用できる。
（平25年７月）

自治体福祉問題研究会／編著



A5・定価（本体3,048円＋税）【5107994・自治解決福祉】
〈09721-2〉

新・

児童相談所、保健センター、民生委員などの関連項目を
新たに盛り込み、福祉事務所が担当する業務について、
分かりやすく解説。初めて福祉に携わる職員、福祉を学
結城康博・嘉山隆司・佐藤純子・本多敏明／編著 ぶ学生の必携書。
（平25年8月）

よくわかる福祉事務所のしごと


A5・定価（本体2,500円+税）【5107980・福祉事務所
（新）
〈09703-8〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

高齢者福祉・介護
高齢者福祉ハンドブック

厚生労働省が公表する膨大な資料を項目別に分類して
収録。老人福祉の基幹法である介護保険法及び老人福
祉法を法律、施行令、施行規則を実務に役立つ三段対照
表で掲載。

全2巻

結城康博、菊池いづみ／編著

A5・定価（本体29,000円+税）【1111775・高齢福祉】

加除式

高齢者医療確保法ハンドブック
全2巻

高齢者医療確保法研究会／編

高齢者医療確保法に関し、厚生労働省が公表する膨大
な資料を項目ごとに分類して収録。Q&Aや高齢者医
療確保法、施行令、施行規則の三段対照など、実務に役
立つ情報満載。
A5・定価（本体33,000円+税）【1111766・高齢医療】

加除式

地域で支える認知症
吉田輝美／編著

認知症予防と認知高齢者の地域支援について、事例を交えて
解説。認知症の最新基礎知識、認知症における政府方針の概要
を分かりやすく解説。認知症サポーターの養成研修や認知症
カフェ等、地域と連携した最新の事例を紹介。
（平成28年8月）

電子書籍

A5・定価（本体2,800円+税）【5108275・地域認知症】
〈10188-9〉

〜事例に学ぶ地域連携サポート〜

入門 介護予防ケアマネジメント

新しい総合事業に対応するために実務担当者は、
「何を準備」し、
「何を注意す
べきか」が分かる書。
「介護予防の推進」について、総合事業の概略、自治体窓
口からの介護予防ケアマネジメントの流れ、具体的な介護予防ケアマネジメ
ントマニュアルとアセスメントシートの作成例を紹介。
（平成28年9月）

〜新しい総合事業対応版〜

結城康博・服部真治／監修
総合事業・介護予防ケアマネジメント研究会／編著
電子書籍

B5・定価（本体2,200円+税）【5108280・介護予防ケア】
〈10200-8〉

介護施設で何が起きているのか

老人ホーム・老健施設等の介護現場では、何が起きているのか。
現場職員の日々の業務に対する意識や、現場職員が捉える虐待
〜高齢者虐待をなくすために知っておきたい現場の真実〜 発生の原因や再発防止策について、著者による全国調査結果に
吉田輝美／著
基づき、問題となる要因を様々な角度から分析。
（平成28年9月）
A5・定価（本体2,200円+税）【5108284・介護虐待】
〈10201-5〉

電子書籍

介護従事者のための応対接遇ガイド
吉田輝美／編著



Ｑ＆Ａ

訪問介護サービスのグレーゾーン

A5・定価（本体1,714円+税）【5107900・介護接遇】
〈09562-1〉

平成27年介護保険制度改正および介護報酬改定に準拠！、茨城県ケア

第2次改訂版 マネジャー協会に寄せられた、訪問介護サービスのグレーゾーン（運営

〜適正な介護サービス費の算定に関するガイドライン〜
茨城県ケアマネジャー協会／監修 能本守康／編著
電子書籍

ワークブック

電子書籍
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基準について判断に困る案件）に関する質問について、厚生労働省の示
す運営基準や通知をもとにわかりやすく解説した1冊。
（平27年7月）

B5・定価（本体2,900円+税）【5108168・グレーゾーン
（2訂）
〈10018-9〉
】

自立支援型ケアプラン作成ガイド
後藤佳苗／編著

実際にあった介護サービス提供中の苦情（クレーム）を
もとに、苦情の発生を予防する方法をわかりやすく解
説。自治体や介護サービス事業者の職員研修・新人研修
などに最適のテキスト。
（平24年８月）

自治体職員やケアマネジャーの声を基に解説した現場の実
務に即した書。介護保険制度において重要視されてきてい
る「自立支援型ケアプラン」の作成を実現させるために、何
をすべきか、何から始めると効果的かをわかりやすく解説。

B5・定価（本体3,300円+税）【5107872・新ケアプラン】
〈09516-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

高齢者福祉・介護／障害者福祉／児童福祉・子育て支援

障害者福祉
障害者総合支援法ハンドブック
全2巻

障害者総合支援法研究会／編集

加除式 [目次検索]

障害者総合支援法につき、内容から運営までを、給付、
自立支援、医療、利用者負担、報酬規準、事業者認定、給
付費請求等、項目別にわかりやすく解説した実務家必
携の書。
B5・定価（本体18,000円+税）【1111751・障害支援】

児童福祉関係事務提要

行政・自治

児童福祉・子育て支援
児童福祉法・児童虐待防止法・DV法・母子保健法等の
各条文ごとに参照条文・通知・実例・判例を登載し、関係
法令編・資料編を設けた児童福祉関係実務者本位の必
携書。

全７冊

児童福祉法規研究会／編集

A5・定価（本体77,000円+税）【1111117・児童】

加除式

児童手当実務提要

児童手当法を条文ごとに委任命令（政省令・告示）、様
式、通知、行政実例を掲載。実務提要方式で編成配列し
た児童手当制度実務担当者の唯一の必携書。

全1冊

児童福祉法規研究会／編集

A5・定価（本体16,000円+税）【1111118・児手】

加除式

について、子ども・子育て
子ども・子育て支援対策ハンドブック 「子ども・子育て支援新制度」
関連3法を中心に、法律、政省令、通知、参考資料、Q&A

全2冊

を網羅。行動計画の策定と実施に携わる全ての自治体
実務担当者及び事業者に必備の書。

子ども・子育て支援法令研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

B5・定価（本体13,000円+税）【1111724・子育て支援】

相談事例

子どもの救済とリーガルサポート
全1冊

獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター／編集

A5・定価（本体10,000円+税）【1111763・サポート】

加除式 加除特典

早わかり

子ども・子育て支援新制度
現場はどう変わるのか

佐藤純子、今井豊彦／編著



学童保育ハンドブック
第２次改訂版

全国学童保育連絡協議会／編集



子どもをめぐる事件（いじめ、虐待、引きこもり、犯罪被
害・性的被害）の発生防止から問題解決までを、自治体
相談員、ソーシャルワーカー、弁護士がQ＆A形式で解
説。

平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連３法」に基
づく「子ども・子育て支援新制度」の全体像を、現場の視点
からわかりやすく解説。今後、現場がどのように変わって
いくかを素早く理解するための一冊。
（平27年1月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108094・早わかり子育て】
〈09893-6〉

平成2７年4月にスタートした「子ども・子育て支援新制度」、
「放課後児童クラブ（学童保育）運営指針（ガイドライン）」に
対応！学童保育とは？から、学童保育のつくり方、指導員の
仕事や運営の方法まで、充実した内容！（平27年8月）
A5・定価（本体2,200円+税）【5108177・学童ブック
（2訂）
〈10035-6〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324Q＆A

児童虐待防止ハンドブック

児童虐待問題研究会／編著

改訂版

A5・定価（本体1,905円+税）（平24年8月）
【5107873・児童虐待ブック
（改訂）
〈09517-1〉
】

保険・年金
国民健康保険事務提要
全7冊

国保制度研究会／編集

加除式

国民健康保険質疑応答集
全1冊

国保制度研究会／監修

加除式

健康保険事務提要
全8冊

加除式

健康保険質疑応答集
全1冊

健康保険制度研究会／監修

加除式 加除特典

国民年金事務提要
全8冊

加除式

国民年金質疑応答逐条改正経過集覧
全2冊

加除式

厚生年金保険事務提要
全6冊

加除式
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国民健康保険法に関係する政省令、通知、問答・判例等
を分類収録し、法の趣旨等が理解できる国保担当者必
携の書。後期高齢者医療制度や滞納整理、第三者行為に
ついても実務に即した内容で登載。
A5・定価（本体88,000円+税）【1111759・国保】

高額療養費支給制度や保険料（税）の計算方法など日常
の国民健康保険業務で生じうる問題を質疑応答式に解
説。国民健康保険のあらゆる疑問にお答えする実務問
答集。
A5・定価（本体7,000円+税）【1111108・国質】

健康保険に関する解釈及び運用に必要な法令、通知、照
会回答、法制意見、裁決例、判例等を網羅。実務者向けに
体系的に編集してあるので、健康保険法及びその委任
命令、特例法等を系統的に通覧できる。
A5・定価（本体70,000円+税）【1111105・健保】

「被扶養者の範囲は」、「保険料の計算方法は」など日常
業務で起こり得る健康保険に関する質疑応答700事例
を収録。健康保険組合、事業所、社会保険事務所、病院に
必備の書。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111106・健質】

国民年金法の各条文を中心に参照条文・関係法令・準
則・通知・実例・主要判例を厳選のうえ登載。国民年金事
務処理上必要事項は関係法令編としてまとめ、諸届・申
請書等様式記載例をも収録。
A5・定価（本体80,000円+税）【1111110・年金】

日常の実務で予想される国民年金に関する問題点を問
答式で収録。法、施行令は改正経過ごとに当時の条文を
明示しているため年金切替が一目でわかる。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111112・国年】

厚生年金保険に関する事項の解釈及び運用に必要な法
令・通知・照会・回答・法制意見・裁決例・判例等のすべて
を網羅。厚生年金保険法及びその委任命令・参照条文等
を系統的に通覧できる。
A5・定価（本体60,000円+税）【1111109・厚年】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

保険・年金／環境・リサイクル・廃棄物
実務担当者の事例から学ぶ

複雑な第三者行為求償制度の実務を、Ｑ＆Ａ方式で分
かりやすく紹介。実務担当者が実際に遭遇した疑問点・
問題点や著者の講演会で出た質問を基に解説した実務
に即した書。
（平成28年8月）

Ｑ＆Ａ 第三者行為求償事務ハンドブック
高田橋厚男／著

B5・定価（本体3,300円+税）【5108271・ＱＡ第三者行為】
〈10186-5〉

電子書籍

クイズに挑戦！楽しく理解！
原令子／著

プロが教える 年金知識

A5・定価（本体2,200円+税）（平26年5月）
【5108050・年金知識】
〈09822-6〉

電子書籍  

環境・リサイクル・廃棄物
行政・自治

地球環境実務必携

環境基本法の施策大系に沿って構成。環境保全実務を
行う上で必要な法令、資料を厳選して収録しており、主
要法律には解説、体系図を登載。

全4冊

環境法令研究会／編

A5・定価（本体38,000円+税）【1111687・環境】

加除式 加除特典

レッドデータブック 2014 〈全９冊〉

日本の絶滅のおそれのある野生生物
環境省／編

A4
レッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物種のリスト）に記載されている種について、各種の形
態、分布域、生息環境等を環境省がとりまとめ、解説した唯一のデータブック。平成24年8月に公表
されたレッドリストに基づき作成。
（平26年10月〜平27年3月）
●1
哺乳類
定価（本体2,800円+税）
【5108096】
〈09895-0〉
2
3
●4
●5
●6
●7
●8
●9
●
●

鳥類
爬虫類・両生類
汽水・淡水魚類
昆虫類
貝類
その他無脊椎動物（クモ形類・甲殻類等）
植物Ⅰ（維管束植物）
植物Ⅱ（蘚苔類・藻類・地衣類・菌類）

三段対照

定価（本体3,400円+税）
【5108097】
〈09896-7〉
定価（本体3,500円+税）
【5108098】
〈09897-4〉
定価（本体6,400円+税）
【5108099】
〈09898-1〉
定価（本体7,200円+税）
【5108100】
〈09899-8〉
定価（本体5,100円+税）
【5108101】
〈09900-1〉
定価（本体2,600円+税）
【5108102】
〈09901-8〉
定価（本体5,100円+税）
【5108103】
〈09902-5〉
定価（本体5,600円+税）
【5108104】
〈09903-2〉

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関す
る特別措置法の一部を改正する法律などに関連した、
廃棄物処理法施行令・施行規則、関係法令の最新の法改
正を反映した最新版。
（平28年4月）

廃棄物処理法法令集
平成28年版

廃棄物処理法令研究会／監修



B5・定価（本体4,000円+税）【5181148・廃物三段表28】
〈10142-1〉

災害廃棄物分別・処理実務マニュアル 〜東日本大震災を踏まえて〜
一般社団法人 廃棄物資源循環学会／編著

B5・定価（本体2,571円+税）（平24年5月）
【5107821・災害廃棄物】
〈09431-0〉

経済効果を生み出す環境まちづくり
環境まちづくり研究会／編著

東京商工会議所、エコピープル支援協議会／編集協力

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年9月）
【5107691・環境まちづくり】
〈09167-8〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324廃棄物処理法に基づく

感染性廃棄物処理マニュアル 平成 24 年 5 月改訂

（公財）日本産業廃棄物処理振興センター／編集

A5・定価（本体2,857円+税）（平24年8月）
【5107856・感染性廃棄物24】
〈09488-4〉

国土交通行政
建設法令総覧

建設法令集の決定版。建設行政に関するすべての法令
を網羅し、通知等も厳選のうえ収録。国土交通省をはじ
め、地方整備局・地方公共団体等の建設行政関係事務者
の必備書。

全 21 冊

国土交通省大臣官房総務課／編集

A5・定価（本体220,000円+税）【1111127・建総】

加除式

国土交通省会計実務要覧 平成28年度版
ぎょうせい／編集



公共工事などに関する会計事務に必要不可欠な法令、通知、要綱
などを体系的に整理・収録した唯一の法令集。会計法・物品管理
法・国の債権の管理等に関する法律・国有財産法などの主要な法
令は、見やすい二段対照・三段対照式を採用。
（平成28年8月）
A5・定価（本体4,300円+税）【5181160・国会単28】
〈10184-1〉

国土交通省機構関係法令集 平成28年版
国土交通省大臣官房総務課／監修



国土交通行政事務の基本となる組織・定員・文書管理に関する法
令・訓令などを体系的に整理・収録した唯一の法令集。
「国土交通省
設置法」
「国土交通省組織令」
「国土交通省組織規則」
「地方整備局組
織規則」
「気象庁組織規則」などの改正を網羅。
（平成28年10月）

A5・定価（本体3,700円+税）【5181161・国土交通機構28】
〈10185-8〉

国土交通六法 交通・観光編 平成 27 年版
国土交通省大臣官房総務課／監修

A5・定価（本体9,600円+税）（平27年10月）
【5181122・国土交通六法27】
〈10025-7〉

公共事業
公共事業紛争関係資料集
全6冊

中央用地対策連絡協議会紛争判例研究会／編集

加除式 加除特典

公共事業紛争判例集
全8冊

中央用地対策連絡協議会紛争判例研究会／編集

加除式

公共事業損失補償実務提要

A5・定価（本体36,000円+税）【1111139・紛争】

公共事業の実施に係る紛争判例を業種別に集成した公
共事業施行者必携の書。事業の内容を簡潔に表現した
表題を付け、事件の経緯と争点、判例の結論、特色等が
簡単にわかる。
A5・定価（本体88,000円+税）【1111140・紛争判】

全 19 冊

損失補償に関する法令・裁決例等のすべてを網羅し、補
償の範囲及び補償額の算定・補償の方法・裁決及び補償
の手続に大別。さらにその中を事項ごとに分類整理し、
検索しやすく編集。

加除式

A5・定価（本体220,000円+税）【1111133・公補】

補償法研究会／編集
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国、地方公共団体等が事業施行の際に役立つ紛争アセ
スメント資料を、紛争判例、住民意識、環境基準、環境保
全対策、事業損失対策、生活再建対策等に整理編集した
唯一の書。

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

国土交通行政／公共事業／土地／道路・河川

土木技術検定試験 問題で学ぶ体系的知識
土木技術体系化研究会／編集

A5・定価（本体2,381円+税）（平23年9月）
【5107782・土木検定】
〈09359-7〉

大震災からの復旧 −知られざる地域建設業の闘い−
米田雅子、地方建設記者の会／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平23年12月）
【5107810・震災復旧】
〈09417-4〉

土地
行政・自治

土地利用基本計画の策定・見直しに必要な法令・通知を
土地利用基本計画実務要覧 「基本計画編」
「個別計画編」に編成。総合的・計画的土地

全1冊

行政を推進するために必要な項目を機能的に収録した
国土交通省土地・水資源局土地利用調整課／監修 必備書。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111147・土地実】

加除式

判例土地法 土地関係法
全2冊

綿貫芳源、木村実／編集

加除式 加除特典

長狭物維持・管理の手引

自治体による旧法定外公共物の運営／全 1 冊
ぎょうせい／編集

加除式 加除特典

自然風景の読み方
―地球の魅力を再発見！―
須賀如川／著



自然公園等の土地特別法及び工場誘致条例等に関係す
る判例を網羅。土地法の主要な項目である土地利用計
画、土地利用規制、土地管理及び土地取得の事項別に分
類・整理。
A5・定価（本体16,000円+税）【1111461・判土】

里道や公共水路等の「長狭物」の維持・管理・活用に必要
な事項をQ&Aで解説。関係する判例、行政実例、通知、
条例などを項目ごとに収録し、体系的に編集。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111740・長狭物】

自然風景を存分に楽しむことを目的とし、自然造形の
由来や背景及びその特徴などをコンパクトにまとめた
内容。世界中の自然の風景を深く読み解くことで、地球
の魅力を再発見する。
（平27年8月）
A5・定価（本体1,700円+税）【5108189・自然風景】
〈10049-3〉

道路・河川
道路法関係例規集
全 39 冊

国土交通省道路局／編集

加除式

道路管理事務担当者会議質疑応答集
全1冊

国土交通省道路局路政課／監修
道路管理事務研究会／編集

加除式

国土交通省道路局の責任編集により、内容の正確を期
してある権威書。道路行政に関するすべての法律、政
令、省令、告示、通知、照会回答、判例及び裁決例等を網
羅している。
A5・定価（本体275,000円+税）【1111128・道路】

道路管理事務担当者会議で議論された問題を一問一答
式でまとめた実務家のための実務問答集。
「 路線の認
定」
「区域決定」
「道路用地の取得」等日常業務に沿った
体系とした。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111527・道管質疑】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

道路交通管理安全対策例規資料集

本書は、道路交通管理、安全対策についてすべての資料
を集大成し、法令編、例規編、資料編の三編に分け利用
の便を図った。幅広い資料で現状の問題点を明確に理
解できる体系とした。

全4冊

国土交通省道路局道路交通管理課／監修
道路交通管理研究会／編集

A5・定価（本体55,000円+税）【1111135・道資】

加除式

判例土地法 公有水面・河川法

公有水面埋立法、河川法等に係るもので、土地法に関す
る判例を収録。海域の埋立てと環境保全との関係が重
大な争点となっている公有水面埋立法に係る唯一の判
例集。

全2冊

綿貫芳源、木村実／編集

A5・定価（本体13,000円+税）【1111437・水面】

加除式 加除特典

道路法令総覧

道路行政に必要不可欠の法令・通知を収録した実務六法。道
路法、道路整備特別措置法には参照条文を付し、使いやすく
編集。平成29年版では、平成28年3月に公布された「道路法」
「踏切道改良促進法」等の大きな改正を反映。
（平成28年11月）

平成29年版

道路法令研究会／編集



A5・定価（本体5,300円+税）【5181157・道路総覧29】
〈10181-0〉

平成28年 改正道路法の解説 Q&A
―道路協力団体制度のポイント―
道路法令研究会／編集



平成28年3月改正の道路法、9月改正の道路法施行令、
施行規則により、新たに創設された「道路協力団体制
度」について、制度創設の背景から制度活用のポイント
などをＱ＆Ａを交えて解説。
（平28年11月）

A5・定価（本体2,200円+税）【5108297・改正道路法28】
〈10234-3〉

道路管理瑕疵判例ハンドブック
第三次改訂版

道路管理瑕疵研究会 / 編集

道路管理の判例について、事故の概要と判決の要旨を
道路管理者の視点でまとめた唯一の書。平成19年度か
ら平成25年度までの判例を追加した改訂版。
（平27年
12月）

A5・定価（本体4,600円＋税）【5108208・道判ブック
（三訂）
〈10085-1〉
】

電子書籍

道路管理の手引

道路管理上の基礎知識をやさしく解説し、道路管理の
実務問題となる事項をＱ＆Ａで詳解。笹子トンネル崩
落事故を受け、法律上「点検」について明確化された平
成25年の改正道路法を反映。
（平26年11月）

第５次改訂

道路法令研究会／編集

A5・定価（本体4,000円+税）【5108107・道路管理
（５訂）
〈09907-0〉
】

電子書籍

解説＆法令・通達

最新車両制限令実務の手引 第 4 次改訂版

道路交通管理研究会／編集

電子書籍  

A5・定価（本体5,000円+税）（平26年3月）
【5108030・車限実務
（4訂）
〈09786-1〉
】

橋があぶない 迫り来る大修繕時代
依田照彦、髙木千太郎／共著

いちからわかる

道路管理の知識＆雑学

グループ MICHI ／編集
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B6・定価（本体1,429円+税）（平22年10月）
【5107542・橋があぶない】
〈08873-9〉

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年7月）
【5107644・わかる道路】
〈09098-5〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

下水道／都市計画・まちづくり

下水道
下水道法関係例規集

下水道法は各章ごとに解説を加え、逐条に参照条文、施
行例、施行規則を付す。他の主要関連法規は、下水道実
務の視点からを解説。関係例規・判例等を余さずに収
録。

全5冊

国土交通省水管理・国土保全局下水道部／編集

A5・定価（本体30,000円+税）【1111465・下水道】

加除式

下水道法令研究会／編集

平成28年度版



浸水対策や、再生可能エネルギーの活用など、最新の下
水道法の改正を盛り込み３年ぶりに改訂。下水道業務
に必要な法律、政省令、通知等を体系的に分類・編集し
た法令集。
（平28年3月）

行政・自治

下水道法令要覧

A5・定価（本体5,800円+税）【5181117・下水道要覧
（28）
〈10014-1〉
】

逐条解説 下水道法

平成27年11月19日施行の最新下水道法の改正等を盛
り込み、最新版として発刊。それぞれの解説には根拠と
なる通知、行政実例や関係法令も掲載。下水道行政に携
わる関係者必携の書。
（平28年4月）

第四次改訂版

下水道法令研究会／編著

A5・定価（本体5,100円+税）【5108231・逐条下水
（四訂）
〈10120-9〉
】

電子書籍

都市計画・まちづくり
都市計画法の運用 Q&A
全2冊

国土交通省都市局都市計画課／監修

加除式 加除特典 [目次検索]

判例土地法 都市計画関係法
全4冊

綿貫芳源、木村実／編集

加除式 加除特典

開発許可質疑応答集
全1冊

開発許可制度研究会／編著

加除式 加除特典 [目次検索]

実務のための判例開発許可・宅地防災
全1冊

開発許可・宅地防災行政研究会／編集

加除式 加除特典

都市計画法の解釈・運用のバイブル『逐条問答都市計画
法の運用』を全面的に見直し、最新の都市計画実務のポ
イントをQ&A形式で解説。
「都市再生特別措置法」
「エ
コまち法」のQ&Aも新規に追加。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111669・都計運用】

都市計画法、都市再開発法、都市公園法等の都市計画に
関する判例を収録。判決が容易に理解できるように、判
決ごとに「概要」及び「要旨」を付し、要旨を当該判決文
中に掲示。
A5・定価（本体38,000円+税）【1111143・都計】

開発許可制度についての創設の趣旨、変遷、現行制度の
構成について解説し、日常の開発許可行政の実務処理
上起った事柄、起こりうる問題点を掲げた実践的内容
の問答集。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111163・開質】

開発許可制度、宅地造成等規制法、宅地開発指導要綱に
関する判例を集大成。各テーマごと、各判例ごとに分か
りやすいポイントを付し、実務とどう関わるかを中心
に解説。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111493・開発判】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

解説 & 事例 地区計画の手引

全国約6,000件以上の策定状況が一覧でき、個別の規
制状況がすぐに調べられる。地区計画の種類ごとに解
説を付し、先進的・参考となる事例を選んで、地区整備
国土交通省都市局都市計画課、住宅局市街地建築課／監修
計画の詳細を収録。
地区計画研究会／編集

全2冊

B5・定価（本体33,000円+税）【1111632・地区手引】

加除式 加除特典

基本まちづくり事典

まちづくりに携わる自治体職員、プランナーたちが
知っておかなければならない基本的な知識、日常業務
の中でふっと出てくる素朴な疑問に応えたコンパクト
実務事典！

まちづくり・都市計画の手引／全 2 冊
まちづくり研究会／編集

A5・定価（本体17,000円+税）【1111697・基本まち】

加除式 加除特典

都市計画法令要覧

平成29年版

国土交通省都市局都市計画課／監修
都市計画法制研究会／編集



複雑多岐にわたる都市計画関係法令、例規、資料までを
幅広く収録した実務担当者必携の法令集。平成29年版
では、
「都市再生特別措置法」改正（平成28年6月公布）
を紹介。
（平成28年9月）
A5・定価（本体5,000円+税）【5181158・計画要覧
（29）
〈10182-7〉
】

政策課題別

都市計画制度 徹底活用法
佐々木晶二／著

地域経済の再生や低所得者対策等、各地で深刻化する
社会問題について、都市計画制度を使った斬新な解決
策を提案・解説。国と自治体の両方で都市計画に携わっ
た著者による実践的な書。
（平27年12月）
A5・定価（本体3,300円＋税）【5108204・都市計画制度】
〈10066-0〉

電子書籍

最新

都市計画法に基づく開発許可制度の内容や申請の手続
を解説した書。平成26年改正のコンパクトシティ推進
のための居住調整地域における開発許可制度の立地基
準の適用等を反映。
（平27年9月）

開発許可制度の解説
第三次改訂版

開発許可制度研究会／編集



A5・定価（本体4,500円+税）【5108183・開発許可
（三訂）
〈10040-0〉
】

コンパクトシティ実現のための都市計画制度 ―平成 26 年改正都市再生法・都市計画法の解説―
都市計画法制研究会／編集

A5・定価（本体3,500円＋税）（平26年10月）
【5108105・コンパクトシティ制度】
〈09905-6〉

よくわかる都市計画法 改訂版
都市計画法制研究会／編著

四訂

A5・定価（本体2,476円+税）（平24年7月）
【5107865・わかる都市計画
（改訂）
〈09508-9〉
】

都市計画用語事典

都市計画用語研究会／編著

A5・定価（本体4,095円+税）（平24年10月）
【5107897・都市計画事典
（四訂）
〈09553-9〉
】

都市の低炭素化促進法Ｑ＆Ａ
都市計画法制研究会 / 編著

逆発想の都市政策
和田清美／監修
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A5・定価（本体2,857円+税）（平25年4月）
【5107957・低炭素Q&A】
〈09661-1〉

首都大学東京都市教養学部都市政策コース／編集

A5・定価（本体2,857円+税）（平23年5月）
【5107719・逆発想都市】
〈09216-3〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

区画整理・都市再開発／土地収用・用地補償

区画整理・都市再開発
実務問答 都市再開発

複雑かつ難解な都市再開発法の的確・効率的な運用を
図るために、膨大な行政実例の中から重要なものを厳
選し、懇切・丁寧に解説する。

全2冊

都市再開発研究会／編著

A5・定価（本体16,000円+税）【1111579・問答再開発】

加除式 加除特典

実務問答 土地区画整理
全1冊

土地区画整理法制研究会／編

行政・自治

土地区画整理法の逐条に実務上の問題を具体的事例を
もとに解説。最も難解とされる土地区画整理法と常に
難行する土地区画整理事業についてわかりやすく解説
する。
A5・定価（本体10,000円+税）【1111476・問答区画】

加除式

判例土地法 土地区画整理法
全4冊

綿貫芳源、木村実／編集

土地区画整理法の判例を法体系に基づき、分類・整理。
判決ごとに「概要」及び「要旨」を付し、事件内容とその
結果が容易に理解できるように要旨を当該判決文中に
掲示。
A5・定価（本体40,000円+税）【1111145・区画】

加除式 加除特典

逐条解説 土地区画整理法
第二次改訂版

国土交通省都市局市街地整備課／監修
土地区画整理法制研究会／編著



土地区画整理法・施行令・施行規則を対応させ、詳しく
解説。関連通知や告示も逐条で掲載した、土地区画整理
事業関係者必携の一冊。10年ぶりの改訂版。
（平28年
3月）

A5・定価（本体5,500円+税）【5108159・逐条区画

よくわかる土地区画整理法
第二次改訂版

土地区画整理法制研究会／編著



二訂】
〈09986-5〉

平成19年発行の前回版を改訂。土地区画整理事業の流
れに沿って、判例等を引用しながら詳しく易しく解説。
第二次地域主権一括法による改正内容を反映した最新
版。
（平25年3月）

A5・定価（本体2,190円+税）【5107944・わかる区画整理
（二訂）
〈09646-8〉
】

土地収用・用地補償
判例土地法 土地収用法
全5冊

綿貫芳源、木村実／編集

A5・定価（本体40,000円+税）【1111146・収用】

加除式 加除特典

用地補償実務六法
補償実務研究会／編集



土地収用法に関する判例を体系ごとに分類・整理し、そ
れぞれの判例に判決事実を示して、事実関係・当事者の
主張・判決が立体的に理解できるよう編集した画期的
事務必携書。

平成29年版

用地補償業務の遂行に必要不可欠な法令、通知、統計・
資料類を収録。平成29年版では、「建物移転料算定要
領」を掲載。
（平成28年9月）
A5・定価（本体5,000円+税）【5181159・用地六法29】
〈10183-4〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

用地補償ハンドブック

複雑、多岐にわたる用地補償業務の関係法令のうち、
日々の業務に欠かすことができない公共用地の取得に
伴う損失補償基準などを関連条文ごとに体系的に収
録。消費税率の改定に伴う改正を収録。(平26年9月）

第5次改訂版

補償実務研究会／編集


A5・定価（本体3,300円+税）【5108106・用地ブック
（5訂）
〈09906-3〉
】

土地収用法の解説と運用 Ｑ＆Ａ
改訂版

土地収用法令研究会／編

公共事業に必要不可欠な「土地収用法」の解釈と運用
を、実例を基にしたQ＆A方式でわかりやすく解説。既
存の問答の見直しに加え、新たに約40問追加した改訂
版。
（平26年6月）

Ａ5・定価（本体5,000円+税）【5108059・収用運用Ｑ＆Ａ
（改訂）
〈09835-6〉
】

電子書籍

新訂

土地収用法に基づく「事業認定」に際し、事業認定庁が
判断するポイントを解説。事業認定申請書、添付書類、
審査の参考資料等作成の留意事項を具体例を挙げて紹
介する。
（平25年8月）

事業認定申請マニュアル
土地収用法令研究会／編著



A5・定価（本体4,800円+税）【5107995・事業認定】
〈09722-9〉

平成26年度裁決

平成26年度に各都道府県収用委員会においてなされ
た土地の権利取得裁決・明渡裁決・補償裁決のすべてを
収録し、用地交渉や補償金算定の参考となる前例を掲
載。関係者必携の書。
（平28年6月）

土地収用裁決例集

全国収用委員会連絡協議会／編集



B5・定価（本体38,500円+税）【5181150・収用裁決
（26）
〈10151-3〉
】

逐条解説 土地収用法

膨大な判例・行政実例・学説等を紹介しつつ、土地収用
法の立法の沿革から逐条ごとの解説までを網羅した決
定版。平成15年以降の改正を盛り込み9年ぶりの改訂
版。
（平24年4月）

第三次改訂版／全2巻
小澤道一／著



A5・定価（本体15,238円+税） 〈分売不可〉
【3100515・逐条収用
（三訂）
〈09435-8〉
】

景観・都市緑化
景観―基本計画づくりから実際例まで―
全3冊

A5・定価（本体20,000円+税）【1111562・景観】

加除式 加除特典

判例・法令・例規
全5冊

都市公園・都市緑化・屋外広告

公園緑地行政研究会／編集

人を呼び込むまちづくり
井上正良・長瀬光市／著
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都市の緑地の保全並びに緑化の推進と景観の維持等の
行政施策を担う法令と判例・行政実例・条例・関係資料
を体系的に網羅し、一体的に検索できるようにまとめ
た。
A5・定価（本体26,000円+税）【1111482・都公】

加除式

魅力的景観を生み出す5つの技法

景観に関する地域事例、研究成果、判例、法制度など、ま
ちづくりに携わる自治体関係者に役立つ多くの解説・
論文・資料・法令・条例・判例等を登載した景観の総合的
な図書。

