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静岡県浜松市で弁護士として64年間、地域社会そして人々の法的権利擁護のために活躍なさっ

た白石信明氏 (明治39年 (1906年)7月 2日―一平成 6年 (1994年)1月 7日 )の多年にわたる

御収集の結実である貴重な御蔵書を、この度静岡大学へ御寄贈戴くこととなった。御家族の御

厚意に対し心から御礼を申し上げたい。

信明氏の御父君白石喜之助氏 (明治 3年 (1870年)9月 10日 (l日暦では8月 15日 )一―昭和17

年 (1942年 )2月 9日 )は、日本メソディスト教会牧師で、 トルストイとも文通を持ち、「予が

非戦論」(明治37年 (1904年)4月 )によって当時日露戦争に狂奔する人々を批判し、戦争に反

対した具眼と正義と勇気の人であった。その人格は十分に信明氏に継承されたと考えられる。

受贈に当たり仲介の労をとられ、自石信明氏と御蔵書の内容についての紹介の文章を記して

戴いた本学人文学部法学科の田中克志教授に、厚く御礼申し上げる。白石喜之助氏と信明氏の

父子相伝のヒューマニティの精神が、第 2次大戦以前の多数の文献を収める本蔵書を利用する

研究者にも伝えられ、学問の進展に寄与することは、自石家の方々の本望でありまた私たちの

願いでもある。

平成 5年から7年にかけて本附属図書館に、ロシア語による人文科学関係諸文献を収めた

「手塚弘保文庫」、フランス自然主義文学およびエミール・ ゾラ関係の諸文献を集めた「河内清

文庫」に加えてこの「白石信明文庫」が備えられることは、図書館の一層の充実と学問研究の

発展のために誠に喜ばしいことであり、御関係の方々の御厚情と御配慮に重ねて厚く御礼を申

し_上げたい。

なお、受入れ、整理、日録の作成等の仕事に尽力した本附属図書館情報管理課の職員に、感

謝の意を表するものである。

平成 7年 3月

静岡大学附属図書館長

小 :澤 康 彦

きしは



白 石 信 明 文 庫 に よ せ て

田 中 克 志

弁護士であった故白石信明氏の蔵書の下部710冊が,こ のたびご遺族より静岡大学附属図書

館に寄贈された。その寄贈図書目録の刊行に際して,人文学部法学科教員の二人として,感謝

するとともに,ひとこと申し述べたい。

故白石信明氏は,1906(明治39)年 ,

八高等学校 (名古屋)を卒業後,1927

和 4)年 10月高等試験司法科試験合格,

市の井上剛一法律事務所を振り出しに
`

り弁護士を続けてこられた。

山梨県においてキリスト教牧師の家庭に出生、旧制第

(昭和 2)年 4月京都帝国大学法学部に入学,1929(昭

翌30年 3月 大学卒業とともに弁護士登録をされ,浜松

1994(平成 6)年 1月 に亡くなられるまで実に64年余

弁護士の業務としては,京都帝国大学において刑法の滝川幸辰教授の教えを受けたこともあっ

てか,長年,刑事事件をおもに担当されてこられたようであるが,浜松地域の企業や地方自治

体等の顧問弁護士も務めてこられた。

故白石信明氏の蔵書は,判例集などを除いて,千数百冊にのぼったが,その内容については,

いうまでもなく弁護士業務に係わりの深い法律関係専門図書である6民法,商法,民事訴訟法

などの民事関係が多くを占めるが,浜松市という工業都市,企業都市をひかえてか,経済法や

知的財産法領域,労働法領域の専門書も数多い。これら図書の寄贈は, これにより静岡大学に

おける法律関係専門図書のいっそうの充実がみこまれ,教育研究に寄与すること多大なものが

あると信ずるものである。

なお,重複のため図書館に所蔵されない数百の法律専門図書は,人文学部の法経資料室に別

置され,学生及び院生の閲覧に供せられることを申し添えておきたい。

半世紀以上にわたって市井の法律実務家として仕事をされてきた故白石信明氏が買い求めら

れたこれら蔵書を, とくに後進の若い学生・ 院生諸君が活用されんことを切に願うものである。

1995生F2月

(人文学部法学科教授)



この目録は、故白石信明氏旧蔵書より本館が寄贈を受けた710冊を収録したものである。

この目録は、本学附属図書館の蔵書目録データベースの書誌データを編集・ 出力し、作成

した目録である。

分類は日本十進分類法新訂 8版により、図書記号は日本著作記号表による。

配列は本体を請求記号順にし、巻末に書名著者名索引を付した。



本館             *** 目 録 リ ス ト ***

書名 /著者名.― 版次 .― 出版 等 .´
―形態 .― (シ リ‐ズ名)｀

巻 次

請求記号 1        図書取扱区分      配架場所        資料 ID

著作権法ハンドデックノ文化庁編。―最新版.=東京 :著作権資料協会 ,1977二 .― 冊 ;:21om

1990                                                                              '

021.2/B89ハ 990      閉架禁帯出       閉架和        0094099504

条解著作権 /書優美著.,東京 :港出版社 ,1961。 -379p;20cllR

021。 2/H27         閉架二般        閉架和         0094099579

著作権法逐条講義 /カロ戸守行著.― 全訂版.― 東京 :著作権資料協会 ,1989。 2:-675p122cln
021.2/KA86        閉架一般        閉架和         0094099553

日本著作檀法 /勝本正晃著。―東京 :巌松堂書店 ,1940.4。 -2,6,16,295,26p:19cm
021.2/KA88        閉架一般        閉架和i        0094099512

現代文化と著作権 /勝本正晃著.― 東京 :雄渾社 :1956。 6.-3:374p:22cm
021.2/KA88        閉架一般:       閉架和         0094099520

著作権法研究 /城戸芳彦:一 東京 。新興音楽出版社 ,1943。 -399546p
021.2/K113        閉架一般        閉架和         0094099546

著作権関係法規集.― 第3版 .二 東京 :日本著作権協議會 ,1953。 12.-6,284,6p;22cme― (文

化人名録 別冊)

021。 2/N77         閉架‐般        閉架和         0094099538

放送著作権 :ラシ
゛
オ・テレビの新課題 ノ野村義男著。一東京 :時事通信社出版局 ,1953。 -248p図版

1頁

; 19cm                              .

021。 2/N95         閉架一般        閉架和

著作櫂新聞紙出版豫約出版法規 /柴田義彦編著。―東京 :常磐書房
:― (特別法規判例學説全集 /柴田義彦編著 第6巻)

021.2/SH18        閉架一般        閉架和

著作権法概論 /榛村専一著.… 東京 :巌松堂書店 ,1933.7。 -20,

021.2/SH64        閉架一般       =閉 架和

0094100450

, 1933。 5. - 319 410p ; 23cm

0094099587

314p ; 23cm

0094099561

- 204p ; 21cm

0094099496

コンピユ‐″
°
ログラム著作鶴 &A/植松宏嘉著。―東京 :金融財政事情研究会 ,1985。 12.

021.2/U41         開架一般        閉架和

写真と人権 :カルはどこまで狙えるか /甲斐良一著.― 東京 :東京写真専門学院出版局 ,1971。 ―

363p ; 19cm

070。 1/KA21 閉架一般 閉架和 '       0094096518

:第一書房 ,1972。 -60499,2p;22clln

閉架和         0094096245
宗教法人法の基礎的研究 /井上恵行著.一 改訂.― 東京

165。 9/157 開架一般

租税・憲法第八十九条。国有社寺境内地処分法 /大家重夫編。―東京 :第一書房 ,1986.10。 ‐51lp

;22cln.― (宗教関係判例集成 6)
1 165。 9/031/6        開架一般        閉架和 i       0004096203

寄付金返還・宗派離脱・責任役員会等の決議無効 ノ大家重夫編.‐ 東京 :第一書房 ,1987.1。 -11,

437p;22cm.― (宗教関係判例集成 7)
165。 9ノ031/7 閉架一般 閉架和 0094096211



本館             *** 目 録 リ ス ト ***             2頁

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態.― (シ リ■ズ名)

巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料ID

宗教法人所有不動産の賃貸借 /大家重夫編.― 東京 :第一書房 ,1988.9。 -547p;22帥 .― (宗

教関係判例集成 8)
165:9/031ノ8        閉架一般        閉架和・       .0094096229

宗教法の研究 /大官荘策著.― 東京.:八千代出版 ,1974。 5.■ 17,1075p;122帥
165.9/062         閉架■般        閉架和         0094096252

神社実務提要 :関係法規の解説 /市川豊平著.― 増補訂正版改訂.― 東京 :神社新報社 ,1970ぎ
- 2,4,264p ; 21cm

175。 1/114         閉架一般        閉架和         0094097045

最新神社本鷹規程類集 /神社本廃編.― 第16版 .― 東京 :神社新報社 ,1978。 8。 ―冊 (カゾョ);22
Cm

昭和54年度
175。 1/J52        閉架一般

~      
閉架和         0094097433

寺院境内還付法律案制定の請願に闘する参考書 /佛教各宗僧俗同志會編輯.― 東京 :佛教各宗僧俗
同志會 ,1912.10。 -147p;23cm
185。 1/B87         閉架一般        閉架和         0094097482

現行寺院及教會法講義 ノ西野雄治著.― 東京 :松華堂 :日英堂 ,1914.3。 -2,1,10,183,21,117p

; 22cm

185。 1/N85         閉架一般        閉架和         0094096682

明治時代に於ける教会浄化関係史料 ノイヽ沢三郎著.― 東京 :日本プロテ簿ント史研究会 ,1959.9。 -3
0p;21om.― (日 本プロテスタント史研究シリいガ 2)
198。 3/097         閉架一般        閉架和         0094098803

公職選挙法逐条解説 /中村啓一,芦田一良共著:… 改訂新版.― 東京 :政経書院 ,1963.9.-7,
23, 3, 1386p ; 22cm

314.8/N37         閉架一般        閉架和         0094095569

逐条解説個人情報保護法 /総務庁行政管理局監修 .― 新訂版。‐東京 :第一法規出版 ,1991.2。 ―

17,395p ; 22cm

316.1/S039        開架T般      一 開架和         0094095791

公務員の争議行為と処分 /中村博著 .― 東京 :中央経済社 ,1971。 -278p;22m
317.3/N37         開架‐般        閉架和         009409554

公務員関係裁判例概観 :労働関係事件執務資料 /最高裁判所事務総局編.1東京 :法曹会 ,1976
。 - 129,20p ; 21cm
317。 3/SA21        1閉架‐般        閉架和         0094096484

消防法解説 /消防庁予防課編著.― 改訂.― 東京 :全国加除法令出版 ,1970.-508p;22cln
317。79/SH95    '  閉架一般  ■     閉架和       = 00製 096740

消防組織法の解説 /横山房郎編著.‐ 改訂版。―東京 :全国加除法令出版 ,1976.-17.椰

“

:2
2cm

317.79/Y79        開架一般       .閉 架和         0094098332



本館

書名 /著者名.― 版次.―

巻 次
請求記号   ヽ

***目 録 リ ス ト ***

出版 等.― 形態.=(シ リーズ名)

中央大學

閉架和

閉架和

閉架和

資料ID

ぎようせい ,1989.

0094099777

0094097029

22om
0094095551

, 1991。 8。 - 59p ; 21

0094096013

0094099629

1962。 2。 - 158p 3 22cln

0094098671

; 23om

0094100278

0094100286

3頁

318/J47/1989 閉架一般 閉獅

早わかり改正地方自治法のここがポイントノ公法問題研究会編.― 東京 :公務職員研修協会 ,1992:4

。 - 59p ; 21cm

閉架一般 閉架和

図書取扱区分 配架場所

地方自治関係実例判例集 /自治省行政局行政課編。―第10次改訂版.― 東京 :

7. - 2061p ; 16om

318。 1/K027

地方公務員法精義 /角田祀次郎著。―東京 :学陽書房 ,1955。 12e-426p;
318.3/TS82        閉架一般        閉架和

自治会、町内会等法人化の手引 /地縁団体研究会編集。―東京 :ぎょうせい

Cln

318:8/C42 閉架和

320。 3/SU16/1

下巻

閉架二般

町内会・自治会モデル規約 :条文と解説 /東海自治体問題研究所町内会・自治会研究部会編。―東京

自治体研究社 ,1991。 4.-61p;21cm
318.8/T028 閉架一般        閉架和 0094096021

新法學辞典 /末川博編.… 東京 :日本評論社 91937-1938。 -2冊 ;23cm

上巻
閉架二般 閉架和 0094099637

320。3/SU16/2      閉架一般        閉架和         0094099645

特別研修叢書目録 :特別研修講師・講題,覧 /日本弁護士連合会特別研修委員会編。―改訂。―東

京 :自本弁護士連合会 ,1984。 7。 -44p;21cm
320。31/N77        閉架禁帯出      開架和        0094098589

320。 4/C66 閉架一般

民事法特殊問題の研究 :道工隆三先生還暦記念論集.― 東京 ,酒井書店 ,

320:4/D83         閉架一般        閉架和

京都帝國大學法科大學卒業論文集.― (京都):(京都法學會),19二。-1冊

五十周年記念論文集 /片山金章編輯代表・
―東京 :

法律之部

開架一般

閉架一般

, 1935。 11。 - 2,2,641p ; 23cm

320.4/KY6         閉架一般        閉架和         0094100500

穂積先生還暦祝賀論文集 /牧野英‐編.― 東京 :有斐閣書房 ,1915.7.-2,1186p;23cm
320:4/MA35        閉架二般        閉架和         0094096112

特別研修叢書 /日本弁護士連合会編:― 東京 :日本弁護士連合会 ,1973-.― 冊 :21cln

昭和57年度
320。4/N77/1982     開架一般        閉架和         0094100260

昭和58年度上巻
32o。 4/N77/1983(1)

昭和58年度下巻
320。 4/N77/1983(2)



本館

書名 /著者名.… 版次.―

巻 次
請求記号

昭和59年度上巻
320。 4/N77/1984(1)

昭和59年度下巻
320。 4/N77/1984(2)

昭和60年度上巻
320。 4/N77/1985(1)

昭和60年度下巻
320。 4/N77/1985(2)

*** 目 録

出版 等.― 形態。―

図書取扱区分

閉架一般

閉架一般

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

閉架和

閉架和

資料 ID

0094100294

0094100302

0094100310

0094100328

1967.-2冊 ;22cm

0094096088

4頁

閉架一般        閉架和

閉架一般        閉架和

ノ三ケ月章(ほか)編 .― 東京 :有斐閣

閉架ず般        開架和

裁判と法 :菊井先生献呈論集

上
320.4/SA17/1        、

下  :
320.4/SA17/2      開架一般        閉架和         0094096096

法理学及国際法論集 :恒藤博士還暦記念 /田岡良一編.… 東京 :有斐閣 ,1斜 9。 -390p;21cm

320。4/TA89        閉架一般        閉架和         0094096104

早稲田大学創立七十周年記念法学論文集 ノ早稲田大学法学会編。―東京 :早稲田大学法学会 .,195

3.T312p図版 ;22cm
320.4/W41         開架一般        閉架和         0094096534

横田博士還暦教授25年祝賀記念論文集 /山岡萬之助編.― 東京 :清水書店 ,1921:12。 -8;615t18

p ; 23cm                         ‐

320。 4/Y78         閉架‐般        閉架和         0094096146

交通法・通信法 /園部敏,植村栄治著.― 新版.― 東京 :有斐閣 ,1984。 2。 -415:8p;22meニ

(法律学全集 15-1)
320。8/H89/15(1)     開架一般        閉架和         0094095445

保険法 /大森忠夫著.― 補訂版。―東京 :有斐閣
Ⅲ
,1985。 9.… 2,4,38616p;22cm.― (法律学全

集 31)

320。 8/H80/31       開架一般        閉架和         0094094786

判例総覧(良事編刑事編)特輯判例要旨集 /帝国判例法規出版編集部編。―東京 :帝国判例法規出版

ネ土 , 1963. ■ 340, 116p ; 21cm
320.98ノ129        閉架禁帯出

‐     閉架和        0094098209

判例総覧.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1948-.― 冊 :η cln

民事編:総索引1-10

320。 98/H29/A(1-10)    閉架禁帯出       開架和

判例総覧 /鈴木潔,中国四郎共編.― 東京 :

民事編:総合総索引1-30上

320.98/H20/A(1-30)1   閉架禁帯出

民事編:総合総索引1-30中

320。 98/H29/A(1-30)2    閉架禁帯出

帝国判例法規出版社 ,1977.3。

閉架和

0094097797

-冊 ;22cm

0094098159

0094098167閉架和



本館              *** 目 録

書名 /著者名。―版次。―出版 等.― 形態e―

巻 次
請求記号         図書取扱区分

民事編:総合総索引1-30下

320。 98/H29/A(1-30)3 閉架禁帯出

判例総覧.… 東京 :帝国判例法規出版社 ,1948-.

