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法治行政論  
 （行政法研究双書 37） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥19,140 

同時3アクセス（本体） ¥28,710 

冊子版ISBN 9784335315114  

著編者名 高木 光 発行年 2018 商品コード 1029502733 

実務の発展や後進の研究に鋭い示唆を与える！ 実体法的な法理にかかるものを中心に収録した、著者4冊目の論
文集。永年の研究に加え、近時の行政訴訟実務の接点を反映した、「判例との対話」という言葉が相応しい示唆に富
む必読書。 

実戦演習行政法 
 ―予備試験問題を素材にして― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784335357558  

著編者名 土田 伸也 発行年 2018 商品コード 1029342021 

平成23年から29年までの司法試験予備試験論文式問題を素材に、極めて実戦的に基礎・応用・展開、そして参考答
案例まで示してじっくり解説をした、初学者から挑戦できる予備試験行政法対策本の決定版。まず基本的事項が確認
できる「基礎編」を設け、「応用編」では予備試験問題の解説を行い、参考答案例も掲載。「展開編」では、当該年度の
予備試験問題に関連する発展的な問題について解説。段階的に実力を向上させることができる。 

会社法 第2版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,240 

同時3アクセス（本体） ¥13,860 

冊子版ISBN 9784335357534  

著編者名 高橋 美加 発行年 2018 商品コード 1029161084 

なるほど、そうだったのか！ じっくり納得の会社法テキスト、最新版！ 「なぜそのように規定されているのか」という
初版のコンセプトはそのままに、初版発行後に公表された裁判例を補充したほか、新たに「親子会社」の章を増設し、
親子会社関係に関する説明を一か所で読めるように。さらに新司法試験、予備試験の全過去問の重要論点等につい
て再度精査を行い、論文問題や実務で直面する問題にも役立つ、会社法テキストの決定版！ 

民法がわかる民法総則 第4版 

（※） 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784335357480  

著編者名 滝沢 昌彦 発行年 2018 商品コード 1029161083 

初めて民法を学ぶ人に最適な、民法の全体像を伝える入門書。平成29年に成立した民法改正に完全対応の最新版。
抽象的でむずかしく感じる民法総則を具体的なイメージを思い浮かべながら学ぶことができる。重要な論点だけにし
ぼって通読しやすさを追求、日常生活でもよく使われる民法の概念を「典型例」とした解説、ちりばめられた「問題」で
実戦力を養成。民法全体が見渡せる初学者向けテキスト。 

会社法 第20版 
 （法律学講座双書） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784335315435  

著編者名 神田 秀樹 発行年 2018 商品コード 1029161081 

最新の動向に対応！ 新しい会社法の全体像を簡潔にわかりやすく解説した比類なきスタンダード・テキスト。平成27
年５月に成立した民法（債権法）改正による会社法への影響および最新判例を盛り込んだ改訂版。会社法を学ぶ人
使う人に、不可欠な知識や情報をコンパクトに整理して伝える、最も信頼のおける基本書、充実の最新版！ 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

法律関連  

－時代の変化を見つめつつ、良質の文化に多角的にアクセスし、柔軟な発信体となること－ 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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脱税と制裁 増補版 
 （租税法研究双書 3） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥23,100 

同時3アクセス（本体） ¥34,650 

冊子版ISBN 9784335320644  

著編者名 佐藤 英明 発行年 2018 商品コード 1029502734 

租税法と刑法が交錯する租税制裁法の第一人者による最新作！ 逋脱犯処罰における実刑中心主義を初めて説いた旧版に、その後公
表の関連論稿を加えた増補版。租税逋脱犯の個別論点、地方税に関する租税制裁、過少申告加算税、重加算税、延滞税、犯則調査手
続・無許可輸出入罪の改正など幅広いテーマを取り上げ、租税制裁法の具体的展開を示す。法改正にも深く関わり、この分野における
トップランナーとして走り続ける著者による注目の書。 