「景観」とはまちを綺麗にすることだけではない。まち
づくりの現場を知り尽くした著者が、人口減少時代に
いかに人を集め、魅力あるまちをつくるかを５つの技
法で解説する。
（平25年3月）

A5・定価（本体2,857円+税）【5107916・人を呼び込むまち】
〈09586-7〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

景観・都市緑化／住宅行政・住宅政策／マンション

公園・緑地・広告必携
国土交通省都市局公園緑地・景観課／監修
公園緑地行政研究会／編集

都市公園、都市緑地、屋外広告、景観行政に不可欠な法
令、運用指針、通知等をコンパクトに収録した唯一の公
園緑地・屋外広告六法。第2次地域主権一括法に伴う、
「都
市公園法」や「景観法」の改正に完全対応。
（平25年3月）



A5・定価（本体6,476円+税）【5181032・公園必携25】
〈09634-5〉

平成25年版

屋外広告の知識 第四次改訂版

第２ 巻 デザイン編：B5 定価（本体1,905円+税）
【5107946・屋外広告デザイン（四訂）】
〈09638-3〉
全3巻
西川潔/監修
第１ 巻 法 令 編：B5 定 価（ 本 体2,286円+税 ） 第３巻 設計・施工編：B5 定価（本体2,476円+税）
【5107945・屋外広告法令
（四訂）】
〈09637-6〉
【5107947・屋外広告設計（四訂）】
〈09639-0〉
国土交通省都市局公園緑地・景観課/監修
山畑信博/監修
（平25年6月）

〈屋外広告の知識
西川潔／著

デザイン編

屋外広告物とまち並み景観の好ましい関係に着目し、
環境との関係で優れた事例をキーワードで編集。日本
のみならず、世界中で著者が取材した優れた事例を
オールカラーで紹介。
（平27年7月）

事例集〉



行政・自治

広告景観

B5・定価（本体3,400円+税）【5108162・屋外広告事例】
〈09991-9〉

住宅行政・住宅政策
公営住宅整備・管理の手引 Q&A
全1冊

国土交通省住宅局住宅総合整備課／監修

整備、管理など公営住宅行政に係るすべての側面から、
実務のポイントを平易に解説。法律上の問題から現場
担当者が日常業務で遭遇するであろう問題をQ&A形
式で詳説。

加除式 [目次検索]

自治体法律顧問シリーズ

Q&A 地方公務員のための公営住宅運営相談
全2冊

大場民男／編集代表

A5・定価（本体14,000円+税）【1111664・住宅手引】

「公営住宅法」の解説を中心に、公営住宅をとりまく複
雑で難解な問題に、ベテラン弁護士と経験豊かな行政
実務担当者がQ&A形式で解答。関係者待望の実務マ
ニュアル。

加除式 [目次検索]

2025年の住宅事情
―図解

住生活基本計画―

国土交通省住宅局住宅政策課／監修
住生活研究会／編集

A5・定価（本体12,000円+税）【1111595・公営住宅】

「住生活基本計画」
（平成28〜37年度）のポイントを、統
計データと図表を用いて解説。今後10年間の住宅政策
の方針が平易に理解でき、自治体住宅政策担当者や住
宅関連業界担当者必携書。
（平28年6月）
A5・定価（本体2,500円+税）【5108253・2025年住宅】
〈10153-7〉

電子書籍

マンション
注釈 区分所有建物関係実例・判例集
全3冊

松尾英夫、丸山英氣、加賀山茂／編集

加除式 加除特典

実務の運用に不可欠な資料をすべて収録し、広汎な判
例、消費者の身近で起こったトラブルの実例、重要な登
記先例とマンションをめぐる法律問題のすべてを網
羅、読者の多目的用途に応えた決定版。
A5・定価（本体28,000円+税）【1111466・区分判】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324トラブル相談Q&A

集合住宅・住宅金融の危機管理
全1冊

丸山英氣／編集代表

実務担当者のために、建替、修繕、騒音、ペット、敷金、礼
金、明渡、高齢者住宅設置・運営、住宅ローン滞納等、集
合 住 宅 ト ラ ブル の 事 前 防 止・ 問 題 解 決 の 処 方 箋 を
Q&Aで解説。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111780・集合住宅相談】

加除式 加除特典

建築士業務・建築法務
建築法令例規

建築基準法、建築士法、防災建築街区造成法を中心に、
その政令・省令・告示・通知・行政実例等を収録。建築基
準法に関わる法令・資料を網羅している。

全 17 冊

国土交通省住宅局／編集

A5・定価（本体180,000円+税）【1111130・建築】

加除式

建築基準法事務提要
全4冊

国土交通省住宅局建築指導課・市街地建築課／監修

建築基準法の条文ごとに関係する政省令、告示、例規を
配置。条文や読み替え規定はわかりやすく図案化。
「告
示」巻は実務に不可欠な告示をすべて登載している。
A5・定価（本体40,000円+税）【1111148・建基】

加除式 加除特典

注釈建築基準法判例

建築基準法をめぐる様々な裁判例をピックアップし
て、その考え方、問題点、今後のあり方等注釈を加え体
系的に配列収録した実務判例集。建築紛争の円滑な処
理解決のための必備書。

全3冊

島田信次／編著

A5・定価（本体20,000円+税）【1111141・建築判】

加除式 加除特典

建築審査会裁決例集

全国の建築審査会裁決のうち重要なものを取り上げ、
多面的に分類・整理を行い、建築基準法の体系に基づき
掲載した建築関係紛争事件に的確に対応するための実
務必携書。

全3冊

荒秀／編著

A5・定価（本体26,000円+税）【1111509・建裁】

加除式 加除特典

建築瑕疵紛争

建築をめぐる瑕疵紛争に伴う「損害賠償事例」の紹介、

の解説、
「相談事例（Q&A）」
損害賠償額算定基準・住宅相談事例集 「賠償額算定のポイント」
並びに相談統計等を収録した、建築瑕疵紛争処理の判

全1冊

断基準となる書籍。

建築瑕疵紛争処理研究会／編集

A5・定価（本体13,000円+税）【1111752・建築紛争】

加除式 加除特典

法令・基準解説

住宅瑕疵担保実務の手引
全1冊

国土交通省住宅局住宅生産課／監修 住宅瑕疵担保履行法令研究会／編集
加除式 加除特典

平成26年改正

建築基準法・同施行令等の解説
建築基準法研究会／編集
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住宅瑕疵担保履行制度について法令解説と運用を凝
縮。住宅品質確保法や民法等の関係法律のポイントを
解説するとともに、住宅瑕疵保険に対応する設計・施工
基準のポイントを図示。
B5・定価（本体17,000円+税）【1111772・住宅瑕疵】

建築基準法の平成26年改正（27年6月施行）の内容に
ついて、条文ごとに解説し、法律・施行令・施行規則の新
旧対照条文や改正・新規告示も収録した、設計、確認業
務に欠かせない解説書。
（平27年2月）
A4・定価（本体5,400円+税）【5108129・建築基準法26】
〈09946-9〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

建築士業務・建築法務／運輸・交通・物流
目からウロコの

建築確認のポイントＱ＆Ａ
改訂版

日本 ERI 株式会社・株式会社 ERI アカデミー／編著


大手民間確認機関に寄せられた多数の質問から216問
を厳選し、図解でわかりやすく解説。平成26年改正の
建築基準法の内容を盛り込んだ待望の改訂版。意匠の
設計・審査担当者におすすめ。
（平28年3月）

B5・定価（本体2,200円+税）【5108228・建築確認Ｑ＆Ａ
（改訂）
〈10118-6〉
】

建築物の防火避難規定の解説
2016

日本建築行政会議／編集



建築確認窓口において防火避難規定を運用する際の全
国基準とその解説。図解でわかりやすく確認担当者及
び建築士必携の書。法令改正や質疑応答の内容を盛り
込んだ最新版。
（平28年6月）

A4・定価（本体4,286円+税）【5108248・防火避難規定2016】
〈10148-3〉

主要都市 建築法規取扱基準 二訂版

プロのための
プロのための

行政・自治

建築規定運用研究会／編集

B5・定価（本体6,000円+税）（平24年12月）
【5107931・主要建築
（二訂）
〈09612-3〉
】

建築法規ハンドブック 四訂版

建築規定運用研究会／編著

電子書籍  

B5・定価（本体4,000円+税）（平27年5月）
【5108151・建築ハンドブック
（四訂）
〈09978-0〉
】

賢く美防災 災害に負けない豊かな住まいとインテリア
町田ひろ子／編著

四六・定価（本体1,800円+税）（平25年8月）
【5107997・美防災】
〈09720-5〉

消費税アップでも損をしない住宅の買い方・選び方
住宅取得制度研究会／編集〈新築住宅編〉
〈中古住宅編〉

A5・各編定価（本体1,200円+税）【5107992・消費税住宅（新築）】
〈09715-1〉
【5107993・消費税住宅（中古）】
〈09716-8〉
（平25年8月）

欠陥住宅紛争解決のための建築知識 改訂

第二東京弁護士会消費者問題対策委員会、99 建築問題研究会／共編

B5・定価（本体4,286円+税）（平23年1月）
【5107667・欠陥住宅
（改訂）
〈09134-0〉
】

運輸・交通・物流
道路交通法ハンドブック
全3冊

交通制度研究会／編集

加除式 加除特典

道路交通関係実例判例集
全7冊

交通制度研究会／編集

加除式

道路運送関係事務提要
全4冊

国土交通省自動車局旅客課／監修

加除式 加除特典

道路交通法を事項別に整理し、それぞれの項目に対し
てその根拠条文、用語の解説、参照法令、罰則、実例まで
が同時に見ることができる実務書。
A5・定価（本体26,000円+税）【1111160・交通】
刻一刻と変化する交通事情を背景に、道路交通法を正確に理
解し運用を図るのは容易ではない。本書は関係する各種判
例、実例等を登載した道路交通法運用のための指南書であ
る。
●判例編 定価（本体11,000円+税）
A5・セット定価（本体44,000円+税）　
【1111157・道交】

道路運送法・施行例・施行規則・告示、参照法令、解釈の
指針となる通知、行政実例、法制意見、判例、各種資料を
精査・分類整理した、道路運送実務に携わる者の必携の
書！
A5・定価（本体26,000円+税）【1111156・道運】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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交通安全対策事務提要

本書は、交通安全対策基本法の立法趣旨から適正な運
用の仕方までを逐条で解説した。現行の交通安全に関
する各省庁の資料、通知などを網羅した交通安全対策
の実務書である。

全 16 冊

交通安全対策研究会／監修

A5・定価（本体150,000円+税）【1111158・交安】

加除式

倉庫業実務提要

倉庫業法の解釈・運用上の問題点を逐条解説し、倉庫寄
託約款、倉庫保管料率表、荷役料率表、火災保健料率表、
届出申請手続及び倉庫統計等の実務に必須の資料を豊
富に収録。

全3冊

倉庫法令研究会／編集

A5・定価（本体30,000円+税）【1111192・倉庫】

加除式 加除特典

旅客自動車運送事業等通達集
六訂

国土交通省自動車局旅客課／監修

バス事業、タクシー事業関係の通達を体系的に編纂。タ
クシーの供給過剰対策のための法令改正等に伴う新
規・改正通達を収録。高速乗合バス等の改正通達も盛り
込んだ４年ぶりの改訂版。
（平28年2月）

A5・定価（本体5,700円+税）【5108219・旅客事業
（六訂）
〈10105-6〉
】

電子書籍

エアラインオペレーション入門 改訂版
㈱ ANA 総合研究所／編集

電子書籍  

八訂

倉庫業実務必携

A5・定価（本体2,300円+税）（平27年4月）
【5108143・エアライン入門
（改訂）
〈09969-8〉
】

倉庫法令研究会／監修

A5・定価（本体3,300円+税）（平28年1月）
【5108218・倉庫必携
（八訂）
〈10104-9〉
】

農林・水産・食品
判例土地法 農地法

農地法の関連判例を同法の体系に沿って分類。判例ご
とに事件内容と判断を簡潔にまとめた「概要」と「要旨」
を付し、事件の経過・争点・判例の内容が即座に理解で
きる。

全1冊

綿貫芳源、木村実／編集

A5・定価（本体14,000円+税）【1111550・農地】

加除式 加除特典

判例土地法 土地改良法

土地改良法の関連判例を同法の体系に沿って分類。判
例ごとに事件内容と判断を簡潔にまとめた「概要」と
「要旨」を付し、事件の経過・争点・判例の内容が即座に
理解できる。

全2冊

綿貫芳源、木村実／編集

A5・定価（本体16,000円+税）【1111144・改良】

加除式 加除特典

食品表示法ガイドブック

〜判断に迷わない 新しい食品表示基準のポイント〜
森田満樹／編著



A5・定価（本体3,100円+税）【5108241・食品表示】
〈10139-1〉

農林漁業の産地ブランド戦略
地理的表示を活用した地域再生
香坂玲／編著
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食品衛生法、JAS法、健康増進法の義務表示部分を統
合した食品表示法や、加工食品表示、栄養成分表示、機
能性表示などの食品表示基準について、図表を盛り込
み、分かりやすく解説。
（平28年4月）

TPP合意後の農林漁業において、生産者のみならず、
自治体として地域を支援していくために必要な制度・
技術・哲学等について、地理的表示制度やブランド化戦
略を中心にした解説書。
（平27年12月）

A5・定価（本体2,800円+税）【5108215・産地ブランド】
〈10092-9〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

農林・水産・食品

知っておきたい知的財産活用術 ―地域が生き残るための知恵と工夫―
香坂玲／編著

A5・定価（本体2,000円+税）（平24年10月）
【5107911・知財活用術】
〈09573-7〉

食材偽装 メニュー表示のグレーゾーン〜景品表示法の正しい理解のために
森田満樹／編著

電子書籍  

Next Market を見据えた
新井ゆたか／編著

A5・定価（本体2,500円+税）（平26年9月）
【5108049・食材偽装】
〈09815-8〉

食品企業のグローバル戦略

A5・定価（本体3,000円+税）（平27年4月）
【5108149・食品戦略】
〈09975-9〉

そうだ、トマトを植えてみよう！ ―地域を変える食と農―
大塚洋一郎／著

電子書籍  

最新版

家畜取引の知識

行政・自治

㈳日本家畜商協会／編集

四六・定価（本体1,900円+税）（平26年4月）
【5108071・トマト食農】
〈09850-9〉

B5・定価（本体3,238円+税）（平23年6月）
【5107746・家畜
（最新版）
〈09277-4〉
】

日本は森林国家です 産業界からのアプローチ
米田雅子、㈳日本プロジェクト産業協議会／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平23年3月）
【5107729・森林国家】
〈09257-6〉

いちご、空を飛ぶ 輸出でよみがえるニッポンの農
古谷千絵／著

今さら聞けない！
新蔵登喜男／編著

Ａ5・定価（本体1,714円+税）（平21年6月）
【5107472・いちご空】
〈08719-0〉

Q&A 食の安全と表示の知識

A5・定価（本体1,905円+税）（平21年4月）
【5107450・食安全表示】
〈08680-3〉

売れる商品はこうして創る 6 次産業化・農商工等連携というビジネスモデル
後久博／著

B5・定価（本体2,476円+税）（平23年3月）
【5107711・6次産業】
〈09235-4〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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教育一般・学校一般
文部法令総覧

文部（科学）省所管の法令を幅広く網羅し、主要告示・通
知等も厳選のうえ収録。編集配列についても独自の検
討がなされた関係者必備の文教関係法令集。

全 12 巻

文部法令研究会／編集

A5・定価（本体230,000円+税）【1111222・部令】

加除式

文部省会計例規

文部（科学）省所管会計事務の基準となる法令・訓令・通
知等を集大成した唯一の必備書。文部科学省所轄機関、
都道府県教育委員会、国立学校等にはなくてはならな
い例規集。

全８巻

文部省大臣官房会計課／監修

A5・定価（本体90,000円+税）【1111223・文会】

加除式

注解 教育法規

数多くの教育法令の中から小・中学校、高等学校及び教
育委員会にとって、関係の深い重要法令を抜き出し、各
条ごとに参照法令・通知・判例要旨等を分類収録した、
教育関係者必備の書。

全3巻

文部法令研究会／監修

A5・定価（本体32,000円+税）【1111226・注教】

加除式

教育判例総覧

教育判例のすべてを教育関係法の逐条ごとに分類整
理。正確、簡潔な要旨と関連判決を明示して、判例の内
容が的確にすばやく理解できるよう工夫、編さんされ
た教育判例集。

全 13 巻

訟務行政判例研究会／編集

加除式

教育事務要覧

A5・定価（本体150,000円+税）【1111225・教判】

ぎょうせい／編集

A5
紙面を上下二段に分け、上段には各編に関係するあらゆる事項とその簡潔な解説を掲げ、下段には
その根拠となる法令・通知・行政実例のほか、各都道府県と主な市の実例を豊富に収録。国の法令や
都道府県の実例を項目別に編集した。項目で引ける独創的な教育法令集。
加除式

小学校編（全5巻）

●

中学校編（全5巻）

●

高等学校編（全7巻）

●

幼稚園編（全4巻）

●

校務編（全5巻）

●

教育委員会編（全6巻）

●

学校法人編（全3巻）

●

人事管理編（全7巻）

●

専修学校・各種学校編（全3巻）

●

文化財編（全7巻）

●
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定価（本体65,000円+税）
（小要1111239）
定価（本体65,000円+税）
（中要1111240）
定価（本体90,000円+税）
（高要1111241）
定価（本体45,000円+税）
（幼要1111242）
定価（本体65,000円+税）
（校務1111243）
定価（本体85,000円+税）
（教要1111244）
定価（本体40,000円+税）
（法要1111245）
定価（本体90,000円+税）
（職要1111246）
定価（本体50,000円+税）
（専修1111247）
定価（本体95,000円+税）
（文要1111256）

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

教育一般・学校一般

実例 教務提要

教育委員会や学校での公務処理や教育指導に関する通
知・行政実例等を教育基本、学校制度・組織編制、児童・
生徒、校務管理、教育指導、生徒指導・進路指導、学校保
健等の事項に分類整理した実用的な手引書。

全7冊

学校教務実務研究会／編集

A5・定価（本体100,000円+税）【1111231・実教】

加除式

最新

教育法規の重要項目を体系的に分類整理して各項目を
一問一答形式でわかりやすく解説し、関連する法令や
通知、判例なども容易に参照できるよう掲載。

教育法規質疑応答集
全 1 冊・付別冊要旨集
教育法規研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体9,000円+税）【1111704・教育法規】

最新

日常生起する教務に関する諸問題を一問一答形式でわ
かりやすく解説。項目ごとに具体的で身近な設問、要点
をまとめたポイント、理解の深まる回答を付し、関係法
令、例規、判例名も示す。

学校教務質疑応答集
全 1 冊・付別冊要旨集

A5・定価（本体13,000円+税）【1111472・教務】

国際交流実務ハンドブック
全2冊

国際交流実務研究会／編集

学校教育・学術・文化・スポーツといった各分野における交流活動
や行政施策等を法令・通知・データ等を交じえて体系的に分類・整
理し、詳細に解説。
“グローバル人材の育成”
“日本からの留学生の
派遣、日本への留学生の受入れ”といった視点に重点を置き編集。
A5・定価（本体25,000円+税）【1111590・国際交流】

加除式

Ｑ＆Ａ 小中一貫教育

小中一貫教育について、Ｑ＆Ａ形式で制度の概要から取組に必要な
手続、運用方法などを分かりやすく解説。制度化の背景や概要、義務
教育学校の概要・教職員関係・施設関係、義務教育学校における教育
課程の特例など、それぞれのテーマごとに編成。
（平成28年10月）

〜改正学校教育法に基づく取組のポイント〜
文部科学省小中一貫教育制度研究会／編著

電子書籍

教育・学校

学校教務研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

A5・定価（本体2,700円+税）【5108272・ＱＡ小中一貫教育】
〈10180-3〉

Ｑ＆Ａ 改正地方教育行政法〈平成26年改正〉 平成26年に地方教育行政法が改正され、60年ぶりに
教育委員会制度の改革が行われた。改正の概要、ポイン
―新教育委員会制度のポイント―

トを文部科学省担当者がＱ＆Ａ形式でわかりやすく解
説。
（平26年10月）

文部科学省地方教育行政研究会／編著



新版

A5・定価（本体2,200円+税）【5108089・新教育委員会制度】
〈09881-3〉

教育・研究関係政府調達ハンドブック
ぎょうせい／編



文部科学法令要覧
平成29年版

文部科学法令研究会／監修



政府調達に関する手続きの概要だけでなく、問答形式で
の解説も盛り込んだ唯一の書。平成18年刊の旧版を全面
改訂。国立大学法人、独立行政法人、大学共同利用機関法
人などの会計・契約実務担当者必携の書。
（平27年12月）

A5・定価（本体4,500円+税）【5108206・政府調達
（新版）
〈10081-3〉
】

国や地方の教育・文化・科学技術行政実務担当者が日常
の執務に必要な法令を収録。使いやすく法令を分類整
理して１冊にまとめた教育関係者必携の法令集。
（平
28年12月）
A5・定価（本体5,600円+税）【5181174・要覧29】
〈10236-7〉

事例解説 教育対象暴力

教育現場では日々、教師に対する保護者・近隣住民から
のクレームが絶えない。本書は実際の事例をもとに教
―教育現場でのクレーム対応―
師の法的義務の有無を明らかにし、教師の対応をサ
近畿弁護士会連合会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会／編 ポートする実践的解説書。
（平27年10月）
電子書籍

A5・定価（本体3,200円+税）【5108188・教育対象暴力】
〈10050-9〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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体罰ゼロの学校づくり
本村清人・三好仁司／編著

A5・定価(本体2,200円＋税)（平25年8月）
【5108001・体罰ゼロ】
〈09730-4〉

カリキュラムを基盤とする学校経営
天笠茂／著

「脱いじめ」への処方箋

A5・定価（本体2,700円＋税）（平25年8月）
【5107979・カリキュラム経営】
〈09710-6〉

嶋﨑政男／著

A5・定価（本体2,190円+税）（平25年1月）
【5107923・いじめ処方箋】
〈09595-9〉

電子書籍  

文部科学時報平成 23 年 3 月臨時増刊号 中央教育審議会答申
文部科学省／編集

今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について CD-ROM 付

A4・定価（本体2,381円+税）（平23年3月）
【7115001-11031・文23年3月臨時号】

中学生のための礼儀・作法読本
横浜市教育委員会

A5・定価（本体143円+税）（平22年9月）
【5107681・礼儀作法読本】
〈09150-0〉

文教行政・文教政策
生きるための知識と技能 2 OECD 生徒の学習到達度調査／ PISA2003 年調査国際結果報告書
国立教育政策研究所／編

B5・定価（本体3,800円+税）（平16年12月）
【5106820・生きる知識2】
〈07571-5〉

生きるための知識と技能 OECD 生徒の学習到達度調査
国立教育政策研究所／編

B5・定価（本体2,857円+税）（平14年）
【5106321・生きる知識】
〈06749-9〉

PISA 2006 年調査 評価の枠組み OECD 生徒の学習到達度調査
国立教育政策研究所／監訳

A4・定価（本体2,381円+税）（平19年7月）
【5107166・PISA2006年調査】
〈08142-6〉

PISA 2003 年調査 評価の枠組み OECD 生徒の学習到達度調査
国立教育政策研究所／監訳

B5・定価（本体2,095円+税）（平16年5月）
【5106714・PISA2003年調査】
〈07407-7〉

文教補助金
学校補助金事務提要
全3冊

学校補助金事務研究会／編集

加除式

学校補助金事務質疑応答集
全1冊

学校補助金事務研究会／編集

加除式
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学校関係の補助金のほかに、補助金関係に共通して
もっとも重要な「適正化法」の解説を始め、地方交付税・
起債についても解説。学校に関係のある補助金をすべ
て余すところなく収録。
A5・定価（本体40,000円+税）【1111230・補助】

学校補助金事務を系統的に分類・整理し、日常起こりう
る疑問を一問一答形式で平易に解説。各制度や補助金
について概説・制度の内容・意義・交付申請等さまざま
な事項について収録。
A5・定価（本体7,000円+税）【1111558・補助質】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

文教行政・文教政策／文教補助金／教員制度・教員研修・教員ケア

地方公共団体文教行政補助金要覧
全1冊

米田一男、岡崎豊、兵藤廣治／監修
補助金実務研究会／編集

B5・定価（本体9,000円+税）【1111622・文教補助】

加除式

新訂

わかりやすい科研費

遠藤啓／著

地方公共団体向けの財源助成措置が一目でわかる。補
助金については、対象事業・経費の細目、基本額の算定
方式等を表形式で平易に解説。地方交付税等、財源助成
制度も一覧できる。

B5・定価（本体2,476円+税）（平23年9月）
【5107780・科研費
（新訂）
〈09355-9〉
】

文部科学省科学研究費助成事業採択課題・公募審査要覧（上・下）平成 23 年度
ぎょうせい／編集

B5・定価（本体19,048円+税）〈分売不可〉
（平23年10月）
【5180972・研究補助金23】
〈09393-1〉

教員制度・教員研修・教員ケア
解説と Q&A による事例の分析

教育・学校

教職員服務関係実務ハンドブック

全 1 冊 学校教職員の日常の学校運営では、法令が関連するこ

教職員法令研究会／編集

加除式 加除特典 [目次検索]

人事判定による教職員法律問題質疑応答集
全2冊

教育判例研究会／編集

加除式 加除特典

判例Q&A教職員の法知識1

事故と体罰＝正しい指導と施設の安全
全1冊

教育判例研究会／編集

加除式 加除特典

判例Q&A教職員の法知識2

事故と体罰＝先生の不注意と施設の不備
全2冊

とが多い。本書は教職員の職務・職責や任用、服務など
について解説。また、事例として判例の争点をQ&A形
式で解説。
A5・定価（本体15,000円+税）【1111739・教職服務】

不利益処分の不服申立に関する人事委員会の判定を基
に、教職員に関する法律上の諸問題を、質疑応答形式で
平易に解説。人事の種類ごとに章立てし、さらに具体的
項目に分類する。
A5・定価（本体30,000円+税）【1111490・教質人】

学校教育活動中の負傷や死亡を伴う学校事故、懲戒・体
罰等、児童生徒に関する事件について、裁判所が教員の
指導監督の過失及び施設設備に瑕疵無しと判断した判
例を収録。
A5・定価（本体13,000円+税）【1111564・教法安】

第1集で学校事故・懲戒・体罰等について過失・瑕疵無
しと判断されたのに対し、本書では、逆に過失・瑕疵有
りと判断された判例を収録。

教育判例研究会／編集

加除式 加除特典

公立学校共済組合関係法規集
全4冊

公立学校共済組合本部／編集

加除式

管理職試験・教職研修に役立つ

最新教育課題解説ハンドブック
全1冊

教育法規研究会／編

加除式 加除特典

A5・定価（本体14,000円+税）【1111565・教法不】

複雑な共済事務について関係法令・通知・実例等をすべ
て収録。法令等が簡単に検索できるよう基本法令編・関
係法令編・その他に大別し、共済事務を円滑に遂行でき
るよう編集。
A5・定価（本体49,000円+税）【1111066・共済】

教育行政から学校経営、教育指導、学校保健・安全にい
たるオールラウンドの事項を収録。管理職試験対策と
してばかりではなく、自己研鑽や校内研修、免許更新に
も役立つ1冊。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111764・教育課題】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

校長教頭試験・超研究 合格できる論文術
西村佐二／著

A5・定価（本体2,476円+税）（平23年4月）
【5107743・校長試験超研究】
〈09274-3〉

学校経営
最新

学校運営質疑応答集
全 1 冊・付別冊要旨集
学校教務研究会／編集

学校運営に関する諸問題を一問一答形式でわかりやす
く解説。事項ごとに、具体的・身近な設問、要点をまとめ
たポイント、理解の深まる回答を付し、関係法令、例規、
判例名をも示す。

加除式 加除特典 [目次検索]

最新

学校管理規則質疑応答集
全1冊

教育法規研究会／編集

A5・定価（本体9,000円+税）【1111519・運営】

学校管理職や教員・事務職員を対象に、学校管理規則の
規定内容について、根拠となる法令や条例・規則などを
示し、関連する通知や判例にも言及しつつ、具体的に
Q&A形式で解説。

加除式 加除特典 [目次検索]

学校の評価・自己点検マニュアル
全2冊

教育評価研究会／編集

加除式 加除特典

校務文書管理マニュアル
全1冊

校務文書管理研究会／編

加除式 加除特典

A5・定価（本体9,000円+税）【1111728・学校管理】

学校評価の手順、手法を具体的に紹介。校長、教頭の実
務に役立つように、教育課程経営、学校づくり、学校組
織などのテーマごとに点検・評価マニュアルを数多く
例示する。
B5・定価（本体10,000円+税）【1111714・学評点検】

紙の文書・諸表簿から電子媒体の情報管理に至るまで、
起案・作成・管理の原則を説くほか、文案を多数収録。読
者限定webサイトから雛形をダウンロードし、オリジ
ナルの文書を作成できる。
B5・定価（本体12,000円+税）【1111749・校務文書】

管理職課題解決実践シリーズ
全５巻

天笠茂／監修

A5・セット定価（本体12,500円+税）　各巻定価（本体2,500円+税）【3100524・管理職課題】
〈09883-7〉
学校をとりまく環境が絶え間なく変化するなか、いま学校が直面している様々な教育課題につい
て、その取組の視点や方策を示す。小中学校の管理職に向けた実務のためのシリーズ。
（平27年2月）
第1巻

●

第2巻

●

第3巻

●

第4巻

●

第5巻

●
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新たな学校課題とこれからのリーダーシップ〈09884-4〉

次期学習指導要領を見据えた学習と評価〜これから求められる資質・能力〜〈09885-1〉
子どもの心と体の健康を育む学校づくり〈09886-8〉
教師としての成長を図る学校づくり〈09887-5〉

地域との新たな協働を図る学校づくり〈09888-2〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

学校経営

カリキュラムマネジメント・ハンドブック

次期学習指導要領の柱、
「カリキュラムマネジメント」の
理論と実践の集大成。研修、自己研鑽に最適の一冊。
田村知子・村川雅弘・吉冨芳正・西岡加名恵／編著 「チーム」としての学校づくりに、学校ぐるみの学力向上
に。学校活性化のマネジメント・ブック！（平28年5月）


B5・定価（本体2,300円+税）【5108205・カリキュラムブック】
〈10083-7〉

学力向上と信頼構築
露口健司／編著

校長・教師・子ども・保護者間の信頼は、学力にいかなる影
響をもたらすのか。愛媛県における調査研究成果と小中
学校の取組事例を通して、学力アップと信頼醸成の相互
実現に向けた経営戦略・具体策を紹介。
（平27年3月）

電子書籍

B5・定価（本体2,400円+税）【5108133・学力と信頼】
〈09952-0〉

―相互関係から探る学校経営方策

「活用型学力」
を育てる本

学校の授業で、家庭学習で、受験で――。今求められる
「新しい学力」を一冊に凝縮！（平26年3月）

小宮山博仁／著

A5・定価（本体1,500円+税）【5108058・活用型学力を育てる】
〈09821-9〉

学校経営15の方策

学校経営の基軸モデルと経営充実のための具体策を図
解で明示。自校の経営を測定評価できる診断ファイル
は編集元ＨＰからダウンロード可。管理職、指導主事、
管理職候補者必携の書。
（平26年3月）

福岡県教育センター／編



A4・定価（本体2,000円+税）【5108033・学校経営15の方策】
〈09790-8〉

学校変革の決め手

学校のチーム化を目指すミドルリーダー
福岡県教育センター／編



社会に開かれた学校経営の展開
福岡県小学校長会／編



カウンセリング・テクニックで高める「教師力」
全5巻

 級づくりと授業に生かすカウンセリング
学
会沢信彦、
赤坂真二／編〈09240-8〉

●第3巻



●第5巻

 になる子と関わるカウンセリング 
気
黒沢幸子、
金山健一／編
〈09241-5〉
特別支援教育に生かせるカウンセリング 
曽山和彦、
岸田優代／編
〈09242-2〉
保護者との信頼関係をつくるカウンセリング 
土田雄一、
小柴孝子／編
〈09243-9〉
教師のチーム力を高めるカウンセリング 
水野治久、
梅川康治／編
〈09244-6〉
（平23年）

B5・セット定価（本体10,000円＋税）　各巻定価（本体2,000円+税）【3100510・カウンセリング教師力】
〈09239-2〉

学校管理職の経営課題

●第2巻

これからのリーダーシップとマネジメント／全5巻
天笠茂／編集代表



●第2巻

●第4巻

諸富祥彦／シリーズ編集代表

●第1巻

子どもに社会力を育てる学校、保護者の信頼に応える学
校とは。地域リソース活用、校内体制改善、小中連携推進
などの組織活性化により目標達成を果たした取組15例
を紹介。次世代管理職のための経営事例集。
（平28年3月）