民事編:総索引1-5

資料 ID

0094098175

0094097789

0094097805

0094097813

0094097821

1977.3。 ―冊 ;22om:

‐0094098183

0094098191

0094097532

0094097623

0094097631

0094097649

0094097656

0094097664

0094097672

0094097680

0094097698

320。 98/H29ハ (1-5)

民事編:総索引11-15

320。 98ノ H29/ム (11-15)

民事編:総索引16,20

320。 98ノⅡ29/A(16-20)

民事編:総索引21-25

320:98ノ H29/A(21-25)

320。 98ノ H29/1

民事編:第10巻

320。 98ノ H29/10

民事編:第11巻

320.98ノ H29/11

民事編:第12巻

320。 98/H29/12

民事編:第13巻

320.98/H29/13

民事編:第14巻

320。 98/H29/14

民事編:第15巻

320。 98ノⅡ29/15

民事編:第16巻

320'98/H29/16

民事編:第17巻

320。 98/H20/17

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

閉蜘

―冊 ;22釧

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

:帝国判例法規出版社 ,

閉架和

開架和

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

開架和

開架和

5頁

閉架禁帯出

閉架禁帯出

閉架禁帯出

閉架禁帯出

判例総覧 /鈴木潔,中田四郎共編.… 東京

民事編:総合総索弓131-39
320。 98/H29ハ (31-39)   閉架禁帯出

民事編:総合総索らに0-47

320.98/Ⅱ29/A(40-47) 閉架禁帯出

判例総覧。―東京 :帝国判例法規出版社 ,1948-.― 冊

民事編:第1巻

脚
軋
姉

。，
　

閉閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般 閉架和



本館 ***目 録 リ ス ト ***

書名 ノ著者名.― 版次.― 出版 等。―形態.― (シ リーズ名)

巻 次
請求記号

民事編:第18巻

図書取扱区分      配架場所

320`98ノH29/18      閉架=般

民事編:第19巻

320。 98/H29/19      閉架一般

民事編:第2巻

320。 98/H29/2      閉架一般

民事編:第20巻
320。98/H29/20      閉架一般

民事編:第21巻

閉架和

6頁

閉架和

閉架和

閉架和

320.98ノH29/21      閉架一般        閉架和         0094097730

民事編:第22巻

320.98/1129/22´     閉架一般        閉架和         0094097748

民事編:第23巻

320。98/H29/23      閉架一般        閉架和         0094097755

民事編:第4巻
320。98/H29/24      閉架一般        閉架和         0094097763

民事編:第25巻

320。98/H29/25      閉架一般        閉架和         0094097771

判例総覧.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1965-.― 冊 ;22帥

民事編:第26巻

320。 98ノ H29ノ26      閉架一般        閉架和         0094097839

民事編:第27巻

320。98/H29/27      閉架一般

民事編:第28巻

320.98/H29/28      閉架一般

民事編:第29巻

320。 98/H29/29      閉架一般

閉架和

閉架和

閉架和

判例総覧.=東京 :帝国判例法規出版社 ,1948-。 ―冊 :22cln

民事編:第3巻

320。 98ノH29ノ3      閉架一般 閉架和 0094097557

判例総覧.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1965-.― 冊 ;22cm

民事編:第30巻上
320。 98/H29/30(1)    閉架一般

民事編:第30巻下
320.98/1129/30(2)    開架一般

閉架和

資料 ID

0094097706

0094097714

0094097540

0094097722

0094097847

0094097854

0094097862

0094097870

00940M888閉架和



書名 ノ著者名。―版次.

巻 次
請求記号

民事編:第31巻

320。 98/H29/31      閉架一般

民事編:第32巻

320.98/Ⅱ29/32      閉架一般

民事編:第33巻

320。 98ノH29/33      閉架一般

民事編8734巻
320。98/H29/34      閉架一般

民事編:735巻
320。 98ノ H29ノ35      閉架一般

民事編:第36巻上
320,98/H29/36(1)    開架一般

民事編:第36巻下
320.98/H29/36(2)    開架一般

民事編:第37巻

320,98ノH29/37      閉架‐般

民事編:第383上
320。 98ノH29/38(1)    閉架一般

民事編:第38巻下
320。 98/H29/38(2)    開架一般

民事編:第39巻上
320.98/H29/39(1)    開架一般

民事編:第39巻下
320。 98ノ H29ノ39(2)    開架一般

判例総覧。―東京 :帝国判例法規出版社 ,1948-.
民事編:第4巻

320。 98/H29/4      閉架一般

判例総覧.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1965-.
民事編:第40巻上
320.98/H29/40(1)   開架一般 :

民事編:第40巻下
320.98/H29/40(2)

民事編:第41巻上
320。 98ノH29/41(1)

民事編:第41巻下
320。 98/H29/41(2)

閉架一般

閉架一般

閉架一般

***目 録 リ ス ト ***

―出版 等 .― 形態.― (シ リーズ名)

図書取扱区分      配架場所

閉蜘

閉架和

閉獅

閉架和

脚

閉架和

閉架和

閉架和

閉抑

閉架和

閉鰤

開架和

―冊 ;22cm

閉獅

―冊 ;22cm

閉知

閉架和

閉架和

開架和

資料 ID

0094097896

0094097904

0094097912

0094097920

00嘔翼‖】97鵬

0094097946

0094097953

0094097961

0094097979

0094097987

0094097995

0094098001

0004097565

0094098019

0094098027

0094098035

0094098043



本館

書名 /著者名.― 版次.

巻 次
請求記号

*** 目 録

出版 等。―形態.―

図書取扱区分

閉架一般

閉架一般

閉架二般  ‐

閉架一般

閉架一般 =

閉架一般

開架一般

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

閉架和

閉卿

閉獅

閉靭  i

閉架和

閉架和

閉架和  ~

開架囃I ´

資料 ID

0094098050

0094098068

0094098076

0094098084

0094098092

0094098100

0094098118

0094098126

-冊 t;・ 22m

0094098134

0094098142

0094097573

0094097581 :

0094097599

0094097607

0094097615:

0094095924

8頁

民事編:第42巻

320:,98/H29/42

民事編:第438上
320ざ 98/H29/43(1)

民事編:第43巻下
320:98/H29/43(2)

民事編:第44巻

320。 98/H29/44

民事編:第45巻上
320198/120/45(1)

民事編:第45巻下
320198/H29/45(2)

民事編:第46巻上
3201'98/H29/46(1)

民事編:第46巻下
320:98/H29/46(2)

判例総覧 /鈴木潔,

民事編:第47巻上
320.98ノ H29/47(1)

民事編:第47巻下
320.98/H29/47(2)

判例総覧。―東京 :

民事編:第5巻

320.98/Ⅱ 29/5

民事編:第6巻

320。 98ノ l129/6

民事編瑚郭巻
320。 98ノH29/7

民事編瑚郭巻
320.98/H29/8

民事編:第9巻
320:98ノ H29/9

閉架一般

中国四郎共編。,東京

閉架一般

閉架一般

帝国判例法規出版社 ,

閉架■般

:帝国判例法規出版社 ,1977.3。

閉架和

閉輸

1948-. ― ・「U・ ; 22cm

閉獅

●

判例解説 ノ林修三著.

行政法編 1

320。 98ノH43/1

閉架二般

閉架一般

開架一般
i

閉架一般

―東京 :ぎょうせい

閉架一般

閉知

閉獅

閉姉

閉架和
~

,1988-1993.‐ 冊 ; 22cm

閉架和



本館             *** 目 録

書名 /著者名.― 版次。,出版 等.=形態.―

巻 次

請求記号

行政法編 2

320.98ノ H48/2

行政法編 3

320。 98/H48/3

行政法編 4

320。 98/H48/4

図書取扱区分

閉架‐般

閉架一般

閉架一般

り :ス  ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

閉架和

開架和

閉架和 i

資料 ID

0094095932

0094095940

0094095957

, 1954.3. - 10, 731, 22

0094098266

, 1958。 - 807p ; 22cm. "

‐
    0094098308

2冊 ;22crn.― (法律学説

0094099959

0094099942

1950。 5。 ―冊 :22cln。 ,

0094099975

0094099967

1951。 ―
.冊

:・ 22cm.・ ―

0094099991

0094099983

1954-1964. - 410 , 22om.

0094100005

1965,:‐ 冊 ;22cm:二 (法

9頁

320。 98/H89 閉架一般

商法商行為編 /田中誠二 ;高窪喜八郎編著.― 東京 :中央大学出版部

(法律学説判例総覧 26)
320.98ノ H89 閉架二般 閉架和

商法会社編 /鈴木竹雄 〔ほか〕編。二東京 :中央大学出版部 :1952.

判例総覧)

下
320.98/H89

上

320。 98/H89

改正刑法各論 /高窪喜八郎,草野豹二郎編。―東京 :

(法律学説判例総覧)

下巻

刑法線論學説判例綿覧 /高窪喜八郎,久程田益喜編。
p;21cm。 ―(法律学説判例総覧)‐ =

閉架一般

閉架一般

320。 98/H89

上巻
320。 98/H89

閉架二般

閉架一般

閉架一般

開架一般

―東京 :中央大學

閉架和

閉架和

閉架和

中央大学出版部

閉架和

閉知

閉獅

:中央大学出版部 ,

閉架和

中央大学出版部 ,

閉架和

閉架和

刑事訴訟法 /高窪喜八郎,久礼田益喜編著.・ 東京 :中央大学出版部 ,

(法律学説判例総覧)

下    :
320。 98/H89

上
320。 98/H89

刑事訴訟法 /高窪喜八郎,久礼田益喜編著.=東京
―(法律学説判例総覧 6-8)
追録
320。 98/H89 閉架一般

民事訴訟法 /升本喜兵衛,金子文六編著.― 東京 :

律学説半J例総覧)

下1:
320。 98/H89 閉架一般 0094100062



本館 ***目 録 リ ス ト ***

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態。―(シ リーズ名)

巻 次
請求記号

下2

320。 98/H89

上 1

320。 98ノH89

」L2
320。 98ノH89

上3

320。 98ノH89

中

10F式

閉架和

脚

閉輸

脚

320.98ノH89       閉架一般        閉架和         0094100054

工業所有権法 /高窪喜八郎,滝野文三編
`―

東京 :中央大学出版部 ,1962.6.-1072‐ ,3p122cm.
―(法律学説判例総覧)

320。 98ノH89        閉架一般        閉架和        ‐0094100088

会社更生法 /だ 屋ヽ敏一編.― 東京 :中央大学出版部 ,1970-.― 冊 ;22cln.― (法律学説判例総覧
)

下
320。98/H89       閉架一般        閉架和        0094100120

上
320,98/H89       閉架一般        閉架和   :     0094100096

中1

320。98/189        閉架一般        閉架和         0094100104

中2

320。腱/H89‐        閉架一般        閉架和         00髄 100112

労働法.「 東京 :中央大学出版部 ,1959-1965,■ 4冊 t22帥ご―(法律学説判例総覧 29-31)
下
320。 98ノH89       閉架‐般        閉架和         0094100492

労働法 ノ升本喜兵衛,中村武,横井芳弘編著。―新版.― 東京 :中央大学出版部 ,194-(1965).
-2冊 ;22帥.,(法律学説判例総覧)

上 1              :
320。 98ノH89ハ (1)     閉架一般        閉架和         009409t8290

上 2

320。 98ノⅡ89/1(2)     閉架一般        閉架和         0094098282

民法債権総則編 ノ自羽祐三編 .― 新版 .― 東京 :中央大学出版部 ,1971-鰹鶴。-3冊 ;22cln.―

(法律学説・判例総覧)

下
320.98/H89/13      閉架一般        閉架和         0094100013

図書取扱区分      配架場所

開架‐般

閉架‐般

閉架■般

閉架一般

資料 ID

0094100070

0094100021

0094100039

0094100047



本館             *** 目 録

書名 ノ著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態.―

巻 次
請求記号         図書取扱区分

破産法 /高窪喜八郎編.― 東京 :法律評論社 ,

第13巻 )

下
320。 98/H89/13(2)

閉架一般

リ ス  ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

1934。 3.-2冊 ;23om.―

11覇式

閉架一般 閉架和

資 料 ID

(法律学説・判例総覧

0094099934

最高裁判所判例解説索引.― 東京 :法曹会 ,1973.-2o5,126p:22cm
民事篇・刑事篇
32o。 98/SA21       閉架‐般        閉架和         0094098696

法の根本的考察 /佐 木々惣一(著);佐 木々惣一博士米寿祝賀記念刊行会編.― 京都 :佐 木々惣一

博士米寿祝賀記念刊行会 ,1965。 2。 -244p;22cm
321/SU75         閉架一般        閉架和         009409615o

法律學の慣値に関する懐疑 ノ田村徳治著。―東京 :弘文堂書房 11927。 11。 -8,196p;23om

321/TA82 閉架一般 閉架和         0094096963

-2119,114p;17cm.― (ポ ケット法律シリ,ガ慣習法 /下山伊三郎著 .一 大阪 :布井書房 ,1960。 11.

8)

322。 8/SH55        閉架一般        閉架和         0094097227

最新肖像権関係判例集 /大家重夫編著.― 東京 :ぎようせい ,1989。 4.-10,943,4p;22crn
323/031          閉架一般        閉架和         0094099611

帝国憲法論 :全 /市村光恵著.― 改訂増補第7版 .― 東京 :有斐閣 ,1921.1-491,12,1009p;23
Cm
323。 13/115 閉架和

皇國憲法 ノ寛克彦述 ;金森豊編集。二増補改訂 .