スタンダード所得税法 第2版補正版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥11,550 

同時3アクセス（本体） ¥17,325 

冊子版ISBN 9784335357466  

著編者名 佐藤 英明 発行年 2018 商品コード 1029161082 

「手続き」まで含んだ、所得税法のすべてがわかる法改正に完全対応のテキスト！ 所得税法を学ぶ人たちが効率的に必要十分な知識と
理解が得られることを最大のねらいとした学習書。司法試験にも各種国家試験にも対応可能、例題・図表を駆使して所得税法がこの1冊で
丸ごとわかる。旧版以降の法改正、『ケースブック租税法〔第5版〕』とのリファーを中心に、より使い勝手が良くなった最新版。 

名医が教える病気の見つけ方 
 ―匠の技術と高度先進医療との融合― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784335651830  

著編者名 掛谷 和俊 発行年 2018 商品コード 1029502735 

「がんには症状が無い」――20万例を超える胃腸内視鏡検査の実績をふまえて名医が警告・提案する。内視鏡外科医として、胃腸はもと
より全身の病気の検査、発見、早期治療で他の追随を許さない実績を上げてきた名医が、いかにして病気を早期に発見し対応するか、病
気が進んでしまった場合の治療法などについて、多くの事例をあげてわかりやすく説きながら、日本の医療制度の進むべき方向と国民す
べての健康長寿への道筋を示す。 

いい子をやめれば幸せになれる （※） 
同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784335651793  

著編者名 山下 悠毅 発行年 2018 商品コード 1029342023 

いつも頑張っているのになぜか自分に自信がない。他人への評価が極端。「どうせ自分なんて」と謙遜する一方で、だらしない人を見ると
許せない──こうした生きづらさを抱える人が増えている。親から与えられた「いい子」像から自由になり、あなた自身の人生を生きるため
に、具体的なヒントと実践ワークが満載。自己肯定感を取り戻す方法を、精神科医が丁寧にレクチャーする。 

神をまつる神社建築 
 ―玉殿の起源と発展― （※） 

同時1アクセス（本体） ¥16,500 

同時3アクセス（本体） ¥24,750 

冊子版ISBN 9784335160912  

著編者名 山田 岳晴 発行年 2018 商品コード 1029342022 

神社建築の核心、玉殿の本質とは―。玉殿とは、神社の本殿内にある本殿型の小建築で神体を奉安するもの。その発生は、平安後期と
推定され、現存の中世玉殿は安芸国（広島県）に集中している。広島県内を中心とした中世玉殿の実地調査と、古文書からの玉殿の復元
を行い、その起源と発展および建築史的特質を明らかにする神道史と建築史を架橋する画期的研究。 

古事記の謎をひもとく （※） 
同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥7,425 

冊子版ISBN 9784335950414  

著編者名 谷口 雅博 発行年 2018 商品コード 1029342020 

独自の「古事記学」の構築を目指し共同研究を行っている國學院大學古事記学センターが、『古事記』をめぐる謎30を取り上げ、今までに
ない新しい解釈に挑む野心作。『古事記』の読者は誰だったのか、為政者は読者にどのような効果を与えたかったのか、スキャンダラスな
事件の真相は―等々。創作者の意図に寄り添って読み解くことで、史実だけではなく、創作だけでもない、歴史ミステリーの知られざる裏
側が見えてくる。 

近代の神宮と教化活動 
 （久伊豆神社小教院叢書 11） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥22,110 

同時3アクセス（本体） ¥33,165 

冊子版ISBN 9784335160905  

著編者名 武田 幸也 発行年 2018 商品コード 1029342019 

今日なお盛んな伊勢信仰の近代的淵源とは―。明治五年に伊勢神宮の教化活動を担うべく設立された神宮教院・神宮教会、さらにそれを
母体として成立した神宮教・神宮奉斎会。近代の神宮教化を担ったこれら組織とその教説を軸として、これまでにない視角から神宮教化の
歴史に迫る気鋭の論考。 

一緒に冒険をする 
同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784335551796  

著編者名 西村 佳哲 発行年 2018 商品コード 1029161085 

奈良の図書館で開催したフォーラムを軸に、約10名のゲストと交わした、働き方・暮らし方・未知の物へ向かう楽しさを巡るインタビュー集。
2015年、奈良の図書館に全国から約300人が集まったフォーラム「ひとの居場所をつくるひと」がついに書籍化。お金を使うか、働くかしな
いと居場所を得にくいこの世界で、人間の居場所をどうつくり出していくかを考える。 

好評配信タイトル  
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