B5・定価（本体2,000円+税）【5108224・福岡小事例Ⅱ】
〈10108-7〉

チャートでわかる



ミドルリーダーはどのように学校づくりに関わるのか。トッ
プリーダーを支えるミドルリーダーの役割を詳細に解説。教
職員との関わりの中で「リーダー」
「マネージャー」
「メンター」
といった臨機応変な対応を具体的な事例から学べる書。

A4・定価（本体2,000円+税）【5108242・学校変革の決め手】
〈10140-7〉

福岡県小学校長会実践事例集Ⅱ

●第1巻

教育・学校



 代を拓くスクールリーダー
次
天笠茂／編著〈09339-9〉



「新しい公共」

型学校づくり 
小松郁夫／編著
〈09340-5〉
（品切）
●第3巻 学力を創るカリキュラム経営 
天笠茂／編著
〈09341-2〉
（品切）
●第4巻 「つながり」

で創る学校経営 
北神正行／編著
〈09342-9〉
●第5巻 学校をエンパワーメントする評価 
大脇康弘／編著
〈09343-6〉
（品切）

（平23年）

A5・各巻定価（本体2,381円+税）【3100513・学校経営課題】
〈09338-2〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

小中一貫教育の新たな展開
高橋興／著

こうすればうまくいく！

A5・定価（本体2,400円+税）（平26年9月）
【5108110・小中一貫の展開】
〈09911-7〉

地域運営学校成功への道しるべ

北野秋男、林香代子、世田谷区立松沢小学校学校運営委員会／編著

B5・定価（本体2,300円+税）（平27年1月）
【5108118・地域運営学校】
〈09919-3〉

電子書籍  

学校支援地域本部をつくる 学校と地域による新たな協働関係
高橋興／編著

A5・定価（本体2,095円+税）（平23年8月）
【5107757・学校支援本部】
〈09293-4〉

実践・カリキュラムマネジメント
田村知子／編著

B5・定価（本体2,381円+税）（平23年7月）
【5107758・カリキュラムマネジメント】
〈09294-1〉

Q&A 学校トラブルの対処術
加茂川幸夫／著

A5・定価（本体4,000円+税）（平22年7月）
【5107645・学校トラブル】
〈09095-4〉

次世代スクールリーダーの条件
元兼正浩／著

四六・定価（本体1,619円+税）（平22年4月）
【5107604・次世代スクールリーダー】
〈09001-5〉

学校と子ども・家庭・地域をつなぐ
西村佐二、村越正則／編著

小学校編

A5・定価（本体3,600円+税）（平20年3月）
【5107231・講話あいさつ事典小】
〈08231-7〉

学校と子ども・家庭・地域をつなぐ
西村佐二、壷内明／編著

講話あいさつ事典
講話あいさつ事典

中学校編

A5・定価（本体3,600円+税）（平20年3月）
【5107232・講話あいさつ事典中】
〈08232-4〉

学級経営
どの学校でもできる！ 学力向上の処方箋 ―学校リニューアルのマネジメント―
西留安雄／著

新版

小学校通知表文例事典

新版

中学校通知表文例事典

尾木和英、小島宏／編著

尾木和英、篠田信司／編著

A5・定価（本体2,095円+税）(平24年8月）
【5107886・学力処方箋】
〈09535-5〉

B5・定価（本体1,905円+税）（平22年6月）
【5107512・新版通知表
（小）
〈08820-3〉
】

B5・定価（本体1,905円+税）（平22年6月）
【5107513・新版通知表
（中）
〈08821-0〉
】

続・教師の話し方・聴き方 学びの深まりのために
石井順治／著

教師の話し方・聴き方
石井順治／著

シリーズ

明日の教室

学級経営・基礎の基礎

全5巻

「明日の教室」研究会／編
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A5・定価（本体2,000円+税）（平26年3月）
【5108027・続・教師の話し方】
〈09774-8〉

ことばが届く、つながりが生まれる

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年3月）
【5107547・教師の話し方】
〈08882-1〉
●第1巻 教師の一日・一年
〈08684-1〉
●第3巻 授業をつくる
〈08686-5〉
●第4巻 子どもに接する・語る
〈08687-2〉
●第5巻 担任一人で悩まない・抱えない
〈08688-9〉
※第2巻品切れ
（平21年）
A5・各巻定価（本体1,800円+税）【3100501・明日の教室】
〈08683-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

学級経営／授業づくり・学習指導

授業づくり・学習指導
少人数、習熟度、ティーム・ティーチング実践事例集
全1巻

教育方法実践研究会／編集

少人数、習熟度、ティーム・ティーチングを行う際の課
題を考え、実践的なヒントを示す。さらに実践の幅を広
げたい学校にとっても格好のヒントとなる内容。
B5・定価（本体8,000円+税）【1111713・少人数事例】

加除式 加除特典

シリーズ

新しい学びの潮流
電子書籍

教育・学校

全5巻

奈須正裕／編集代表

A5・セット定価（本体12,000円＋税）　各巻定価（本体2,400円+税）【3100523・学びの潮流】
〈09829-5〉
教え込み授業から考えさせる授業へ。知識・技能注入から資質・能力（コンピテンシー）育成へ。授業
観・学力観の大転換に、教師はどう応えるか？ 新しい授業技術を中心に、学級経営術から教育者と
しての生き方まで、これからの教師がおさえるべき知識と技を集大成。
（平26年7月）
第1巻

●

知識基盤社会を生き抜く子どもを育てる―コンピテンシー・ベイスの授業づくり―

奈須正裕、久野弘幸、齊藤一弥／編著〈09830-1〉
子どもを学びの主体として育てる―ともに未来の社会を切り拓く教育へ―

守屋淳、澤田稔、上地完治／編著〈09831-8〉
●第3巻
子どものくらしを支える教師と子どもの関係づくり―担任教師のクラスルーム・ベイシックス―

上岡学、野口徹、藤本勇二／編著〈09832-5〉
●第4巻
しっかり教える授業・本気で任せる授業―多様な筋道で豊かな学力を保障する―

齊藤一弥、奈須正裕、佐野亮子／著〈09833-2〉
●第5巻
教師として生きるということ―子どもを育てる教師・教師を育てる学校―

江間史明、吉村敏之／編著〈09834-9〉


第2巻

●

主体的に学び意欲を育てる

現役のベテラン教員から若手教員、また教員をめざす学生に向け
た、これからの授業研究に役立つ一冊。今日的なキーワードである、
アクティブ・ラーニング、情報教育、ＦＤ（ファカルティー・ディベロ
プメント）などについて、実践例を交えて解説。
（平28年4月）

教学改善のすすめ

林德治、藤本光司、若杉祥太／編著



A5・定価（本体2,300円+税）【5108230・教学改善】
〈10119-3〉

子どもと教室の事実から学ぶ

「学びの共同体」の学校改革と省察
佐藤雅彰、齊藤英介／著



子どもと創る授業
奈須正裕／著

誰一人として孤立させない学校とは？ 個々の学びの質
を高めるには？ 学校・授業改革の哲学と実現の手立て
を、子どもや教師の具体的な姿をもとに丁寧に解説。
「学びの共同体」実践の基本書にして定本。
（平27年5月）

B6・定価（本体2,100円+税）【5108154・学びの共同体
（省察）
〈09981-0〉
】

―学びを見とる目、深める技―
A5・定価（本体2,000円+税）（平25年1月）
【5107935・子どもと創る】
〈09620-8〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

公立中学校の挑戦 授業を変える
佐藤雅彰、佐藤学／編著

学校が変わる――富士市立岳陽中学校の実践

B6・定価（本体1,714円+税）（平15年11月）
【5106647・公立中の挑戦】
〈07274-5〉

中学校における対話と協同「学びの共同体」の実践
佐藤雅彰／著

佐藤学／解説

B6・定価（本体1,714円+税）（平23年10月）
【5107797・学びの共同体】
〈09384-9〉

教育課程・教科教育
「総合的な学習」実践事例集
全1冊

「総合的な学習」研究会／編集

「総合的な学習の時間」について解説し、かつ、全国の
小・中学校で先進的に実践されている特色ある活動例
をテーマ別に分類・整理して紹介。
B5・定価（本体6,000円+税）【1111680・総合事例】

加除式 加除特典

小学校 生きる力を育む評価活動
全1冊

教育内容・方法研究会／編集

学年別・教科別に教師及び児童が個々にそれら評価を
記入可能の帳票形式にして、各個人の教育評価を分か
りやすくできるよう編集した便利な必備の書。
B5・定価（本体10,000円+税）【1111707・評価
（小）
】

加除式

実践！ アクティブ・ラーニング研修
村川雅弘／編著



「アクティブ・ラーニング」実践のため、校内研修、行政研修の事例を豊
富に紹介。
「アクティブ・ラーニング」の授業づくりが分かる「理論編」、
豊富な実例で授業や研修の取組み方を提供する「実践編」、そして研修
の手順を具体的に示した「ハンドブック編」で構成。
（平成28年7月）

B5・定価（本体2,100円+税）【5108270・アクティブ研修】
〈10179-7〉

新教育課程ライブラリⅡ（全 12 巻）
ぎょうせい ／編

A4・セット定価（本体16,200円＋税）　各巻定価（本体 1,350円＋税）【3100532・新課程ライブラリⅡ】
〈10221-3〉
中央教育審議会答申と新しい学習指導要領に則った、より具体的・実践的な内容・情報を毎月お届け
※各巻タイトルは変更する場合があります。
する月刊シリーズ。
（平29年1月〜）
Vol.1

●

Vol.2

●

中教審答申を読む(1) ―改訂の基本的方向〈10222-0〉

中教審答申を読む(2)―学校現場はどう変わるか〈10223-7〉

Vol.3 「深い学び」を考える〈10224-4〉

●

Vol.4

●

Vol.5

●

Vol.6

●

Vol.7

●

Vol.8

●

Vol.9

●

Vol.10

●

Vol.11

●

Vol.12

●
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新学習指導要領の改訂ポイント〈10225-1〉

総則からみるこれからの学校づくり・授業づくり〈10226-8〉
三つの資質・能力から考えるこれからの学校経営〈10227-5〉

誌上・新教育課程セミナー―次世代を育てる学校・教師〈10228-2〉
新たな授業プロセスの開発と教材研究〈10229-9〉
新教育課程における幼保小連携〈10230-5〉
地域と創る教育課程〈10231-2〉

個に応じた指導と支援〈10232-9〉

完全実施に向けた論点整理と学校の課題対応〈10223-6〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

教育課程・教科教育／帰国生教育・外国人教育

新教育課程ライブラリ （全 12 巻）
ぎょうせい ／編

A4・セット定価（本体16,200円＋税）　各巻定価（本体 1,350円＋税）【3100529・新課程ライブラリ】
〈10067-7〉
平成28年度に迫る学習指導要領の改訂―。教育の新たな10年を見据え、今日の実践に生かす、ス
クールリーダーと次世代リーダーのための月刊シリーズ。
（平28年1月〜平28年12月）
Vol.1

●

Vol.2

●

Vol.3

●

Vol.4

●

Vol.5

●

新教育課程型授業を考える ―アクティブ・ラーニングの理論と実践〈10068-4〉
学校現場で考える「育成すべき資質・能力」
〈10069-1〉
子どもの姿が見える評価の手法〈10070-7〉

新教育課程を生かす管理職のリーダーシップ〈10071-4〉

学校ぐるみで取り組むカリキュラム・マネジメント〈10072-1〉

Vol.6 「チーム学校」によるこれからの学校経営〈10073-8〉

●

Vol.8

●

Vol.9

●

Vol.10

●

これからの授業力と研修〈10074-5〉

教育・学校

Vol.7

●

特別支援教育の実践課題〈10075-2〉

カリキュラムからみる不登校対応〈10076-9〉

全国学力・学習状況調査にみるこれからの課題〈10077-6〉

Vol.11 「社会に開かれた教育課程」を考える〈10078-3〉

●

Vol.12

●

見えてきた新学習指導要領―各教科等の検討内容〈10079-0〉

平成 22 年改訂対応

指導要録記入マニュアル 中学校版

尾木和英、小島宏、篠田信司／編著

新版 社会科教育事典
日本社会科教育学会／編集

これ 1 冊でわかる

B5・定価（本体2,095円+税）（平22年11月）
【5107693・要録22（中）
〈09171-5〉
】

A5・定価（本体4,762円+税）（平24年6月）
【5107852・社会科事典
（新版）
〈09483-9〉
】

活用型学力のすべて すぐに使える！

齊藤一弥＋月刊『悠＋』編集部／編

オリジナル B 問題集付き

B5・定価（本体1,714円+税）（平21年2月）
【5107416・活用学力】
〈08595-0〉

中学校学習指導要領解説 総則編 平成 20 年 9 月（平成 27 年 3 月付録追加）
文部科学省

A4・定価（本体208円+税）（平28年8月）
【5108283・中解説総則
（20）
27付録追加】
〈90006-2〉

中学校学習指導要領解説 特別活動編 平成 20 年 9 月（平成 27 年 3 月付録追加）
文部科学省

A4・定価（本体189円+税）（平28年2月）
【5108225・中解説特活
（20）
27付録追加】
〈90005-5〉

帰国生教育・外国人教育
にほんごをまなぼう
文部省／著

日本語指導教材
文部省／著

にほんごをまなぼう 教師用指導書

日本語を学ぼう 2
文部省／著

A4・定価（本体951円+税）（平4年）
【5104058・にほんご】
〈03462-0〉

B5・定価（本体2,621円+税）（平4年）
【5104066・にほんご指導書】
〈03470-5〉

A4・定価（本体1,068円+税）（平5年）
【5104315・日本語2】
〈03861-1〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324日本語指導教材
文部省／著

日本語を学ぼう 2 教師用指導書
A4・定価（本体2,816円+税）（平6年）
【5104470・日本語2指導書】
〈04071-3〉

学校ICT・情報教育
電子黒板が創る学びの未来 新学習指導要領
中川一史、中橋雄／編著

習得・活用・探究型学習に役立つ事例 50

B5・定価（本体2,000円+税）（平21年3月）
【5107415・電子黒板】
〈08592-9〉

生徒指導・教育相談
教師のためのコーチング術 「指導をしない導き方」で子どもの心を開かせるテク
ニックをコンパクトに解説。学級経営、生徒指導、部活
八尾坂 修・片山紀子・原田かおる／著

指導、そして教師の指導力向上に、あらゆる場面で使え
るコミュニケーション・ガイド。
（平28年5月）



A5・定価（本体1,700円+税）【5108240・教師のコーチング】
〈10138-4〉

三訂版 もうひとりで悩まないで！教師・親のための 幼児期〜思春期までの心身をめぐる問題の見方と対応

子ども相談機関利用ガイド
小林正幸、嶋﨑政男／編



がわかる教師・専門家・親のためのガイド。問題別／種
類別／地域別に相談先を探せる構成が大好評。発達障
害など新トピックを収録した最新版！（平24年7月）

A5・定価（本体2,476円+税）【5107876・相談機関ガイド
（三訂）
〈09520-1〉
】

高校生のキャリア・デザインと新しい大学・短大選び
岩田雅明／著

A5・定価（本体1,714円+税）（平22年8月）
【5107655・大学選び】
〈09122-7〉

生徒指導資料第 1 集 改訂版 生徒指導上の諸問題の推移とこれからの生徒指導 データに見る生徒指導の課題と展望
国立教育政策研究所生徒指導研究センター

A4・定価（本体1,857円+税）（平21年7月）
【5107503・生徒指導諸問題
（改）
〈90004-8〉
】

生徒指導の新しい視座 ゼロトレランスで学校は何をすべきか
嶋﨑政男／著

電子書籍 

A5・定価（本体2,190円+税）（平19年6月）
【5107137・生徒指導の視座】
〈08097-9〉

「LINEいじめ」
「悪質投稿」
「リベンジポ
子どものスマホ・トラブル対応ガイド 「スマホ依存」
ルノ」…。ネット社会のトラブルの実際と、事前・事後
全国 web カウンセリング協議会理事長
安川雅史／著

電子書籍

子どものための

の対応を一冊に凝縮。
「なぜ、子どもはスマホにハマっ
てしまうのか?」を分かりやすく解説。
（平28年4月）

A5・定価（本体2,000円+税）【5108196・スマホトラブル】
〈10060-8〉

スマホ・ネットのトラブル解決BOOK
全国 web カウンセリング協議会理事長
安川雅史／監修
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子どものスマートフォンやインターネットの利用に当
たっての啓発用小冊子。スマホ・ネットの危険性、トラブル
解決の手段を、イラスト入り・Q&A形式でわかりやすく解
説。
（平28年12月）※ご注文は50部以上からとなります。
A5・定価（本体148円+税） 〈直販〉
【5108295・スマホBOOK】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

学校 ICT・情報教育／生徒指導・教育相談／保健室・給食・学校安全

保健室・給食・学校安全
児童生徒を守るための

学校安全ガイドブック
―防災・防犯・事故対応の手引き―

“学校安全”における管理、実務の決定版！学校の安全

全 1 冊 管理のため、学校や教育委員会が実際にどのような取
組をすべきか、日頃から児童生徒にどのような指導を
していけばいいのか、その手引きとなる一冊。

学校安全研究会／編集

A5・定価（本体13,000円+税）【1111789・学校安全】

加除式

災害共済給付の実務相談
全1冊

学校安全実務研究会／編集

災害共済給付の実務の中で学校、保育所の担当者が取
り扱うことの多い事例を中心に8章に分類し、各事例
を一問一答形式によりわかりやすく解説した関係者必
携の書。

教育・学校

A5・定価（本体12,000円+税）【1111559・給付】

加除式

学校給食関係法規資料集
全3冊

複雑多岐にわたる学校給食の法令・通知・各種資料を各
事項別に分類し、体系的にまとめた唯一の総合法規集。

健康教育法令研究会／監修
A5・定価（本体50,000円+税）【1111236・給食】

加除式

学校安全実務要覧

学校安全事務を「災害共済給付編」
「学校安全編」に大別
し、法令の解説・根拠法令・通知・行政実例及び規程等を
実務の基準に従って分類整理した手引書。実際例を豊
富に登載。

全3冊

学校安全問題研究会／編集

A5・定価（本体40,000円+税）【1111234・安要】

加除式

学校の危機管理ハンドブック
全2冊

「学校の危機管理」研究会／編集

B5・定価（本体11,000円+税）【1111698・学校危機】

加除式 加除特典

学校事故・学生処分判例集
全 14 冊

教育判例研究会／編集

戦前からの学校における事故及び処分等に関する判例
を体系的に項目をたてて収録。判決ごとにコメントを
付して事件の争点、問題点を理解しやすく編集した関
係者必携の書。
A5・定価（本体160,000円+税）【1111235・学判】

加除式

判例セミナー不法行為 学校事故
全1冊

山口成樹／編集

実験中・部活動中のケガ、いじめ等学校事故関係判例を
整理・分類し、要旨、判例解説、判決文をコンパクトにま
とめた判例集。
A5・定価（本体16,000円+税）【1111778・判セミ学校事故】

加除式 加除特典

アクティブ・ラーニング対応！

養護教諭の実践に活きるワークシート・資料
養護教諭ワークシート開発研究会
（代表・三木とみ子、企画協力・大沼久美子）／編著


どこの学校でも起こりうるトラブルをもとに対応の視
点を様々な角度から考察。トラブルの事例、対応策フ
ローチャート、事故報告書の書き方など具体例が満載
の危機管理の必備書。

保健管理や、保健教育、保健室経営、保健組織活動など、日常の
幅広い活動のために使用できる「より専門性を深めたワーク
シート」を掲載。
「今すぐ使いたい」
「こんな資料があったらいい
のに…」の期待に応える養護教諭待望の必備書。
（平28年11月）

B5・定価（本体2,300円+税）【5108261・ワークシート
（養護）
〈10160-5〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324事例から学ぶ

「養護教諭のヒヤリ・ハット」
―アレルギー編―

養護教諭の「ヒヤリ・ハット」を、
「アレルギー」に関わる
事例に特化して、理論編と事例編２部構成でわかりや
すく解説。
（平27年5月）

養護教諭ヒヤリ・ハット研究会（代表・三木とみ子）／編集


A5・定価（本体2,400円+税）【5108124・ヒヤリ・ハット
（アレルギー）
〈09937-7〉
】

事例から学ぶ

「養護教諭のヒヤリ・ハット」

養護教諭ヒヤリ・ハット研究会（代表・三木とみ子）／編集


本書は、養護教諭に実態調査したヒヤリ・ハットを基に
分析。理論編ではヒヤリ・ハットの解説を、事例編では
50以上の事例の要旨と事実、背景要因、学び、アドバイ
スなどを掲載。
（平24年3月）

A5・定価（本体2,095円+税）【5107831・ヒヤリ・ハット
（養護）
〈09455-6〉
】

Q&A 学校災害対応ハンドブック
学校災害対応ハンドブック編集委員会／編

B5・定価（本体2,190円+税）（平23年5月）
【5107768・学校災害】
〈09327-6〉

災害共済給付ハンドブック〈増補版〉児童生徒等の学校の管理下の災害のために
独立行政法人日本スポーツ振興センター／編集

A4・定価（本体2,381円+税）（平25年7月）
【5107892・災害給付ブック】
〈09543-0〉

学校保健 学校安全 法令必携〈第７次改訂〉
ぎょうせい／編

A5・定価（本体4,400円+税）（平24年10月）
【5107904・学保単
（７訂）
〈09568-3〉
】

養護教諭が行う歯・口の保健指導 −歯肉の観察・指導・評価のプロセス−
安井利一・三木とみ子／編集代表、大沼久美子／企画協力

A4・定価（本体2,600円+税）（平26年2月）
【5107998・歯・口の保健指導】
〈09724-3〉

改訂 保健室経営マニュアル──その基本と実際
編集代表／三木とみ子、企画・編集協力／平川俊功、鈴木裕子

これだけは知っておきたい
三木とみ子／編集代表

四訂

A4・定価（本体3,429円+税）（平24年3月）
【5107828・改訂

大沼久美子／企画・編集協力

B5・定価（本体2,667円+税）（平21年12月）
【5107521・養護教諭Q&A】
〈08835-7〉

養護概説

三木とみ子／編集代表

養護教諭が行う

保健室経営】
〈09450-1〉

養護教諭の実践に活かす教育法規 Q&A

A4・定価（本体3,333円+税）（平21年4月）
【5107417・養護概説
（四訂）
〈08594-3〉
】

健康相談・健康相談活動の理論と実際

三木とみ子、徳山美智子／編集代表

平川俊功、大沼久美子／編集協力

A4・定価（本体3,524円＋税）（平25年4月）
【5107922・健康相談活動
（改訂）
〈09616-1〉
】

学校保健ハンドブック 第 6 次改訂
教員養成系大学保健協議会／編

B5・定価（本体3,100円+税）（平26年8月）
【5108041・学保ブック
（6訂）
〈09800-4〉
】

新体力テスト 有意義な活用のために
文部省

教育健康学

A4・定価（本体1,600円+税）（平12年）
【5105910・新体力テスト】
〈06135-0〉

教育と医療の接点を求めて

鈴木路子、眞野喜洋／編著

A5・定価（本体4,000円+税）（平11年）
【5105768・教育健康学】
〈05915-9〉

学校給食必携〈第８次改訂版〉
ぎょうせい／編集

B6・定価（本体4,286円＋税）（平25年4月）
【5107871・給食単
（８訂）
〈09513-3〉
】

子どもの心と体を育む 食教育の進め方
川戸喜美枝／編著

年中行事・記念日から引ける
新藤由喜子／著
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B5・定価（本体2,400円＋税）（平25年8月）
【5107990・食教育の進め方】
〈09717-5〉

子どもに伝えたい食育歳時記

A5・定価（本体2,000円+税）（平20年7月）
【5107367・食育歳時記】
〈08511-0〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

特別支援教育／大学

特別支援教育
ファンタジーマネジメント

“生きづらさ”を和らげる対話術
小栗正幸／著



自己本位や空想的な妄想のため自らの課題を解決でき
ない若者などを対象にした、対話による解決法「ファン
タジーマネジメント」について、具体的事例に即して紹
介する一冊。
（平27年7月）

A5・定価（本体2,000円+税）【5108164・ファンタジーマネジメント】
〈09998-8〉

青年期の発達課題と
支援のシナリオ

社会適応できない青年期における発達問題の諸相と、
自立や成長を支援する視点や方策を平易に解き明か
す。中学生から続く青年期の発達支援の在り方・取り組
み方を示した福音の書。
（平24年8月）

教育・学校

小栗正幸／著



A5・定価（本体1,905円+税）【5107885・青年期発達支援】
〈09536-2〉

発達障害児の思春期と
二次障害予防のシナリオ

発達障害児の思春期や青年期の状態像について触れな
がら、発達障害であることを理解されないことから起
こる「二次障害」の予防と対応を、豊富な事例をとおし
てわかりやすく解説。
（平22年3月）

小栗正幸／著



A5・定価（本体1,905円+税）【4100400-00006・発達障害思春期】
〈08944-6〉

大学
大学関係事務提要

大学の事務を事項別に分類し、それぞれの事項ごとに
基本法令・通達・行政実例等を収録し、あわせて大学の
設置、学部基準及び要項等を網羅した実務手引書。

全3冊

大学法令研究会／編集

A5・定価（本体25,000円+税）【1111224・大学】

加除式

大学設置関係事務必携

大学等の設置申請書類の作成の手引を中心に関係法令
等を分類整理した実務担当者必携の書。

全1冊

高等教育法令研究会／編
A5・定価（本体12,000円+税）【1111688・大学設置】

加除式

向上のための基礎・基本を自学自習用の演習
戦略的大学職員養成ハンドブック “職員力”
問題と共にわかりやすく解説した大学職員のスキル

経営参画できる”職員力”

アップに絶好の1冊。
（平28年2月）

岩田雅明／著

電子書籍

専門学校質保証シリーズ

A5・定価（本体2,500円+税）【5108221・戦略的大学職員】
〈10106-3〉

高等職業教育質保証の理論と実践
（一社）専門職高等教育質保証機構／編集
代表理事 川口昭彦／著


専修学校発展のために求められる「評価」による「質保証」。第三
者評価の制度化を見据え、大学評価・学位授与機構等で第三者
評価のノウハウをもつ著者がその手法を解説。質保証機関によ
る評価を受ける専門学校関係者必読の一冊！（平27年11月）

A5・定価（本体2,100円+税）【5108194・質保証
（理論）
〈10054-7〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

大学マネジメント改革 改革の現場―ミドルのリーダーシップ
日本私立大学協会／監修

篠田道夫、教育学術新聞編集部／著

A5・定価（本体2,400円+税）(平26年3月）
【5108040・大学マネジメント】
〈09799-1〉

大学の戦略的広報 ―学校を変える秘密兵器―
岩田雅明／著

A5・定価（本体2,750円+税）（平26年7月）
【5108068・大学広報】
〈09843-1〉

電子書籍  

実践的学校経営戦略 少子化時代を生き抜く学校経営
岩田雅明／著

A5・定価（本体1,714円+税）（平21年8月）
【5107516・実践学校経営】
〈08832-6〉

国立文教施設工事契約事務必携〈第二次改訂版〉
ぎょうせい／編集

A5・定価（本体8,500円+税）（平27年10月）
【5108185・工事契約必携
（２訂）
〈10042-4〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の定着 日本の大学は世界で通用するか？
（独）大学評価・学位授与機構／編集

A5・定価（本体2,400円+税）（平26年3月）
【5108029・大学定着
（世界通用）
〈09776-2〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の定着 日本の大学教育は国際競争に勝てるか？
（独）大学評価・学位授与機構／編集

A5・定価（本体1,905円+税）（平22年5月）
【5107601・大学定着
（国際競争）
〈09006-0〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の定着 大学が知の創造・継承基地となるために
（独）大学評価・学位授与機構／編集

川口昭彦／著

A5・定価（本体1,905円+税）（平21年5月）
【5107454・大学定着
（基地）
〈08689-6〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の展開 評価の戦略的活用をめざして
（独）大学評価・学位授与機構／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平20年4月）
【5107335・大学評価
（戦略）
〈08402-1〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の展開
（独）大学評価・学位授与機構／編著

高等教育の評価と質保証

A5・定価（本体1,905円+税）（平19年7月）
【5107242・大学評価
（質保証）
〈08250-8〉
】

大学評価・学位授与機構大学評価シリーズ 大学評価文化の展開 わかりやすい大学評価の技法
（独）大学評価・学位授与機構／編集

川口昭彦／著

A5・定価（本体1,905円+税）（平18年6月）
【5107063・大学評価
（技法）
〈07971-3〉
】

児童福祉・幼児教育・保育
幼保施設等

安全・安心ハンドブック―危機管理マニュアル
全1冊

幼保施設危機管理研究会／編集

B5・定価（本体10,000円+税）【1111757・幼保安全】

加除式 加除特典

保育現場で使える

カウンセリング・テクニック

（全２巻）

保育所や幼稚園、子育て支援の現場で活用できる「カウンセ
リングの知恵と技」
を凝縮。
気がかりな親子の姿を挙げ、問題
の見立て方やカウンセリング手法を生かした具体的な支援
策をケーススタディ形式でわかりやすく紹介。
（平27年5月）
●子どもの保育・発達支援編〈09956-8〉 ●保護者支援、先生のチームワーク編〈09957-5〉

諸富祥彦、冨田久枝 ／編著

電子書籍

幼保施設等や乳幼児に関連した、発生が予測される、又
は今までに報告された問題等について、テーマごとに
事例を用い、施設としての正しい予防方法と対処方法
を解説する。

B5・セット定価（本体4,200円+税）　各巻定価（本体2,100円+税）【3100525・保育カウンセリング】
〈09955-1〉

「深刻事故」対応ハンドブック

心肺蘇生、園内の役割分担、事実の記録などの事故対応
法と、日常からできること・すべきことを簡潔に紹介。
山中龍宏、寺町東子、栗並えみ、掛札逸美／共著 死亡、重傷などに至る「深刻事故」。その予防・対応策を
まとめた画期的な一冊。
（平26年5月）

保育現場の
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A5・定価（本体1,500円+税）【5108052・保育深刻事故】
〈09820-2〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

児童福祉・幼児教育・保育

乳幼児の事故予防

「子どもに何かあったら…」「私の園では大事故なんて
起こらない!?」保育所・幼稚園の先生なら誰でも抱く不
安・悩みの解消のために必要なリスク・マネジメントの
考え方、進め方を紹介。
（平24年5月）

―保育者のためのリスク・マネジメント―
掛札逸美／著


A5・定価（本体1,886円+税）【5107847・保育リスク】
〈09474-7〉

「保護者のシグナル」観る・聴く・応える
保育者のためのコミュニケーション・スキル
掛札逸美、加藤絵美／著



保育所や幼稚園における「苦情予防」と「保護者コミュ
ニケーション」の具体策をやさしく解説。保育者がつい
口にしてしまう言葉、ありがちな対応などのNG事例
とその改善案も紹介。(平25年8月）

A5・定価（本体1,700円＋税）【5107971・保育コミュニケーション】
〈09691-8〉

親の“不安”を軽くする

子育てアドバイス実践ノート
―事例から学ぶ 話の聴き方・応え方

教育・学校

NPO 法人 日本子育てアドバイザー協会／編



子育て相談40事例を収集。支援者の適切でない言葉かけと
その言い換え例、陥りやすい失敗例、母親の心への寄り添い
方などを事例ごとに紹介。子育て支援に携わる方にとって
大切な「聴き方・応え方」がわかる一冊。
（平24年7月）

A5・定価（本体2,095円+税）【5107875・子育てアドバイス】
〈09519-5〉

保幼小連携

秋田喜代美、第一日野グループ／編著

品川区の保育園・幼稚園・小学校が進めてきた交流活
動、カリキュラム作成、共同研究のプロセスを大公開。
これからの保幼小連携の具体的な手立てと園経営・学
校経営のヒントが満載。
（平25年6月）



A5・定価（本体2,300円＋税）【5107958・保幼小連携】
〈09663-5〉

育ちあうコミュニティづくりの挑戦

続・発達がわかれば子どもが見える

11万人の保育士さん、お母さん、お父さんが注目した
保育・育児の本、待望の第2弾！妊娠初期から4歳まで
―保育のプロが教える妊娠から4歳までの子育て術― の発達段階ごとに、発達のめやすと子育てのポイント
乳幼児保育研究会／編著
をすべて解説。
（平25年11月）