; 23cm

―東京 :東京プリント刊行會 ,1986.9。 -10,341p

323.13/KA24 閉架一般 閉架和

帝國憲法講義 /佐藤丑次郎著.― 訂補17版。―東京 :有斐閣 ,

閉架和

0094097441

0094097060

1938。 6。 - 4, 10, 375p : 23cm
0094095668323.13/SA35

帝國憲法 全 /上杉倶吉講述.

323.13/U47

閉架一般

…東京 :学生共同刊行會
開架‐般

, 1924。 4。 - 4,280p

閉架和

t 22cn

憲法 /阿部照哉編:― 東京 :日本評論社 ,1976.-367p:21om.… 伴J例と学説
323。 14/112        開架一般        閉架和    _

憲法判例の研究 /長谷川正安著.― 東京 :勁草書房 ,1956。 -324,9p;21cln

0094097052

1)

0094095692

323。 14/H36        閉架一般        閉架和         0094095676

憲法判例の体系 /長谷川正安著.― 東京 :勁草書房 ,1966。 -466,16p321cln

323.14/H36        閉架二般        閉架和

憲法逐条講義 /水木惣太郎著.― 東京 :有信堂 ,1964.-538,14p;22cln。
323.14/M195

現代憲法問題 /野上修市 ,

323.14/N93

閉架和

東京 :明好社 ,1971。

閉架和

0094095684

-(憲法学研究 4)
0094095767

- 338p : 20om
‐
               0094095650

閉架一般

小林弘人著。=
閉架一般



本館           *** 目 録 リ ス ト ***

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態.― (シ リーズ名)

巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所

最高裁判所憲法判例集 /最高裁判所事務総局編.… 復刻版.二 東京 :法曹会 ,

第1巻

323。 14/S121/1

第6巻

323.14/SA21/6

閉架和

閉架和

憲法25講 :参照条文つき /綿貫芳源,高原賢治編。―東京 :有斐閣 ,1974`

(有斐閣双書 入門0基礎知識編)

閉架和

19726 ~ 288p :

閉架和

閉架一般

閉架一般

12葬弐

資料 ID

1990.2. - 611 ; 22

0094095726

0094095734

- 230p ; 19om. ―

.0094095700

20om.‐ (現代の人権双

323.14/W46 閉架一般

自由に生きる権利 /Jヽ林孝輔著。―京都 :法律文化社 ,

書 4)

323。 143/K012 閉架一般 0094095775

津地鎮祭違憲訴訟 :精神的自由を守る市民運動の記録 ノ津地鎮祭違憲訴訟を守る会編.― 東京 :

新教出版社 ,1972。 3。 -448,14p8図 ;螂∞
323。 143/TS13 閉架一般 閉架和 0094095783

改正法例の解説 ノ南敏文著.― 東京 :法曹会 ,1992.5.-264p;22cm.― (新法解説叢書 11)
323。 149/M137       閉架一般        閉架和         0094095742

行政法判例 ノ広岡隆(ほか)編 ;阿部泰隆(ほか)執筆.

22p;19cm。 ―(有斐閣双書)

323。 9/G99 閉架一般

―新版.… 東京 :有斐閣 ,1987。 4.-10,3

閉架和         0094099769

行政関係判例解説 ノ行政判例研究会編.― 東京 :

昭和62年

323.9/G99/1987

昭和63年
32319ノG99/1988

平成元年
323.9/G99/1989

平成2年

323:0/G99/1990

平齢 年
323。 9/G99/1991

閉架二般

閉架一般

: 
閉架一般

閉架一般

閉架二般

ぎょうせい ,(19-).

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

有斐閣 ,

閉架和

―(東京):
上巻)

閉架和

―冊 ;22cln

0094095833

0094095841

0094095858

0094095866

0094095874

1951‐ 1952c― 冊 ;22cm

0094095718

(法務府民事訟務局),(1952).―

●

日本国行政法要論 ノ渡邊宗太郎著 ..… 改訂。―東京 :

下巻  :
323。 9/W46/2 閉架一般

国家賠償事件を中心として /(法務府民事訟務局編).

2,498p;21cln.― (国に対する損害賠償請求事件
323。 96/H83/1 閉架一般 0094098340
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一般の民事損害賠償事件 /(法務府民事訟務局編).― (東京):(法務府民事訟務局),19-.… 2,

456p:21cln.― (国に対する損害賠償請求事件 下巻)

323。 96/H83/2       閉架一般        閉架和         0094098472

行政争訟編 ノ石葉光信,小林茂郎著.― 新修。―東京 :酒井書店 ,1972。 -10,430,26■ :22om.

・ (註解書式全書)

323.96/171        閉架一般        閉架和         0094097284

注釈行政事件訴訟法 ノ南博方編.― 東京 :有斐閣 ,1972.2。 -440p;22om
323。 96/M137        閉架一般        閉架和         0094098357

国家賠償訴訟の実務 ノ村重慶一,宗宮英俊編著.― 東京 :新日本法規 ,1993。 1。 -650,8p;22cln

323.96/MU58        閉架二般        閉架和         0094099918

解説公共用地取得特別措置法 /メ II島博編著 .

323。 97/KA97 閉架一般

注釈借地借家法 /広中俊雄編集.― 新版。―

(注釈民法 /谷口知平 (ほか)編集代表
324/C67ハ 5A        閉架一般

最高民集:二 東京 :有斐閣 ,1962-。 ―冊

(昭和22-24年度)-42(昭和41年度))

第19巻

13頁

22cln.― (国家

0094095809

-6冊 :21m

0094095882

0094095890

0094095908

0094095916

閉架和

二東京 :全国加除法令出版
閉架和

東京 :有斐閣 ,1993.10。 ―

15:別冊)

閉架和         0094098969

;22cln.― (判例民事法 /東京大学判例研究会編纂 25

国家賠償法の判例 /西村宏一(ほか)編 e― 東京 :日 本評論社 ,1988.1。 -388p:

補償法大系 /西村宏―(ほか)編 3)
323。 96/N84        閉架‐般        閉架和

主要行政事件裁判例概観 ノ最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1988-1992.

3地方自治関係編
323。96/SA21/3      閉架一般        閉架和

4公物・営造物・公企業関係編
323。 96/SA21/4 閉架一般 閉架和

5警察・公用負担・農地関係編
323。 96/S121/5 閉架一般 閉知

6選挙関係・その他の行政事件編
323.96/SA21/6 閉架一般 閉架和

行政救済法 ノ杉村敏正編。―東京 :有斐閣 ,1990.1lL1991。 3。 -2冊 ;22crn

1

閉架和323.96/S139/1

2

323.96/SU39/2

324/H29/41

第20巻

324/H29/42

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架和

0094095817

0094095825

, 1962: - 276p ; 19cm
0094095759

10,821-1010p ; 22cm. ―

0094093531

0094093549閉架和
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物権。―東京 :岩波書店 ,
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324/184/1
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1930。 5。 -292,5p:23cm.,(民 法研究 /鳩山秀夫著 第2巻)

閉架一般        閉架和         0094093481

0094093473

閉架一般

―東京 :有斐閣 ,1926。 -641p:23cln

閉架和         0094098399

14頁

債権各論。,東京 :岩波書店 ,1930。 6.-384,8p;23om.― (民法研究 ノ鳩山秀夫著 第盤釣
324/H42/4         閉架一般        閉架和         0094093499

民法研究 ノ石田文次郎著.― 東京 :弘文堂書房 ,1934。 -512p;23cm
第1巻

324/172/1        閉架一般        閉架和

改纂民法研究 ノ石坂音四郎著.― 第五版 .

下巻
324/184/2 閉架一般

実体法と手続法の交錯 :山木戸克己教授還暦記念 ノ
発起人会.― 東京 :有斐閣 ,1974-1978。 -2冊 :

上

324/」55/1 閉架一般

民法に於ける事情愛更の原則 ノ勝本正晃著.― 復版。―東京 :有斐閣
: 23cm

324/KA88         閉架一般        閉架和

民法・著作権法上の諸問題 /勝本正晃著.― 東京 :倉J文社 ,1974.2。 ―

研究 /勝本正晃著 7)
324/K188         閉架‐般        閉架和

民法研究 ノ勝本正晃著
`―

東京 :巌松堂書店 ,1932.9-.― 冊 3 23om

第1巷

324/K188/1  i     閉架一般        閉架和

有斐閣 ,1924.-799p323om

閉架和         0094098407

編集代表:山本戸克己教授還暦記念論文集刊行
肖像 ;22crn

閉架和 0094096120

, 1971。 12. - 39,1006,34p

0094096799

115,872p;22cln。 ―(民法

0094099595

第2巻

324/K188/2

齢
324ノKA88/3

第4谷

324/K188/4

第略
324/KA88/5

閉架一般 閉架和

閉架一般        閉架和

閉架一般

閉架一般

0094093424

0094093432

0094093440

0094093457

∞
…

続要件事実の再構成 /三井哲夫

閉架和

閉架和

法律要件分類説の修正及び醇化に関する若千の具体的事例に就て

著.=東京 :法曹会 ,1979.8。 -156p;21cm
324/M163 閉架一般 鰤 ∞撻0蠍53
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民法論文集 /中島玉吉著 .― 東京 :金刺芳流堂 ,1915。 2・ 1922。 9。 -2冊

(正 )

324/N34          閉架一般        閉架和

民法繹義 ノ中島玉吉著.― 訂正7版 .― 東京 :金利芳流堂 ,1917.う―
.

巻之1

324/N34/1         閉架一般        閉架和

資料 ID

23om   .

0094098381

- 11 ; 22cm

0094097508

; 23om

0094097516

民法繹義 ノ中島玉吉著.― 訂正再版c― 東京 :金刺芳流堂 ,1915.3.-2,甲師

巻之2上
324/N34/2(1)      閉架一般        閉架和

● 民法繹義 /中島玉吉著.― 東京 :金刺芳流掌 ,1916。 10。 ―冊 ;22cm

巻之2下            :
324/N34/2(2)      開架一般        閉架和         0094097524

婚約 /国府剛著,― 第2版 ,増補.― 東京 :一粒社 ,1986,7.― υil1129p;21cllR.― (叢書民法総

合判例研究 /民法総合判例研究刊行会編 第3巻 44)

324/S063/44        閉架一般        閉架和         0094093812

電覇詔
'デ

煮法認‰鵬√予基調 )'甲 '・

~ぽい;2帥 .… 職
言号
郡

324/S063/45        閉架一般        閉架和         0004093820

婚姻の無効./右近健男著.― 第2版 ,:増補.「 東京 :一粒社 .1986.7。 ■ui,102p;21cln.― (叢

書民法総合判例研究 ノ民法総合判例研究刊行会編 第略 48)

324/S063/48        閉架一般        開架和         0094093804

私法論文集 ノ松本熱治著.二 東京 :巌松堂書店 ,1916。 1-t― 冊 :23cm

第1巻

324.04/MA81/1      閉架一般        閉架和    ・1   0094093572

第2巻

324。 04/MA81/2 閉架一般 閉架和

民法雑考 ノ末弘厳太郎著,― 東京 :日本評論社 ,1932.3.-267p:19cm
324。 04/SU16        閉架一般        閉架和

契約(2);事務管理 ;不当利得 ;不法行為 /

751-1369,43p:22clne― (注解判例民法 3。仁珀・拝濡F:ち計諮 :

:閉
獅

0094093580

0094097078

1989。 5。 - 6,15,4,

0094093556

887, 45p 3 22cme

0094093564

0094094091

324.098/C64/3 閉架一般

親族法・相続法 /林良平,大森政輔編.… 東京 :青林書院 ,1992.7.-6,40,
―(注解判例民法 4)

324。 098/SA21

324'098/C64/4 開架一般 閉架和

商法,同施行法,手形・小切手法,菖商法 /最高裁判所事務総局(編),一 東京 :最高裁判所 ,1952.10

。-853p;21cm.― (大審院民事判例要旨集 /最高裁判所事務総局(編))

閉架二般 閉架和
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最高裁判所裁判集(民事)要旨集
3-. - 11 : 21om

商法編
324。 098/SA21

民臨 下
324。 098/SA21

民法編 上
324。 098/SA21

最高裁判所判例解説 :民事篇
索引昭和29～55年度
324。 098/SA21

諸法編:上

324:098/SA21/1

324。 098ノ SA21/1971

昭和47年度
324。 098/S121/1972

昭和48年度
324.098/SA21/1973

昭和49年度
'

324。 098/SA21/1974

***目 録 リ ス ト ***
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図書取扱区分      配架場所

/最高裁判所判例調査会編.… 東京 :

資料 ID

最高裁判所判例調査会 ,199

16要弐

諸法編 /最高裁判所事務総局 (編).… 東京 :

判例要旨集 ノ最高裁判所事務総局 (編))・

上
324:098/SA21/1 閉架一般

民事裁半J例総索引 /最高裁判所事務総局編。―

閉架禁帯出

最高裁判所高等裁判所民事判例要旨集 ノ最高裁判所事務総局編。―東京
95-。  - 11 ; 21cm

(昭和22-27年 )

324。 098/SA21/1947-1952  閉架一般

昭和28-32年

324。 098/SA21ハ 953-1957 閉架一般

昭和33-37年

324。 098/SA21/1958-1962 閉架一般・

昭和38-42年    :      、    1
324。 098/SA21/1963-1967 開架一般

民事裁判例索引 ノ最高栽llJ所事務総局編.■ 東京 :

昭和46年度          ~    ′

閉架和

閉架和

閉架一般

閉架一般

閉架禁帯出

/法曹会編.―

閉架禁帯出

開架禁帯出

閉架禁帯出

閉架禁帯出

閉架禁帯出

閉架和

閉架和

閉架和

東京 :法曹会 ,1955-.

閉架和

最高裁判所 ,1954。 3。 ―

閉架和
‐

東京 :法曹会 ,1976。

開架和 :

閉架和

閉架和・

法曹会 ,1974-1

閉架和
´

閉架和 .

開架和 .

閉架和

0094099819

0094099801

0094099793

-冊 ;22釧

0094100153

冊 ;21m.― (大審院民事

0094094109

-2冊 ;22cln

0094099827

:最高裁判所事務総局 ,

0094094059

0094094067

0094094075

0094094083

-冊 ;21釧

0094097086

0094097094

0094097102

0094097110
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最高裁判所判例解説 :

昭和54年度
324.098/SA21/1979

昭和55年度
324.098/SA21/1980

最高裁判所判例解説 :

昭和56年度
324。 098/SA21/1981

昭和57年度
324。 098/SA21た 982

昭和58年度
324.098/SA21/1983

昭和59年度
324。 098/SA21た 984

昭和60年度
324。 098ノ SA21ノ 1985

民事篇 /法曹会編.― 東京

閉架一般

閉架一般

民事篇 /法曹会編.― 東京

閉架一般

閉架二般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

民事裁判例索引 ノ最高裁判所事務総局編.― 東京

昭和61年度
324。 098/SA21ハ 986     閉架禁帯出

最高裁判所判例解説 :民事篇 /法曹会編。―東京

昭和61年度         ≒

324.098/SA21/1986    閉架一般

民事裁判例索引 ノ最高裁判所事務総局編.… 東京

昭和62年度             `
324.098/SA21ハ 987     閉架禁帯出

最高裁判所判例解説 :民事篇 /法曹会編.二 東京

昭fr熙年度
324。 098/SA21/1987    開架二般

民事裁判例索]1/最高裁判所事務総局編.― 東京

昭和63年度          :
324。 098/SA21/1988     閉架禁帯出

最高裁判所判例解説 :民事篇 /法曹会編:一 東京

昭和63年度
324.098/S121/1988 閉架∵般

民事裁判例索引 ノ最高裁判所事務総局編。―東京

平成元年度
324。 098/SA21/1989 閉架禁帯出 閉架和

配架場所

法曹会 ,1955-.