A5・定価（本体1,700円+税）【5107937・続・発達と保育】
〈09622-2〉

発達がわかれば子どもが見える
0歳から就学までの目からウロコの保育実践
田中真介／監修

乳幼児保育研究会／編著



日常の実践から、現場の保育士が、同じ悩みを抱えた保
育士や幼稚園教諭、保護者に、未就学児の発達の各段階
における「目からウロコ」の新しい保育方法を解説し
た、関係者必読の書。
（平21年2月）
A5・定価（本体1,619円+税）【5107434・発達と保育】
〈08638-4〉

「保育の質」を高める

園評価の実践ガイド

神長美津子、天野珠路、岩立京子／編著

新訂 豊かな感性を育む

B5・定価（本体1,905円+税）（平23年7月）
【5107763・園評価】
〈09298-9〉

身体表現遊び

青木理子、青山優子、井上勝子、小川鮎子、小松恵理子、下釜綾子、高原和子、瀧信子、宮嶋郁恵／共著

B5・定価（本体2,286円+税）（平23年4月）
【5107738・身体表現遊び
（新訂）
〈09269-9〉
】

参加型園内研修のすすめ 学び合いの「場づくり」
秋田喜代美／監修

松山益代／著

保育者・子育て支援者のための
塩谷香／編著

幼稚園教育指導資料第 3 集
文部科学省

B5・定価（本体1,714円+税）（平23年4月）
【5107713・園内研修】
〈09218-7〉

家庭支援ガイド

A5・定価（本体1,714円+税）（平23年2月）
【5107714・家庭支援ガイド】
〈09219-4〉

幼児理解と評価 平成 22 年 7 月改訂

A4・定価（本体190円+税）（平22年9月）
【5107698・幼指導資料3】
〈09184-5〉

自分の体をお世話しよう 子どもと育てるセルフケアの心
奥田弘美／編著

B5・定価（本体1,714円+税）（平22年7月）
【5107627・子どもセルフケア】
〈09079-4〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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幼稚園幼児指導要録・保育所児童保育要録記入ハンドブック

神長美津子、塩谷香／編著

B5・定価（本体1,714円+税）（平21年12月）
【5107514・幼保要録】
〈08822-7〉

生涯学習・生涯教育
Q&A よくわかる 社会教育行政の実務
全1冊

今野雅裕、馬場祐次朗、上田裕司／編集

社会教育行政を推進する上で必要となる知識や参考と
なる先進事例を登載。事業実施上の課題解決の糸口を、
現場の第一線で活躍中の執筆陣がQ&A形式でわかり
やすく解説。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111781・社会教育実務】

加除式

新訂

生涯学習概論

伊藤俊夫／執筆・編集代表

国立教育政策研究所社会教育実践研究センター／著作権所有

私の生涯教育実践シリーズ ’13

（公財）北野生涯教育振興会／監修

A5・定価（本体1,429円+税）（平22年3月）
【5107615・生涯概論
（新）
〈09064-0〉
】

言葉は人格の表現 心温まる言葉・傷つける言葉
森隆夫、工藤秀幸／編

四六・定価（本体1,000円+税）（平25年10月）
【5563751・言葉は人格の表現】
〈80066-9〉

私の生涯教育実践シリーズ ’12

（公財）北野生涯教育振興会／監修

日本が“生き抜く力”今、私ができること
森隆夫、耳塚寛明／編

四六・定価（本体1,000円+税）（平24年11月）
【5563645・日本が生き抜く力】
〈80059-1〉

私の生涯教育実践シリーズ ’11

私の望む日本 行動する私

私の生涯教育実践シリーズ ’10

食満腹 心空腹 わが家の食卓では…

㈶北野生涯教育振興会／監修

㈶北野生涯教育振興会／監修

森隆夫、山田雄一／編

四六・定価（本体1,000円+税）【5563544・私の望む日本】
〈80047-8〉

森隆夫、小笠原英司／編

四六・定価（本体1,800円+税）（平22年10月）
【5563446・食卓】
〈80033-1〉

地方教育行政
育ちと学びをつなぐ「幼保小連携教育」への挑戦 これからの保育・教育のカギ「接続期カリキュラム」。プラ

実践 接続期カリキュラム
木村吉彦／監修、茅野市教育委員会／編



言語活動実践ガイド
広島市教育委員会／編著

ンづくりから実践のポイントまで、そのすべてを一冊に凝
縮。施策立案・推進、保育課程・教育課程編成、保育・授業実
践、子ども理解の手立てやヒントが満載。
（平27年12月）

B5・定価（本体2,300円+税）【5108209・接続期カリキュラム】
〈10084-4〉

思考力・判断力・表現力を高める「ひろしま型カリキュラム」
B5・定価（本体1,905円+税）（平23年6月）
【5107732・言語活動ガイド】
〈09264-4〉

「カリマネ」で学校はここまで変わる！ 続・学びを起こす授業改革
村川雅弘・野口徹・田村知子・西留安雄／編著

B5・定価（本体2,000円＋税）（平25年9月）
【5107991・続・学びを起こす】
〈09718-2〉

学びを起こす授業改革 困難校をトップ校へ導いた “ 大岱システム ” の奇跡
村川雅弘、田村知子、東村山市立大岱小学校／編著

校内研修のすすめ方
福岡県教育センター／編集
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B5・定価（本体2,095円+税）（平23年3月）
【5107727・学びを起こす】
〈09256-9〉

A5・定価（本体1,800円+税）（平25年7月）
【5107969・校内研修】
〈09688-8〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

生涯学習・生涯教育／地方教育行政

授業改善ガイド 教材研究・授業実践編 指導と評価の一体化を目指して
横浜市教育委員会／編

A4・定価（本体2,190円+税）（平25年2月）
【5107920・授業改善ガイド
（教材）
〈09591-1〉
】

授業改善ガイド 単元づくり編
横浜市教育委員会／編

A4・定価（本体2,190円+税）（平24年2月）
【5107826・授業改善ガイド
（単元）
〈09441-9〉
】

横浜版学習指導要領

●生活科編

定価（本体295円＋税）
〈08665-0〉
定価
（本体400円＋税）
〈08667-4〉
●YICA、
外国語科編 定価
（本体400円＋税）
〈08670-4〉
●道徳編 定価
（本体400円＋税）
〈08671-1〉

（平21年3月）
※総則編、国語科編、社会科編、算数科、数学科編、理科編、音
楽科編、体育科、保健体育科編、家庭科、技術・家庭科編、総合
的な学習の時間編、
特別活動編、
特別支援編は品切れです。
●図画工作科、
美術科編

第1期全14冊／第2期1冊
横浜市教育委員会

A4・
【3100500・横浜要領】

全13冊

横浜市教育委員会

A4・
【3100505・横浜指導資料】
●国語科編

価格（本体952円＋税）
〈08929-3〉
価格
（本体952円＋税）
〈08931-6〉
価格（本体714円＋税）
〈08933-0〉

●算数科、
数学科編
●生活科編

●音楽科編

価格（本体790円＋税）
〈08934-7〉
価格
（本体886円＋税）
〈08935-4〉
●家庭科、
技術・家庭科編 価格
（本体790円＋税）
〈08936-1〉
●体育科、
保健体育科編 価格
（本体952円＋税）
〈08937-8〉

（平22年2月）
※各巻CD-ROM付き
（巻ごとに収録内容は異なります。
）
※社会科編、理科編、YICA、外国語科編、道徳編、特別活動
編、総合的な学習の時間編は品切れです。
●図画工作科、
美術科編

教育・学校

横浜版学習指導要領 指導資料

北海道教育例規集（第 9 次改訂版）
北海道教育庁総務政策局総務課／監修

B6・定価（本体8,600円+税） 〈直販〉
（平27年8月）
【5181134・北海道教育九訂】

青森県教育関係者必携 平成 28 年版
青森県教育庁／編集

B6・定価（本体6,400円+税） 〈直販〉
（平28年9月）
【5181169・青森教育必携28】

東京都教育例規集 平成 27 年版
東京都教育庁総務部／監修

B6・定価（本体5,900円+税）（平27年9月）
【5181132・都教27】
〈10037-0〉

東京都教育指導必携 改訂版
東京都教育庁指導部／監修

A5・定価（本体4,762円+税）（平23年8月）
【5107772・都教育必携
（改訂）
〈09337-5〉
】

富山県教育関係者必携（平成 27 年版）
富山県教育委員会／監修

B6・定価（本体6,100円+税） 〈直販〉
（平27年7月）
【5181130・富山教育27】

福井県教育関係者必携 平成 27 年版
福井県教育委員会／監修

岐阜県教育法令要覧
岐阜県教育委員会／編集

京都府教育関係例規集
京都府教育庁管理部／編

A5・定価（本体7,500円+税） 〈直販〉
（平27年7月）
【5181129・福井教育必携27】

平成 27 年版

B6・定価（本体7,300円+税） 〈直販〉
（平27年8月）
【5181131・岐阜教育27】

平成 27 年版

B6・定価（本体6,400円+税） 〈直販〉
（平27年11月）
【5181133・京都教育27】

奈良県教育委員会規程集 平成 27 年版
奈良県教育委員会事務局総務室／編

A5・定価（本体7,000円+税） 〈直販〉
（平27年7月）
【5181127・奈良教育27】

和歌山県教育関係諸規程集 平成 27 年版
和歌山県教育庁教育総務局総務課／編著

A5・定価（本体7,900円+税） 〈直販〉
（平27年8月）
【5181128・和歌山教育27】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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山口県教育関係法令要覧 平成 28 年度版
山口県教育庁教育政策課／監修

B6・定価（本体4,300円+税）（平28年9月）
【5181170・山口要覧28】
〈10205-3〉

高知県教育関係職員必携 平成 28 年版
高知県教育委員会／編集
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B6・定価（本体6,400円+税） 〈直販〉
（平28年11月）
【5181165・高知教育28】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

文化一般・文化行政／宗教法人

文化一般・文化行政
国語表記実務提要

例規編には、内閣訓令・内閣告示、各省の告示・通知・申
し合わせ等を広範囲に収録。問答編には、ことばのゆ
れ、敬語、その他十数項目にわたり、国語に関する事項
を質疑応答形式に収録。

全2冊

国語問題研究会／監修

A5・定価（本体20,000円+税）【1111237・国語】

加除式 加除特典

全国博物館総覧

全国の博物館、美術館、資料館、動物園等約3,900余を
紹介した博物館ガイドブック。各館の外観写真、交通案
内図、住所、開館時間、入観料、休館日、沿革・概要、収蔵
品・展示内容等を解説。

全4冊

公益財団法人日本博物館協会／編集

B5・定価（本体50,000円+税）【1111505・博物館】

加除式

博物館資料取扱いガイドブック

文

文化財や美術品の梱包や輸送についてまとめた初の書籍の改
訂版。
「美術品梱包輸送技能取得士」認定試験対応テキスト。仏
―文化財、美術品等梱包・輸送の手引き―〈改訂版〉 像や刀剣などの文化財、絵画などの美術品の梱包・輸送の方法
公益財団法人日本博物館協会／編集
を多数の写真を用いながら具体的に解説。
（平成28年9月）

化

B5・定価（本体2,750円+税）【5108258・博物館ガイド
（改訂）
〈10159-9〉
】

電子書籍

子どもとミュージアム

学校教育における上手な博物館活用法を紹介。小中の
社会、理科、図工・美術、総合等の事例を取り上げ、計画
から実践までのノウハウを詳解。博物館Q＆Aや便利
な施設一覧も収録。
（平25年9月）

学校で使えるミュージアム活用ガイド
公益財団法人日本博物館協会／編



B5・定価（本体2,000円＋税）【5107965・子どもとミュージアム】
〈09679-6〉

博物館情報・メディア論
日本教育メディア学会／編

博物館教育論

B5・定価（本体2,381円+税）（平25年2月）
【5107914・博物館メディア論】
〈09584-3〉

小笠原喜康・並木美砂子・矢島國雄／編

A4・定価（本体3,048円+税）（平24年2月）
【5107723・博物館教育】
〈09246-0〉

博物館の学びをつくりだす その実践へのアドバイス
小笠原喜康、チルドレンズ・ミュージアム研究会／編著

A5・定価（本体1,905円+税）（平18年2月）
【5107003・博物館の学び】
〈07889-1〉

宗教法人
宗教法人の管理運営の手引

宗教法人の規則

第一集

（二訂版）

文化庁／編



宗教法人の適切な管理運営の観点から、「宗教法人と
は」
「宗教法人の管理運営と規則」等わかりやすい事項
で分類整理。具体的な例文を交え、規則に記載すべき事
項を詳細に解説。
（平26年7月）
A5・定価（本体1,100円+税）【5108063・宗教法人規則
（二訂）
〈09838-7〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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宗教法人の事務

第二集

（二訂版）

文化庁／編


86

宗教法人法が定める各機関や制度の仕組み、ねらい等
について解説するとともに、日常の事務運営上生じる
問題について、どのように対処すべきかを具体的な事
例を交えながら解説。
（平26年7月）
A5・定価（本体1,400円+税）【5108064・宗教法人事務
（二訂）
〈09839-4〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

税法一般・国税一般

税法一般・国税一般
ルーズリーフ精選実例 税務解釈事典
全2冊

佐藤清勝、下山宏、右山昌一郎、渡辺淑夫／共著
加除式 加除特典

税務書式・様式記載例総覧 国税編
全3冊

国税庁各課／共編

加除式 加除特典

租税総覧 所得税編
全2冊

精選された実例に関する民間実務家の「実務検討」と課
税庁側からの「見解」、
「アドバイス」を付した事典。実務
に精通した執筆陣ならではの複眼的思考が本書で展開
される。
A5・定価（本体18,000円+税）【1111518・税解】

国税（所得・法人・資産・酒税・消費税・徴収・管理）の申告
書提出などに伴う税務書式・様式につき具体的記載例
を収録した実務指針。
B5・定価（本体30,000円+税）【1111177・税書】

所得税法と租税特別措置法を、条ごとに、関係政省令・
通達等を一覧できるよう編集した書。

大蔵省主税局税制第一課／編集
A5・定価（本体30,000円+税）【1111182・所得】

税

加除式

業種別 耐用年数事典
加除式 加除特典

資産別 耐用年数事典
全2冊

河手博／編著

加除式 加除特典

Q&A 税務 耐用年数図解
全1冊

河手博／編著

加除式 加除特典 [目次検索]

源泉徴収実務提要
全3冊

大蔵省税制第一課／編集

加除式

印紙税実務提要
全1冊

印紙税実務研究会／編集

加除式 加除特典

務

「別表第二機械及び装置の耐用年数表」の全面改正を受けて
改訂された耐用年数判定・確認のためのチェックリストの
「機械及び装置」の耐用年数等判定・確認チェックリスト／全 1 冊 決定版。日本標準産業分類の説明と内容例示がすぐに照合
耐用年数実務研究会／編
でき、判定年数の確認や疑義が生じた場合の疎明に至便。
A5・定価（本体14,000円+税）【1111645・耐用業種】

減価償却資産の種類や業種をできる限り多く収録し、
①機械及び装置以外の資産②機械及び装置③特別償却
対象資産④機械及び装置の細目と個別年数表の編別ご
とに五十音順に配列。正確に、早く検索できる決定版。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111438・耐用】

「耐用年数表」だけからは耐用年数判定が難しい資産に
的を絞って、図形とQ&Aでその実務を解説する画期
的内容。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111567・耐用図解】

所得税法に基づく源泉徴収を事項別に体系づけその事
項ごとに簡潔な解説を付し、一覧して事項のすべてが
理解できる実務家必携の書。
A5・定価（本体44,000円+税）【1111086・源泉】

法令集、通達集、書式集、解説書を税務情報としてとら
え、立体的に結合させた異色の編集であり、引く手間、
探す手間、考える苦労が省ける書。
B5・定価（本体12,000円+税）【1111089・印紙実】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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図解 電子税務

全面解禁された税務手続の電子化にいち早く対応。知っておきたい
電子税務の知識がスッキリ分かる。法人の電子申告における書類の
PDF送信（平成28年4月から）や、国税書類のスマホ撮影保存（平成
28年9月30日から）などの実践法を平易に図解。
（平成28年8月）

―申告・納税の電子化実践法―
豊森照信／著

B5・定価（本体3,000円+税）【5108260・図解電子税務】
〈10158-2〉

電子書籍

税目別

ケースで読み解く！

国際課税の税務調査対応マニュアル
武田恒男／編著

A5・定価（本体4,800円+税）【5108264・国際税務調査】
〈10171-1〉

電子書籍

税務六法 平成28年版

平成28年度改正を収録した法令編と、最新の重要通達を収
録した通達編の全2巻。
法律・政令・省令が一度に確認できる
一体型編集。WEB版では今年から施行年別の法令を収録。

全2巻／ダウンロードサービス付
日本税理士会連合会／編集

法令編
●通達編
●

「国際課税」に関する税務調査対応策の決定版。国際課
税の最新状況を踏まえ、第一線で活躍する国税ＯＢ税
理士が集結し、具体的な事例をＱ＆Ａ形式により解説。

定価
（本体5,500円＋税）
〈10123-0〉
（平28年6月）
定価
（本体5,200円＋税）
〈10124-7〉
（平28年6月）



A5・セット定価（本体10,700円+税）　
【3180026・税六
（28）
】

税理士・会計士のための

基礎からよくわかる国際課税
川田剛／著

電子書籍

A5・定価（本体2,500円+税）【5108191・わかる国際課税】
〈10051-6〉

税理士必携 業種別税務ハンドブック
月刊「税理」編集局 ／編



実践 税務書類のスマホ・スキャナ保存
佐久間裕幸／著

平成28年度改正対応

こうなる！国税スキャナ・スマホ撮影保存
佐久間裕幸／著

平成27年度改正で、国税関係の全書類をスキャナデータにする
ことが可能になったのに続き、28年度改正では、スマートフォ
ン撮影したデータも保存できるようになった。税理士等の確認
によりデータ化・保存できる中小企業の特例について解説。
A5・定価（本体2,000円+税）【5108250・28スキャナ】
〈10150-6〉

電子書籍

伏見俊行、馬欣欣／共著

スキャナ保存への移行を進めるための実践書。平成２８年７月
の国税庁通達・Ｑ＆Ａに基づき、新制度の平成２８年９月３０
日施行後のスキャナ保存やスマホ撮影保存の申請、顧問税理士
確認による中小事業者特例の実務を解説。
（平成28年9月）
A5・定価（本体2,200円+税）【5108290・実践スキャナ】
〈10206-0〉

電子書籍

電子書籍  

税理士の関与先業種をほぼ網羅した全124業種につい
て、その特徴・現状や最近のトピックスと、特有の税務
のポイント・注意点などについて、見開き2ページでコ
ンパクトに解説。
（平27年9月）
Ｂ5・定価（本体3,300円+税）【5108187・業種別税務】
〈10045-5〉

国税庁Q&A対応

「税と社会貢献」入門

最新テーマ（ＢＥＰＳ対策や出国税）はもちろん、海外
進出を考える顧問先を抱える税理士・会計士が知って
おくべき国際課税の基礎がわかる一冊。国際相続・贈与
の重要ポイントも解説。
（平27年10月）

−税の役割とあり方を考える−
A5・定価（本体3,400円+税）（平26年5月）
【5108061・税と社会貢献】
〈09836-3〉

税務情報の開示請求と活用法 〜実務家のための情報公開法
朝倉洋子／著

A5・定価（本体2,000円+税）（平26年3月）
【5108046・開示請求】
〈09810-3〉

検証！ 国税庁情報の重要判決 50
渡辺充／編著
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A5・定価（本体4,000円+税）（平24年7月）
【5107858・国税庁判決】
〈09495-2〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

法人税

法人税
会社節税マニュアル

会社経営に欠かすことのできない節税を多面的・総合
的な施策＝税務管理として捉え、節税による経営利益
をどう生み出すかのノウハウを解説した実務マニュア
大沼長清、木村久彌、草川十郎、斎藤奏、山上一夫、山本清次／編集
ル。

全2冊

B5・定価（本体24,000円+税）【1111499・節税】

加除式 加除特典

記載例でわかる！

法人税の税務調整と申告実務
木村一夫／著

法人税と諸税金の申告実務で判断に迷う項目を厳選した法人税
申告実務における決定版。法人税に関連する諸税金（法人税、都道
府県税、事業税、地方法人特別税、消費税等）の申告書を同時に作
成する際の実務ポイントを具体的に様式の記載例を使って解説。

B5・定価（本体4,000円+税）【5108265・法人税税務調整】
〈10172-8〉

電子書籍

勘定科目別

法人税 完全チェックマニュアル

［法人税改革対応版］
小林磨寿美／著

B5・定価（本体4,630円+税）【5108163・勘定科目チェック
（改）
〈09995-7〉
】

経営に役立つ

上西左大信／監修
永橋利志、近江清秀、友松悦子、藤田隆大／著



中小企業の新たな会計ルールである中小会計要領の実
用書。適用関係を示す総論、具体的な会計処理を示す各
論を解説し、同要領に基づく決算書の作成や経営改善
計画への活用例を示す。
（平24年11月）

務

中小企業会計要領の実務対応

税



法人税実務上重要な213の勘定科目を抽出。各項目ご
とに詳細チェックリストを提示、わずかなミスも見逃
さない完全実務マニュアルを収録。
（平27年9月）

A5・定価（本体2,476円+税）【5107859・中小会計要領】
〈09496-9〉

会社税務マニュアルシリーズ
第八次改訂 全4巻

大沼長清、井上久彌、磯邊和男／編集

平成５年の初版刊行以来、大好評を頂いている、会社の
税務・会計・法律手続を徹底解説する定番シリーズ。平
成27年実施の改正会社法や法人税率引下げなどの改
正に伴う新様式に対応。
（平27年8月）

•1 設立・解散 坂本一、
平山昇／著
定価（本体4,000円＋税）
〈10029-5〉
（平27年8月）
•2 増資・減資 今西浩之、
川尻慶夫／著
定価（本体4,000円＋税）
〈10030-1〉
（平27年8月）
•3 合併・分割 寺西尚人／著
定価（本体5,500円＋税）
〈10031-8〉
（平27年8月）
•4 破産・再生・組織変更 柳澤義一、髙橋知典、椿本雅朗、井ノ上正男、内山勝利／著
		
定価（本体4,000円＋税）
〈10032-5〉
（平27年8月）


B5・セット定価（本体17,500円+税）　【3100528・税務マニュアル
（八訂）
】

図解と事例で理解する！
神足勝彦、見瀬賢悟／編著

ケースで理解する
小林俊道／著

最新「純資産の部」の会計・税務

A5・定価（本体3,619円+税）（平23年2月）
【5107669・純資産の部】
〈09138-8〉

交際費・接待費の税務ポイント

A5・定価（本体2,600円+税）（平26年9月）
【5108085・交際接待費】
〈09904-9〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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消費税・地方消費税
消費税実務コンメンタール
全2冊

消費税実務研究会／編集

消費税法に関する実務的コンメンタールとして最も権
威ある内容であり、法令通達集プラス解説書プラス計
算例集プラス事例集プラス様式集の機能を兼ね備え、
活用に至便である。
B5・定価（本体24,000円+税）【1111657・消費コ】

加除式 加除特典

消費税チェック・シート総覧

複雑な消費税の税務上の取扱いについて、自己監査に
必要不可欠なチェックリストを、勘定科目別から、決
全1冊
算・申告手続、経営対策及び公法人まで、シート形式に
消費税・税務監査研究会（代表：山本清次）／編集 編集。
B5・定価（本体12,000円+税）【1111635・チェック消】

加除式 加除特典

消費税 中小事業者の特例パーフェクトガイド
金井恵美子／著

消費税における中小事業者が特例適用する際の有利な選択を、税理士が
理解するために最適の書。各章のＱ＆Ａでは、税理士損害賠償事故になっ
た届出誤りや適用関係の照会事例、著者が研修会講師の際に受けた質疑
応答などを図や計算例を使って分かりやすく解説。
（平成28年10月）

A5・定価（本体2,700円+税）【5108294・消費特例ガイド】
〈10214-5〉

電子書籍

消費税トラブルの傾向と対策［改正消費税対応版］
熊王征秀／著

電子書籍  

A5・定価（本体4,500円+税）(平26年7月）
【5108076・消費税トラブル改正対応】
〈09861-5〉

クマオーの消費税トラブル・バスター
熊王征秀／著

A5・定価（本体2,381円+税）（平20年6月）
【5107370・トラブル・バスター】
〈08514-1〉

所得税・相続税
資産税実務提要
全5冊

国税資産課税・評価実務研究会／編集

加除式

資産税質疑応答集
全3冊

国税資産課税・評価実務研究会／編集

加除式

資産税の実務項目ごとに、それぞれ根拠となるべき法
令・通達から解説・算式・計算例・図解・判例・裁決例・参
考法令までを一覧式に編成した便利で使いやすい実務
家向きの書。
B5・定価（本体50,000円+税）【1111174・資産実】

「相続・贈与」
「財産評価」
「譲渡・山林」の各巻で複雑難解
な資産税のよくある疑問にズバリ答える実務相談百
科。
B5・定価（本体24,000円+税）【1111180・資質】

資産税戦略マニュアル

譲渡所得税、相続・贈与税を中心とする資産税の実務を
①設問事例②判断のポイント③税務戦略を柱にわかり
全1冊
やすく解説した決定版。資産税の個別性の強さを配慮
岩村譲一、大工昭三郎、櫻井四郎、平川忠雄、増原繁樹／編集 して応用可能なテーマを設定。
加除式 加除特典
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B5・定価（本体12,000円+税）【1111566・資産税】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

消費税・地方消費税／所得税・相続税
書類準備・手続のフローがすぐ分かる！

相続税の申告書作成ガイドブック
今仲清／著

A5・定価（本体2,300円+税）【5108276・相続申告ガイド】
〈10192-6〉

電子書籍

税理士必携

事例にみる相続税の疑問と解説

［改正相続税対応版］
岩下忠吾／著

電子書籍

相続税申告の万全な準備や手続をナビゲート。10か月の期限内
に効果的に相続業務を進めるノウハウ満載。申告書作成に向け
て、必要な書類の準備や相続財産の確認、各種手続などを“どの
ように進めていくか”を時系列で丁寧に解説。
（平成28年9月）

税理士会員相談室や研修会における疑問や相談に明快に回
答する実践書の改正法対応版。平成27年の改正相続税法や
最新事例を含む270超の事例により、相続税の基礎知識や
法令の読解力、民法等の周辺知識が身につく。
（平28年6月）

A5・定価(本体4,200円＋税)【5108259・相続税疑問解説
［改正版］
〈10157-5〉
】

資産家タイプ別

資産家のタイプを「不動産オーナー」
「金融資産家」
「創
業者一族」に分け、特例の活用による効果的な節税のテ
クニックを徹底解説。
（平27年10月）

相続税 節税マニュアル
坪多晶子、今仲清、坪多聡美／著



A5・定価（本体2,600円+税）【5108186・相続節税】
〈10044-8〉

資産家増税時代の“守りから攻め”の相続対策Ｑ＆Ａ
税理士法人タクトコンサルティング／著

対話式

相続税増税時代の実務と対策
八ツ尾順一／著



A5・定価（本体2,700円+税）【5108116・対話式相続税】
〈09916-2〉

決定版

事例で理解する！小規模宅地特例の活用
高橋安志／著



親族間における資産譲渡の事前交渉から契約書作成まで
の法務手続や、適正価格の設定方法等を徹底解説。さらに、
交換特例や取得費加算特例など高度なテクニックを使っ
た資産譲渡の有利な進め方を紹介する。
（平26年4月）

［改訂版］

税理士法人 山田＆パートナーズ／編著

27年11月以降の申告に対応。二世帯住宅、老人ホーム
入所時の要件緩和を踏まえたケース別適用判定ポイン
トを解説。マイナンバーにも対応。
（平27年11月）

A5・定価（本体3,200円+税）【5108211・決定小規模特例】
〈10087-5〉

Q&A 親族・同族・株主間
資産譲渡の法務と税務


27年施行の相続税法改正を踏まえて、相続税・贈与税
をめぐる50の事例を、税理士と顧客、税理士事務所の
所長と職員、税務署調査官と税理士、等の会話形式によ
り、平易に解説するもの。
（平26年11月）

務

精選

A5・定価（本体2,778円+税）【5108114・資産家相続Ｑ＆Ａ】
〈09914-8〉

税



不動産コンサルに定評ある著者が、不動産所有者の相
続前・相続後の実務を完全フォローし、Ｑ＆Ａで徹底解
説。相続税改正後の申告・納付に対応。
（平27年1月）

A5・定価(本体2,600円＋税)【5108037・親族資産譲渡
（改）
〈09796-0〉
】

Q&A相続税大増税時代に備える
“笑顔相続”のススメ

27年実施の相続税増税の対象者拡大に備えた相続税
対策と、遺族が笑顔で相続を迎えるための争族トラブ
ルの防止策を税務と法務の両面から解説。エンディン
（平25年9月）
税理士法人ＨＯＰ・司法書士事務所ＨＯＰ／共著 グノートの活用法を提案。



生き方上手の相続・贈与

A5・定価(本体2,700円＋税)【5108009・笑顔相続のススメ】
〈09753-3〉

金子秀夫／著

相続をめぐる親族間トラブル、いわゆる“争族”は極力
避けたいもの。正しい遺言書の作り方、相続税・贈与税
の節税対策など、人生を賢く豊かに送るためのヒント
満載！（平25年11月）



A5・定価（本体2,000円＋税）【5108022・生き方相続】
〈09765-6〉

―いかに“争族”を防ぎ節税を計るか―

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324難解事例から探る

財産評価のキーポイント
笹岡宏保／著


税務上の土地の評価は極めて個別性が強く、しばしば評価額をめぐっ
て納税者と課税庁の争いともなっている。本書では、土地の評価につ
いて争われた裁決事例、しかも特に難解な32事例を題材に、その内容
を詳細に分析、土地評価のエッセンスを抽出していく。
（平24年８月）

B5・定価（本体5,714円+税）【5107842・財産評価ポイント】
〈09470-9〉

難解事例から探る

財産評価のキーポイント
第２集

笹岡宏保／著



B5・定価（本体6,300円+税）【5108156・財産評価ポイント
（2）
〈09993-3〉
】

Ｑ＆Ａ105

新時代の生前贈与と税務
[平成27年改訂版]
坪多晶子／著



生前から備える

税務上の土地評価に関する国税不服審判所の裁決事例
の中から、特に難解な24事例を取り上げ、その内容を
詳細に分析、土地評価のエッセンスを抽出する。好評の
シリーズ第２弾！（平27年11月）

生前贈与の基本から各種特例の活用法まで、不動産、金
融資産、非上場株式等の対象財産別に、Ｑ＆Ａで分かり
やすく解説する。
（平27年8月）

B5・定価（本体2,870円+税）【5108157・新時代の生前贈与(27)】
〈09994-0〉

財産承継・遺言書作成マニュアル

坪多晶子、今仲清、塩路広海／著

B5・定価（本体2,571円＋税）（平25年3月）
【5107938・財産承継】
〈09623-9〉

事業承継・経営承継
Q&A

事業承継税制 徹底活用マニュアル［改訂版］
今仲清／著



B5・定価（本体2,700円+税）【5108155・事業承継マニュアル
（改）
〈09992-6〉
】

改正経営承継円滑化法対応

“守りから攻め”の事業承継対策Ｑ＆Ａ
税理士法人タクトコンサルティング／編

電子書籍

事業承継者に非上場株式等を相続・贈与する際の税負
担を大幅に抑えることができる「納税猶予制度」の全体
像を紹介するとともに、その仕組みと計算方法を詳し
く解説。
（平27年8月）

実務経験豊富な著者による精選５２問の事業承継対策
の決定版。事業承継に関する１０テーマに分類した巻
頭の一覧表により、必要な情報や支援・対策を解説する
質問がすぐに分かる。
（平成28年8月）

A5・定価（本体2,500円+税）【5108277・改正事業承継Ｑ＆Ａ】
〈10193-3〉

これで解決！事業承継50問50答
發知敏雄、乙部隆仁／共著

平成27年4月実施の改正を含む、ここ数年の事業承継
税制の抜本的見直しを踏まえた税制面からの支援事例
と、経営面や法務面から事業承継問題への解決策の事
例の2部構成で徹底解説。
（平27年7月）



A5・定価（本体2,400円+税）【5108170・事業承継50】
〈10019-6〉

家康はなぜ、秀忠を後継者にしたのか
加来耕三／著

〜一族を繁栄に導く事業承継の叡智

A5・定価(本体2,000円＋税)（平26年5月）
【5108036・事業承継の叡智】
〈09795-3〉

中小企業経営者のライフプラン
井上得四郎／執筆代表
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四六・定価(本体1,700円＋税)（平25年9月）
【5108006・経営者ライフプラン】
〈09746-5〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