開架和

閉獅

法曹会 ,1986‐ .

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

閉架和

―冊

―冊

法曹会 ,1974-.… 冊

閉架和

法曹会 ,1986-.― 冊

閉知

法曹会 ,1974-.― 冊

閉架和

法曹会 ,1986二:― 冊

閉架和

法曹会 ,1974-。 ―冊

閉架和

法曹会 ,1986-。 ―冊

閉架和

法曹会 ,1974-。 ―冊

資料 ID

22cm

0094100138

0094100146

22cm

0094100161

0094100179

0094100187

0094100195 :

0094100203

21om

0094097128

22cm

0094100211

21cm

0094097136

22cm        
‐

0094100229

21cm

0094097144

22cm

0094100237

21cln

0094097151
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18頁

図書取扱区分

最高裁判所判例解説 :民事篇 /法曹会編.― 東京 :

平成元年度
324.098/SA21/1989    閉架一般

324。 098/SA21/1990

最高裁判所判例解説 :

平虚 年度
324。 098/SA21/1990

配架場所        資料 ID

法曹会 ,1986-.― 冊 ;22cln

閉架和         0094100245

民事裁判例索引 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1974-。 ―冊 ;21cm

平虚 年度
閉架禁帯出       閉架和

民事篇 /法曹会編.― 東京 :法曹会 ,1986-.… 冊

閉架一般        閉架和

閉知

法曹会 ,1976.-2冊 ;

閉架和

- 70,396p ;

0094097169

3 22cm

0094100252

-(大審院民事

0094094117

22cln

0094099835

385p ; 23om

0094098415

-(ポ わ卜法律シトガ

0094097201

耕文社 ,1973。 5t…

0094096666

0094093523

- 341,6p ; 21o

0094094711

19cm

0094094208

, 1939。 4。 - 13,294p

0094096658

1981。 8。 - 359p ; 21o

0094096609

諸法編 /最高裁判所事務総局(編).T東京 :最高裁判所 ,1954。 3。 ―冊 :21m.
判例要旨集 /最高裁判所事務総局 (編))

下
324。 098/S121/2 閉架一般

民事裁判例総索引 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :

諸法編:下

324。 098/S121/2 閉架一般

最近大審院民法判例批評 ノ嘩道文藝著.― 京都 :弘文堂書房■ 1922.1.-8,‐

324。 098ノTE76       閉架一般        閉架和

権利濫用 ノ下山伊二郎著.― 大阪 :布井書房 ,1961.6.… 2,17,178p;17clne

12)

324.1/SH55        閉架一般        閉架和

公益法人の理論と実務 /公益法人実務研究会編著.― 新版改訂再版。―東京 :

472p ; 22cm

324。 12/K022        閉架一般        開架和

準法律行為諭 ノ児玉義史著 .― 東京 :酒井書店 ,1971.-440p;22cln
324。 14/K018        開架■般        閉架和

利益相反の先例・判例と実務 /中村均著.■ 東京 :金融財政事情研究会 ,1985◆ 7.

m

324.14/N37        閉架‐般        閉架和

時効判例要旨線攪 /平尾廉平編。
「

大阪 :大同書院出版 ,1953,10.
324。 16/H67        閉架一般        閉架和

消滅時効の法理と賞際 /風間鶴壽,千野國丸共著.― 大阪 :銀行問題研究会
; 23om

324.16/K199        閉架二般        閉架和

民事実務における時効 ノ埼玉弁護士会企画・編集 .

m

324。 16/SA24

―東京 :埼玉弁護士会 ,

閉架和閉架一般
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不動産法の研究 :半J例 /浅井清信著.― 東京 :立命館出版部 ,1938。 10。 ,2,4,408,12p:23

324。 2/183         閉架一般        閉架和         0094098986

不動産売買の契約締結にかかわる諸問題 ノ千葉県弁護士会企画・編集.一 千葉.:千葉県弁護士会 ,

1992。 8。 -604p;21om.― (関東十県会夏季研修会報告 平成4年度)

324。 2/C42         閉架一般        閉架和         0094096716

建築・請負 /遠藤浩,小川菜明編.― 東京 :青林書院 ,1989。 11。 -24,12o8p:22ome T(注解不

動産法 ノ林良平,遠藤浩,西村宏一輩修 2)
324。 2/C67/2        閉架一般        閉架和         0094098928

民法第百七拾七條 :概説 /土生滋穂著.― 東京 :同文館 ,1938。 4.-3,193p:23om.― (高岡

高商研究叢書 第1冊)

324。 2/Hll         閉架一般        閉架和         0094094000

温泉権の研究 ノメ|1島武宜(ほか)編著.― 東京 :勁草書房 ,1964-1980。 =2冊 122釧

(正 )

324。 2/K197/1

続
324。 2/K197/2

閉架和

閉架和

建売住宅・マンションの売買における売主の瑕疵修補義務について /下森定著.― 東京

ター,1984.3.-159p;21cm.― (住宅建設にかかる民事責任の研究 第1巻)

324。 2/SH92 閉架一般 閉架和

不動産判例集成 /菅生浩三編著.一 大阪 :清文社 ,1986-.― 冊 ,22cm

総論

開架‐般

閉架一般

閉架‐般        閉架和

閉架一般        閉架和

―東京 :一粒社 ,1978.5。 -2冊 ;21cln

19F護

0094096419

0094096435 .

:日本住宅総合セン

0094094125

0094098902

0094098910

324.2/SU49/1

賃貸借
324。 2/SU49/2

マンシヨンの法律 /玉田弘毅編 .

下
324。 2/TA76/2      閉架一般        開架和         00940畔 133

判例不動産取引法 /坪田潤二郎著.… 東京 3酒井書店 ,1964.-255p;22cm
324.2/TS19        閉架一般        閉架和         00940984ol

隣地通行権裁判例の研究 /沢井裕著.― 第2版 .… 東京 :一粒社 ,1974.-192,8p;19cm
324。 22/SA94        閉架ず般        閉架和    ,    0094093846

逐条説明改正区分所有法・不動産登記法1-東京 :新日本法規出版 ,1983.7。 -214p;21cm

324.23/C44        閉架一般        閉架和         0094093994

建物区分所有法の改正 /濱崎恭生著。―東京 :法曹会 ,1989。 8。 -18,601p;22oln.― (新法解説

叢書 8)
324。 23/H26        閉架一般        閉架和         0094093630
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閉架一般 閉架和

20】弐

0094094042

1986:3。  -738p

0094098606

1979。 4。 ‐336

0094098852

0094098795

0094096625

; 22cm

0094094273

0094098614

17cln.― (ポ わ卜法律河‐ガ

0094097219

図書取扱区分 配架場所 資料 ID

間答式改正区分所有法と登記実務の手引 /名古屋法務局事務改善研究会編.― 東京 :新日本法規出

版 ,1984.-515p;21cm
324323/N27        閉架一般        閉架和         0094097359

当事者間における所有権の移転
::分

析哲学的方法による研究の試み /´太田知行著.― 東京 :勁草
阜肇万亭 , 1963. - 6,336,12p ; 22om
324.23/081        開架二般        閉架和         0094098705

境界確定訴訟に関する執務資料 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1980.6。 -760p;,21

324。 23/SA21        閉架二般        閉架和         0094096674

空中権0土地信託・抵当証券 /丸山英気,鵜野和夫編著.― 東京 :清文社 ,1086。 12。 =203p;121cln

.― (都市問題ビミ■ル)

324。 25/MA59‐        閉架一般        閉架和         0094094141

入会権学説集 /1ヒ条浩編.― 東京 :徳川林政史研究所 ,1965.7‐ 1966.11.-12冊 ;22cm i l i

私法篇 下
324.28/H81/2      閉架二般        閉架和  '      0094093978

戦後入会判例集 /中尾英俊編.― 東京 :宗文館書店 ,1966.11.-225p表 ;18clne― (入会問題

資料叢書 第4)         |
324.28/N41        開架一般        閉架和         0094093960

水利植 /安田正鷹著.― 東京 :ヽ松山房 ,‐ 1933。 7.-4,4,14,460p;23cm
324129/Y62‐       閉架一般        閉架和 i

特殊担保 :その理論と実務 ′石井真司,西尾信二編.― 東京 :経済法令研究会 ,

; 22cm

324:3/175 閉架=般 閉架和

仮登記担保契約に関する法律執務資料 /最高裁判所事務総局編 .― 東京 :法曹会 ,

p ; 21cm

324.3/SA21 閉架●般   _ 閉架和

特殊担保・保証の実務 :間答式 /特殊担保・保証実務研究会編.― 東京
―。・ 1冊 (加除式);22cm                  ‐

324.3/T043        閉架一般        閉架和

:新日本法規出版 ,1988。 4

留置櫂論ノ
:薬
師寺志光著。―東京1三省堂 ,1935.4。 -4,276,4p。 ;23cm

324.31/Y16        閉架一般        閉架和

抵当証券の理論と実務 /藤原勇喜著.― 東京 :新日本法規出版 ,1986.5。 -369,7p

324。 34/F68 閉架す般 閉架和

判例根抵当法 /並木義夫著。―東京
'日

本評論新社 ,1959。 7:1-196,7p:19cm

譲渡担保 ノ下山伊二郎著.… 大阪 :布井書房 ,1961。 5.-2,21,156p;
11)

324。 35/SH55        閉架一般        閉架和



判例便覧詐害行為取消権 /荒木新五編著.― 東京 :商事法務研究会 ,1989。 11.

324.4ハ64         閉架一般        閉架和

ゴν会員権の理論と実務 /月風部弘志著.― 東京 :商事法務研究会 ,1990。 12.―

書名 /著者名 .― 版次。―

巻 次
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- 539p : 27om

0094093788

4, 16, 462, 22p

0094094307324.4/144 閉架一般 閉架和

現代会員契約法 :各種会員契約の法律問題 /今中利昭著.‐ 東京.:民事法情報υ夕=,1988.101-
6,239,7p ; 21cm

324。 4/144

終戦と債櫂関係 ノ勝本正晃著.

324。4/KA88      .

閉架一般 閉架和

有斐閣 ,1948.11.-7,440p;
閉架一般

履行補助者の研究 :履行補助者の過失に因る債務者の責任 /松坂佐一著.― 東京
39.4.=1,6,230p;23cm‐

′
=(京城帝國大學法學會叢刊 4)

0094098655324:4ノM187 閉架‐般 閉架和

保証の実務 :保証否認から求償まで ノ新潟県弁護士会編集.=新潟 :新潟県弁護士会 :,1993:8.‐

(序)。
-327p;22cm                           '.―

324`4/N72         閉架‐般        閉架和         0094096641

判例からみた安全配慮義務 /水戸弁護士会企画0編集:― 東京::埼玉弁護士会 ,1987.8。 ―,400p=

21cln.― (関東ギ県会夏季研修会報告 昭和62年度)

324。52/M162        閉架■般1        閉架和         0094096856

契約解除をめぐる諸問題 /新潟県弁護士会編==新潟 :新潟県弁護士会 ,1983.8。 -540,39pl;12

lёm

324。52/N72        閉架一般        閉架和         0094098754

判例契約解除法 /和田子一著.― 再版.一 大阪 :大同書院 ,1950。 12.-2冊 :23om

上巻
324.52/W12/1      閉架二般 :       閉架和  1      0094096815

.       0094003762i

22cln.― (民法研究 6)
0094093838

:岩波書店 ,19

下巻
324152/‖12/2 閉架一般

準契約及事務管理の研究:'/ガ 池ヽ隆一著。・ `東京
22cm。 ―(慶應義塾大学法学研究会叢書 H)
324.ち3/K031        閉架二般

不営利得の研究 ノ谷白知平著
「

―東京 :

324。 54ノTA87        閉架一般

閉架和  '

有斐閣 ,1949。 4.-4,■18,593,15p
閉架和

「

/乾昭三,平井宜雄編.― 東京

閉架和
l l

:有斐閣 ,1990.7。

シリユガ)      |
閉架和

:慶応義塾大学法学研究会 ,1962。 5。 ■16,290p;

閉知

0094096823

0094098622

; 22cm      ‐

0094093739

:有斐閣 ,1973。 ―

0094094844

-21,290p;19cm.― (有

: 1     0094094886

企業責任 :企業活動に因る法律的責任を問う
352,41;19cm:二 (有斐閣選書):
324.55/159 閉架一般

慰謝料Q8tA:く らしの相談室 /ノ‖端和治編.― 東京

斐閣選書 152.市民相談室別いガ シミンサウタ'″ツ
324.55/KA91 閉架一般
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工作物責任をめぐる諸問題 /長野県弁護士会編.― 長野 :長野県弁護士会 ,1985.-334p;21cm
324.55/N16        閉架一般        閉架和         0094094166

不作馬債槽論 /中島玉吉著.― 東京 :金刺芳流堂 ,1919.9。 -4,185p:23cln
324。55/N34        閉架一般        閉架和         0094093689

失火責任の法理と判例 ノ澤井裕著.=東京 :有斐閣 ,1989。 3.-345,8p;22cln
324.55/SA94        閉架一般        閉架和         0094094158

損害賠償範囲論 /鈴木貞吉著.― 東京 :公文社 ,1957。 10.-758p:22cm
324。55/SU96        閉架一般        閉架和         0094093713

不法原因給付の研究 /谷口知平著.― 東京 :有斐閣 ,1949。 -9,320p;21cln

324.55/TA87        閉架一般        閉架和         0094093747

日本親族法諭 ノ牧野菊之助著.― 改訂7版.=東京 :巌松堂 ,1920。 3。
-14,484p;23cm

324.6/1A35        閉架一般        閉架和         0094098647

親族法 相績法 ノ中川善之助著。―東京 :勁草書房 ,195015.-11,297,16p;19cm。 ―(民法大要
/中川善之助著)

32416/N32         閉架一般        閉架和         0094093515

日本親族法 :昭和十七年 /中川善之助著.― 東京 :日本評論社 ,1942.8。 -3,10,525,30p322c

324.6ノN32         閉架一般        閉架和         0094093895

氏と親権 ノ中村国一著.… 再版,・ 大阪 :大同書院出版 ,1952。 8.… 180p表 ;21cln

324。 6ノN37         閉架一般        閉架和         0094096492

家族法判例・文献集成 :戦後家族法学の歩み /太田武男編.― 東京 :有斐閣 ,1975-1982.2.-2
冊 ;22cln

(正 )

324.6/081ハ         閉架一般        閉架和

妻妾論 /中川善之助著.― 東京 :中央公論社 ,1936。 -292p;19cm
324.62/N32        閉架一般        閉架和

破綻主義離婚法の研究 :日本離婚法思想の展開 ノ浦本寛雄著.… 東京 :

19,uip ; 22cm

324.62/U84 閉架一般 閉架和

新しい養子法 :入門から戸籍・家事審判の実務まで ノ細川清著.,東京 :民事法情報W夕い,1988,
2.-263p;19cm.― (PLIC選書)

324.63/H94        閉架一般        閉架和         0094093887

改正養子法の解説 :昭和六二年民法等一部改正法の解説 /細川清著。
「

東京 :法曹会 ,1998:6。
-12,218p;22cln.― (新法解説叢書 13)
324.63/H94        閉架一般        閉架和         0094098945

養子制度の改正に関する執務資料 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1988.6.-391p;
21clo.― (家庭裁判資料 第139号 )

324.63/SA21        閉架一般        閉架和         00940m52

●0094094216

0094093853‐

有斐閣 ,1993.3。 ―χl15

0094098770
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親権(監護権)の帰すうが問題になった事件における子の福祉について ノ
ー東京 :法曹会 ,1987.10。 -383p;21cln
324。 64/KA35 閉架一般 閉架和

判例に現れたる親族会 /民事法判例研究会編纂。―東京 :有斐閣 ,1955。 -531‐756p;22cln.―
(判例民事法 /東京大学判例研究会編纂 別冊附録)

324.67/M144 閉架一般 閉架和

遺産分割における実務上の諸問題 /群馬弁護士会企画・編集.― (前橋)

. - 344p ; 21cm

324.7/G94 閉架‐般 閉架和

遺産分割の研究 /ガ 山ヽ昇(ほか)編 :― 東京 :判例タイムガ社 ,1973。 7.ァ
324。 7ノK097 閉架一般 閉架和

判例遺言法 /近藤英吉著。―東京 :有斐閣 ,1938。 4.-1,5,265,7p;23cm
324:77/K073        閉架一般        閉架和         0094098663

遺言に関する文例書式と解説 ′浦川登志夫,岡本和雄共著.… 東京 :新日本法規出版 ,1982.5,=
806,17p ; 22cm

324。77/U82        閉架一般        閉架和         0094099868

遺留分の法律と実務 :相続・遺言における遺留分減殺の機能 /埼玉弁護士会編。―東京 :ぎょうせ
い , 1991。 9: - 16, 221p ; 22cm

324。 78/SA24        開架一般        閉架和         Oo94098903

借地・借家問題法律相談力
゛
イドフ

リ
ック:立退きと税務を中心として /第二東京弁護士会法律相談センタr編

.― 東京 :第二東京弁護士会法律相談センタ‐,1988.12.,166p;26om
昭和63年

324。 81/D25/1988 閉架一般

第3集  :
324。 31/SA21/3

第5集

324.81/SA21/5

ルドデック実務借地借家法
1992.8。  ■ 8, 176p ;

324。 81/SH12

閉架一般

閉架一般

:文例書式とその解説
26cm       ::

閉架一般

閉架和

閉架和

/借地借家法研究会編集.― 東京

資料 ID

家庭裁判所調査官研修所編。

0094095106

‐
  0094093861

:(群馬弁護士会),1986.8

0094093911

547,38p ; 22cm

0094093648

.0094096864

119 265p ; 21cm

0094098977

28/8, 8p ; 22cm

0094098944

0094099025

:ぎょうせい ,

0094098951

解説借地
=借家改正法 ノ不動産判例研究会編 .

閉架和

―東京 :新日本法規 ,1966。 9。 ―

脚324.81/F52 閉架一般

借地法・借家法の主要問題 /後藤清著.― 東京 :日 本評論社 ,1942。 4.-3,49
324。81/G72        閉架一般        閉架和

借地非訟事件における財産給付額等算定事例集 /最高裁判所事務総局民事局編 .

所事務総局民事局 ,1969-。 ―冊:21-25cm

改正借地法にもとづく借地非訟事件手続の手引き /菊池晨著・
―東京 :日本加除出版 ,1968。 4.―

227p :18om

324.81/K124 閉架■般 閉架和 0094099033

-東京 :最高裁判

0094099017

閉架和
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信託法原論 ノ入江員太郎著。―東京 :巌松堂書店 ,1928:123~2,6,16,501p;23om
324。 82/164        閉架一般        閉架和         0094098985

信託法判例研究 /中野正俊著.― 東京 :酒井書店 ,1985.5。 -256,2p;22cln

324。 82/N39        開架■般        閉架和         0094098993

供託関係先例要旨集 /法務省民事局第四課職員編.― 東京 :商事法務研究会 ,1984。 3:-662p;
22cm

324.85/H83        閉架一般        閉架和     1    0094099074

供託関係判例集 /法務省民事局第四課職員編 .― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1963.-425p::22

324。 85/H83‐        閉架一般        開架和.        0094099090

詳解供託制度 :供託の手続と書式 /石坂次男著 .― 改訂 高橋巌補訂。―東京 :日本加除出版 ,1
982.3. - 541p :‐ ‐21cln   '                                                            ,

324185/181        閉架一般        閉架和
:        .0004099082

供託法精義 /水田耕―,中川庫雄共著し―全訂版.L東京 :帝国判例法規出版社 ',1963.2.-2,4

,15,660p ; 22cm
324.85/M197        閉架一般        開架和         0094097367

登記手続における公図の沿革と境界 /新井克美著.二 東京 :デイル ,19846100~474,2p;22cm
324。 86/A62        閉架一般        閉架和         0094098894

実務不動産登記先例要旨録 /不動産登記実務研究会編.― 東京 :六法出版社 ,1986。 7.-268,Hp
; 21cm

324。 86/F52        閉架一般        閉架和   ・     0094094018

土地建物面積換算表 :(坪 (歩)→網醜』  /法務省民事局編.― 東京 :法曹会 ,196664。 -510p;

22cm

324.86ノH83        閉架一般        閉架和   ・     0094093879

不動産登記の諸問題 :登記研究300号記念 /香川保‐編.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1974-19
76.… 2冊 ;22cln

上巻
324。 86ノKA17/1

下巻
324.86/KA17/2

閉架和

閉架和
・

閉架一般

閉架一般

登記官め処分に関する裁判例 :訴訟要件関係 /中村均編。,東京 :

; 21cm

閉架一般 閉架和

日本加除出版 ,1962。 3。

開架和

0094098860

0094098878

大成出版社 ,1978.2.-205p

0094093986:‐

- 4,1,6,442p ; 22cm

0094096773■

, 1977。 12. -717, 19p ;

324。 86/N37

仮登記の理論と実務 /内海一著.… 東京 :

324。 86/U96 閉架一般

判例からみた不動産登記の諸問題 /吉野衛著.― 東京 :

22cm:

324。 86/Y92

新日本法規出版

閉架和閉架一般 0094098886



本館              *** 目 録 リ ス ト ***

書名 /著者名。―版次.― 出版 等 .― 形態。― (シ リーズ名)

巻 次

25葬式

請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料ID

戸籍実務と家事審判 /大島光治著.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1956.-312p;22cln l
324。87/077        閉架一般        閉架和         0094098929

壬申戸籍成立に関する研究 /新見吉治著.― 東京 :日本学術振興会.-630,22p322cln
324.87/SH64        閉架二般        閉架和         0094093796

韓国親族相続法 /権逸著.― 新版.‐ 東京 :弘文堂 ,1979。 3.■ 348p:22cm
324。921/G63        閉架一般        閉架和         0094098571

Q&A100韓国家族法の実務 :婚姻・離婚・親子・相続 /本渡諒一 〔ほか〕著.― 東京 :日本加除出版 ,

1992.7. - 2,5,401p ; 21cm
324。 921/H84        閉架一般        閉架和         0094096278

韓国 親族法・韓国 相続法 /ヂ武( )訳 e― 朝霞(埼玉):ヂ武( ),1976(序 ).-61p;19om
324.921/151        閉架一般        閉架和         00鍵 098639

新しい韓国・親族相続法 :1991・ 101施行改正民法 /金容旭,糧學圭著.― 東京 :日本加除出版 ,1
992.2. … 3, 1, 21, 524p ; 22cm i                    :

324。921/K141       閉架一般        閉架和         00940"286

英米契約法の理論 ノ木下毅著.― 東京 :東京大学出版会 ,:197711。 -337p;22cm  ■11

324,933/K146       閉架一般        閉架和         0094099124

英米法における不当利得 /松坂佐一著.― 東京 :有斐閣 ,1976.12.-4,273,19p;22cln
324.933/MA37       閉架二般        閉架和

・       0094099116

商法学 :一般理論 /田中耕太郎著.― 東京 :春秋社 ,1954.-386p;22cm.― (田中耕太郎著作

集 /田中耕太郎著 第7)

325/TA84         閉架一般        閉架和         0094094406

商法学 :特殊問題 /田中耕太郎著:・
~東

京 :春秋社 ,1955-1957c-3冊 ;22clnt=(田中耕太郎

著作集 /田中耕太郎著 819,10)
上                     :

閉架和325/TA84/1 閉架‐般 0004094398

19cmL甲 (ビ ゾ粗法

0094099322325/TA98 閉架一般 閉獅

冊 ;23cln

閉知

閉架和 ‐

閉獅

閉架和

商法研究 /鳥賀陽然良著.二 東京 :有斐閣 ,1936-.―

企業提携の法律 /田代有嗣著.― 東京 :日本経済新聞社 ,1985.1。 -242p:

律デックス)

第1巻

325ノ U53/1

第2巻

325/U53/2

第3巻
325/U53/3

第4巻

325/U53/4

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

0094094315

0094094323

0094094331

0094094349
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商事法研究 /西原寛‐著:‐ 東京 :有斐閣 ,1957-1968。 ―冊 3 22cln

第3巻

325。 04/N82/3      閉架一般        閉架和         0094094695

私法学の諸問題 /西本辰之助著.… 東京 :慶応義塾大学法学研究会 ,1967。 -807p;22cm。 ―

(慶應義塾大学法学研究会叢書 16)
325。 04/N84        閉架一般        閉架和         0094093507

現代商法学の諸問題 :田中誠二先生古稀記念 /田中誠二先生記念事業会編.― 東京 :千倉書房 ,

1967: = 787.231 : Dヨ ; 22cm
325.04/TA84        閉架一般        閉架和         0094096732

新商事判例集 ノイヽ町谷操三編.― 東京 :岩波書店 ,1965-.― 冊 ;27cm
2

325:098/K069/2      閉架一般

3  ‐

開架和

325。 098ノK069/3      閉架一般        閉架和         0094094562

4

325。 098/K069/4      閉架一般        閉架和         0094094570

商事法判例研究 /京都大学商法研究会編.… 東京 :商事法務研究会 ,197271974。 -3冊
'22cml                  .

325:098/KY6/1       閉架一般        閉架和         0094094497

2         ・

325.098/KY6/2       閉架一般        閉架和        0094094505

3

325.098ノKY6/3       閉架一般        閉架和         0094094513

私と商事判例 /大隅健一郎著.― 東京 :商事法務研究会 ,1976。 -530,10p:22cm
325:098/079        閉架‐般        閉架和         0094094612

商事法判例研究 /商法研究會編。―東京 :有斐閣 ,1937-19403~3冊 ;23cm
l:昭和11年度
325。 098/SH96/1936    閉架一般        閉架和         0094094364

2:昭和12年度
325。 098ノSH96/1987    閉架一般        閉架和         0094094372

3:昭和13年度
325。 098/SH96/1938    開架一般        閉架和         0094094380

商法判例批評 ノ竹田省著。―京都 :弘文堂書房 ,1925。 8。 -11,26■ ;23om.― (大審院民事判
決録 第2鮮卜第22輯)

第1巻

325。 098/TA59/1     閉架一般        閉架和         0094094703

0094094554
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:有斐閣 ,1959=.― 冊 ;22cln

資料 ID

0094094414

0094094802

1969:… 299p;19cm。 ― (法

0094100476

1984.8。  - 1857, 20p ; 22c

0094094661

, 1984ell。  ―‐lo66, 7p : 2

0094099900

27頁

13(昭和37年度)

325.098ノ T046/13      閉架‐般        閉架和         0094004422

14(昭和38年度)

325。 098/T046/14      閉架一般        閉架和         0094094430

15(昭和39年度)           :
3251098/T046/15      閉架=般        閉架和         009409“盤

16(昭和40年度)

325。 098ノT046/16      閉架二般        閉架和         0094094455

17(昭和41年度)

325.098/T046/17      閉架‐般        閉架和         0094094463

18(昭和42年度)

325。 098/T046/18   ・   閉架一般        閉架和         0094094471:

19(昭和43年度)

325。 098ノT046/19     ‐閉架二般  ‐     閉架和         0094094489

商法線論 /竹田省著。―改訂増補第25版 .― 東京 :有斐閣 ,1929.8。 ‐2,2,7,487,3p:器 帥
325e1/TA59        閉架一般        閉架和         0094097458

コンメンタ‐ル商法総則 /田中誠二,喜多了祐著e― 全訂版.― 東京 :勁草書房 ,1975。 10。 -17,443,7p

; 22cm

325e1/TA84       1閉 架
=般

        閉架和         0094094687.