事業承継・経営承継／税判例・税裁決／税務調査

税判例・税裁決
Q&A

判例ダイジェスト

国税・地方税の実務に租税判例を直結させ、判例の実務
活用を可能とした書。判例とその実務的解説が検索可
能。判例は全て事実関係を評価、論点を解説、実務への
影響を考察した書きおろし。

租税法の解釈と適用
全1冊

広瀬正／編著

租税判例実務研究会／編集

A5・定価（本体14,000円+税）【1111592・判例租税法】

加除式 加除特典

国税不服審判所裁決例集

公表された国税不服審判所裁決事例を集大成した唯一
の書。数ある裁決例の検索と理解を容易にするため、項
目の体系化を図った決定版。

全 17 冊

租税裁決例研究会／編集

A5・定価（本体70,000円+税）【1111179・税裁】

加除式 加除特典

税務是否認判断のための

国税裁決例実務活用マニュアル
全1冊

租税裁決例研究会／編集

実務に活かす

山本守之／監修

A5・定価（本体12,000円+税）【1111696・裁決実務】

務

税務判決・裁決事例 精選 50

税

加除式 加除特典

租税裁決は国税の賦課・徴収処分の適否審査であり、納
税・課税両サイドで実務の指針となる。本書は、納税者
側の立場から税務否認を受けないための裁決例活用の
アドバイスを解説。

A5・定価（本体3,762円+税）（平23年4月）
【5107703・実務税務事例】
〈09194-4〉

税務調査
会社決算・申告のための

税務監査のためのチェック・リストをシート形式によ
り編集。勘定科目別のチェックから、決算・申告手続の
チェック、及び設立や合併・分割、増・減資時のチェック
までを網羅。税務事務能率化を図る新兵器。

税務チェックシート総覧
全1冊

税務監査研究会／編集

B5・定価（本体18,000円+税）【1111673・チェック】

加除式 加除特典

税務調書マニュアル

法人税、所得税などの申告書及び財務諸表等の基にな
る模範的な税務調書を勘定科目別に多数収録。税務調
モデルフォーマット／作り方・書き方・活かし方／全 1 冊 査に備える模範的証拠書類集、税務申告実務の能率
税務監査研究会／編集
アップを図るための税務・会計実務家の新兵器。
B5・定価（本体16,000円+税）【1111477・税調】

加除式 加除特典

図解でわかる！

新税務調査手続の疑問と回答
税理士法人 平川会計パートナーズ／編
平川忠雄、中島孝一、岡本博美／著



税務調査手続が国税通則法に法定化。質問検査権、事前
通知、終了時の手続等の改正で、納税者サイドの調査対
応も様変わり。法令規定・通達等を精緻に分析、現場の
ポイントを解説する。
（平25年7月）

B5・定価（本体2,800円＋税）【5107985・税務調査疑問】
〈09707-6〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

法人税調査の類型と実務対応
宮下裕行／著


調査官の目線を通して、税務調査の場で問題とされが
ちな法人税の主要項目へアプローチ、事前対応の留意
点をマニュアル化して解説。
（平25年9月）

A5・定価(本体2,400円＋税)【5107988・法人調査類型】
〈09709-0〉

ここが変わる‼

新たな税務調査手続への対応

鳥飼総合法律事務所／編著

A5・定価（本体2,667円+税）（平24年11月）
【5107917・新税務調査手続】
〈09587-4〉

非営利法人の税務、会計
新税制対応‼

平成26年10月スタートの認定制度により持分なし医
療法人に移行する際の申請手続や税務上の問題を事業
承継の点から解説。持分なし医療法人のタイプ別メ
MMPG（メディカル・マネジメント・プランニング・グループ）／著 リットやデメリット等も紹介。
（平26年12月）

事業承継からみた医療法人の移行判断Ｑ＆Ａ


A5・定価（本体3,200円+税）【5108115・医療法人移行Ｑ＆Ａ】
〈09915-5〉

よくわかる

学校法人会計の仕組みと決算書の見方
改正会計基準完全対応版
梶間栄一／著

A5・定価(本体3,400円＋税)【5108065・学校法人会計
（改）
〈09842-4〉
】

電子書籍

医療法人・社会福祉法人の税務対策
−移行・事業承継−
羽生正宗／著



ビジュアルに、わかりやすく学校法人会計の要点をま
とめた入門書。約40年ぶりの改正となる、平成27年度
施行の改正会計基準にも対応し、
「学校会計」と「企業会
計」の共通点・相違点を丁寧に解説。
（平26年8月）

医療法人、社会福祉法人に共通する介護事業など、業種
特有の税務を網羅した解説書。税制上の優遇措置、消費
税増税に備えた対策、相続税増税を見据えた事業承継
対策を提示する。
（平25年3月）

A5・定価(本体3,619円＋税)【5107955・医療・社福税務】
〈09652-9〉

移行後もズバリ対応！

新公益法人の実務Ｑ＆Ａ

久保直生・小林壮太／共著

B5・定価（本体3,714円+税）（平24年4月）
【5107767・移行後公益法人実務】
〈09326-9〉

税務と法務
税務を生かす

契約書式・基本規程全集
全3冊

右山昌一郎、大原誠三郎／編著

加除式

「税務判例」
を読もう！

―判決文から身につくプロの法律文章読解力
木山泰嗣／著

電子書籍
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契約書式・基本規程集であるとともに、
税務・法務を解説した
決定版。●第1巻 財産取引・財産貸借 定価
（本体12,000円
+税）●第2巻 役務の提供 債権の取得・喪失 その他 定
価（本体12,000円+税） ●第3巻 雇用・国際取引・契約書
作成・消費税 定価
（本体14,000円+税）
A5・セット定価（本体38,000円+税）　
【1111560・契約】

税務訴訟の基礎を学ぶには、過去の判決を読み解くのが最善だが、その
量は多くの難解なものが多い。本書は、近年を代表する事例を通じて法
的思考力が自然にメキメキ身につく。さらに見落としがちな法律知識
や、解釈技術もわかりやすい形でしっかりフォロー！（平26年8月）
四六・定価(本体2,000円＋税)【5108079・税務判例読解】
〈09864-6〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

非営利法人の税務、会計／税務と法務／税理士業務・会計士業務

新しい国税不服申立制度の理論と実務
青木丈／著

平成28年公表の国税通達・新様式に完全対応。法改正
の立案に関与した著者が、趣旨・目的を理論的に徹底解
説。審理手続に基づいた実務も詳細に解説。
（平28年12
月）

A5・定価（本体2,700円＋税）【5108288・国税不服理論】
〈10204-6〉

電子書籍

こう変わる！国税不服申立て
神津信一／監修

青木丈／著

行政不服審査法改正に伴う国税通則法の改正により直
接審査請求の導入など国税不服申立ての手続が簡素化
される。立案当局に民間採用された著者が改正法の趣
旨を説明し逐条解説する。
（平26年8月）

A5・定価(本体2,300円＋税)【5108080・変わる国税不服】
〈09865-3〉

電子書籍

税理士業務・会計士業務
こんなところに落とし穴！

税理士業務のヒヤリハット
鈴木高広／編著

税理士実務上に潜む数々の“ヒヤリハット”。本書では、
執筆陣が実際に経験した36の実例をベースとした
ケーススタディを通じて、具体的な問題発見方法や、そ
の対策・予防策について詳細を解説。

税

A5・定価（本体2,000円＋税）【5108303・税理士ヒヤリ】
〈10248-0〉

電子書籍

税理士実務必携

税理士が直面する難問を詳細に解説し、好評を博した『税

〜ものの見方・考え方

まえて難解事例に遭遇した際の対応策が分かる一冊。

山田俊一／著

電子書籍

税理士実務必携
山田俊一／著

務

難問事案のさばき方』の第2集。実務家が
難問事案のさばき方〈第2集〉 理士実務必携
事案処理にて勘案すべきポイントや過去の裁判例等を踏
A5・定価（本体2,600円＋税）【5108302・必携難問事案２】
〈10247-3〉

難問事案のさばき方

A5・定価(本体2,381円＋税)（平25年3月）
【5107942・必携難問事案】
〈09630-7〉

選ばれる税理士事務所のつくり方
智創税理士法人／著



クライアントに選ばれる、とっておきの秘策を凝縮！
安定成長を続ける著者の実践例を踏まえ、
「選ばれる
税理士事務所」のノウハウを大公開。
（平27年7月）

A5・定価（本体1,852円+税）【5108172・選ばれる税理士】
〈10024-0〉

（全訂版）
税理士実務質疑応答集［個人税務編］
右山昌一郎／監修

寺島敬臣、德丸親一、宮森俊樹／編集

A5・定価（本体4,100円+税）（平27年4月）
【5108122・税理士応答集個人
（全訂）
〈09935-3〉
】

（全訂版）
税理士実務質疑応答集［法人税務編］
右山昌一郎／監修 岡﨑和雄・宮森俊樹／編集

A5・定価（本体4,100円+税）（平27年9月）
【5108184・税理士応答集法人
（全訂）
〈10041-7〉
】

プロの総合資産プランニング
鷹野保雄／著

電子書籍

個人増税、法人減税が顕著になる中、所得税・法人税・相
続税のトータルの税金で見た資産運用のプランニング
を提案。プランニングの実践知識や不動産課税のプラ
ンニングを徹底解説。
（平26年4月）

B5・定価(本体2,600円＋税)【5108043・総合資産プラン】
〈09807-3〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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マイナンバー制度（税理士・企業向け）
税理士事務所のマイナンバー 完全マニュアル
青木丈／著

電子書籍

A5・定価（本体2,778円+税）【5108158・税理士マイナンバー】
〈09990-2〉

従業員が知っておきたい

マイナンバー10のポイント
梅屋真一郎／著



日本税理士会連合会公表の税理士向けガイドラインに準
拠！番号法の基礎知識から税務への影響、安全管理措置
や職員教育等の体制整備まで、税理士事務所が行うべき
マイナンバー実務のポイントを徹底解説。
（平27年6月）

マイナンバーの従業員向け周知や研修用に適した、
32ページの小冊子。パートやアルバイトを含む全従業
員が、最低限、知っておくべき10のポイントを解説。
（平27年6月）※300部以上の注文で表紙に無料名入れ

B5・定価（本体300円+税） 〈直販〉
【5108165・従業員マイナンバー】

平成28年改正対応 ‼ これだけは押さえておきたい 平成28年度税制改正大綱・関連省庁の平成27年末の通

企業のためのマイナンバー最新実務

知など最新情報が満載。
（平28年1月）

梅屋真一郎／著

電子書籍
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A5・定価（本体1,111円+税）【5108226・28年企業マイナンバー】
〈10112-4〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

マイナンバー制度（税理士・企業向け）／経営一般／労働・雇用

経営一般
Ｑ＆Ａ

中小企業経営に役立つ

会社法の実務相談事例
島村謙、佐久間裕幸／編著

弁護士×税理士の幅広い視点で、中小企業の会社法実
務を徹底解説。税理士はもちろん、中小企業経営者に
とっても、身近な会社経営の疑問解決に役立つ一冊。
（平成28年10月）
A5・定価（本体3,300円+税）【5108287・中小会社実務】
〈10203-9〉

電子書籍

中小企業再生への金融機関本部との連携・交渉術
―税理士・公認会計士による経営改善計画策定支援―
中村中、中村文子／共著



中小企業の経営改善計画策定支援をめぐる税理士、公
認会計士と金融機関との勉強会の成果を基に金融機関
本部の審査部との連携の仕方、本部の融資部との交渉
方法をＱ＆Ａで徹底解説。
（平27年3月）
A5・定価（本体2,685円+税）【5108131・中小連携交渉】
〈09950-6〉

中小企業再生への認定支援機関の活動マニュアル ―経営改善計画・金融機関との交渉―
中村中／著

A5・定価（本体2,400円+税）（平26年3月）
【5108042・中小認定支援】
〈09806-6〉

電子書籍  

中小企業再生への経営改善計画
中村中／著

A5・定価（本体2,476円+税）（平24年7月）
【5107804・中小再生計画】
〈09398-6〉

中小企業再生への改善計画・銀行交渉術

経営・労働

中村中・大山哲・仁木淳二／共著

A5・定価(本体2,667円＋税)（平25年4月）
【5107960・中小再生交渉術】
〈09665-9〉

労働・雇用
労働事務要覧
労働実務研究会／監修

A5
広範多岐にわたる労働関係法規及び通知を体系的に解析・編成した労働事務好個の手引書。労働基
準法・労働組合法・職業安定法・雇用対策法・職業能力開発促進法・労働安全衛生法・雇用均等法・労働
者派遣法等に関する法律等を基本とし、それぞれの関係法令・通知・判例等を事項別に体系的に編
成、事務処理の基準と指針を掲げた、労働関係者必携の書。各編に事項別索引・条文別索引があるの
で検索に便利。
加除式

労働基準編（全5冊）
労働組合編（全3冊）
●安全・衛生編
（全8冊）
●雇用均等編
（全1冊）
●労働者派遣編
（全1冊）
●
●

定価（本体66,000円+税）
（労基1111206）
定価（本体44,000円+税）
（労組1111207）
定価（本体110,000円+税）
（労衛1111210）
定価（本体9,000円+税）
（労雇1111513）
定価（本体11,000円+税）
（労派1111514）

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ルーズリーフ Q&A 労働基準法
全2冊

慶谷淑夫／編集

一般企業、行政庁等の労働関係の実務担当者が日常当
面する労働基準法の具体的な適用の問題について、一
問一答形式で実際に即した内容で解説した手引書。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111521・労基法】

加除式 加除特典

就業規則実務全書

就業規則の実際的な例文を示し、各規定の内容の理解
を図り、就業規則の実務における重要な応用力の養成
を目的としたもので、就業規則を策定する実務担当者
必携の実務書。

全1冊

労働基準監督官就業規則研究会／編著

A5・定価（本体9,000円+税）【1111532・就業】

加除式 加除特典

実務家のための雇用・解雇・退職法制Q&A
全1冊

近藤労働法研究所／編著

解雇及び退職については、的確な根拠に基づき明快な
結論を出すことが困難な状況である。本書は、雇用問題
の解決方法を合法的・実務的に分かりやすくQ&A方
式で解説。
A5・定価（本体9,000円+税）【1111737・雇用】

加除式 加除特典

判例セミナー 不法行為・債務不履行 労働災害
全1冊

夏井高人、鈴木銀治郎／編集

社会問題化する労働災害をめぐるトラブルへの対応・
対策、労働災害関係判例を整理・分類し、要旨、判例解
説、判決文をコンパクトにまとめた、使いやすく、読み
やすい判例集。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111773・判セミ労働】

加除式 加除特典

労使の争点がよくわかる

ケーススタディ労働事件の実務
広島弁護士会労働法制委員会／編著

コーディネーター、労働者側・使用者側 弁護士の三者による“紙
上討議”を展開する全く新たなスタイルの実務書。コーディネー
ター役の弁護士、労働者側弁護士、使用者側弁護士の３名が討議
を行う様子を、セリフ形式でビジュアルに再現。
（平成28年6月）
A5・定価（本体3,300円+税）【5108268・ケース労働】
〈10174-2〉

電子書籍

不当労働行為の審査と訴訟
都築弘／著

不当労働行為救済命令について、審査（労働委員会）と
訴訟（裁判所）の両面から救済制度の確立を目指し解
説。バランスのとれた関係者必携の書。
（平27年9月）

A5・定価（本体4,000円+税）【5108180・不当労働行為】
〈10048-6〉

電子書籍

困る前に必読のＱ＆Ａ
第一東京弁護士会

働く女性の労働法

人権擁護委員会

両性の平等部会／編

A5・定価（本体2,381円+税）（平25年３月）
【5107930・女性労働】
〈09603-1〉

割増賃金請求訴訟の知識と実務

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体2,857円+税）（平24年9月）
【5107784・割増賃金訴訟】
〈09360-3〉

商法・会社法
実務解説 会社法 Q&A
全1冊

生駒和夫、根田正樹、須藤英章、永井和之／編

加除式 加除特典
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会 社 法 の 体 系 に 沿 っ た430超 の 具 体 的 な 設 例 を、
Q&Aで、詳細に、実務に即してわかりやすく解説。政
省令、関係法令の整備、税制改正等は、追録で万全に
フォロー。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111746・会社法Q&A】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

商法・会社法／経済・産業・金融

会社規程マニュアル

会社諸規程の制定・改訂のモデル規程集として、経営改
善、コンプライアンス・内部統制の充実のためのヒント
を伝える書。経営・法律・税務の観点から、規程作成・運
用上の留意点を詳説。

読み方・作り方・活かし方／全 9 冊
会社規程研究会／編集

B5・定価（本体74,000円+税）【1111457・規程社】

加除式 加除特典

会社法実務マニュアル

第2版 全5巻

会社法実務研究会／編

B5・各巻定価（本体4,500円+税）【3100533・会社マニュアル2版】
株式会社・持分会社を運営するために必要な手続を詳しく解説する。多くの書式例や図表を用いる
ことにより、実務的ニーズがありながら抽象的でわかりづらい会社法の規定を視覚的側面から理解
することができる。今回から第5巻として、
「コンプライアンス・リスク対策」を新設。危機管理対策と
してコンプライアンスの解説と、会社法関係のトラブル事例をQ&Aとして掲載。会社経営を支える
実務書シリーズ。
（平28年12月〜平29年3月）
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻

設立・解散・清算 〈10242-8〉
株主総会・取締役・監査役 〈10243-5〉
株式・種類株式・新株予約権 〈10244-2〉
組織再編・事業承継 〈10245-9〉
コンプライアンス・リスク対策 〈10246-6〉 ※平成29年3月刊行予定 電子書籍

家庭用品品質表示実務提要
全2冊

消費者庁表示対策課／編集

工業所有権審判実務提要

工業所有権出願に関する審判制度の意義から手続を特
許、意匠、実用新案等の各関係法令、実例等を織り交ぜ
ながら細部にわたって解説した実務担当者必携の書。

全1冊

工業所有権審判実務提要編集委員会／編集

A5・定価（本体17,000円+税）【1111569・審判】

加除式 加除特典

意匠法実務提要

意匠の出願、登録、審判の三つの柱を中心に、出願手続、
願書作成要領、登録要件、審査手続に至るまで、実務担
当者が手続の流れに沿い執筆した、類例のない関係者
必携の書。

全1冊

意匠法実務提要編集委員会／編集

A5・定価（本体17,000円+税）【1111480・意匠実】

加除式 加除特典

判例セミナー不法行為 製造物責任
大嶋芳樹、田島純藏／編集

加除式 加除特典

家庭用品品質表示法と品質表示規程について、立法の
趣旨や運用の仕方を各用品ごとに詳細に解説。関係法
令、表示例、JIS等の資料も収録した家庭用品品質表示
実務書の決定版。
A5・定価（本体20,000円+税）【1111675・用品】

加除式 加除特典

全1冊

経営・労働

経済・産業・金融

ガス器具の不具合を始めとする製造物責任に関する重
要判例を厳選収録。収録判例全件に事件の概要、判決の
ポイント等を付し、判例に学ぶリスク回避を解説。

A5・定価（本体12,000円+税）【1111770・判セミ製造物】
〈70075-4〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ガス事業法解釈例規集
全5冊

資源エネルギー庁公益事業部ガス事業課・ガス保安課／監修
加除式

電気事業法解釈例規集
全9冊

資源エネルギー庁公益事業部計画課／監修

加除式

ボイラー及び圧力容器安全規則
全1冊

労働実務研究会／監修

加除式 加除特典

金融法務解釈事典
全3冊

堀内仁／編集代表

加除式 加除特典

実務解説 信託法 Q&A
全1冊

根田正樹、今井和男、矢内一好／編集

加除式 加除特典

100

ガス事業行政主務官庁の権威ある解説と厳正な監修に
よる唯一の書。ガス事業法を中心に、その解説・委任命
令・関係法令・通知・実例等を条文に従い体系的に分類
収録した。
A5・定価（本体44,000円+税）【1111189・ガス】

電気事業法の各条文に解説を加え、委任命令・関連法
令・通知・取扱実例等を体系的に分類収録。電気事業の
一層の充実に役立つ関係法令も収録した関係者必備の
書。
A5・定価（本体88,000円+税）【1111190・電気】

労働安全衛生法体系の中から、ボイラー及び圧力容器
に関する法令のみを厳選し、収録。条文ごとに参照条
文、通知、解釈例規等を分類整理し、一覧のもとに理解
できるように編集。
A5・定価（本体16,000円+税）【1111660・ボイラー】

金融取引関係の判例を〈預金取引〉
〈附随取引〉
〈融資取
引〉
〈担保・保証〉
〈管理・回収〉
〈金融取引とその他の法律
問題〉に分類・整理し問答形式で収録した、解説書兼判
例集。
A5・定価（本体28,000円+税）【1111467・金融法】

信託の事実に即した350超の具体的設例を、学者、弁護
士、公認会計士、税理士、信託銀行関係者など第一線の
執筆陣が詳細かつわかりやすく解説する。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111754・信託法Q&A】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

民事法

民事法
判例セミナー不法行為 取引・契約
全1冊

升田純／編集

取引・契約についての不法行為判例を集め、それぞれ要
旨、事案の概要、判例解説、判決文主要部等を掲載。商取
引や契約のトラブルの防止、対応、解決に役に立つ内
容。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111771・判セミ取引】

加除式 加除特典

Q&A 企業法務における損害賠償の実務

企業法務において想定される損害賠償事件について、
必要な情報を詳細に、かつ分かり易く解説。弁護士、裁
全1冊
判官、学者が全項目書き下ろした企業法務損害賠償実
企業法務損害賠償研究会／編集 北河隆之／編集代表 務の決定版。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111748・企業損害賠償】

加除式 加除特典

立証の実務

改訂版

10年ぶりに全面改訂した証拠収集活動に必ず役立つ
弁護士必携書。立証活動を紛争・証拠類型ごとに分類
し、「立証のポイント」
「証拠の入手方法」をコンパクト
にまとめて解説。
（平成28年9月）

―証拠収集とその活用の手引―
群馬弁護士会／編

B5・定価（本体3,700円+税）【5108254・立証実務改訂】
〈10178-0〉

電子書籍

（判決言渡し等）まで、一連の流れ
民事訴訟マニュアル 第2版（全2巻） 訴状の作成・提出から訴訟終了
に沿って、基礎知識や注意点等を紹介。手続上必要となる書式や

―書式のポイントと実務―

記載例を網羅的に本文中に掲げ、留意点等を説明。
（平27年9月）
●各巻定価（本体5,000円+税） 上〈10000-4〉 下〈10001-1〉

岡口基一／著

法曹・法務

A5・セット定価（本体10,000円+税）　【3100527・民訴マニュアル２版】

電子書籍

クロスレファレンス 民事実務講義

民事事件に臨む弁護士の実務について、相談から受任、
訴訟後に至るまで、時系列を追って解説。本書中の関連
項目に相互に参照先を示し（＝クロスレファレンス）、
全体をひとつながりで理解できる。
（平26年12月）

第２版

京野哲也／著

B5・定価（本体4,200円+税）【5108108・民事実務講義２版】
〈09908-7〉

電子書籍

再建型倒産手続実務ハンドブック

倒産手続のうち、事業の再建を目指す民事再生、会社更生、
再建型私的整理について、いつ、何に注意して、どうすべき
―民事再生・会社更生・私的整理―
かを時系列で具体的に解説。実務上必要となる周辺知識、
松田耕治、澤野正明、佐々木伸悟／監修 古川和典／著 関連条文、重要判例などの情報も盛り込む。
（平27年4月）
B5・定価（本体4,500円+税）【5108144・再建型手続】
〈09972-8〉

電子書籍

Ｑ＆Ａ

証拠説明書・陳述書の実務
岡山弁護士会

民事委員会／編著

電子書籍

民事尋問技術
第4版

加藤新太郎／編著

電子書籍

民事訴訟において、証拠説明書と陳述書は重要書類の
一つ。本書は現場の弁護士、裁判官の声をもとに、約70
のQ&Aを掲載。その重要性を理解するとともに、今後
の実務に活かせる実務家必携の書。
（平26年9月）
A5・定価（本体3,700円+税）【5108067・ＱＡ証拠陳述】
〈09841-7〉

民事訴訟における尋問技術に関する基本書。全員司法
研修所教官経験を有する実務に精通した執筆者等が、
証拠説明書、陳述書の運用等の最新動向を踏まえて編
集。
（平28年12月）
A5・定価（本体3,500円+税）【5108298・民事尋問
（4版）
〈10240-4〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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民事弁護ガイドブック

東京弁護士会法友全期会民事弁護研究会／編

A5・定価（本体3,619円+税）（平23年2月）
【5107715・民事弁護ガイド】
〈09223-1〉

電子書籍  

遺産分割実務マニュアル 第３版
東京弁護士会法友全期会相続実務研究会／編

電子書籍

裁判例に見る

ベストセラー『遺産分割実務マニュアル』を全面的に
改訂。遺産分割紛争に臨む弁護士に活用されるマニュ
アル本として、必要事項を網羅。
（平28年2月）

A5・定価（本体4,200円+税）【5108198・遺産分割
（３版）
〈10061-5〉
】

特別受益・寄与分の実務

第一東京弁護士会 司法研究委員会／編

A5・定価（本体3,000円+税）（平26年2月）
【5108014・特別受益】
〈09757-1〉

慰謝料算定の実務 第２版

慰謝料が争われたあらゆる分野の裁判例を収集・分析
し、慰謝料額の決定に考慮される要素、算定の傾向と対
策を解説。11年ぶりの改訂でさらに研究を深めた決
定版。
（平25年9月）

千葉県弁護士会／編



A5・定価（本体3,800円+税）【5107989・慰謝料実務２版】
〈09711-3〉

慰謝料算定の理論
齋藤修／編

A5・定価（本体3,333円+税）（平22年4月）
【5107560・慰謝料理論】
〈08902-6〉

離婚・離縁事件実務マニュアル
第3版

東京弁護士会法友全期会家族法研究会／編

新たな人生の一歩を踏み出す依頼者を力強く後押しす
る弁護士のための座右の書として、必要と思われる事
項を可能な限り網羅。家事事件手続法の施行、ハーグ条
約の発効による制度の変更に対応。
（平27年2月）

A5・定価（本体5,000円+税）【5108125・離婚マニュアル
（3版）
〈09938-4〉
】

電子書籍

離婚をめぐる相談100問100答 第二次改訂版
第一東京弁護士会人権擁護委員会／編

離婚手続、慰謝料、親権などの離婚をめぐる相談について
分かりやすく解説。離婚した場合の税金、健康保険、ＤＶ等
の周辺事項も幅広く掲載。離婚によって生じる法的影響
を、分かりやすく解説した実務マニュアル。
（平28年2月）



A5・定価（本体3,200円+税）【5108214・離婚
（二訂）
〈10091-2〉
】

自然をめぐる紛争と法律実務

水・温泉・雪・山・農地・土地・大気・生物・自然災害。9つ
に分類した自然にまつわる法トラブルを、多くの裁判
―水・山・農地・土地・生物・災害等のトラブル解決のために― 例を紹介しながら徹底的に研究。
（平27年9月）
長野県弁護士会／編
A5・定価（本体4,200円+税）【5108166・自然法律】
〈10015-8〉

電子書籍

マンション・団地の法律実務
横浜弁護士会／編

A5・定価（本体3,300円+税）【5108072・マンション団地法】
〈09852-3〉

電子書籍

Q&A 敷金・保証金トラブル
京都敷金・保証金弁護団／編著

改訂版

A5・定価（本体2,667円+税）（平22年4月）
【5107576・敷金・保証金
（改訂）
〈08946-0〉
】

民事再生申立ての実務
―モデル事例から学ぶ実践対応―
東京弁護士会倒産法部／編



102

建築から購入・管理、建替えまで、マンション・団地をめ
ぐる法律実務を網羅。紛争解決のための具体的手段や
事例を多数紹介。裁判例は約500件を取り上げた、大充
実の頼れる1冊。
（平26年9月）

民事再生における自力再建型、スポンサー型(プレパッ
ケージ、分割・譲渡型)の３つのモデル事例から重要論
点や書式等を検索することが可能。解説編では実務上
の重要論点を詳細に解説。
（平24年1月）
A5・定価（本体5,619円+税）【5107545・民事再生
（実践）
〈08894-4〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

刑事法
スムーズな清算・再生のための

迅速・的確な倒産処理のために、手続選択の判断基準を

倒産手続選択ハンドブック

（改訂版） わかりやすく呈示する好評ハンドブックの改訂版。手

続の流れ・費用は簡潔にまとめ、手続上の注意点を詳し
く解説。
（平24年2月）

東京弁護士会法友全期会 債務整理・企業再生研究会／編集

B5・定価（本体4,571円+税）【5107813・倒産手続
（改訂）
〈09421-1〉
】

電子書籍

夫婦財産契約の理論と実務
山田俊一／著

A5・定価（本体4,571円+税）（平24年6月）
【5107815・夫婦財産】
〈09419-8〉

電子書籍  

メンタルヘルス訴訟の実務

増加する職場でのメンタルヘルス問題にこれまでの関
係判例を類型化して解説。労災認定から訴訟対応、その
―判例に見る業務上外認定,労災民事訴訟,職場復帰― 後の職場復帰までを実際の判例から理解できる関係者
清田冨士夫／著
必携の実務書。
（平24年12月）


B5・定価（本体3,333円+税）【5107924・メンタル訴訟】
〈09596-6〉

Ｑ＆Ａ

インターネットの法的論点と実務対応
第２版

東京弁護士会インターネット法律研究部／編

インターネット社会における法的リスク管理は万全で
すか？ ネットをめぐる法的問題から重要・最新・話題
のトピックをピックアップし、弁護士会の専門研究部
が詳しく解説！（平26年9月）

A5・定価（本体4,500円+税）【5108025・Ｑ＆Ａ

電子書籍

最新事例から読む

インターネットと企業法務

インターネット２版】
〈09768-7〉

渥美総合法律事務所・外国法共同事業 IP ／ IT チーム／編著

A5・定価（本体3,619円+税）（平22年8月）
【5107617・インターネット法務】
〈09066-4〉

民事介入暴力対策マニュアル
第5版

東京弁護士会

反社会的勢力との関係遮断はいまや社会的責務であ
る。本書は反社会的勢力の不当な介入（企業の対応、行
政対象暴力による自治体の対応）等に対応。暴力団排除
民事介入暴力対策特別委員会／編 の実践的マニュアル書である。
（平27年2月）

法曹・法務

A5・定価（本体4,500円+税）【5108120・民暴
（5版）
〈09922-3〉
】

電子書籍

刑事法
全訂

刑事弁護マニュアル

東京弁護士会法友全期会刑事弁護研究会／編集
電子書籍

法律のひろば別冊

裁判員裁判の実務

法律のひろば編集部／編

刑事尋問技術
山室惠／編著

改訂版

司法制度改革により刑事司法は「裁判員制度」
「刑事裁
判の迅速化」等、大きく変化した。捜査弁護から公判弁
護に至るまで刑事弁護のノウハウが詰まった決定版。
（平24年4月）
A5・定価（本体3,333円+税）【5107819・刑事弁護
（全訂）
〈09426-6〉
】

B5・定価（本体1,905円+税）（平21年9月）
【5107492・ひろば別冊裁判員】
〈08793-0〉

A5・定価（本体3,048円+税）（平18年11月）
【5107037・刑事尋問
（改訂）
〈07929-4〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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交通事故訴訟
自動車損害賠償保障事務提要
全8冊

自動車保障研究会／編集

法令通達編は、自動車損害賠償保障法の条文ごとに適
用上の問題点を解説。判例編は、自動車事故による損害
賠償関係のすべての判例を判示ごとに要旨をつけ分類
整理して収録。
A5・定価（本体110,000円+税）【1111154・自賠】

加除式

交通事故訴訟における

典型後遺障害と損害賠償実務

みらい総合法律事務所／編著

電子書籍  

交通事故訴訟における

みらい総合法律事務所／編著

電子書籍  

A5・定価（本体3,800円+税）（平24年5月）
【5107838・典型後遺障害】
〈09466-2〉

脊髄損傷と損害賠償実務

A5・定価（本体2,667円+税）（平22年4月）
【5107558・脊髄損傷】
〈08899-9〉

改訂版 交通事故実務マニュアル 民事交通事件処理
東京弁護士会法友全期会交通事故実務研究会／編集

A5・定価（本体5,143円+税）（平24年2月）
【5107814・交通事故マニュアル
（改訂）
〈09418-1〉
】

電子書籍  

交通事故紛争処理の法理（公財）交通事故紛争処理センター創立 40 周年記念論文集
公益財団法人

交通事故紛争処理センター／編集

A5・定価（本体5,500円+税）（平26年9月）
【5108070・交通事故法理】
〈09849-3〉

交通事故民事裁判例集
不法行為法研究会／編

•第46巻
（平成25年判決）

第1〜6号・索引解説号 各号定価（本体2,571円＋税）
第1〜6号・索引解説号 各号定価（本体2,800円＋税）
•第48巻
（平成27年判決） 現在刊行中 各号定価（本体2,800円＋税）
•第49巻
（平成28年判決） 現在刊行中 各号定価（本体2,800円＋税）
•第47巻
（平成26年判決）