詳解商業登記 /味村治著 .― 全訂版 .― 東京 :金融財政事情研究会 ,1985.2。 -2冊 ;22cln

上巻
325.13/M134/1      閉架一般        閉架和         0094094794

下巻

図書取扱区分

商事判例研究 /東京大学商法研究会編纂.T東京
12(昭和36年度)

325。 098/T046/12 閉架一般 閉架和

325,13/M134/2      閉架一般        閉架和

経営訴訟・会社事件の法律実務 /ガ 関ヽ健二著.― 東京 :ダイヤモンド社 ,

律実務シリいだ)

325。2/K083        閉架一般        閉架和

コンメンタール会社法 /田中誠二(ほか)著 .-4全訂版.― 東京 :勁草書房 ,

325。2/TA84        閉架一般        閉架和

会社訴訟非訟の実務 /山口和男編.― 新版.… 東京 :新日本法規出版
2cm

325。2/Y24         閉架一般        閉架和
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株式会社役職員の刑事責任 :商法罰則の研究:/河井信太郎著.― 新訂版.=東京 :財政経済弘報

IEL , 1963. - 6,55,1222,52p ; 22cm
325124/K193        閉架二般        閉架和         0094094646

会社法の諸問題 /大隅健一郎著.― 東京 :有信堂 ,1956.-322p;22cme― (商法研究 1)
325。 24/079        閉架■般        閉架和         0094094638

取締役解任論 /青木定行著.― 東京 :財界之指針社 ,1954。 9。 -14,379p;22cm  l
3251243/153        閉架一般        閉架和         0094094539

会社議事録モデル文例集 ノ会社業務研究会編.― 東京 :新日本法規出版 ,1988。 1。 -559p;22cll

325。 2“/K121       閉架三般        閉架和         0094099850

株主緯會決議無効論 /西本寛一著。―大阪 :大同書院 ,1937。 10。 -8,280p;23cm  ―

3251243/N84        閉架一般        閉架和         0094096617

利益供与の禁止 :株主総会正常化への方策 /商事法務研究会編。―東京 :商事法務研究会 ,1982

.4。 - 308p ; 19cm
325:243/SⅡ96 閉架一般 閉架和

経理不正と法律上の責任 /河井信太郎著.― 東京 :同文館 ,1966。 -394p

325。 244/K193       開架一般        閉架和

閉架一般 ‐

特別清算の理論と裁判実務 ノ山口和男編。―東京 :新日本法規出版 ,1992.-17,358,6p;22cm
325:247ノ Y24       1閉 架一般        開架和     =  :0094094737

商行為法 /鳥賀陽然良著.― 東京 :弘文堂 ,1935.9。 -2,12,266,29p;23cm

特別清算手続の実務 ノ才口千晴,多比羅誠共著。
9cm

325`247/SA18

325.6/SU14 閉架一般

手形抗弁の研究 /長谷川雄一著。―東京 :

―東京 :商事法務研究会 ,

閉架和
1

閉架和

:鷹書房 ,1979.9。

閉架和

成文堂
`,1984.11:-567p:;

閉架和

0094094729

: 22cm

0094094547

1988。 6。 - 334,9p ; 1

0094004745

0094094356

; 22cm

0094094604

0094094521

1987:7。  - 268,

0094094760

325。 3/U55         閉架下般        閉架和

運送法の理論と賞際 ノイヽ町谷操三著:― 東京 :勁草書房 ,1953.6.-4,6,652p

325。 37/K056        閉架一般        閉架和

改訂海商法論 ノ鳥賀陽然良著。―東京 :弘文堂 ,1937。 -18,564,41p;23om

325.5/U55         開架一般        閉架和

手形法小切手法講義案 ノ裁判所書記官研修所編.-4訂補正版.― 東京 :法曹会 ,

5p ; 21cln

325,6ノ SA17 閉架一般

コ
゛
ルフ会員権・預託証書の法理論 /須藤正彦著.― 東京 - 290,15p : 22cm

0094094299

22cm   
‐

'

0094094588325.61/H36 閉架一般



図書取扱区分 配架場所

自地手形法論 :その法律的構成と基本問題 /長谷川雄一著.― 東京 :

319p ; 22cm

325.61/Ⅱ 36 閉架‐般 閉架和

手形決済・不渡の法律紛争 :確実な取引のためのアドバイスノ木内宜彦編 .

-260,71:19cm.― (有斐閣選書 市民相談室シリ"ガ 7)

325e61/K181 閉架一般        閉架和

新手形訴訟法解説 /並木俊守著.― 東京 :経済法令研究会 ,1964.7.
325。 61/N47:       閉架■般        閉架和

判例手形法小切手法 :伊沢孝平先生還暦記念 /西原寛‐:服部栄三編:.

1969.-542,8p:図版 ;22cm

325.93/198 閉架‐般

アメリカ閉鎖会社法 :その展開と現状および日本法への提言 /‐浜田道代著 :― 東京 :

, 1974。  - 347,6p : 22cm

3251953/H22

アメリカ会社法概論 /並木俊守著 .

325。 953/N47

閉架一般 閉架和

刑法大綱 /宮本英脩著.‐ 東京 :弘文堂書房 ,1932.9-1934.6.-2冊 ;23om｀

各論
326/M177 閉架一般 閉知

刑法学粋 /宮本英脩著。―東京 :弘文堂書房 ,1931.-6,17,852p;23cm
326/M177■        閉架一般        閉架和

325.61/N82 閉架‐般
.=       

閉架和

コンルタール手形法 /田中誠二(等)著 .― 東京 :勁草書房 ,1971。 -1168,13p;22cln

325.61/TA84        閉架一般        閉架和         0094094679

表示行鶯の公信力 :商事における禁反言 /伊澤孝平著.― 東京 :有斐閣 ,1936.10。 ‐ 18‐ ,276:9p

;19alR.― (商事法研究叢書 /Jヽ町谷操三編 1)       :
閉架和 1

書名 /著者名.― 版次 .

巻 次
請求記号

326/M177

刑事訴訟法大綱。―東京 :

本英脩(著);鈴木茂嗣編
326。 08/M177/5

326。 08/M177/6

2

326。 03/M177/7

***目 録 リ ス ト ***

=出版 等.― 形態.― (シ リーズ名)

閉架一般

閉架一般

二東京 :有信堂高文社 ,1980111。 -231p:22cm

閉架一般        閉架和

資料 ID

商事法務研究会 ,1975。 ―

0094094596

-東京 :有斐閣 ,1986。 2

0094094752

- 237p ; 21cm

0094097342

二東京 f商事法務研究会 ,

0094094620

0094094828

商事法務研究会

0094099140

0094099132

0094094869

0094094885

0094096971

22cm.― (宮本英脩著作集 ノ官

0094094935

2冊 ;22cm.― (宮本英脩著作

0094094943

0094094950

刑法学綱要 ノ宮本英脩著.― 京都 :弘文堂書房 ,1926。 4-192864:… 2,2,4,5,6,59■ ;23cm
閉架和閉架一般

成文堂 ,1986。 11。
二5,11,2,566,2p;

第5巻)    ・
閉架一般 閉架和

刑事法論文集 /宮本英脩著.― 東京 :成文堂 ,1990。 1-1992.6.L

集 /宮本英脩(著);鈴木茂嗣編 第6巻 ,第7巻)

1      

‐    ・

閉架和

閉架和



弁護過誤について /‐ 山梨県弁護士会企画・編集.― 甲府
m。 ―(関東十県会夏季研修会報告 1989年度)
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判例評釈 ノ宮本英脩著.― 東京 :成文堂 ,1991.5`-5,8,429p;22cm.― (宮本英脩著作集 ノ官
本英脩(著);鈴木茂嗣編 第織妻)

326。 03/M177/8       開架‐般        閉架和         0094094968

刑法線論 /佐伯千例著.… 東京 :弘文堂 ,1944。 1.-433p;:22cln
326。 1/SA14        閉架一般        閉架和         0094094893

行鶯の違法 /黒田誠著 .不作帰の違法性 /牧野英一著.― 東京 :有斐閣 ,1916。 11.‐ 9,4,13
7p ; 23cm

326。 13AU72        閉架ず般        閉架和         0094095403

刑法に於ける期待可能性の思想 ./佐伯千側著.― 東京 :有斐閣 ,1947-1949。 -2冊 ;22cm
上巻
326。14/SA14/1      閉架一般        閉架和         0094095411

下巻
326.14/SA14/2 閉架‐般 閉架和         0094095429

:山梨県弁護士会 ,1989。 8。 -313p321c

326114/Y35 閉架‐般 閉架和 0094096638

刑法各論 /牧野英二著.― 東京 :有斐閣 ,1950.6-1951。 4.=2冊 :;22cm

下
326。 2/MA35/2 閉架一般        閉架和 0094098274

- 231p ; 22cm.名誉毀損罪と表現の自由ノ平川宗信著.=東京 :有斐閣 ,1983.8。
326。 25/H64        閉架■般        閉架和         0094093721

名響檀諭 ノ宗宮信次著.― 東京 :有斐閣 ,1939。 10.― :2,17,26,518p;23crn
326.25/S037        閉架一般        閉架和         0094095643

名誉・プガドシー・企業秘密侵害保護の法律実務 /竹田稔著.― 東京 :ダ イヤツド社 ,1976。 -266p;
Ю帥.― (法律実務シリ゙ガ)

326.25/TA59        閉架‐般        閉架和 =        00940飩

“

1

会社犯罪の捜査 /Jヽ林朴著.― 改訂版。,東京 :学陽書房 ,1971。 -6,138p;21cm.― (知能犯
捜査演習シlJ―ガ)

326。 26/K012        閉架一般        閉架和         0094096591

注解特別刑法 ノ平野龍一,佐 木々史朗,藤永幸治編.― 東京 :青林書院 ;1982-1990.■ 9冊 |;22

第1巻

326.8/H66/1 閉架一般 閉架和 0094094877

暴力団対策法の解説 :新法による民暴対策 :市民と企業を守る1/暴力団対策法研究会賑0-東京
:民事法研究会 ,1992。 5。 ,414p:21cln
326.81/B65        閉架一般        閉架和

解読・暴力団新法 /遠藤誠編著.― 東京::現代書館 31992.2.-334p3鶴蜘
326181/E59        開架一般        閉架和

0004094919

009409嘔901



本館

書名 /著者名.― 版次 .

巻 次
請求記号

書協論集 /全国裁判所書記官協議会編.

2

327。 19/Z3/2        閉架二般

閉架一般

閉架一般

***目 録 リ ス ト ***

―出版 等.― 形態.― (シ リーズ名)

31頁

図書取扱区分 配架場所

会社事件捜査概論 /河井信太郎著.… 東京 :警察時報社 ,1952.-408,14p:21cln
326.83/KA93 閉架一般

資料ID

閉架和         0094097375

-東京 :法曹会 ,1992。 10。 -7,1190p;21cln

閉架和         0094099298
経済取引関係裁判例集 ノ最高裁判所事務総局編 .

326.83/SA21

民事編.… 東京 :公文社 ,

327。 03/SH69

閉架二般

1948。 -413p;22clne― (新体書式全書)

閉架一般

民事訴訟篇.― 東京 :公文社 ,1950。 -18,598p;

327.03/SH69

商事編.― 東京 :公文社 ,

327.03/SH69

閉架一般

1949。 6。 -12,196,8,150p;22cm.― (新体書式全書)

閉架一般        閉架和         0094097318

閉架和
.

22cln.二 (新体書式全書)

閉架和

閉架和

―東京 :法曹会 ,1986。 11.-648p;

閉架和

閉知

閉架和

0094097292

0094097300

0094097276

21cln

0094095114

22cm         ・

0094099884

2冊 ;22cln

0094099843

0094095031

0094095049

家庭裁判所論集 :倉J設三十周年記念 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1980.5.-490p
; 22cm

327.123/SA21 開架一般 閉架和 0094095122

日弁連四十年 ノ日弁連創立四十周年記念行事実行委員会編.一 東京 :日本弁護士連合会 ,1992.3.
- 402p ; 22cm

327.14/N77 閉架一般 閉架和         0094098654

-東京 :日本弁護士連合会弁護士業務対策委員会 ,198市民と法律問題 :日常の問題処理の実情 .

6.3. - 390p : 22cm

327.14/N77 閉架一般 閉架和 0094100377

静岡県弁護士会会則会規規則集.― (静岡):(静岡県弁護士会),(1992.3).… 255p・;121cm

327114/SH94 閉架一般 閉架和         00940987041

-新訂再版 .― 東京 :酒井書店 ,1972簡裁民事手続編 :解説と手続 /藤本具興,村田寿男共著 .

.-270p;22cln.― (註解書式全書)

327.19/F62 閉架一般

民事訴訟の実務 /菊地博著.― 東京 :新日本法規出版 ,1985.1.-28,557p:
327:2/K124        閉架‐般        閉架和

内容証明モテ¬文例集 ノイヽ山齊著.「 東京 :新日本法規出版 ,1985。 11-1987.3.―

(I)
327。 2/K097/1 閉架

二般 閉架和

民事訴訟の理論 :中田淳一先生還暦記念 /中務俊昌(ほか)編 .… 東京 :有斐閣 ,1969-1970。 -2
冊 :図版 ;22cm
上

327。 2/N43/1

下      ・

327.2/N43/2



本館 *** 目 録

書名 /著者名.… 版次。―出版 等。‐:形態.―

巻 次
請求記号         図書取扱区分

書記官事務・訟廷事務に関連する民事裁判例要旨集
79。 11。 - 113,330,28p ; 21om

327.2/SA21        閉架一般        閉架和

新しい様式による民事判決書集 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会

冊 ;21cln

第1集

327.2/SA21/1      開架‐般        閉架和

民事訴訟における要件事実 /司法研修所編。―東京 :法曹会 |

第1巻

327.2/SH31/1      閉架一般        閉架和

訴に関する学説判例実例綜績 /山端年樹著.一 大阪 :大同書院 ,

327。 2/Y18         閉架一般        閉架和

改正民事訴訟法 ノ山田正三著.― 京都 :弘文堂 ,1927-。 ―冊 :

第錯
327.2/Y19/3       閉架一般        閉架和

327。 3/C64/5

執行関係訴訟 :実務の観点から /近藤完爾著 .

; 22cm

327.3/K073

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

/最高裁判所事務総局編.

32頁

資料 ID

―東京 :法曹会 ,19

0094098779

, 1991。 2-1992。 5。  - 3

0094094026

22crn

0094095304

1952。 10。 - 398p ; 22cm
0094095171

23cm

0094095189

0094095239

―東京 ,判例タイムガ社 ,1955.6.二 15:338,10p

閉架和         0094095312

1985-。 ―冊 ;

第4巻

327.2/Y19/4       閉架一般        閉架和         0094095197

民事訴訟編 ノ山口軍司,田'日
良三,青田長太郎著.… 東京 :酒井書店 ,1962=-634・p:22cme―

(註解書式全書 (第6))

327。 2/Y24         閉架●般        閉架和         0094097235

民事訴訟費用等に関する執務資料.― 東京・:司法協会 ,19921。 11。 -158p;26om   i
327:21/SA21        閉架‐般        閉架和         0094095130

新しい様式による支払命令手続の手引 ノ司法実務研究会編.― 東京 :司法協会 ,1992.7。 -148p

; 26cm

327。 26/SH31        開架‐般        閉架和
・       0094095148

動産執行 /鈴木忠一,三ヶ月章,宮脇幸彦編集.― 東京 :第一法規出版 ,1976.-570p;22卸 .

―(注解強制執行法 :岩松二郎先生喜寿記念 ノ岩野徹 (ほか)編集 2)
327:3/C64/2        閉架‐般        閉架和         0094095213

船舶執行リト金銭執行・仮差押仮処分 /鈴木忠‐b二ヶ月章,宮脇幸彦編集:― 東京 :第,法規出版

,1978.61「 578p;22om.― (注解強制執行法 :岩松二郎先生喜寿記念 ノ岩野徹 (ほか)編集 4)
327.3/C64/4        閉架一般        閉架和         0094095221

特殊保全処分・総合事項索引 /鈴木忠一,三ヶ月章,宮脇幸彦編集.― 東京 :第一法規出版 ,1979
.2:二 390p;22cm.― (注解強制執行法 :岩松二郎先生喜寿記念 /岩野徹 (ほか)編集 5)

閉架和閉架一般

閉架二般



書名 /著者名 .― 版次.―

巻 次

請求記号

*** 目 録 リ ス ト ***

出版 等.― 形態。―(シ リ‐ズ名)

図書取扱区分 配架場所

不動産執行における配当に関する研究 /裁判所書記官研修所編.― 東京
8p;21cm.― (裁判所書記官研修所実務研究報告書)

327.3/SA21 閉架‐般

民事執行事件執務資料 ノ最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会
1

閉架和

327.3/SA17 閉架一般 閉架和

民事執行法関係裁判例要旨集 ノ最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1986.-19,256p;22c
m

327.3/SA21 閉架一般 閉架和

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する執務資料 ノ最高裁判所事務総局編 .― 東京 :法曹会

, 1982。 - 268p ; 26cm

327.3/SA21 閉架二般 閉架和 0094096781

民事執行手続に関する通達通知集 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1982。 11‐ 398p:

21cm

閉架和

資 料 ID

:法曹会 ,1985。 11。 -80

0094095338

0094095346

0094098761

,1981■.=冊 ;_21cm.=

0094098720

0094098738

0094095163

; 22cm

0094093598

閉架和 0094095288

―改訂版:一 東京 :法曹会 ,1984。 6.-2321;18cm.

預託株券等執行新・電話加入権執行手続の解説 :民事執行規則の二部を改正する規則の解説 ノ佐藤

歳二,三村量一著.― 東京 :法曹会 ,1987。 -454p:22cm.― (新法解説叢書 7)
327=3/SA85 閉架一般 .閉架和 0094096500

民事執行法関係資料.― 東京 :新日本法規出版 ,1979。 5。 -2711 3 21cln

327:3/SH62        閉架二般        閉架和         0094095254

民事執行の実務 ノ竹田稔著。
「

東京 :酒井書店 ,1980-1981。 ,2冊 ;22om..‐ (裁判実務双書)

閉架和

閉架一般 閉獅

不動産執行法の研究 /竹下守夫著`二 東京 :有斐閣 ,1977.1。 ■409,7p

327。 3/TA65     ~  閉架一般        閉架和

327.3/SA21/1

4

327。 3/S121/4

2        _

327.3/TA59/2

327.34/D14

保全処分の実務 :例題解説
―(法曹新書 38)
1

327.34/H94/1

閉架一般

閉架一般

閉架一般
:

/法曹会編.

閉架一般

民事執行をめぐる実務上の問題点 :専門講座講義録 /東京弁護士会弁護士研修委員会編。‐東京

東京弁護士会 ,1986。 2.-341p;21cm。 ―(東弁研修叢書 /東京弁護士会弁護士研修委員会編
327.3/T046    . 閉架■般 閉獅 0094095296

条解民事執行法 ノ浦野雄幸著.― 東京 :商事法務研究会 ;11985.11。 -2,14,951,33p;22cm

327。 3/U84         閉架一般        閉架和         0094095205

保全処分の実務 :主文例の研究 /.第‐東京弁護士会編.一東京 1‐ ぎようせい ,19841101-992p
;22cm.― (第一東京弁護士会司法研究叢書  1)

5)

閉架和 0094099058
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書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.二 形態.― (シ リーズ名)

巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料 ID

保全処分の実務 :例題解説 1/法曹会編。―東京 :法曹会 ,1979-87.― 冊 ;18clnl.― (法曹新書
38,40)

2

327.34/194/2       閉架二般        閉架和         0094099066

保全訴訟の基本問題 /吉川大二郎著.… 増補.― 東京 :有斐閣 ,1952。 5。 -632,22p:22cm
‐ 327.34/K122        閉架一般        閉架和         0094098697

仮差押・仮処分 /菊井維大,村松俊夫著.― 東京 :青林書院新社 j1967.‐ 575p;22釧 .● (現代
実務法律講座)

327。 34/K126        閉架一般        閉架和         0094099009

民事保全手続書式集 ノ最高裁判所事務総局編.・ 東京 :法曹会 ,1991。 2。・ 1,2,3,124,20p;21c

327。 34/SA21        閉架一般        閉架和         0094095262

条解民事保全規則 /最高裁判所事務総局編。,東京 :法曹会 ,1991。 2。 -3,2,255,8p;21crn
327。34/SA21        閉架一般        閉架和         0004095270

保全処分 :仮差押・仮処分 /最高裁判所事務総局編纂.― 東京 :法曹会 ,1958。 12.-135p:21c
m.― (裁判所書記官研修所教材)

327。 34/SA21        閉架二般        閉架和         0094098498

民事保全関係執務資料 /最高裁判所事務総局編.・ 東京 :法曹会 ,1990-1991.・ ‐冊 ;21cm
(1)

327。 34/S121ハ        閉架一般        閉架和         0094098746

保全命令主文例集 /司法研修所編.― 新訂.=東京 :法曹会 ,1977。 8。 -6,26p;21cln
327。 34/SH31        閉架一般        閉架和         0094098811

保全命令主文例集 /司法研修所編.― 四訂版.― 東京 :法曹会 ,1988。 11。 -7,32p;21cm
327.34/SH31        開架一般        開架和         0094098829

保全命令主文例集 ノ司法研修所編.― 五訂版.― 東京 :法曹会 ,1992。 5.-3,7,37p;21cm
327。34/SH31        開架一般        閉架和         0094090041

逐条説明民事保全法案。―東京 :新日本法規出版 ,1989。 5。 -9,202p;21cm
327。 34/SH62 i       閉架ず般        閉架和      ‐  0094095247

脚註記録破産及び和議手続 ノ安倍正三著.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,1955。 6。 -304,8p322
Cm

327◆36/A12        開架一般        閉架和         0094098316

新種・特殊契約と倒産法 /福永有利編著.― 東京 :商事法務研究会 ,1988.9。 -4,5,234p;22cm
327.36/F79        閉架‐般        閉架和         0094094653

破産0和議編 :解説と手続 /布施聴六著.― 東京 :酒井書店 ,1967.-15,270p;22cm.― (註

解書式全書)

327。 36/F96        閉架一般        閉架和         Oo94097250
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否認檀に開する賓證的研究 /板木郁郎著.― 京都 :立命館出版部 ,1943。 5。 -3,14,603p:21c

327.36/187        閉架一般        閉架和         0094095361

破産否認の事例研究 :行為類型別判例便覧 /金子喜久男 (ほか)共編著.― 東京 :商事法務研究

会 ,1992.6。 -16,459p;21cln
327.36ノKA53        閉架一般        閉架和         0094095379

破産法要論 :全 /カロ藤正治著.― 訂正三版.― 東京 :有斐閣 ,1935。 3.-9,494,1■ ;23cln

327。 36/KA86        閉架一般        閉架和         0094098514

破産法研究 /カロ藤正治著e― 訂正6版 .― 東京 :有斐閣 ,1935。 4.-2,5,349,5p,23cm
第1巻

327.36/KA86/1      閉架一般        閉架和         0004100443

破産法研究 /カロ藤正治著.― 東京 :有斐閣 ,1918.12-1953.1.― 冊 ;22-器卸
第10巻

327。 36/KA86/10

第11巻

327。 36ノ KA86/11

破産法研究 /加藤正治著 .

第3巻

327。 36/KA86/3

破産法研究 /カロ藤正治著 .

禦 巻
327.36/K186/4

第5巻

閉架一般 閉架和 0094098555

0094095155

0094095395

8新 日本法規出版 ,1986.1

0094099876

閉架下般        閉架和         0094098563

-訂正3版 .― 東京 :有斐閣 ,1927.1。 -439,8p;23om :

開架一般        閉架和         0094098522

-東京 :有斐閣 ,1918。 12-1953.1。 ―冊 ;22-盤釧

閉架一般        閉架和         0094098530

327.36/K186/5      閉架‐般        開架和         0094098548

事例破産法解説 Fシナリ泄主要判例 ノイヽ島武司(ほか)編著。―東京 :新日本法規出版 ,,坤田.5,… 2

30p ; 21cin

327.36/K039        閉架一般        閉架和         0094095387

破産法講義案 /裁判所書記官研修所編.-4訂版.― 東京 :法曹会 ,1981,1。 -371,13p;21cln.
―(裁判所書記官研修所教材 第124号 )

327:36/SA17        閉架一般        閉架和:        0094099108

自分でできる破産 :消費者破産の手引き改訂版.一 大阪 :シ金問題研究会 ,1986.11.7112p;2
lcm                                                    .

327.36/SA69        閉架一般        閉架和

競売法論 /井野博道著.― 大阪 :大同書院 ,195617。 -433p:22cln

327,39/155        閉架二般        閉架和

家事事件の申立書式と手続 /長山義彦 〔ほか〕共著.― 第3版 .― 東京
2. - 743p ; 22cm

327。 4/KA22        閉架一般        閉架和
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巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所

家事審判法総論 ノ家庭裁判所調査官研修所編.― 改訂版e二 東京 :法曹会 ,

; 21cm

327。 4/K▲85        閉架一般        閉架和

家事事件の調査方法について /家庭裁判所調査官研修所編.― 東京 :法曹会
-2冊 ;21cm
上巻
327.4/KA85/1

下巻

開架一般 閉架和

327。4/KA85/2      閉架一般        閉架和

婚姻事件訴訟の研究 /三日高二郎著.― 東京 :帝国判例法規出版社 ,

327。 4/M156        閉架一般        閉架和

人事訴訟の実務 /村重慶一,梶村太市編著。―東京 :新日本法規出版

327。4/MU58        閉架二般        閉架和 i

特別訴訟學説判決賞例綜撹 /中島英次編著.― 東京 :文英社 ,1936。

327.4/N34         閉架二般        閉架和
i

家事審判事件の研究 /沼邊愛―(ほか)編。―東京 :二粒社 ,1988。 7-。

1

327:4/N99/1        閉架二般        閉架和

36頁

資 料 ID

1984。 12. ‐ iuち  142p

0094095064

, 1991。 11-1992。 10。

0094095080

0094095098

1955。 3。  - 4, 320p : 22cm
0094093987

, 1987。 12. -577,8p:; 22c

0094099892

- 45, 1225, 9p ; 23cm

0094095320

-冊 :22cm

0094095015

2

327。 4/N99/2 閉架一般 閉架和 0094095023

0094095056

閉架和         0094095072

岡田忠澄共著.― 新訂増補版.― 東京 :酒井書店 ,196

家事審判法実務講義案 /裁判所書記官研修所 (編).-3訂版.― 東京 :法曹会 ,1984。 6.-16,43
1,6p121om。 ―(裁判所書記官研修所教材 第113号 )

327.4/SA17

家事審判書集.… 〔東京〕
129号 )

327。 4/SA21

閉架二般 閉架和

:最高裁判所事務総局 ,1984。 31-389p'21cm。 ―(家庭裁判資料 第

閉架二般

家事調停・審判編 :解説と手続 /千田厚 ,

4.-329p;22cm.― (註解書式全書)

327。 4/SE58        閉架二般        閉架和         0094097268

条解非訟事件手続法 /入江一郎(ほか)編.`東京 :帝国判例法規出版社 ,1963.-786p;22cln
327。 47/164        閉架=般        開架和         0094095353

非訟事件手続編 :解説と手続 /東京地裁商事部書記官室編.=修訂版.… 東京 :酒井書店 ,1968
。2.T292p;22cme― (註解書式全書)

327.47/T046 閉架一般 閉架和 0094097243

書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究 /裁判所書記官研修所編.― 東京 :法曹会 ,

1982.6.-382,13p:21cm:― (裁判所書記官研修所実務研究報告書)

327.5/SA17 閉架一般 閉架和 0094098712
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37]式

請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料 ID

刑事訴訟法 /日沖憲郎著.― 東京 :メト凡閣 ,1935.10。 -4,408p;22cln.― (大衆法律講座 第12

巻)

327.6/H62         閉架一般        閉架和

刑事訴訟法 /牧野英一著。―増補版.― 東京 :有斐閣 ,1932。 12.-4,
327。 6/MA35        閉架一般        開架和

刑事訴訟法講義 ノ宮本英脩講述.― 改訂.… 東京 :弘文堂書房 ,1901。

327.6/M177        閉架一般        閉架和

新刑事訴訟法概論 ノイヽ野清一郎.― 東京 :法文社 ,1948◆ 11.二 351p:
327.6/067         開架一般        閉架和

0094094984

12, 563, 30, 19p ; 23om
0094094992

- 324p ; 22cln

0094096690

220m

刑事裁判の実際 :と くに新しい公判手続きの運用について /中却II敏雄著.― 東京

50。 10。 - 264p ; 22cm
327.61/Y74 閉架一般 閉架和

人権擁護委員の手引。―改訂第3版。=東京 :全国人権擁護委員連合会 , 1988.1。

閉架和

- 190, 8p ; 22om

閉架和

0094095007

:朝倉書店 ,19

0094094976

- 656p ; 21cm

0094096575

0094096328

0094096336

327,7/J52         閉架=般

衛星航法 ノ木村小一著。―東京 :海文堂出版 ,1977.1.
329。 269/K139       閉架一般

現代航空法 ノ坂本昭雄著.― 東京 :有信堂高文社 ,1984.7:-9,334,6p;22crn
329.269/SA32       閉架一般        閉架和

明解航空法解説 /土屋正興著.― 東京 :鳳文書林 ,1983。 3.-371p;21om
329。 269/TS32       閉架一般        閉架和

国際販売・共同開発 ノ坪田潤二郎著.― 東京 :酒井書店 ,1977.7.-715p;22cln.
務講座 /坪田潤二郎著 2)
329.65/TS19/2 閉架一般 閉架和

債権保全・国際金融 /坪田潤二郎著.― 東京 :酒井書店 ,1979。 11。 ―p719-1068;

取引実務講座 /坪田潤二郎著 3)
329165/TS19/3     1‐ 閉架一般 閉架和

),1929.-3,259p;22cln
閉架和

国際私法講義 全 /跡部博士述.― ( ):(
閉架一般

国際私法論 /跡部定次郎著。―京都 :弘文堂書房 ,1926。 9。 -2,"17,5511:1 23cm

上巻
開架和

329.8/A94

0094096344

-(国際取引実

0094098217

22clne― (国際

0094098225

0094096559

0094099157

-改訂 .― 東京 :日本加除

0094096294

329。 8/A94/1 閉架一般

国際取引法の基本問題 ノ坪田潤二郎著.-3版 .― 東京 :酒井書店

329。 85ノTS19        閉架一般        閉架和

わが国における外国人の法的地位 /外務省条約局法規課法令研究会編 .