交通事故裁定例集 33 平成 26 年度
公益財団法人

A5・
【3100010・交通民集】

交通事故紛争処理センター／編集

A5・定価（本体5,550円+税）（平28年3月）
【5181144・交通裁定
（33）
〈10132-2〉
】

弁護士専門研修講座
弁護士専門研修講座

情報・インターネット法の知識と実務

弁護士専門研修講座

子どもをめぐる法律問題

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体4,000円+税）（平28年12月）
【5108285・弁護士講座
（情報）
〈10202-2〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

弁護士専門研修講座

A5・定価（本体3,700円+税）（平28年6月）
【5108239・弁護士講座
（子ども）
〈10137-7〉
】

労働環境の多様化と法的対応 労働法の知識と実務Ⅲ

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

弁護士専門研修講座

A5・定価（本体4,300円+税）（平28年2月）
【5108207・弁護士講座
（労働Ⅲ）
〈10082-0〉
】

交通事故の法律相談と事件処理 民事交通事故訴訟の実務Ⅲ

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体4,000円+税）（平27年10月）
【5108175・弁護士講座
（民事交通事故Ⅲ）
〈10033-2〉
】
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〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

交通事故訴訟／弁護士専門研修講座
弁護士専門研修講座

租税争訟をめぐる実務の知識

弁護士専門研修講座

高齢者をめぐる法律問題

弁護士専門研修講座

住宅瑕疵紛争の知識と実務

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体4,000円+税）（平27年10月）
【5108127・弁護士講座
（租税）
〈09941-4〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,700円+税）（平27年9月）
【5108176・弁護士講座
（高齢者）
〈10034-9〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,000円+税）（平27年9月）
【5108087・弁護士講座
（住宅瑕疵）
〈09878-3〉
】

弁護士専門研修講座

相続関係事件の実務 ―寄与分・特別受益、遺留分、税務処理―

弁護士専門研修講座

中小企業法務の実務

弁護士専門研修講座

インターネットの法律実務

弁護士専門研修講座

民事交通事故訴訟の実務Ⅱ

弁護士専門研修講座

金融商品取引法の知識と実務

弁護士専門研修講座

債権回収の知識と事務

弁護士専門研修講座

労働法の知識と実務Ⅱ

弁護士専門研修講座

行政法の知識と実務Ⅱ 近時の裁判例に学ぶ理論と実務

弁護士専門研修講座

消費者法の知識と実務

弁護士専門研修講座

不動産法の知識と実務

弁護士専門研修講座

倒産法の実務Ⅱ 民事再生申立代理人の実務

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体2,500円+税）（平27年5月）
【5108112・弁護士講座
（相続実務）
〈09913-1〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,500円+税）（平27年2月）
【5108088・弁護士講座
（中企）
〈09879-0〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,800円+税）（平26年12月）
【5108078・弁護士講座
（ネット法務）
〈09863-9〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体4,300円+税）（平26年12月）
【5107927・弁護士講座
（民事交通事故Ⅱ）
〈09600-0〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体4,000円+税）（平26年2月）
【5107929・弁護士講座
（金商法）
〈09602-4〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,000円+税）（平26年2月）
【5107928・弁護士講座
（債権回収）
〈09601-7〉
】

法曹・法務

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体2,500円+税）（平26年2月）
【5107926・弁護士講座
（労働Ⅱ）
〈09599-7〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体2,190円+税）（平24年12月）
【5107786・弁護士講座
（行政法Ⅱ）
〈09362-7〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,619円+税）（平23年12月）
【5107734・弁護士講座
（消費者知識）
〈09265-1〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,143円+税）（平23年9月）
【5107735・弁護士講座
（不動産）
〈09266-8〉
】

東京弁護士会 弁護士研修センター運営委員会／編

弁護士専門研修講座

A5・定価（本体3,000円+税）（平23年3月）
【5107663・弁護士講座
（倒産法Ⅱ）
〈09127-2〉
】

離婚事件の実務

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体2,857円+税）（平22年9月）
【5107573・弁護士講座
（離婚）
〈08917-0〉
】

弁護士専門研修講座

民事交通事故訴訟の実務 保険実務と損害額の算定

弁護士専門研修講座

独占禁止法の知識と実務

弁護士専門研修講座

行政法の知識と実務

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,619円+税）（平22年5月）
【5107498・弁護士講座
（民事交通事故）
〈08805-0〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,333円+税）（平22年3月）
【5107497・弁護士講座
（独禁法）
〈08804-3〉
】

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,333円+税）（平21年5月）
【5107440・弁護士講座
（行政法）
〈08645-2〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324弁護士専門研修講座

消費者法の法的論点と実務

東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／編

A5・定価（本体3,429円+税）（平21年1月）
【5107154・弁護士講座
（消費者法）
〈08127-3〉
】

弁護士業務・法律実務
要件事実マニュアル

法曹実務家の必携書、要件事実の「辞書」最新版！ 訴訟
類型ごとに要件事実をコンパクトにまとめ、基礎知識、
論点、注意点とともに解説。記載例や参考文献も豊富に
紹介。改正債権法にも対応。
（平28年12月〜平29年3月）

第５版

全5巻
岡口基一／著

第１巻
第２巻
第３巻

第４巻
第５巻

総論・民法１
民法２
商事・手形・執行・破産・保険・金融・知的財産

電子書籍

A5・セット定価（本体25,500円+税）　各巻定価（本体5,100円+税）【3100530・要件事実5版】
〈10165-0〉

改訂 事件類型別 弁護士実務ハンドブック
松江頼篤、近藤健太、黒澤圭子、炭本正二／編著



―法律相談効率化のための論点チェック―

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所／編著

電子書籍

弁護士としてどう生きるのか…。実践と知恵のメッ
セージが満載の“生きた教科書”が登場。弁護士が陥り
やすいリスクと、その回避法を経験に基づいてわかり
やすく解説。
（平28年11月）

事務処理・事務所運営・人生設計の実践知

髙中正彦、山下善久、太田秀哉、山中尚邦、
山田正記、市川充／編著



A5・定価（本体3,000円+税）【5108252・弁護士経験学】
〈10152-0〉

弁護士の周辺学

―実務のための税務・会計・登記・戸籍の基礎知識―
髙中正彦、市川充、堀川裕美、
西田弥代、関理秀／編著



実際のヒヤリハット事例、過去の懲戒事例を分析し、予
防改善策を具体的に解説。仕事の探し方から人生設計
まで、弁護士稼業を営む上でのトラブル防止アドバイ
スも提示。
（平26年7月）

冷や汗が成功への鍵

髙中正彦、市川充、川畑大輔、岸本史子、
的場美友紀、菅沼篤志、奥山隆之／編著

A5・定価（本体3,000円+税）【5108054・弁護士失敗学】
〈09817-2〉

弁護士業務マニュアル 第４版
東京弁護士会／編著
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「どこで専門家にアドバイスを求めればいいの？」「戸
籍はどうやって読むの？」弁護士実務の周辺知識とも
呼べる、税務、会計、登記、戸籍などの基礎が身につく弁
護士必読の書。
（平27年8月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108171・弁護士周辺学】
〈10023-3〉

弁護士の失敗学

―近代的な経営と業務改善のために―

事件の受任から解決までの流れを示したフローチャー
トと、法律相談効率化のためのツール「法律相談票」の
ノウハウを紹介。受任力、相談力向上に最適の一冊。
（平
28年10月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108269・リーガルクリニック2版】
〈10177-3〉

弁護士の経験学



事件類型ごとに処理を進めるための手引きを編集した画期的
なマニュアル。事件類型ごとに、事案、解説、書式等を配置し、依
頼者との接し方、証拠の収集方法など、初めて事件処理をする
際に役立つ内容を盛り込んだ定番書の改訂版。
（平成28年9月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108279・類型別弁護士実務改】
〈10198-8〉

リーガルクリニック・ハンドブック 第2版



過払金・消費者保護・行政・労働
家事事件・人事訴訟

6年ぶりの改訂版。
弁護士事務所開設、
事務職員の雇用、
ITの進化による業務の合理化など職務遂行上のノウ
ハウを余すところなく解説。より良い法律サービス提
供に不可欠な書。
（平24年2月）

A5・定価（本体4,286円+税）【5107818・業務マニュアル
（４版）
〈09427-3〉
】

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

弁護士業務・法律実務／法律一般

Ｑ＆Ａヘルスケア施設の法律と実務 ―医療・介護施設、高齢者住宅の諸問題―
田中周／著

A5・定価（本体3,800円+税）（平27年6月）
【5108152・ヘルスケア法律】
〈09979-7〉

電子書籍  

法律一般
現行中華人民共和国六法

中国六法の決定版。ますます発展が予測される貿易、合
弁・合作事業などの日中経済交流に着目し、中国の対外
経済関係法を中心に、主要法令を網羅的に編集・翻訳。

全6冊

中国綜合研究所・編集委員会／編集

A5・定価（本体45,000円+税）【1111534・中国六法】

加除式 加除特典

現行韓国六法

我が国唯一の韓国法令集。大韓民国の現行法令のうち、
公法、民事法、刑事法、経済法、税法の各分野における主
要な法令の正文を翻訳して収録。

全1冊

韓国六法編集委員会／編集

A5・定価（本体20,000円+税）【1111528・韓国六法】

加除式 加除特典

契約書式実務全書 第２版

民法典の典型契約から会社法務における契約書作成の
ノウハウまでを網羅した実務書。解説を施し、簡便な契
約書の作成が可能。書式はWeb上からダウンロードし
加工して使用可。
（平26年7月〜9月）

全3巻

大村多聞・佐瀬正俊・良永和隆／編集



B5・セット定価（本体30,000円+税）　各巻定価（本体10,000円+税）【3100522・契約書式２版】
〈09696-3〉

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ 第三次改訂版


法曹・法務

外国人をめぐる法律問題を網羅した決定版。弁護士、裁判所
のほか、自治体、国際交流協会、ＮＰＯ、ボランティア団体関
第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会／編 係者などの外国人からの相談に関わる人々を対象に、わか
りやすく解説。巻末に相談窓口の一覧を収録。
（平28年2月）
Ｂ５・定価（本体4,500円+税）【5108213・外国人法律
（三訂）
〈10090-5〉
】

セクシュアル・マイノリティの法律相談

LGBTを含む多様な性的指向・性自認の法的問題
東京弁護士会性の平等に関する委員会セクシュア
ル・マイノリティプロジェクトチーム／編著



LGTB等の人々、あるいはその家族・親族や関係者の相談
に乗る弁護士のためのQ&A形式の対応マニュアル。裁判
例、当事者の座談会、相談を受けた際のロールプレイング、
相談窓口一覧、コラムなどの各項目も充実。
（平28年12月）

A5・定価（本体3,000円+税）【5108293・セクマイ相談】
〈10209-1〉

注解 特許権侵害判断認定基準 第２版 ―裁判例からみたクレーム解釈の実務
永野周志／著

A5・定価（本体4,200円+税）（平26年12月）
【5108109・クレーム解釈２版】
〈09909-4〉

新訂 公証人法

日本公証人連合会／編

そうだったのか！

A5・定価（本体3,333円+税）（平23年12月）
【5107799・新公証人】
〈09386-3〉

知れば楽しくなる法令の雑学

法令読解研究会／編著

よくわかる法律用語辞典
東京弁護士会／編

四六・定価（本体1,905円+税）（平21年11月）
【5107535・法令雑学】
〈08874-6〉

A5・定価（本体3,333円+税）（平21年2月）
【5107343・よくわかる法律用語】
〈08426-7〉

日本司法書士史 昭和戦後編

日本司法書士会連合会司法書士史編纂実行委員会／編纂

A5・定価（本体14,286円+税）（平23年12月）
【5107065・司法書士史
（戦後）
〈07965-2〉
】

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

ことば・文章・スピーチ
ことばの知恵・知識事典
現代言葉調（げんだいことのはしらべ）
現代ことば研究会／編

A5・定価（本体11,000円+税）【1111722・ことば知恵】

加除式 加除特典

文章言いかえ書きかえ事典
全2冊

文章情報センター／編集

榊原昭二／著

やさしく、わかりやすい文章を書くための全テクニッ
クを収録。例文を元にポイント指摘や言いかえ・書きか
えを行うステップ方式。読者の文章添削もできるよう
工夫した添削資料付き。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111491・文章】

加除式 加除特典

常用漢字・送り仮名・現代仮名遣い・筆順

例解辞典
改訂新版

高田智和／改訂新版監修 野元菊雄／新版監修 白石大二／編集

日常生活に不可欠な語や書き表し方に迷う語を中心に、国語
表記の基準を示したベストセラー。平成22年の改定常用漢
字表に基づく最新版として字種の追加・削除、音訓の変更等
を反映。あらゆる文書作成に役立つ信頼の1冊。
（平22年7月）

A6・定価（本体1,524円+税）【5107660・例解辞典
（改訂新版）
〈09143-2〉
】

電子書籍

平成27年度

想う・考える・聞く・話す・読む・楽しむ・感動する…。こ
とばの面白さ、奥の深さを作家、新聞記者、アナウン
サー、評論家、落語家、学者、詩人、国語教師など、ことば
のスペシャリストが渾身の書き下ろし。

国語に関する世論調査

コミュニケーションの在り方・言葉遣い
文化庁文化部国語課／編



毎年、テレビや新聞でニュースになる世論調査の結果を収録した唯一
の書。コミュニケーションの在り方・言葉遣いを中心テーマに「毎日
使っている日本語を大切にしているか」「美しい日本語があると思う
か」
「場面ごとの言葉遣いの感覚」などの調査結果を紹介。
（平28年9月）
A4・定価（本体3,800円+税）【5181171・国語調査27】
〈10210-7〉

最新！平成ことば事情 抱腹舌好調！現役アナの日本語教室
道浦俊彦／著

B6・定価（本体1,429円+税）（平23年8月）
【5107776・ことば事情】
〈09345-0〉

イキイキ話し方教室 アナウンサーが伝える 5 つの上手
村松真貴子／著

新版

公用あいさつ事典

公用あいさつ文例研究会／編

楽しい漢字教室

A5・定価（本体1,714円+税）（平21年9月）
【5107520・話し方教室】
〈08829-6〉

A5・定価（本体5,524円+税）（平20年1月）
【5107238・公用あいさつ
（新版）
〈08238-6〉
】

石井勲／著

新「ことば」シリーズ 22
国立国語研究所／編集

108

辞書を知る

A5・定価（本体3,400円+税）（平2年）
【5103321・漢字教室】
〈02270-2〉

A5・定価（本体476円+税）（平21年3月）
【5107441・辞書を知る】
〈08649-0〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

ことば・文章・スピーチ／児童書・学習参考図書

児童書・学習参考図書
文芸まんがシリーズ
新装版／全 15 巻
小田切進／監修

B6・各巻定価（本体952円+税）【3100507・文芸まんが新】
〈09008-4〉
（平22年4月）
夏目漱石：坊ちゃん〈09009-1〉

宮沢賢治：銀河鉄道の夜〈09017-6〉

●

●

夏目漱石：三四郎〈09010-7〉

●

菊池寛：恩讐の彼方に〈09018-3〉

●

森鴎外：山椒大夫・高瀬舟〈09011-4〉

●

樋口一葉：たけくらべ〈09012-1〉

●

武者小路実篤：友情〈09019-0〉

●

中島敦：山月記・李陵〈09020-6〉

●

小泉八雲：怪談〈09013-8〉

太宰治：走れメロス・富嶽百景〈09021-3〉

●

●

泉鏡花：高野聖〈09014-5〉

●

川端康成：伊豆の踊り子〈09022-0〉

●

芥川龍之介：杜子春・羅生門〈09015-2〉

●

芥川龍之介：地獄変・奉教人の死〈09016-9〉

壺井栄：二十四の瞳〈09023-7〉

●

●

絵本アニメ
全 24 巻

世界名作劇場
教養・一般

日本アニメーション㈱／編著

AB・各巻定価（本体1,333円+税）【3100464・絵本アニメ】
第１巻

フランダースの犬
〈06575-4〉

●

第３巻

トム・ソーヤーの冒険〈06577-8〉

●

第６巻

小公女セーラ
〈06580-8〉

●

第８巻

小公子セディ〈06582-2〉

●

第９巻

私のあしながおじさん〈06583-9〉

●

第10巻

若草物語ナンとジョー先生〈06584-6〉

●

第13巻

母をたずねて三千里〈06966-0〉

●
●
●
●
●
●
●

第16巻

南の虹のルーシー〈06969-1〉

第17巻

アルプス物語わたしのアンネット〈06970-7〉

第21巻

大草原の小さな天使ブッシュベイビー〈06974-5〉

第22巻

七つの海のティコ〈06975-2〉

第23巻

ロミオの青い空〈06976-9〉

第24巻

家なき子レミ〈06977-6〉

©NIPPON ANIMATION CO.,LTD.

〈品切〉第2・4・5・7・11・12・14・15・18・19・20巻

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

スポーツ・心身の健康
体育・スポーツに関する法令、通知、資料を体系的に収録。
分
冊「ルール編」には各種競技ルールを、同
「判例編」
には体育・
スポーツ事故関係判例を収録。
〈分冊〉ルール編（全11冊）
定価（本体170,000円+税）
〈ルール1111252〉

体育スポーツ総覧
全 22 冊

体育・スポーツ法令研究会／監修

A5・セット定価（本体240,000円+税）　
【1111251・体育】

加除式

スポーツルール審判問答集
全1冊

㈶日本体育協会／監修

A5・定価（本体8,000円+税）【1111516・ルー審】

加除式

みんなのスポーツ事例集成
社会体育・体力つくりの実践／全 3 冊
みんなのスポーツ事例研究会／編集

体育・スポーツ事故責任安全対策質疑応答集
全3冊

体育・スポーツ事故研究会／編集

体育・スポーツ活動中の事故の裁判例を、競技別に分類
するとともに、事故ごとに状況に応じた項目を立てて
紹介し、問答形式で解説。事故を未然に防ぐための指導
上の留意事項も紹介。
A5・定価（本体40,000円+税）【1111436・体質】

加除式

レジャー・スポーツ情報事典
全1冊

レジャー文化情報センター／編集

スポーツや行楽など、レジャー全般にわたる情報を、一
頁一項目でわかりやすく解説。他誌への転載も自由な
ので、企業や自治体広報の埋め草記事にも最適。
A5・定価（本体12,000円+税）【1111582・レジャー】

加除式

新版

障がい者スポーツ指導教本 初級・中級
（公財）日本障がい者スポーツ協会／編

競技における指導法をはじめ、障がい者スポーツの理
念、障がい者の生活や福祉施策など幅広い観点からわ
かりやすく解説。障がい者スポーツ指導員養成講習会
（初級・中級）の指定テキストにも採用。
（平28年4月）

A4・定価（本体2,400円+税）【5108222・新版障スポ教本
（初中）
〈10107-0〉
】

オリンピック裏話

2020年東京五輪招致決定の知られざる舞台裏に迫る。
選手との交流録あり、現地取材からの驚きの秘話あり、
ＪＯＣ等の組織事情にも踏みこんだエピソードを満
載。
（平25年12月）

〜あなたもこれで五輪雑学博士
伊藤公／著



社会体育や体力づくり、レク活動に携わる方々の悩み
にズバリ応えるみんなのスポーツ情報誌。職場や地域
での実践事例を集め、計画、運営などについて詳説し、
関係資料も豊富に収録。
B5・定価（本体40,000円+税）【1111253・スポーツ】

加除式



スポーツ競技を行う上で生じる数々の質問、特に判定
の問題、ルール解釈の問題等につき、各競技種目・競技
規則の第一人者が一問一答形式でやさしく解説。

四六・定価（本体1,800円+税）【5108016・オリンピック裏話】
〈09759-5〉

楽しい登山 中高年の安全な登山のために
文部省／著
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A5・定価（本体951円+税）（平3年）
【5103709・楽しい登山】
〈02813-1〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

スポーツ・心身の健康／心理／教養一般

心理
21世紀の新型うつ病

嫌なことは避けようとする。自分が「うつ」と公言する。
被害者意識で周囲を攻撃する……。そんな「新型うつ
病」の丁寧な分析と事例を示し、克服への理解と手立て
を指南します。
（平24年2月）

「非定型」うつ病との向き合い方
福西勇夫／監修

福西朱美／著



A5・定価（本体1,905円+税）【5107817・新型うつ病】
〈09424-2〉

富裕化社会に、なぜ対人関係（IPR）トレイニングが必要か 自己への関心から他者への誠実な関心へ
畠中宗一／著

A5・定価（本体1,800円+税）（平21年8月）
【4100400-00004・富裕化社会】
〈08803-6〉

教養一般
くらしの知恵・知識事典
全1冊

現代くらし研究会／編

普段の衣・食・住はもちろん、冠婚葬祭、余暇の過ごし方
からマネーライフなど、多様な知恵・知識を集め、
「くら
し」のすみずみまでサポート。
A5・定価（本体11,000円+税）【1111731・くらし知恵】

加除式 加除特典

事件・できごとクロニクル
全3冊

国際ジャーナリスト会議／編

新生日本と戦後世界のスタートの年である1945年（昭和
20年）から「現在」まで起きた事件や出来事を独自の視点
から伝える年代記（クロニクル）。許可不要の転載自由な
ので広報紙（誌）などの各種出版物の埋め草にも最適。

教養・一般

A5・定価（本体16,000円+税）【1111587・事件】

加除式 加除特典

ルーズリーフ 最新暮らしの法律情報
全1冊

生活情報センター／編集

法律は難しいものと敬遠されるが、現代社会では生活
の多くが法律とのかかわりを持つ。本書は、市民生活に
身近な法律問題をとりあげて、一頁一項目でわかりや
すく解説した法律百科。

加除式 加除特典

諸国賢人列伝 〜地域に人と歴史あり
童門冬二／著

A5・定価（本体8,800円+税）【1111536・法律】

四六・定価（本体1,800円+税）（平26年11月）
【5108113・賢人列伝】
〈09918-6〉

ビジネスのマナー・文書・実務の基礎知識
佐々木怜子／監修

B5・定価（本体2,381円+税）（平24年3月）
【5107830・ビジネスマナー】
〈09452-5〉

『根っこ力』が社会を変える 志と共に市民の時代を生きる
NPO 法人一新塾／編

A5・定価（本体1,524円+税）（平23年5月）
【5107755・根っこ力】
〈09288-0〉

大人の常識・非常識 社会人の基礎チェック
佐藤方俊／著

世界の地下鉄

B6・定価（本体1,429円+税）（平23年1月）
【5107720・大人の常識】
〈09222-4〉

ビジュアルガイドブック

一般社団法人日本地下鉄協会／編集

電子書籍  

A4・定価（本体2,000円+税）（平27年9月）
【5108195・地下鉄ビジュアル】
〈10055-4〉

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324必携！相互理解を深める
沖裕貴、林德治／編著

コミュニケーション実践学 改訂版

B5・定価（本体2,000円+税）（平22年3月）
【5107609・コミュニケーション実践
（改訂）
〈09005-3〉
】

動物学ラテン語辞典
小野展嗣／編

B5・定価（本体25,000円+税）（平21年9月）
【4100400-00003・動物学ラテン語】
〈08802-9〉

英語初級者のための自学自習レッスン TOEIC
阪田貞宜／著

112

Bridge に挑戦！／ CD-ROM 付

A5・定価（本体1,429円+税）（平21年2月）
【5107430・自習英語】
〈08618-6〉

〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

雑

雑

誌

誌

マイナンバーマガジン

M 自治体ソリューション

ぎょうせい／編集（毎月 1 日発売）

A4・年間購読12,960円[8％税込・送料込] 定価（本体1,000円+税）
【7150001・自治体ソリューション】

  

マイナンバーとICTの実務情報誌。今、注目のマイナンバー制度については、所管
省庁による解説記事、先進自治体の取組み事例、法令の解釈記事、民間事業者向け
情報等、多角的視点から最新情報を毎月お届け！

これからの地方自治を
創る総合実務情報誌

M ガバナンス

ぎょうせい／編集（毎月 1 日発売）

A4変・年間購読12,312円[8％税込・送料込] 定価（本体1,000円+税）
【7135001・ガバナンス】

  

地方自治の「いま」
「これから」を知るための総合実務情報誌。先進自治体の政策情
報が満載！

法制執務・政策法務を
支援する総合情報誌

S 自治体法務研究

（一財）地方自治研究機構／編集（2、5、8、11 月 25 日発売）

誌

  

雑

A4変・年間購読4,968円[8％税込・送料込] 定価（本体1,150円＋税）
【7139001・法務研究】
自治体が最も必要とする最新法令、政策的・先進的・ユニークな条例、地方行政に関
する重要判例等を適時解説。実務に役立つ連載も充実。読者からの自治体法務に関
する質問・回答も掲載。

地方税を支援する
実務総合誌

M税

ぎょうせい／編（毎月 1 日発売）

A5・年間購読25,920円[8％税込・送料込]　【7113001・税】
  

総務省自治税務局の推薦・協力による地方税中心の実務情報研究誌。都道府県市町
村の税務担当者必読の書。各自治体の実際例等内容豊富。別冊付録も充実。

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ISBN 978-4-324-

自立・自律した自治体財政運営を
サポートする総合実務誌

M 地方財務

ぎょうせい／編（毎月 5 日発売）

A5・年間購読24,300円[8％税込・送料込]　【7112001・財】
地方公会計の統一的な基準や地方公営企業の経営戦略など、財政運営・業務に役立
つ情報満載。
『事業別地方債実務ハンドブック』等の別冊付録つき。財政担当者必読
の書！

地方行政が直面する諸問題を
平易に詳述する実務資料誌

M 地方自治

地方自治制度研究会／編（毎月 5 日発売）

A5・年間購読9,850円[8％税込・送料込]　【7111001・地】
国内外の自治制度の最新動向、法令改正の実務解説を紹介。総務省所管の重要法令
は、解説記事をいち早く掲載。国からの通知・通達が縮減された今、自治体にとって
貴重な情報源！

自治体の判例と情報

M 判例地方自治

地方自治判例研究会／編
（毎月 25 日発売、3 月には「索引・解説号」を発刊）

B5・年間購読（ 「索引・解説号」を含む全13冊）16,848円[8％税込・送料込] 
定価（本体1,200円＋税）【7127001・判例自治】
地方公共団体及び職員が当事者となっている行政・民事の裁判例（地方自治判例）
を収録。重要判例には解説等を登載。あわせて、連載講座や訴訟情報など実務記事
も多数収録。

税理士と関与先の
ための総合誌

M 税理

日本税理士会連合会／監修
（毎月 21 日発売。年間数回の増刊号を発刊）

B5・年間購読30,996円（増刊号を含む）[8％税込・送料込]　【7114001・税理】
税理士・会計専門家向け税務・経営の総合誌。特集・実務記事は他誌にみられない実
務的な内容を企画し、図解・実例を豊富に盛り込んで深度のある解説を掲載。大き
く変化する税制や関連法制の動きを漏れなく提供。2017年1月号から誌面刷新！
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〈マークの見方〉加除式 ：加除式図書
加除特典 ：お客様ご自身が加除されるとプレゼントがもらえ
る加除式図書です。詳しくは P1 をご覧ください。
[ 目次検索 ]：加除式図書目次検索サービス
電子書籍 ：紙の書籍の他に電子書籍としても販売しています。

雑

税理士のための
税務特化情報誌

誌

J 速報税理

日本税理士会連合会／監修（毎月 1、11、21 日発刊）

B5・年間購読27,216円（保存用ファイル年2回送付を含む）[8％税込・送料込]
【7122001

・速税】
多様化・難解化する税務の動きを追う、税理士業務に特化した情報誌。タイムリー
な特集等で、税務の最新情報・実務現場の審理事案を、分かりやすく機敏に提供。
ウェブ版も好評公開中！

実 務 家のための法 律
専門誌

M 法律のひろば

ぎょうせい／編（毎月 1 日発売）

B5・年間購読10,368円[8％税込・送料込] 定価（本体800円＋税）【7116001・ひろば】
実用的法律知識の普及を目標とする法律雑誌。各界権威が執筆陣に名を連ね、時の
法律問題を概観できる特集企画、豊富な判例解説・評釈、多様な連載記事が、多忙な
実務家のニーズに応える。

雑
誌

税込ご注文金額が5,000円未満の場合は、別途送料をご負担いただきます。個別の料金
についてはフリーコール：0120-953-431（平日9時〜17時）までお問い合わせください。
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ぎょうせい特約書店のご案内
＊特約書店には、弊社の新刊・ベストセラーを常時取りそろえ
ております。ご希望の商品が店頭にない場合は、お気軽に書
店様にご注文下さい。早速お届けいたします。

●

札 幌 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
旭 川 市
小 樽 市
函 館 市
〃
〃
〃
稚 内 市
千 歳 市
帯 広 市
〃
江 別 市

紀伊國屋書店札幌新本店
文教堂書店さっぽろ駅店
北海道官報販売所
コーチャンフォー美しが丘店
北海道大学生協
コーチャンフォーミュンヘン大橋店
宮脇書店平岡店
コーチャンフォー新川通り店
ジュンク堂書店札幌店
くまざわ書店アリオ札幌店
三省堂書店札幌店
ジュンク堂書店旭川店
喜久屋書店小樽店
栄 好 堂 美 原 店
文教堂書店函館昭和店
文教堂書店函館テーオー店
函 館 蔦 屋 書 店
クラーク書店中央店
文教堂書店千歳店
ザ本屋さんＷＯＷ店
帯広喜久屋書店 ザ・本屋さん
札幌学院大学生協
●

青 森 市
〃
〃
弘 前 市
〃
八 戸 市
〃
五所川原市
十和田市
三 沢 市
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０１１−２３１−２１３１
011-223-6801
０１１−２３１−０９７５
０１１−８８９−２０００
０１１−７３６−０９１６
０１１−８１７−４０００
０１１−８８７−１３５０
０１１−７６９−４０００
０１１−223−1911
０１1−750−9225
011-209-5600
０１６６−２6−1120
０１３４−３１−７０７７
０１３８−４７−８８００
０１38−4４−7800
０１38−35−5181
0138-47-3771
０１６２−２２−３３６５
０１２７−２７−４６００
０１５５−２８−２１１１
0155-21-7782
０１１−３８６−２９７０

青森県 ●

成田本店しんまち店
宮脇書店青森本店
戸田書店青森店
紀伊國屋書店弘前店
ジュンク堂書店弘前中三店
金入書店番町店
伊 吉 書 院 西 店
鶴
常
書
店
大
七
書
店
好 文 堂 書 店
●

盛 岡 市
〃
〃
〃
〃
〃

北海道 ●
水
花
北

一

０１９−６２３−７１２１
０１９−６３７−３８３７
０１９−６５３−４４１１
０１９−６０１−６１６１
０１９−６２２−２９８４
０１９−６５２−２０２８

市

仙

台 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
石 巻 市
〃
〃

田
〃
〃
北秋田
潟 上
大 館

市

市
市
市

山

米
鶴
長
天
三

形 市
〃
〃
〃
〃
沢 市
岡 市
井 市
童 市
川 町

０２２−377−8088
022-261-8320
０２２−３０８−９２１１
０２２−３７１−１９８８
０２２−２６４−０１５１
０２２−２１７−９６６２
０２２−２６２−７４６３
022-265-5656
022-716-2021
022-393-8541
０２２５−９３−３３２３
０２２５−２２−２３５４
０２２５−２１−２３１１

秋田県 ●

秋田県官報販売所(石川書店)
ブックシティアトリオン店
ジュンク堂書店秋田店
ブックスモア鷹巣店
ブックスモア潟上店
ブックスモア大館店
●

０１９−６48−7100
019-613-2588
０１９７−２３−２５３２
０１９８−２３−０６６０
０１９７−６３−３３５１
０１９７−６１−０６６６
0197-63-7600
０１９１−２３−４０８８

宮城県 ●

金港堂泉パークタウン店
全国官報販売協同組合仙台事業部
紀伊國屋書店仙台店
八 文 字 屋 書 店
丸善仙台アエル店
ヤマト屋書店仙台八幡店
東北大学生協文系店
ジュンク堂書店仙台TR店
喜久屋書店仙台店
ヤマト屋書店仙台三越店
ヤマト屋書店中里店
金 港 堂 石 巻 店
ヤマト屋書店あけぼの店
●

岩手県 ●

東
山
堂
東 山 堂 都 南 店
さ わ や 書 店
ジュンク堂書店盛岡店
岩手県官報販売所
エムズ書店みたけ店

市
市
市

エムズエクスポ盛岡店
MORIOKA TSUTAYA
松 田 書 店 本 店
エ ム ズ 書 店
小 田 島 書 店
東 山 堂 北 上 店
ブックスアメリカン北上店
北
上
書
房
●

秋
０１７−7２３−２４３１
017-721-1080
017-762-1815
０１７２−３６−４５１１
０１７2−80−6010
０１７８−４６−１８１１
０１７８−28−82１１
０１７３−３４−２１６５
０１７６−２３−５３７１
０１７６−５３−３５５３

〃
〃
沢
巻
上
〃
〃
関

０１８−８６２−２１２９
０１８−８３６−７８９０
018-884-1370
0186-69-7501
018-854-8877
0186-44-4577

山形県 ●

ふ み や 書 店
山形県官報販売所(八文字屋)
山形大学生協書籍部
こまつ書店寿町本店
戸田書店山形店
マツヤブックセンター
ブ ッ ク ス パ ル
八文字屋長井店
八文字屋天童店
戸田書店三川店

０２３−６２２−５５２４
０２３−６２２−２１５０
０２３６−４１−４３６５
023-641-0641
023-682-3111
０２３８−２２−２３１４
０２３５−２９−７５３０
０２３８−８３−１３２０
０２３−６５８−８８１１
０２３５−６８−００１５

●

福 島 市
〃
〃
〃
会津若松市
郡 山 市
〃
〃
いわき市
〃
相 馬 市
南相馬市

福島県官報販売所(西沢書店)
岩瀬書店中合店
福 島 大 学 生 協
西 沢 書 店 北 店
西沢書店会津アピオ店
岩瀬書店富久山店
みどり書房桑野店
ジュンク堂書店郡山店
ヤマニ書房本店
鹿島ブックセンター
文 芸 堂 相 馬 店
文芸堂桜井町店
●

水 戸
〃
〃
日 立
〃
筑 西
下 妻
つくば
〃
神 栖
茨 城
取 手

市

市
市
市
市
市
町
市

宇都宮
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
足 利
佐 野
今 市
下 野

市

市
市
市
市

前 橋 市
〃
〃
〃
〃

０２９−３０１−１８１１
０２９−２２７−１８６５
０２9−231−1073
０２９４−２１−０６７５
０２９４−２８−５１３０
０２９６−２４−５３９６
０２９６−４４−２６６３
０２９−８０１−１８１１
０２９−８６８−７４０７
０２９９−９２−１２３３
０２９−21９−0065
0297-71-5101

栃木県 ●

落合書店東武ブックセンター
落合書店宝木店
紀伊國屋書店宇都宮店
栃木県官報販売所(亀田書店)
いけだ書店宇都宮店
落合書店イトーヨーカドー店
喜久屋書店宇都宮店
いけだ書店宇都宮インターパーク店
ビックワンTSUTAYA宇都宮竹林店
岩
下
書
店
宮脇書店佐野店
文 教 堂 今 市 店
うさぎや自治医大前店
●

０２４−５２２−０１６１
０２４−５２１−３０２２
０２４−５４８−００９１
024-557-5101
０２４２−２４−０６６４
０２４−９３６−２２２０
０２４−９３９−００４７
０２４−927−0440
０２４６−２３−３４８１
０２４６−２８−２２２２
０２４４−３７−４７１１
０２４４−２４−４７１１

茨城県 ●

川又書店県庁店
茨城大学生協水戸店
川又書店エクセル店
北
書
房
ワンダーグー日立中央店
す
わ
書
店
大 坂 屋 書 店
ブックエースつくば学園店
ACADEMIAイーアスつくば店
マルエス神栖店
宮脇書店水戸南店
宮脇書店取手本店
●

高

福島県 ●

０２８−６５１−５５７７
０２８−６５０−２２１１
０２８−６１１−２０５０
０２８−６５１−００５０
０２８−６２３−４４７１
０２８−６１３−１３１３
０２８−６１４−５２２２
０２８−６５７−６３２０
028-616-1808
０２８４−４０−１１８４
０２８３−２４−９００７
０２８８−３０−１２３１
０２８５−４４−７６３７

群馬県 ●

群馬県官報販売所(煥乎堂)
文真堂ブックマンズアカデミー前橋店
戸田書店前橋本店
タ カ ハ シ 書 店
紀伊國屋書店前橋店

０２７−２３５−８１１１
０２７−２８０−３３２２
０２７−２２３−９０１１
０２７−２２４−２１４９
027-220-1830

桐
太

館
藤

崎 市
〃
〃
生 市
田 市
〃
〃
〃
林 市
岡 市

戸田書店高崎店
煥乎堂群馬町店
ブックマンズアカデミー高崎店
戸田書店桐生店
ナ カ ム ラ ヤ
文真堂ブックマンズアカデミー太田店
紀伊國屋書店関東学園ＢＣ
喜久屋書店太田店
聞 声 堂 書 店
戸田書店藤岡店
●

さいたま市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
熊 谷 市
〃
〃
桶 川 市
飯 能 市
加 須 市
越 谷 市
本 庄 市
菖 蒲 町
深 谷 市
滑 川 町

千

船
習

印
香
柏

葉
〃
〃
橋
〃
志野
〃
〃
西
取

〃
戸
〃
浦 安
〃
松

市

市
市

市
市
市
市
市

埼玉県 ●

ジュンク堂書店大宮店
ブックデポ書楽
埼玉県官報販売所（須原屋）
須原屋コルソ店
佃文教堂県庁店
埼 玉 大 学 生 協
旭屋書店イオン浦和美園SC店
紀伊國屋書店さいたま新都心店
蔦屋書店熊谷店
戸田書店熊谷店
藤村書店立正大学店
丸 善 桶 川 店
丸善丸広百貨店飯能店
一 清 堂 加 須 店
明 詩 社 書 店
戸田書店児玉店
ACADEMIA菖蒲店
グリーンブックTSUTAYA籠原店
蔦屋書店滑川店
●

０２７−３６３−５１１０
０２７−３６０−６３３０
０２７−３７０−６１６６
０２７７−２０−７２２０
０２７６−２２−２００１
０２７６−４０−１９００
０２７６−４０−４０１２
０２７６−４７−８７２３
０２７６−７２−０５９８
０２７4−22−2469

０４８−６４０−３１１１
０４８−８５９−４９４６
０４８−８２２−５３２１
０４８−８２４−５３２１
０４８−８２２−２３７８
０４８−８５４−９３４２
０４８−８１２−２１２３
０４８−60０−0830
０４８−５３０−６４００
０４８−５９９−３２３２
048-536-6037
048-789-0011
０４2−973−1653
０４８０−６３−１３００
０４８−９６４−２０２０
０４９５−７２−６４０１
０４８０−８７−１７８１
０４８−570−6166
0493-57-0032

千葉県 ●

千葉県官報販売所
三省堂そごう千葉店
東 光 堂 書 店
くまざわ書店ららぽーと店
旭屋書店船橋店
くまざわ書店津田沼店
丸 善 津 田 沼 店
戸田書店習志野店
喜久屋書店千葉ニュータウン店
好 文 堂 書 店
新星堂柏店書籍売場
ＫａＢｏＳららぽーと柏の葉店
くまざわ書店松戸店
ジュンク堂書店松戸伊勢丹店
丸善明海大学売店
三省堂書店新浦安店

０４３−２２２−７６３５
０４３−２４５−８３３１
０４３−２21−3971
０４７−４３５−８３８１
０４７−４２４−７３３１
０４７−４７５−８３１１
０４７−４７０−８３１１
０４７−４０３−４７８１
０４７６−４０−７７３２
０４７８−５２−４５７２
０４−７１６４−８５５１
０４−７１６８−１７６０
０４７−３６０−０５０１
０４７−３08−5111
０４７−３５５−７９８３
０４７−３８１−２６４４
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●
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東京都 ●

千代田区
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

丸善丸の内本店
三省堂書店神保町本店
書 泉 グ ラ ン デ
都道府県会館改造社
弁護士会館ブックセンター
至 誠 堂 書 店
島
田
書
店
友
愛
書
房
中
村
書
店
文教堂市ヶ谷店
有隣堂ヨドバシＡＫＩＢＡ店
政府刊行物センター（霞が関）
三省堂経済産業省売店

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
中 央
〃
〃
〃
港
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
新 宿
〃
〃
〃
渋 谷
〃
〃
〃
豊 島

五車堂書房参議院店
文研堂内閣府店
ジュンク堂書店プレスセンター店
三省堂書店有楽町店
蕗
書
房
農文協農業書センター
紀伊國屋書店大手町ビル店
政府刊行物東京ＳＳ
東 京 堂 書 店
ブックファースト神田駅前店
丸善お茶の水店
旭屋書店水道橋店
書泉ブックタワー
八重洲ブックセンター
書 原 晴 海 店
八重洲ブックセンター八重洲地下街店
丸 善 日 本 橋 店
虎 ノ 門 書 房
金 松 堂 書 店
文 教 堂 新 橋 店
ブックストア談浜松町店
リブロ汐留シオサイト店
慶応大学生協三田店
くまざわ書店品川店
あおい書店品川店
紀伊國屋書店本店
くまざわ書店都庁店
末 広 堂 書 店
ブックファースト新宿店
紀伊國屋書店新宿南口店
東京税理士協同組合直営売店
国学院大学生協
MARUZEN&ジュンク堂書店渋谷店
ジュンク堂書店池袋店

区

区

区

区

区

０３−５２８８−８８８１
０３−３２３３−３３１５
０３−３２９５−００１１
０３−５２１２−９００１
０３−５１５７−５２２２
０３−３５８１−２６０４
０３−３５８１−７５８７
０３−３５９１−４８２２
０３−３５８１−３８７２
03-3556-0632
０３−５２９８−７４７４
03-3504-3885
０３−３５０１−１５１１
（内５８４２)
０３−３５８１−３７８０
０３−３５８１−１６６７
０３−３５０２−２６００
０３−５２２２−１２００
０３−３２１６−２８６９
０３−6261−4760
０３−３２０１−５０８４
０３−３２９２−１６０１
０３−３２９１−５１８１
０３−５２９５−３１３１
０３−３２９５−５５８１
０３−３２９４−３７８１
０３−５２９６−００５１
０３−３２８１−１８１１
０３−５１４４−８２３６
０３−５２９９−３６８８
０３−6214−2001
０３−３５０２−３４６１
０３−３５８５−００３１
０３−５２５１−５０４１
０３−３４３７−５５４０
０３−３５６９−２５００
０３−３４４５−６６３１
０３−３４７２−０４８１
０３−６７１８−１７１６
０３−３３５４−０１３１
０３−５３２０−７５３7
０３−５３２３−４０１０
０３−5339−7611
０３−５３６１−３３０１
０３−３３５４−６１４１
０３−５４６６−０１６６
０３−5456−2111
０３−５９５６−６１１１

〃
〃
文 京 区
世田谷区
品 川 区
大 田 区
〃
中 野 区
杉 並 区
〃
墨 田 区
練 馬 区
〃
八王子市
〃
〃
町 田 市
〃
〃
〃
立 川 市
〃
武蔵野市
〃
国分寺市
〃
小金井市
国 立 市
多 摩 市
〃
〃
武蔵村山市
あきる野市

旭屋書店池袋店
三省堂書店池袋本店
東京大学本郷生協
日大商学部書籍部
有 隣 堂 目 黒 店
くまざわ書店蒲田店
有 隣 堂 蒲 田 店
あおい書店中野本店
書原阿佐ヶ谷店
三省堂明治大学和泉店
くまざわ書店錦糸町店
文教堂練馬高野台店
文 化 堂 書 店
くまざわ書店八王子店
中央大学生協書籍部
喜久屋書店八王子店
久美堂小田急店
久 美 堂 本 店
玉川学園購買部
有隣堂町田モディ店
オリオン書房ルミネ店
オリオン書房ノルテ店
啓文堂書店吉祥寺店
ジュンク堂書店吉祥寺店
ブックス隆文堂
紀伊國屋書店国分寺店
くまざわ書店武蔵小金井北口店
増
田
書
店
くまざわ書店カリヨン店
MARUZEN多摩センター店
稲城市コーチャンフォー若葉台店
オリオン書房イオンモールむさし村山店
文教堂あきる野とうきゅう店
●

横

浜 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

０３−３９８６−０３１１
03-6864-8900
０３−３８１１−５４８１
０３−３４１７−２２７８
０３−３４４２−１２３１
０３−３７３７−５３５１
０３−５７０３−１９２１
０３−３３１９−５１６１
０３−3313−4778
０３−３３２１−２９８０
０３−５６１０−３０３４
03-5923-7830
03-3970-0817
０４２６−２５−１２０１
０４２６−７４−３０３１
０４２−６６０−５４８５
０４２−７２７−１１１１
０４２−７２５−１３３０
０４２−７３９−８９４５
０４２−７39−5231
０４２−５２７−２３１１
０４２−５２２−１２３１
０４２２−７９−５０７０
０４2２−28−5333
０４２−３２４−７７７０
０４２３−２５−３９９１
042-385-2351
０４２−５７２−０２２４
０４２３−７３−９４１０
０４２−3５５−3220
042-350-2800
０４２−５６７−６９１１
０４２−532−7470

神奈川県 ●

有 隣 堂 西 口 店
栄松堂書店相鉄ジョイナス店
有隣堂東口ルミネ店
丸善横浜ポルタ店
紀伊國屋書店横浜店
あおい書店横浜店
有 隣 堂 本 店
神奈川県官報販売所(横浜日経社)
東京地方税理士協同組合横浜売店
あおい書店上大岡店
関東学院大学購買部
神奈川大学生協
天一書房日吉店
ブックファースト青葉台店
ＫａＢｏＳあざみ野店

０４５−３１１−６２６５
０４５−３２１−６８３１
０４５−４５８−０８１１
０４５−４５３−６８１１
０４５−４５０−５９０１
０４５−３４９−８３７７
０４５−２６１−１２３１
０４５−６８１−２６６１
０４５−２４３−０５５３
０４５−８４６−１８３６
０４５−７８６−７８２１
０４５−４８１−４０１２
０４５−５６５−０２１１
０４５−９８９−１７８１
０４５−９０５−１２２３

〃
川 崎
〃
〃
〃
〃
〃
〃
横須賀
〃
相模原
〃
〃
〃
平 塚
藤 沢
〃
〃
厚 木
〃
小田原

市

市
市

市
市

市
市

くまざわ書店ランドマーク店
有隣堂アトレ川崎店
紀伊國屋書店川崎店
あおい書店川崎店
丸善ラゾーナ川崎店
文教堂ミューザ川崎店
文教堂溝ノ口本店
ＫａＢｏＳ宮前平店
平坂書房モアーズ店
くまざわ書店横須賀店
久 保 田 書 店
くまざわ書店相模大野店
中 村 書 店 本 店
ACADEMIAくまざわ書店橋本店
サクラ書店高村店
有 隣 堂 藤 沢 店
ＫａＢｏＳ藤沢店
ジュンク堂書店藤沢店
有 隣 堂 厚 木 店
くまざわ書店本厚木店
関東学院大学小田原購買部
●

甲 府 市
〃
〃
〃
富士吉田市
都 留 市
富士河口湖町
中 央 市

静 岡 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
浜 松 市
〃
〃
〃
〃
〃
沼 津 市

磐
富
函
掛
三
藤

０５５−２２８−７３５６
０５５−２３５−２２０１
０５５−２２３−４６４６
055-231-0606
０５５５−２３−５７３６
０５５４−４３−２１０６
０５５５−７２−５１３１
055-278-6811

静岡県 ●

谷島屋呉服町本店
戸田書店静岡本店
戸田書店呉服町店
MARUZEN＆ジュンク堂書店新静岡店
静 岡 大 学 生 協
静岡県官報販売所
戸田書店清水本店
谷島屋新流通店
カ リ ヨ ン 書 店
戸田書店江尻台店
谷島屋連尺本店
谷島屋三方原店
谷島屋メイワン店
よむよむ浜松フレスポ店
谷島屋イオン浜松店
谷島屋サンストリート浜北店
マルサン書店仲見世店

０５４−２５４−１３０１
０５４−２０５−６１１１
０５４−２０５−６１１１
054-275-2777
０５４−２３７−１４２７
０５４−２５３−２６６１
０５４３−６５−２３４５
０５４−２６２−２３２１
054-294-7814
054-361-3511
０５３−４５３−９１２１
０５３−４３８−２１４１
０５３−４５７−４１６５
０５３−４１１−６９４６
０５３−４１５−１３４１
053-584-3025
０５５９−６３−０３５０

〃
田 市
〃
士 市
〃
南 町
川 市
〃
島 市
枝 市

マルサン書店駅北店
谷 島 屋 磐 田 店
谷島屋ららぽーと磐田店
戸田書店掛川西郷店
戸田書店富士店
戸田書店函南店
宮脇書店掛川店
戸田書店掛川西郷店
文 盛 堂 書 店
戸田書店藤枝東店
●

新

山梨県 ●

朗 月 堂 本 店
山梨県官報販売所(柳正堂書店)
よむよむフレスポ甲府東店
ジュンク堂書店岡島甲府店
ブックスカトー富士吉田店
都留文科大学生協
ブックスカトー河口湖店
戸田書店山梨中央店
●

045-683-1021
０４４−２００−６８３１
０４４−２４５−０８０１
０４４−２３３−６５１８
０４４−５２０−１８６９
０４４−５２０−１２８２
０４４−８１１−０１０５
０４４−８７０−１２２１
０４６８−２２−２６５５
０４６８−２１−２４０３
０４２−７５２−１８３１
０４２−７６７−１２８５
０４２−７５０−２２８５
042-700-7020
０４６３−３２−５５６５
０４６６−２６−１１４１
０４６６−３０−５７４４
０４６６−52−1211
０４６−２２３−４１１１
０４６−２３０−７０７７
0465-32-1545

長

三
柏
村
上

新
佐

潟
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
岡
〃
〃
条
〃
崎
上
越
〃
〃
発田
渡

市

市

市
市
市
市

市
市

長

野 市
〃
〃
〃
松 本 市
小 諸 市
伊 那 市

山 市
〃

０２５−２２９−２２２１
０２５−２４１−５２８１
０２５−２４４−５２９７
０２５−２４９−００６６
０２５−374−4411
０２５−２６２−６０９５
０２５−２５７−１９１１
０２５０−２４−１１８７
０２５−２６８−１６３１
０２５−２２９−２２２１
０２５−３８３−２３００
０２５0−24−5900
025-211-1858
０２５８−２９−５９１１
0258-36-1360
0258-29-5030
０２５６−３３−０５２１
0256-36-7171
0257-20-1230
0254-53-7161
０２５５−２１−３０７５
０２５−５２７−３３１１
025-545-5668
０２５４−２６−１９００
０２５９−５７−４１００

長野県 ●

平 安 堂 長 野 店
長野県官報販売所(長野西沢書店)
朝
陽
館
B O O K S 栗 田
MARUZEN松 本 店
竹澤書店野岸店
平 安 堂 伊 那 店
●

富

新潟県 ●

萬
松
堂
紀伊國屋書店新潟店
新潟県官報販売所(北越書館)
蔦屋書店南万代店
ジュンク堂書店新潟店
新 潟 大 学 生 協
戸田書店新潟南店
本 の 店 英 進 堂
平清書店坂井店
蔦屋書店白根店
蔦屋書店横越バイパス店
蔦屋書店新津店
知 遊 堂 亀 貝 店
戸田書店長岡店
文 信 堂 長 岡 店
蔦屋書店長岡古正寺店
野
島
書
店
知 遊 堂 三 条 店
コメリ書房柏崎店
HIRASEI遊蔦屋書店村上店
文教堂上越本町店
戸田書店上越店
知遊堂上越国府店
峰弥書店新発田店
蔦屋書店佐渡佐和田店
●

０５５−９２２−７７７２
０５３８−３５−５７７８
０５３８−59−0358
０５３７−６２−６７７７
０５４５−５１−５１２１
０５５９−７８−７７７０
0537-21-0005
0537-62-6777
055-975-4229
054-647-5611

０２６−２２４−４５４５
０２６−２３３−３１８５
０２６−２３４−２０５９
026-232-8138
0263-31-8171
０２６７−２６−５６２５
０２65−96−775５

富山県 ●

ＢＯＯＫＳなかだ本店
明文堂新庄経堂店

０７６−４９２−１１９２
０７６−４９４−３５３０
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高

黒
魚
射

〃
〃
〃
〃
岡
〃
〃
部
津
水
〃

富山大学生協五福店
富山県官報販売所(ＢＯＯＫＳなかだ本店)

市

市
市
市

文苑堂藤の木店
文苑堂富山豊田店
文苑堂福田本店
文 苑 堂 熊 野 店
喜久屋書店高岡店
山
谷
書
店
ＢＯＯＫＳなかだ魚津店
文 苑 堂 小 杉 店
明文堂書店高岡射水店
●

金 沢
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
小 松
白 山
野々市

市

市
市
市

福 井 市
〃
〃
〃
〃
敦 賀 市
鯖 江 市
越 前 市
坂 井 市
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０７６−２２０−５０１１
０７６−２４４−３５５５
０７６−２６０−２５５５
０７６−２４０−９８５５
０７６−２３４−８１１１
０７６−２２６−１１７１
０７６−２６７−７０６７
０７６−226−1170
076-239-4400
076-123-4280
０７６−２７４−８５１１
０７６−227−0999

福井県 ●

勝
木
書
店
KaBoSベ ル 店
紀伊國屋書店福井店
Super KaBoS WASSE店
Super KaBoS大和田店
Super KaBoS敦賀店
Super KaBoS鯖江店
Super KaBoS武生店
Super KaBoS三国店
●

名古屋市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
豊 橋 市

石川県 ●

ＢＯＯＫＳなかだ金沢本店
勝木書店金沢泉野店
リ ブ ロ 金 沢 店
Super KaBoS上荒屋店
石川県官報販売所(うつのみや本店)
いまじん大桑店
文苑堂示野本店
勝木書店KaBoS大桑店
金沢ビーンズ明文堂
明文堂書店TSUTAYA KOMATSU
北国書林松任店
うつのみや金沢工大前店
●

０７６−４３３−３０８０
０７６−４２１−１３４０
０７６−４２２−０１５５
076-433-8150
０７６６−２７−７８００
０７６６−２８−００７８
０７６６−２７−２４５５
０７６５−５４−０１１１
０７６４−２４−９９０５
０７６６−５６−８４００
０７６６−８２−１８４０

０７７６−２４−０４２８
０７７６−３４−１７５２
０７７６−２４−０４２８
０７７６−３３−５２３４
０７７６−５７−２１８８
０７７０−２１−４４５５
０７７８−５３−１７５５
０７７８−２１−１５５５
０７７６−８２−３３７７

愛知県 ●

池 下 三 洋 堂
名古屋大学生協南部店
三省堂書店名古屋テルミナ店
三省堂書店名古屋高島屋店
星野書店近鉄パッセ店
ジュンク堂書店名古屋店
ジュンク堂書店ロフト名古屋店
丸善名古屋栄店
キトウ市役所店
丸善セントラルパーク店
愛知県第一官報販売所
精 文 館 書 店

０５２−７６２−２３４５
０５２−７８１−５０３１
０５２−５６２−００７７
０５２−５６６−８８７７
０５２−５６１−７６８７
０５２−５８９−６３２１
０５２−249−5592
０５２−２６１−２２５１
０５２−９６１−４２８８
０５２−９７１−１２３１
052-961-9011
０５３２−５４−２３４５

豊
岡
一

知
豊
瀬
西
小
大
美
三
犬
丹

〃
川
崎
宮
〃
〃
立
田
戸
尾
牧
府
浜
好
山
羽

市
市
市

市
市
市
市
市
市
町
町
市
郡

豊
川
堂
あおい書店豊川店
岡
崎
書
房
宮脇書店尾西店
リブレット一宮店
カルコス一宮店
正文館書店知立八ッ田店
丸善愛知学泉大学店
丸善名古屋学院大学売店
あおい書店西尾店
カルコス小牧店
あおい書店新大府店
日本福祉大生協
愛知大学名古屋生協
丸善市邨学園売店
カルコス扶桑店
●

岐

阜
〃
〃
〃
〃
〃
〃
大 垣
〃
各務原
瑞 穂

市

市
市
市

津

四

松
鈴
名

〃
〃
〃
〃
〃
日市
〃
〃
〃
阪
鹿
張

市

市

市
市
市

津 市
〃
〃
長 浜 市

０５８−２６５−４３０１
０５８−２７６−４１５１
０５８−２６２−９８９７
０５８−２６２−５６６１
058-278-6068
058-279-5166
058-294-7500
０５８４−７４−９７９７
０５８４−７７−６４５０
058-389-7500
058-329-2336

三重県 ●

別所書店修成店
別所書店津駅店
三重県官報販売所
第二書房県庁店
宮 脇 書 店 津 店
三重大学生協第一
シ ェ ト ワ 白 揚
テ
ラ
宮脇書店四日市本店
丸 善 四 日 市 店
宮脇書店新松阪店
宮脇書店鈴鹿店
別所書店新名張店
●

大

岐阜県 ●

自 由 書 房 本 店
自由書房県庁店
岐阜県官報販売所(郁文堂)
自由書房ＥＸ高島屋店
宮脇書店岐阜加納店
丸善岐阜聖徳売店
カ ル コ ス 本 店
丸善岐阜経済大学売店
ACADEMIA大垣店
カルコス各務原店
カルコス穂積店
●

０５３２−５４−６６８８
０５３３−８５−７８１１
０５６４−２１−３１１１
０５８６−４７−７１１１
０５８６−８４−１３１７
0586-72-2100
０５６６−８５−２３４１
０５６５−３５−１３１３
０５６１−４１−３３１０
０５６３−５７−１１５１
０５６８−７７−７５１１
０５６２−４８−９７６０
０５６９−８７−２３０４
０５６１３−６−５９１２
0568-67-4051
0587-92-1991

０５９−２４６−８８２２
０５９−２２６−０２００
０５９−２２８−４８１２
０５９−２２４−３１３３
０５９−２２９−０２６５
０５９−２３６−１０８１
０５９３−５４−０１７１
０５９３−３０−２２７１
０５９３−５９−５９１０
059-359-2340
０５９８−２５−２５３３
０５９３−８４−３７３７
０５９５−６１−２３２４

滋賀県 ●

滋賀県官報販売所(澤五車堂)
紀伊國屋書店大津店
三洋堂書店大津店
ハイパーブックス長浜店

０７７−５２４−２６８３
０７７−５２７−７１９１
０７７−５４４−１５３４
０７４９−６３−０２２２

彦 根 市
高 島 市
草 津 市

ハイパーブックス彦根店
芳
文
堂
喜久屋書店草津店
●

京 都 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
精 華 町
福知山市

大 阪
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
堺
豊 中
〃
茨 木
高 槻
〃
枚 方
和 泉
東大阪
泉 南

市

市
市
市
市
市
市
市
市

０７５−２５２−０１０１
075-253-1599
０７５−２５３−３１５１
０７５−２１２−５０５０
075-692-3331
０７５−６８２−５０３１
０７５−４６５−８２８８
０７５−２５１−４４２７
０７５−７７１−７３３６
０７５−６４２−０１０３
０７５−221−4444
０７７４−９８−４０５３
０７７3−24−4566

大阪府 ●

旭 屋 書 店 本 店
紀伊國屋書店梅田本店
ジュンク堂書店大阪本店
清風堂書店梅田店
ジュンク堂書店天満橋店
紀伊國屋書店京橋店
紀伊國屋書店本町店
文教堂淀屋橋店
ジュンク堂書店なんば店
旭屋書店なんばＣＩＴＹ店
喜久屋書店阿倍野店
大阪市立大学生協杉本店
MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店
紀伊國屋書店グランフロント大阪店
ジュンク堂書店千日前店
大阪府官報販売所（かんぽう）
キャップ書店堺東店
田村書店千里中央店
大垣書店豊中緑丘店
ナカニシヤ書店追手門大学店
大垣書店高槻店
ジュンク堂書店高槻店
水嶋書房くずはモール店
田村書店ららぽーと和泉店
ヒバリヤ書店本店
旭屋書店イオンりんくう泉南店
●

神 戸 市
〃

京都府 ●

ジュンク堂書店京都店
丸 善 京 都 本 店
ふたば書房御池ゼスト店
大垣書店烏丸三条店
大垣書店イオンモールKYOTO店
アバンティブックセンター
立命館大学生協衣笠店
同志社大学生協今出川店
京都大学ブックセンタールネ
龍谷大学生協深草店
京都官書普及会
ACADEMIAけいはんな店
TSUTAYA AVIX福知山店
●

０７４９−６５−０００１
０７４０−３２−０１７１
０７７−５１６−１１１８

０６−６３１３−１１９１
０６−６３７２−５８２１
０６−４７９９−１０９０
０６−６３１２−３０８０
０６−６９２０−３７３０
０６−４８０１−９２５５
０６−４７０５−４５５６
06-4707-3355
０６−６６３５−５３３０
０６−６６４４−２５５１
０６−６６３４−８６０６
０６−６６０５−３０１４
０６−6292−7383
０６−7730−8451
０６−６６3５−5330
０６−６443−2171
０７２−２３８−４９４６
０６−６８３１−５６５７
０６−６８５５−７５７６
０７２−６４１−６１３９
０７２−６８４−８７００
072-686-5300
０７２−８５７−２５２８
0725-90-4050
０６−６７２２−１１２１
072−480−6501

兵庫県 ●

ジュンク堂書店三宮駅前店
ジュンク堂書店三宮店

０７８−２５２−０７７７
０７８−３９２−１００１

姫

西

芦
加

加
赤

〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
路
〃
〃
宮
〃
〃
屋
古川
〃
〃
西
穂

市

市

市
市

市
市

甲 南 大 学 生 協
兵庫県官報販売所
紀伊國屋書店神戸店
好文堂神戸学院大学売店
兵庫県立大学生協東部店
喜久屋書店北神戸店
メトロ書店神戸御影店
楽学書館ビギン
宮 脇 書 店 広 畑 店
ジュンク堂書店姫路店
宮脇書店西宮店
ジュンク堂書店西宮店
関西学院大学生協
ジュンク堂書店芦屋店
喜久屋書店加古川店
紀伊國屋書店加古川店
宮脇書店加古川店
西
村
書
店
清文堂書店関西福祉大学店
●

奈

良 市
〃
〃

和歌山市
〃
〃
〃
海 南 市
田 辺 市

取 市
〃
米 子 市
〃
〃

宇
治
書
店
和歌山県官報販売所(宮井平安堂)
ＷＡＹガーデンパーク和歌山店
宮脇書店ロイネット和歌山店
福
岡
書
店
多 屋 孫 書 店

江 市
〃
〃
〃
〃
出 雲 市

岡

山

市

０８５７−２３−７２７１
０８５７−５３−３２３２
０８５９−３１−５０００
０８５９−３８−５０５０
０８５９−３２−０２２２

島根県 ●

ブックセンター今井学園通店
島根県官報販売所(今井書店)
園
山
書
店
島 根 大 学 生 協
今井書店グループセンター店
今井書店出雲店
●

０７３−４２３−０３５３
０７３−４３１−１３３１
０７３−４８０−５９００
０７３−４０２−１４７２
０７３４−８３−４６０８
０７３９−２４−１３１３

鳥取県 ●

鳥取県官報販売所
今井書店吉成店
本の学校今井ブックセンター
ブックヤード１
ブックヤード２
●

松

０７４２−３３−８００１
０７４２−３６−７４１５
０７４２−２３−６３６９

和歌山県 ●

●

鳥

奈良県 ●

奈良県官報販売所(啓林堂)
くまざわ書店奈良店
南
都
書
林
●

０７８−４４１−７９１０
０７８−３４１−０６３７
０７８−２６５−１６０７
０７８−９７４−１５５１
０７８−７９５−０９３９
078-983-3755
078-858-7337
０７９２−３３−８８８８
079-287-9071
079-221-8280
０７９８−６８−２５８０
０７９８−６８−０３００
０７９８−５３−５２３３
0797-31-7440
０７９４−２５−６６６７
０７９４−２７−３３１１
０７９−４３３−８０８５
０７９０−４２−５００８
０７９１−４６−２５１１

０８５２−３１−８０９９
０８５２−２４−２２３０
０８５２−２１−４１６７
０８５２−３２−６２４２
０８５２−２０−８８１１
０８５３−２２−８１８１

岡山県 ●

岡山県官報販売所(有文堂)

０８６−２２２−２６４６

121

〃
〃
〃
〃
〃
〃
倉 敷
〃
〃
津 山

市

市

紀伊國屋書店クレド岡山店
丸善シンフォニービル店
宮脇書店岡山本店
宮脇書店益野店
オサダ文昭堂本店
TSUTAYA AZ岡南店
マイブックシェルフヤマナ
喜久屋書店倉敷店
宮脇書店ルブラン店
津山ブックセンター本店
●

広 島
〃
〃
〃
〃
〃
〃
福 山
〃
〃
東広島
〃
〃
世 羅

市

市

市

町

下 関 市
宇 部 市
山 口 市
〃
〃
岩 国 市
下 松 市
光
市

122

市

083-250-2525
０８３６−３４−５０４１
０８３−９２２−５６１１
０８３−９２３−２３１９
083-922-0118
０８２７−３４−１１５５
０８３３−４５−１４１４
０８３３−７４−０７００

徳島県 ●

徳島県官報販売所(小山助学館)
宮脇書店新徳島本店
紀伊國屋書店徳島店
附家書店国府店
宮脇書店鴨島店
附家書店松茂店
●

高 松
〃
〃
〃

山口県

０８２−５０６−１００２
０８２−５６８−３０００
０８２−８３０−０６０１
０８２−５０１−１０６５
０８２−504−6210
０８２−962−3590
082-225-3232
０８４−９９１−５１７０
０８４−973−0078
084-962-3939
０８２４−２３−８２８５
０８２４−２４−０９２０
082-434-6884
０８４７２−２−５２５０

●

明屋書店MEGA新下関店
明 日 香 書 店
山口県官報販売所(文栄堂)
文栄堂山口大学前店
宮脇書店湯田店
明屋書店南岩国店
明屋書店下松店
明 屋 書 店 光 店
●

徳 島 市
〃
〃
〃
吉野川市
松 茂 町

広島県 ●

廣文館広島駅ビル店
ジュンク堂書店広島店
フタバ図書ＭＥＧＡ店
アルパークブックガーデン廣文館
丸 善 広 島 店
広島県官報販売所
紀伊國屋書店広島店
廣文館福山ロッツ店
くまざわ書店福山店
啓文社コア神辺店
広島大学生協北１店
広島大学生協西２店
近畿大学東広島ブックセンター
ブックセンターアオイ甲山店
●

０８６−２１２−２５５１
０８６−２３３−４６４０
０８６−２４２−２１８８
０８６−９４４−４５５５
０８６−２６３−９１５４
０８6−263−9154
０８６−４４５−１１６３
０８６−４３０−５４５２
０８６−４３５−２８７７
０８６８−２６−４０４７

０８８−６５４−２１３５
０８８−６６３−６６２１
０８８−６０２−１６１１
０８８−６４３−３２３３
０８８３−２４−２４２４
０８８−６８３−４７２１

香川県 ●

宮 脇 書 店 本 店
宮脇書店総本店
宮脇書店南本店
香川県官報販売所

０８７−８５１−３７３３
０８７−８２３−３１５２
０８７−８６９−９３６１
０８７−８５１−６０５５

〃
亀 市
〃
さぬき市
丸

ジュンク堂書店高松店
宮脇書店丸亀店
宮脇書店丸亀川西店
宮脇書店志度店
●

松

山 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
大 洲 市
松 前 町
新居浜市
〃
〃
〃
四国中央市

高

知 市
〃
〃
〃
四万十市

市

市

市
町
市

佐

賀

市

０８８−８７２−５８６６
０８８−８４０−１３６３
０８８−８７３−３５７０
088-802-8954
０８８０−３７−５７５７

福岡県 ●

ブックセンタークエスト小倉店
ブックセンタークエスト黒崎店
喜久屋書店小倉店
アカデミアサンリブシティ小倉店
紀伊國屋書店福岡本店
り ー ぶ る 天 神
ジュンク堂書店福岡店
丸 善 博 多 店
赤 坂 堂 書 店
福岡県官報販売所
金修堂書店福大前店
ブックセンタークエスト久留米店
フタバ図書ＴＥＲＡ福岡東店
明 屋 書 店 宗 像 店
●

０８９−９４１−４１４１
０８９−９３１−８５０１
０８９−９４１−７８７９
０８９−９２５−５８０１
０８９−９２４−９２６２
０８９−９４１−４２４２
０８９−９５７−６１５１
０８９−９７８−０６００
０８９−973−4844
０８９−91５−0075
０８９３−２５−１３１３
089-985-0808
0897-36-4455
0897-41-3535
0897-37-0511
0897-33-4121
0896-58-8787

高知県 ●

高知県官報販売所
金高堂朝倉ブックセンター
冨
士
書
房
宮脇書店高知大丸店
明屋書店四万十川店
●

北九州
〃
〃
〃
福 岡
〃
〃
〃
〃
〃
〃
久留米
粕 屋
宗 像

愛媛県 ●

明屋書店松山本店
丸
三
書
店
愛媛県官報販売所
愛媛大学生協城北ショップ
松 山 大 学 生 協
明屋書店大街道店
明屋書店石井店
明屋書店メガ平田店
明屋書店空港通店
ジュンク堂書店松山店
明屋書店大洲店
明屋書店松前店
明屋書店MEGA西の土居店
明屋書店新居浜本店
澤
井
書
店
明屋書店川東店
明屋書店川之江店
●

087-832-0170
０８７７−２２−５５３３
０８７７−５８−６６５６
０８７−８７０−２７５０

０９３−５２２−２８１１
０９３−６４３−５５２０
０９３−５１４−１４００
０９３−９３２−７７１１
０９２−４３４−３１００
０９２−７１３−１００１
０９２−７３８−３３２２
092-413-5401
０９２−７８１−０８３１
０９２−７２１−４８４６
０９２−８６１−５７０６
０９４２−３１−８５４０
０９２−９３９−７２００
0940-38-0280

佐賀県 ●

佐賀県官報販売所

０９５２−２３−３７２２

●

長 崎 市
〃
〃
〃
〃
佐世保市
〃

好 文 堂 書 店
長崎県官報販売所
メ ト ロ 書 店
紀伊國屋書店長崎店
丸善キャンパスショップ活水女子大学店
金 明 堂 書 店
くまざわ書店佐世保店
●

熊 本 市
〃
〃
〃
〃
人 吉 市
菊 陽 町

宮 崎 市
〃
〃
都 城 市
〃
日 南 市

鹿児島市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
薩摩川内市
霧 島 市

０９６−３12−4367
０９６−３５６−４７３３
０９６−３８７−０６２２
０９６−３６４−１０２６
096-212-9101
０９６６−２２−２０６６
０９６−２３３−１７００

那

宜

浦
北
う
中
名
豊

覇
〃
〃
〃
〃
野湾
〃
〃
添
谷
るま
頭
護
見城

市

市

市
町
市
郡
市
市

球陽堂書房メインプレイス店
沖縄県庁書籍売店
沖縄県官報販売所
リウボウブックセンターリブロ
ジュンク堂書店那覇店
朝野書房沖縄国際大学店
太陽書房宜野湾店
宮脇書店大山店
宮脇書店浦添店
Booksきょうはん美浜店
宮脇書店うるま店
宮脇書店嘉手納店
宮脇書店名護店
戸田書店豊見城店

０９８−９５１−３４５６
０９８−８６８−４００１
０９８−８６７−１７２６
０９８−８６７−１７２５
098-860-7175
０９８−８９２−５５４２
０９８−８９３−２０１２
０９８−９４２−８２６７
０９８−８７６−９０２８
０９８−９８２−７６９５
098-989-3395
098-957-2646
0980-54-8688
098-852-2511

０９７−５３３−０２３１
０９７−５３２−４３０８
０９７−５３６−８１８１
０９７−５３２−４３４３
０９７−５８６−１４４１
０９７−５５２−６１００
０９７−５８６−１４４１
０９７−551−１100
０９７３７−２−３８８１
0973-27-5335
0979-24-1221

宮崎県 ●

田中書店県庁前店
宮崎県官報販売所(田中書店)
蔦屋書店宮崎高千穂通り
田中書店妻ヶ丘本店
田中書店川東店
見聞読タナカ日南店
●

０９５−８２３−７１７１
０９５−８２２−１４１３
０９５−８２１−５４５３
０９５−８１１−４９１９
095-821-1024
０９５６−２２−４２１４
０９５６−３７−２８９５

沖縄県 ●

大分県 ●

晃星堂書店本町店
大分県官報販売所
ジュンク堂書店大分店
明屋書店セントポルタ店
明林堂大分本店
紀伊國屋書店大分店
明屋書店大分わさだ店
明屋書店高城店
宮脇書店玖珠店
明屋書店日田店
明屋書店中津本店
●

●

熊本県 ●

熊本県官報販売所（熊文社）
金龍堂まるぶん店
金龍堂県庁売店
丸善熊本学園大学売店
蔦屋書店熊本三年坂
清
藤
書
店
紀伊國屋書店熊本光の森店
●

大 分 市
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
玖 珠 町
日 田 市
中 津 市

長崎県 ●

０９８５−２４−３５１１
０９８５−２４−０８３６
０９８5−61−6711
０９８６−２２−４４８８
０９８６−４６−２３２２
０９８7−23−7011

鹿児島県 ●

鹿児島県官報販売所
ジュンク堂書店鹿児島店
県
庁
書
店
紀伊國屋書店鹿児島店
くまざわ書店与次郎店
鹿児島国際大学ブックセンター
ブックスミスミオプシア
明屋書店川内店
明屋書店隼人店

０９９−２８５−００１５
０９９−２３９−１２２１
０９９−２５９−１１８１
０９９−８１２−７０００
０９９−８１３−２００１
０９９−２６１−９９５１
099-813-7012
０９９６−２２−２７００
０９９５−４３−５１００
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書名索引
※加除式図書はゴシック体で表記しています。
※書名中の「Q&A」
「○○年度」
「○訂版」等は、検索の便を図り、書
名の最後に表記しています。

【あ】

〈第2版〉Ｑ＆Ａ　���������������������������� 103

青森県教育関係者必携〈平成28年版〉�������������83

【う】

������������������������������������72
明日の教室〈全5巻〉

WEB LINK地方公共団体総覧�������������������������� 9

新しい国税不服申立制度の理論と実務���������95

売れる商品はこうして創る�������������������������65

���������������������������73
新しい学びの潮流〈全5巻〉

【え】

あなたの理解で大丈夫？
指定管理者制度運用のツボ���������������18
安全・安心の手引���������������������������������������� 45

エアラインオペレーション入門 改訂版��������64
英国地方自治の素顔と日本

【い】

英語初級者のための自学自習レッスン������� 112

家康はなぜ、秀忠を後継者にしたのか�����������92

�������������� 109
絵本アニメ世界名作劇場〈全24巻〉

イキイキ話し方教室��������������������������������� 108

選ばれる税理士事務所のつくり方����������������95

生き方上手の相続・贈与������������������������������91
生きるための知識と技能����������������������������68

【お】

生きるための知識と技能2���������������������������68

屋外広告の知識〈第四次改訂版〉�������������������61

遺産分割実務マニュアル

大人の常識・非常識

第３版�������������� 102

医事紛争法律問題質疑応答集����������������������� 48

社会人の基礎チェック�������������������� 111

第２版����������������������� 102

オリンピック裏話������������������������������������ 110

慰謝料算定の理論������������������������������������ 102

恩給法関係法令集�������������������������������������� 21

慰謝料算定の実務

意匠法実務提要����������������������������������������� 99

いちからわかる道路管理の知識＆雑学���������56

【か】

いちご、空を飛ぶ����������������������������������������65

海外派遣・留学・視察総覧����������������������������� 20

茨城県消防ポンプ操法の手引����������������������15

会計検査事務提要�������������������������������������� 41

���
医療ガス保安管理ハンドブック〈全訂増補〉
48

外国人の法律相談Ｑ＆Ａ

医療紛争解決への処方箋

介護施設で何が起きているのか�������������������50

〜行政・医療界・

法曹界の役割と対策〜����������������������49
医療法人・社会福祉法人の税務対策
−移行・事業承継−���������������������������94

第三次改訂版���� 107

介護従事者のための応対接遇ガイド�������������50
会社規程マニュアル����������������������������������� 99
会社決算・申告のための

医療法通知総覧����������������������������������������� 47

税務チェックシート総覧�������������������� 93

岩手県 文書事務の手引�������������������������������15

会社税務マニュアルシリーズ〈第八次改訂〉���89

印紙税実務提要����������������������������������������� 87

会社節税マニュアル����������������������������������� 89

インターネット選挙運動解禁

会社法実務マニュアル 第2版�����������������������99

改正公職選挙法の解説����������������������33
インターネット選挙運動ガイドライン���������33
インターネットの法的論点と実務対応

124

―地方構造

改革の全容と日英制度比較���������������� 8

改正ＮＰＯ法対応
ここからはじめるＮＰＯ会計・税務����17
“守りから攻め”の事業承継対策Ｑ＆Ａ����������92

改正地方教育行政法

Ｑ＆Ａ����������������������67

議員情報レーダー�������������������������������������� 34

平成28年 改正道路法の解説 Q&A����������������56

議会運営ハンドブック

解説＆事例地区計画の手引�������������������������� 58

議会改革の第２ステージ����������������������������34

改訂 事件類型別 弁護士実務ハンドブック�� 106

議会からの政策形成�����������������������������������35

開発許可質疑応答集����������������������������������� 57

議会人が知っておきたい

Ｑ＆Ａ�������������������34

家屋評価のための建材総覧�������������������������� 36

危機管理術 改訂版���������������������������34

学童保育ハンドブック〈第2次改訂版〉�����������51

議会人が知っておきたい財務の知識�������������34

学力向上と信頼構築�����������������������������������71

議会人の危機管理 Q&A������������������������������� 34

火災損害調査��������������������������������������������46

危機管理実務必携�������������������������������������� 43

火災調査書類の書き方��������������������������������46

企業法務における損害賠償の実務 Q&A���������101

賢く美防災������������������������������������������������63

法人税の税務調整と申告実務����������������������89

ガス事業法解釈例規集�������������������������������100

����������������83
岐阜県教育法令要覧〈平成27年版〉

過疎地域自立促進ハンドブック�������������������� 17

基本行政通知・処理基準��������������������������������� 7

����������������������������65
家畜取引の知識〈最新版〉

基本行政答申総覧���������������������������������������� 8

学校安全実務要覧�������������������������������������� 77

基本まちづくり事典����������������������������������� 58

学校管理職の経営課題〈全5巻〉���������������������71

逆発想の都市政策��������������������������������������58

学校給食関係法規資料集����������������������������� 77

Ｑ＆Ａ行政不服審査制度の解説�������������������29

学校給食必携〈第８次改訂版〉����������������������78

Ｑ＆Ａ

学校経営15の方策��������������������������������������71
Q&A 学校災害対応ハンドブック�����������������78

自治体のための
空家対策ハンドブック����������������������11

教育・研究関係政府調達ハンドブック

学校支援地域本部をつくる�������������������������72

〈新版〉��������������������������������������������67

学校事故・学生処分判例集���������������������������� 77

教育健康学������������������������������������������������78

学校トラブルの対処術 Q&A�����������������������72

教育事務要覧�������������������������������������������� 66

学校の危機管理ハンドブック����������������������� 77

教育判例総覧�������������������������������������������� 66

学校変革の決め手 学校のチーム化を目指す

教師のためのコーチング術�������������������������76

ミドルリーダー�������������������������������71

教師の話し方・聴き方���������������������������������72

学校の評価・自己点検マニュアル������������������� 70

業種別耐用年数事典����������������������������������� 87

学校保健 学校安全 法令必携〈第７次改訂〉����78

教職員服務関係実務ハンドブック����������������� 69

��������������78
学校保健ハンドブック〈第6次改訂〉

行政機関のための個人情報保護法 Q&A���������� 30

学校補助金事務質疑応答集�������������������������� 68

行政機関・民間事業者のための

学校補助金事務提要����������������������������������� 68

個人情報保護ハンドブック����������������� 30

活用型学力を育てる本��������������������������������71

行政強制実務提要���������������������������������������� 8

家庭用品品質表示実務提要�������������������������� 99

ぎょうせい現行六法������������������������������������ 5

ガバナンス〈雑誌〉������������������������������������ 113

行政広報マニュアル����������������������������������� 16

カリキュラムマネジメント・ハンドブック�����71

ぎょうせい公用文例辞書for MS-IME�����������26

カリキュラムを基盤とする学校経営�������������68

行政代執行の理論と実践����������������������������11

「カリマネ」で学校はここまで変わる！���������82

行政対象暴力〈改訂版〉Q&A�����������������������28

�������������������48
患者給食関係法令通知集〈20訂〉

行政手続法����������������������������������������������� 28

勘定科目別

����������������������������� 29
行政手続法〈法令例規編〉

法人税 完全チェック

マニュアル［法人税改革対応版］���������89

行政判例集成���������������������������������������������� 6

管理職課題解決実践シリーズ����������������������70

行政評価実践ゼミナール����������������������������� 31

【き】
起案例文集 新版〈第１次改訂〉���������������������26

行政不服審査事務提要�������������������������������� 29

協働で地域づくりを
「変える」
「つなぐ」
「活かす」���������������18

125

京都府給与関係例規集〈平成28年版〉�������������15

建築瑕疵紛争損害賠償額算定基準・

�������������83
京都府教育関係例規集〈平成27年版〉

住宅相談事例集�������������������������������� 62

金融法務解釈事典�������������������������������������100

建築基準法事務提要����������������������������������� 62

【く】
クイズに挑戦！楽しく理解！

建築基準法・同施行令等の解説
〈平成26年改正〉�������������������������������62
建築審査会裁決例集����������������������������������� 62

プロが教える年金知識����������������������53

建築物の防火避難規定の解説〈2016〉�������������63

クマオーの消費税トラブル・バスター�����������90

建築法令例規�������������������������������������������� 62

��������������15
熊本県公用文の手引〈第6次改訂版〉

【こ】

くらしの知恵・知識事典������������������������������111

公営企業経営実務事典�������������������������������� 42

クロスレファレンス
民事実務講義〈第２版〉�������������������� 101

【け】

公園・緑地・広告必携〈平成25年版〉����������������61
こう変わる！国税不服申立て����������������������95

経営に役立つ中小企業会計要領の実務対応���89

公共事業損失補償実務提要�������������������������� 54

景観�������������������������������������������������������� 60

公共事業紛争関係資料集����������������������������� 54

経済効果を生み出す環境まちづくり�������������53

公共事業紛争判例集����������������������������������� 54

��������������������������������� 103
刑事尋問技術〈改訂〉

工業所有権審判実務提要����������������������������� 99

����������������������� 103
刑事弁護マニュアル（全訂）

高校生のキャリア・デザインと

������������������������� 107
契約書式実務全書〈第2版〉

ケーススタディ

行政訴訟の実務����������������25

新しい大学・短大選び�����������������������76
広告景観〈屋外広告の知識

ケーススタディ 図解 自治体政策法務����������24

デザイン編

ケースブックあなたの組織を守る危機管理���45

ケースで理解する

下水道経営ハンドブック
〈第28次改訂版 平成28年〉������������������42
下水道法関係例規集����������������������������������� 57
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乙部隆仁���������������������������������������������������92

木村吉彦���������������������������������������������������82

小野展嗣������������������������������������������������� 112

木山泰嗣���������������������������������������������������94

【か】

京野哲也������������������������������������������������� 101
清田冨士夫���������������������������������������������� 103

貝原俊民���������������������������������������������������19

草川十郎���������������������������������������������������89

加賀山茂���������������������������������������������������61

工藤秀幸���������������������������������������������������82

加来耕三���������������������������������������������������92

久野弘幸���������������������������������������������������73

掛札逸美����������������������������������������������� 80,81

久保直生���������������������������������������������������94

梶間栄一���������������������������������������������������94

熊王征秀���������������������������������������������������90

片木淳������������������������������������������������������11

栗並えみ���������������������������������������������������80

片山紀子���������������������������������������������������76

黒沢幸子���������������������������������������������������71

加藤絵美���������������������������������������������������81

慶谷淑夫���������������������������������������������������98

加藤浩一���������������������������������������������������19

香坂玲�������������������������������������������������� 64,65
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鴻谷正博���������������������������������������������������18

佐藤学������������������������������������������������������74

神足勝彦���������������������������������������������������89

佐藤恭弘���������������������������������������������������17

後久博������������������������������������������������������65

佐野修久���������������������������������������������������16

越野修三���������������������������������������������������45

佐野亮子���������������������������������������������������73

小柴孝子���������������������������������������������������71

澤田稔������������������������������������������������������73

小島健二���������������������������������������������������27

澤野正明������������������������������������������������� 101

小島宏�������������������������������������������������� 72,75

塩路広海���������������������������������������������������92

小滝晃������������������������������������������������������44

塩谷香�������������������������������������������������� 81,82

後藤佳苗���������������������������������������������������50

篠田信司����������������������������������������������� 72,75

小西砂千夫������������������������������������������������38

篠田道夫���������������������������������������������������80

小林壮太���������������������������������������������������94

嶋﨑政男����������������������������������������������� 68,76

小林俊道���������������������������������������������������89

島田和夫���������������������������������������������������31

小林正幸���������������������������������������������������76

島田信次���������������������������������������������������62

小林磨寿美������������������������������������������������89

嶋津昭������������������������������������������������������39

小林良彰���������������������������������������������������11

島野浩二���������������������������������������������������27

小林能彦���������������������������������������������������37

清水隆司���������������������������������������������������22

小松郁夫���������������������������������������������������71

霜垣慎治���������������������������������������������������11

小松恵理子������������������������������������������������81

下釜綾子���������������������������������������������������81

小宮山博仁������������������������������������������������71

下山宏������������������������������������������������������87

根田正樹��������������������������������������������� 98,100

生水裕美���������������������������������������������������39

今野雅裕���������������������������������������������������82

白石大二������������������������������������������������� 108

【さ】

新藤由喜子������������������������������������������������78

齊藤英介���������������������������������������������������73

須賀如川���������������������������������������������������55

齋藤修���������������������������������������������������� 102

菅沼篤志������������������������������������������������� 106

齊藤一弥����������������������������������������������� 73,75

杉之内孝司������������������������������������������������37

斎藤奏������������������������������������������������������89

鈴木潔������������������������������������������������������38

榊原昭二������������������������������������������������� 108

鈴木銀治郎������������������������������������������������98

阪田貞宜������������������������������������������������� 112

鈴木路子���������������������������������������������������78

坂本一������������������������������������������������������89

鈴木裕子���������������������������������������������������78

佐久間裕幸������������������������������������������������88

鈴木豊������������������������������������������������������41

櫻井四郎���������������������������������������������������90

須藤英章���������������������������������������������������98

櫻井弘������������������������������������������������������27

須藤陽子���������������������������������������������������11

佐々淳行���������������������������������������������������44

関啓一郎���������������������������������������������������31

笹岡宏保���������������������������������������������������92

関根健夫����������������������������������������������� 27,28

佐々木晶二������������������������������������������������58

関理秀���������������������������������������������������� 106

佐々木伸悟���������������������������������������������� 101

瀬戸洋一���������������������������������������������������28

佐々木怜子���������������������������������������������� 111

園部逸夫���������������������������������������������������� 5

佐瀬正俊������������������������������������������������� 107

曽山和彦���������������������������������������������������71

佐竹真一���������������������������������������������������17
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新蔵登喜男������������������������������������������������65

佐藤清勝���������������������������������������������������87

【た】

佐藤純子����������������������������������������������� 49,51

髙木千太郎������������������������������������������������56

佐藤雅彰����������������������������������������������� 73,74

高田智和������������������������������������������������� 108

佐藤方俊������������������������������������������������� 111

髙中正彦������������������������������������������������� 106

鷹野保雄���������������������������������������������������95

永野周志������������������������������������������������� 107

髙橋知典���������������������������������������������������89

永橋利志���������������������������������������������������89

髙橋清泰���������������������������������������������������17

中橋雄������������������������������������������������������76

高橋興������������������������������������������������������72

中原茂樹���������������������������������������������������11

高橋滋������������������������������������������������������24

中邨章������������������������������������������������������34

高橋安志���������������������������������������������������91

中村文子���������������������������������������������������97

高原和子���������������������������������������������������81

中村次良���������������������������������������������������16

瀧信子������������������������������������������������������81

中村中������������������������������������������������������97

瀧康暢������������������������������������������������������39

奈須正裕���������������������������������������������������73

田島純藏���������������������������������������������������99

夏井高人���������������������������������������������������98

田島信威���������������������������������������������������25

並木美砂子������������������������������������������������85

田中周���������������������������������������������������� 107

仁木淳二���������������������������������������������������97

田中真介���������������������������������������������������81

西尾勝������������������������������������������������������13

田中孝男���������������������������������������������������25

西川潔������������������������������������������������������61

田村知子������������������������������������������� 71,72,82

西口元������������������������������������������������������11

千葉喜久也������������������������������������������������18

西谷剛������������������������������������������������������10

千葉光行���������������������������������������������������19

西田弥代������������������������������������������������� 106

帖佐直美���������������������������������������������������11

西留安雄����������������������������������������������� 72,82

土田雄一���������������������������������������������������71

西村佐二����������������������������������������������� 70,72

都築弘������������������������������������������������������98

能本守康���������������������������������������������������50

椿本雅朗���������������������������������������������������89

野口徹�������������������������������������������������� 73,82

壷内明������������������������������������������������������72

野村武司���������������������������������������������������30

坪多晶子����������������������������������������������� 91,92

野村稔�������������������������������������������������� 34,35

坪多聡美���������������������������������������������������91

野村好弘���������������������������������������������������31

露口健司���������������������������������������������������71

野元菊雄������������������������������������������������� 108

寺島敬臣���������������������������������������������������95
寺西尚人���������������������������������������������������89

【は】

寺町東子���������������������������������������������������80

橋本勇�������������������������������������������������� 39,40

童門冬二������������������������������������������������� 111

長谷川真知子��������������������������������������������17

德丸親一���������������������������������������������������95

畑中綾子���������������������������������������������������49

徳山美智子������������������������������������������������78

畠中宗一������������������������������������������������� 111

冨田久枝���������������������������������������������������80

羽生正宗���������������������������������������������������94

富田富士也������������������������������������������������35

馬場祐次朗������������������������������������������������82

友松悦子���������������������������������������������������89

早坂剛������������������������������������������������������25

豊森照信���������������������������������������������������88

林德治������������������������������������������������ 73,112
林香代子���������������������������������������������������72

【な】

林雄介������������������������������������������������������23

内貴滋������������������������������������������������������� 8

原田かおる������������������������������������������������76

永井和之���������������������������������������������������98

原令子������������������������������������������������������53

仲江利政���������������������������������������������������20

伴義聖������������������������������������������������������16

中川恒信���������������������������������������������������22

樋口嘉男���������������������������������������������������16

中川一史���������������������������������������������������76

兵藤廣治���������������������������������������������������69

中島孝一���������������������������������������������������93

平川忠雄����������������������������������������������� 90,93

長瀬光市���������������������������������������������������60

平川俊功���������������������������������������������������78
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平山昇������������������������������������������������������89

道浦俊彦������������������������������������������������� 108

廣瀬和彦����������������������������������������������� 34,35

耳塚寛明���������������������������������������������������82

広瀬正������������������������������������������������������93

宮下裕行���������������������������������������������������94

福西朱美������������������������������������������������� 111

宮嶋郁恵���������������������������������������������������81

福西勇夫������������������������������������������������� 111

宮田昌一����������������������������������������������� 17,38

藤田隆大���������������������������������������������������89

宮森俊樹���������������������������������������������������95

藤本光司���������������������������������������������������73

宮脇淳���������������������������������������������� 16,24,25

藤本勇二���������������������������������������������������73

三好仁司���������������������������������������������������68

藤原静雄���������������������������������������������������30

務台俊介���������������������������������������������������17

藤原淳一郎������������������������������������������������30

武藤正樹���������������������������������������������������48

古川和典������������������������������������������������� 101

村川雅弘������������������������������������������� 71,74,82

古川俊一���������������������������������������������������31

村木征人������������������������������������������������� 110

古郡寛������������������������������������������������������37

村越正則���������������������������������������������������72

古谷千絵���������������������������������������������������65

村田哲夫���������������������������������������������������20

邊見公雄���������������������������������������������������48

村千鶴子����������������������������������������������� 31,31

星野芳昭���������������������������������������������������31

村松真貴子���������������������������������������������� 108

細内信孝����������������������������������������������� 17,18

元兼正浩���������������������������������������������������72

發知敏雄���������������������������������������������������92

本橋豊������������������������������������������������������49

堀内聡������������������������������������������������������38

本村清人���������������������������������������������������68

堀内仁���������������������������������������������������� 100

森隆夫������������������������������������������������������82

堀川裕美������������������������������������������������� 106

森田満樹����������������������������������������������� 64,65

本田有明���������������������������������������������������22

守屋淳������������������������������������������������������73

本多鉄男���������������������������������������������������17

諸富祥彦����������������������������������������������� 71,80

【ま】

【や】

西岡加名恵������������������������������������������������71

八尾坂修���������������������������������������������������76

升田純������������������������������������������������ 38,101

矢島國雄���������������������������������������������������85

増原繁樹���������������������������������������������������90

安井利一���������������������������������������������������78

町田ひろ子������������������������������������������������63

安川雅史���������������������������������������������������76

松尾英夫���������������������������������������������������61

安田充������������������������������������������������������33

松崎秀樹���������������������������������������������������19

八ツ尾順一������������������������������������������������91

松沢成文���������������������������������������������������18

矢内一好������������������������������������������������� 100

松田耕治������������������������������������������������� 101

柳澤義一���������������������������������������������������89

松原明������������������������������������������������������17

矢野義昭���������������������������������������������������45

松本英昭����������������������������������������������� 12,13

山上一夫���������������������������������������������������89

松山益代���������������������������������������������������81

山崎栄一���������������������������������������������������31

的場美友紀���������������������������������������������� 106

山下善久������������������������������������������������� 106

眞野喜洋���������������������������������������������������78

山田俊一��������������������������������������������� 95,103

丸山英氣����������������������������������������������� 61,62

山田宏������������������������������������������������������19

三木とみ子������������������������������������������������78

山田正記������������������������������������������������� 106

右山昌一郎���������������������������������������� 87,94,95

山田雄一���������������������������������������������������82

水口剛������������������������������������������������������17

山中龍宏���������������������������������������������������80

水野治久���������������������������������������������������71

山中尚邦������������������������������������������������� 106

見瀬賢悟���������������������������������������������������89

山畑信博���������������������������������������������������61

山村武彦���������������������������������������������������44
山村恒年���������������������������������������������������16
山室惠���������������������������������������������������� 103
山本清次����������������������������������������������� 89,90
山本俊哉���������������������������������������������������45
山本守之���������������������������������������������������93
山本雄司���������������������������������������������������22
結城康博����������������������������������������������� 49,50
横山忠始���������������������������������������������������19
吉田輝美����������������������������������������������� 49,50
吉冨芳正���������������������������������������������������71
良永和隆������������������������������������������������� 107
吉村敏之���������������������������������������������������73
依田照彦���������������������������������������������������56
米田一男������������������������������������������������ 9,69
米田雅子������������������������������������������� 18,55,65

【わ】
若生幸也���������������������������������������������������24
若杉祥太���������������������������������������������������73
和田清美���������������������������������������������������58
渡辺充������������������������������������������������������88
渡辺淑夫���������������������������������������������������87
綿貫芳源��������������������������������41,55,56,57,59,64

143

（平成28年12月作成）

図書目録
平 成 29 年
（上 半 期）

図書目録

図書目録
平 成 29 年

●関西支社
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町3-1-9
MG大手前ビル8階
T E L：06-4790-9351
FAX：06-4790-9356
●中国支社
〒730-8687
広島県広島市中区三川町2-10
愛媛ビル・広島5階
T E L：082-545-7121
FAX：082-545-7126
●四国支社
〒790-8655
愛媛県松山市二番町4-1-2
T E L：089-932-3162
FAX：089-932-3164
●九州支社
〒814-0001
福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27
AIビル2階
T E L：092-831-0700
FAX：092-831-0770

（上 半 期）

株式会社

取扱者

29

年 （上半期）

●北海道支社
〒060-0005
北海道札幌市中央区北5条西6-2-2
札幌センタービル4階
T E L：011-241-1971
FAX：011-241-1973
●東北支社
〒980-0012
宮城県仙台市青葉区錦町1-6-31
T E L：022-222-6552
FAX：022-217-2372
●関東支社
〒136-8575
東京都江東区新木場1-18-11
T E L：03-6892-6231
FAX：03-6892-6906
●東京支社
〒136-8575
東京都江東区新木場1-18-11
T E L：03-6892-6701
FAX：03-6892-6915
●東海支社
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-10-33
錦SISビル6階
T E L：052-231-0331
FAX：052-231-0341

平成

●本部
〒136-8575 東京都江東区新木場1-18-11
フ リ ー コ ー ル：0120-953-431【平日9〜17時受付】
フ リ ー F A X：0120-953-495【毎日24時間受付】
書店様用代表TEL：03-6892-6570
書店様用代表FAX：03-6892-6925
http://shop.gyosei.jp