出版 ,1988。 4。 -1,2,1,1,20,409p;22cm

0094096542

, 1982. - 5,9,329p ; 22cm

329。 9/H87 閉架一般 閉架和
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国籍法逐条解説 /田代有嗣著.― 東京 :日本加除出版 ,1974。 -853p:肖像 ;22cm
329。 91/TA93        閉架一般        閉架和         0094096138

下請取引の規制 :下請代金支払遅延等防止法のあらまし /公正取引委員会事務局編。二東京 :公
正取引協会 ,1980.11-1988。 3ESA.… 冊 ;26cm                  l
昭和55年改訂版
335。 207ノX083      閉架一般        閉架和         0094097466

下請法平ゴル:親事業者の遵守事項に関する新運用基準の解説 /鈴木満編著.― 改訂版。―東京 :

商事法務研究会 ,1987.5。 -243p;21cm
335。 207/SU96       閉架一般        閉架和         0094096401

共同行為等認可申請 ;景表法関係 ;刑事。民事等訴訟 :その他 ;補遺.― 東京 :商事法務研究会
,1982。 8。 -871p;22cm。 ―(独占禁止法関係主要審決・判決集 /公正取引委員会事務局官房審判官
室編 4)
335。27/D83/4       閉架一般        閉架和         0094099181

不公正な取引方法 /経済法学会編.― 東京 :商事法務研究会 ,1985-1987.-2冊 ;22cm.― (独

占禁止法講座 /経済法学会編 5-6)
上
335.27/D83/5      閉架一般        閉架和         0094099165

下
335.27/D83/6      閉架一般        閉架和         0094099173

私的独占禁止法の研究 /今村成和著 .― 東京 :有斐閣 ,1969-.― 冊 ;22cm
5

335。 27/1“/5       閉架一般        閉架和         0094099199

6

335。 27/144/6       閉架一般        閉架和         0094099207

公正取引便覧 /後藤英輔編集.― 東京 :帝国地方行政学会 ,1970.-569p:22卸
335。57/G72        閉架一般        閉架和         00941004譴

実例誇大広告と不当景品 :不当景品類及び不当表示防止法のねらい ノ公正取引委員会取引部編.―

東京 :公正取引協会 ,1966。 -189p:図 ;19cm
335。 57/K083        閉架‐般        閉架和         0094096393

不当表示と過大景品の規制 :不当景品類及び不当表示防止法のあらまし ノ公正取 31委員会事務局
編.― 東京 :公正取引協会 ,1981。 10。 ,39p;21cln
335.57/K083        閉架一般        閉架和         0094096583

独占禁止法のあらまし ノ公正取引委員会事務局編。―東京 :公正取引協会 ,1981。 10。 -49p;21

昭和56年改訂版
335.57/K083       閉架一般        閉架和         0094097474

公正競争規約集 /公正取引委員会事務局取引部景品表示課編.― 東京 :公正取ヨI協会 ,1069。 ―

冊 ;25cm

第1巻 (昭和44年7月版)

335.57ノK083/1       閉架一般        閉架和         0094099215
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書名 /著者名.… 版次 .

巻 次
請求記号

335`57/K083/33

34

335。 57/K083/34

35

335。 57/K083/35

36

335.57/K083/36

37

335.57/K083/37

38

335。 57/K083/38

39

335.57/K083/39

***目 録 リ ス ト ***

―出版 等.― 形態.― (シ リ‐ズ名)

図書取扱区分      配架場所

39】宅

公正取引委員会審決集 /公正取引委員会事務局編 .

33

…東京 :公正取引協会

開架和

閉獅

閉獅

開架和

閉架和

資料 ID

1966-。 一冊 ;21釧

0094099223

0094099231

0094099249

0094099256

0094099264

0094099272

0094099280

閉架一般

閉架‐般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架一般

閉架和

閉架和

最新企業秘密。ノウハウ関係判例集 /知的所有権法研究会編 .― 東京 :ぎょうせい ,1989。 5。 -5,674,

3p ; 22 cm

386.17/C49 閉架■般 閉架和 0094099439

〔ほか〕執筆。―東京 :第‐法企業秘密/トレード0シールット/千代田国際経営法律事務所編 :石角完爾

規出版 ,1988。 3.… 213,6p;19cm。 中
(シリ"ガ ビジネスコイヤい)

386。 17/184        閉架‐般        閉架和         0094099405

詳解営業秘密管理 /新企業法務研究会編集.― 東京 :新日本法規出版 ,1992.5ι -345,4p;22cln

336.17/SH64        閉架一般        閉架和         0094099413

企業秘密保護ハンドデックノデニス・アンコデイック著 ;矢野勝之,長内健共訳。―東京 :アスキー,1986.1。 -24
8p:22cm.― (海外デックス)

336.17/U75 閉架二般 閉架和 0094099397

企業スパイ:機密防衛の戦略 /P.ハミルトン著 ;宇野輝雄訳。,東京 :ダ イ資ンド社 ,1969:-193p;2
0cm

386.17/U77 閉架一般 閉架和 0094096450

機密管理マニユアル:産業スパイの基本対策 ノワース・ウェィド原著 ;ガ 西ヽ基弘編著.― 東京 3商事法務研究会

, 1968. - 250p ; 22cm
336.17/W12 閉架一般 閉架和 0094099421

改正しましたか就業規則 :男女均等法などで手直し必要 : その実務とモデル例 /  野田孝編著.―

東京 :中経出版 ,1986.1。 -334p;21cln

336:44/N92        閉架一般

証券取引ルドデック/河本一郎(ほか)編 .

閉架和         0094096443

-東京 :夕
゛
イヤモンド社 ,1982。 4.-678p;22cm

閉架和         0094094281338。 15/K195 閉架一般
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巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料 ID

事例インサイダー取引 /野村証券株式会社編著:一 東京 :金融財政事情研究会 ,1988。 12.-455p;19
Cm

338。 16/N95        閉架一般        閉架和         0094099306

インサイダー取引規制の総合解説 /関根攻編著.― 東京 :日本経済新聞社 ,1989。 4.… 329p;20cm
338。 16/SE36        閉架一般        閉架和         0094099314

銀行関係新判例研究 /堀内仁著.― 東京 :文雅堂書店 ,1961.3。 ―冊 ;19cm

第1輯

338。 32/H89/1      閉架一般        閉架和         0094098506

銀行取引法の研究 :堀内仁先生古稀記念 /石井真司(ほか)編 .― 東京 :金融財政事情研究会 金融

財政(企画・制作)キンデ.-480p肖像 1 22om
338.32/175        閉架一般        閉架和         0094094224

判例先例金融取引法.― 東京 :金融財政事情研究会 ,1979。 12。 -340,19p;26m
338.32/K148        閉架一般        閉架和         0094094257

預金の差押
`/寛

康生 〔ほか〕編.― 東京 :金融財政事情研究会 ,1982。 7.-371p:21cln.― (銀

行実務手続双書 14)        .
338.5/G46/14       閉架二般        閉架和         0094094240

相殺 /堀内仁,鈴木正和編.― 第2版 .― 東京 :金融財政事情研究会 ,1978。 4。 -419p;21m.T
(銀行実務手続双書 3)
338。 5/G46/3        閉架一般        閉架和         0094094232

改正銀行取引約定書逐条解説と210の事例研究 :問題の逆相殺0充当指定・期限の利 益。手形買戻のす
べてを網羅。―東京 :銀行研修社 ,1977.7.-257p;26cln
338.54/K121        開架一般        閉架和         0094098613

新銀行取引約定書ひな型の解説 /全国銀行協会連合会法規小委員会編.― 東京 :金融財政事情研究

者を , 1977.3。  - 208,68p ; 21cm

338.54/Z3         閉架一般        閉架和         0094094265

新手形交換所規則の解説 /東京銀行協会編.― 東京 :経済法令研究会 ,1985。 9。 -313p;21cm

338。 57/TO“        閉架一般        閉架和         0094094778

消費者信用関係事件に関する執務資料 ノ最高裁判所事務総局編ご―東京 :法曹会 ヽ1986=。 ―冊 ;

21cm

2

338。 7/SA21/2       閉架一般        閉架和         0094100419

カ‐ドトラブルルドデック/全国クレシ
゛
ット・サラ金問題対策協議会(編 )。

,大阪 :全国クレシ
゛
ツト・

"金
問題対策協

庸滉峯ミ , 1991。 ― χiυ , 232p ; 19cm

338。 7ノZ3         閉架一般        閉架和         0094100398

頼母子講と其の法律関係 /由井健之助著.― 東京 :岩波書店 ,1935。 -352p;23om

338。 76ノY97        閉架一般        閉架和         0094096567

貸金業規制法 /森泉章編著.― 東京 :一粒社 ,1985.3。 -354,6p;19om
338.77/M049        閉架一般        閉架和         0094100401
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345。 1ノK153        閉架一般

わかりやすい印紙税の実務 ノ木村剛志著.

345。 63/K139

例解印紙税 :書式500

71p ; 22cm

345.63/TA56 閉架一般

同和問題の手引 /法務省人権実務研究会編.― 東京 :

(人権実務シリ‐ガ 1)

*** 目 録 リ ス ト ***

閉架和

―東京 :税務研究会出版局 ,1970。 6。

閉架和

閉架和

日本加除出版 ,1988。 ―

閉架和

41頁

資料 ID

0094100385

21oln。 ― ("金11

0094097391

0094099702

(法律学講座双書

0004098597

- 349p 3 22cm

0094098464

書名 /著者名。―版次.― 出版 等.― 形態.― (シ リーズ名)

巻 次
請求記号 図書取扱区分 配架場所

新貸金業関係法規資料集.― 東京 :新日本法規出版 ,1983。 5。 -234p;21crn

338。77/057        閉架一般        閉架和

消費者I―ンの整理と破産の手引き.=大阪 :サラ金問題研究会 ,1984。 11.… 291p;

0瑠摩  PART2)
338.77/SA69 閉架一般 閉架和

損害保険法と市場。一東京 :有斐閣 ,1983.3。 ―χiχ,609p;22cln.=(損 害保険実務講座 ノ東京

海上火災保険株式会社編 第1巻)

339。5/T046/1       閉架一般        閉架和         0094100336

船舶保険.― 東京 :有斐閣 ,1983.6.― 測1,506p;22cme― (損害保険実務講座 ノ東京海上火災

保険株式会社編 第3巻 )

339。 5ノT046/3       閉架一般        閉架和         00製 100344

貨物保険 /東京海上火災保険株式会社編.― 東京 :有斐閣 ,1987.4.― χiυ ,42■ ;22釧 .― (損

害保険実務講座 ノ東京海上火災保険株式会社編 集聰 )

339。5/To46/4       閉架一般        閉架和         0094100351

自動車保険。―東京 :有斐閣 ,1990。 4.― 簿ωlll,649p;22cm。 ―(損害保険実務講座 ノ東京海上

火災保険株式会社編 6)
339。 5/T046/6 閉架一般 閉架和 0094100369

租税・社会福祉・社会保障関係裁判例概観 :行政関係事件執務資料 /最高裁判所事務総局編.― 東京
:法曹会 ,1977.3:-4,254,54p;21om
345/SA21         閉架一般 閉架和

22cm. ―租税法 /金子宏著.― 補正版。―東京 :弘文堂 ,1981.5。 -494,27p;

)

閉架一般

/高山源重郎(ほか)著。―改訂版。―東京 :税務研究会出版局 `,1969`-7

361.86/H83 閉架一般

Q&A市民と企業のえせ同和行為対策 /法務省人権擁護局内人権実務研究会 (ほか)

民事法情報センター,1993.3。 -205p;22clln

0094097193

387p ; 21cm. ―

0094096260

耐 。―棘 :

0094094927361。 86/J52 閉架一般 閉架和

地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の解説 /総務庁長官官房地域改善

対策室編集.― 東京 :中央法規出版 ,1987.8。 -427p;21cln

361.86/S039 閉架一般 閉架和 0094095999



本館             *** 目 録 リ ス ト ***            盤頁

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等。―形態。一(シ リァズ名)

巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所        資料 ID

社会保険労務六法 /全国社会保険労務士会連合会編 ;労働省大臣官房総務課,社会保険庁長官官房
総務課監修.― 東京 :中央経済社 ,1978-。 ―冊 ;19-22cmi

昭和62年版
364/Z3/1987        開架禁帯出       閉架和         0094095601

改正労災保険と民事賠償調整の実務 ノ安西愈著.― 東京 :労働法令実務センター,1982.9.-325p;
｀    21om

364.5/A49  1      閉架一般        閉架和    1   0094095536

労災補償障害認定必携.― 東京 :労働福祉共済会 ,1976。 2.-451p;19cm
364.5/R59         閉架一般        閉架和         0094096831

利殖商法と被害の救済 /青年法律家協会弁護士・学者合同部会大阪支部編.― 大阪 :青年法律家協
会弁護士・学者合同部会大阪支部 ,1985。 11.-369p;21om           l
865/SE19         開架一般        閉架和         0094100427

不当労働行為事件命令集 /中央労働委員会事務局編.― 東京 :労委協会 ,1982-.― 冊 ;21cln

8162年 11月 -6月

366.1/C66/81      閉架一般        閉架和         0094095593

労働関係刑事事件判決集 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,1960.6-.― 冊 ;21帥 .―

(刑事裁判資料 163号 ,177号 ,228号 ,246号)

総索引
366.1/SA21/A       閉架禁帯出       閉架和:        0094097185

配転・出向`残業命令の理論と実務 /瀧川誠男著.― 東京 :労働法学出版 ,1970。 -230p;19cm
866。 1/TA71        閉架一般        閉架和         0094096526

解雇の法律問題 :学説・判例を検討して /池田直視著。―東京 :評論社 ,1956.-212p;22cln
366.14/132        閉架一般        閉架和         0094097011

労働協約法の研究 /吉川大二郎著。―東京 :有斐閣 ,1948。 10。 -4,239p;22cln

366.14/K122        閉架‐般        閉架和         0094095502

労働者の文書活動の権利 /宮島尚史著。―東京 :労働旬報社 ,19681-206,や ;19cln

366.14/M175        閉架一般        閉架和         0094096468

解雇処分をめぐる不当労働行為 /労働法令協会調査部編。―再版.… 東京 :労働法令協会 ,1972。

7.… 218p;21clnl― (不当労働行為あの手この手シリーガ nD。 2)

366。 14/R59        閉架一般        閉架和         0094097003

労務管理法令解釈要覧.― 東京 :新日本法規出版 ,1985。 9-.― 冊(加除式)3 22cm

366。 14/R59        開架一般        閉架和         0094098787

労働協約と争議の法理 /孫田秀春著。―東京 :寧業書房 ,1948.7。 -312p;19cm
366.14/S042        閉架‐般        閉架和         0094095爛 4

労働基準法関係例規判例集 /労働法令研究会編.― 増補新版c― 東京 :学陽書房 ,1960。 -770p
; 22cm

366。 15/R59        閉架一般        閉架和         0094096476



本館             *** 目 録

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等。―形態.,
巻 次

請求記号 図書取扱区分

労働基準法 /.労働省労働基準局編,一 新訂版.―

22cme― (労働法コンメンタリ 3)   ・

上

366.15/R59/1

下
366.15ノR59/2

9p;21cln
366。 18/SA21

閉架和     
‐  0094098373

労働法令協会 ,1977.8。 -31,1310,40p;22cm

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

東京 :労務行政研究所 ,

閉架和  
‐

資料ID

1973.10-1976. - 21子  ;

0094098365

43葬式

閉架一般

閉架一般

体系労働基準判例総覧 /辻本慶治著.― 東京 :

366.15/TS43 閉架ず般 閉架和

労働判例にみる解雇基準 :半J例労働法の研究 ノ林信雄著。―東京 :

481,9p.; 22cm

366。 13/H48 閉架一般 脚

判例に現われたる労使関係 :判例労働法の研究 /林信雄著.… 京都
; 22cm

366.13/H48 閉架一般 閉架和

労働関係民事事件裁判例概観 /最高裁判所事務総局行政局編.テ 東京

1

366.18/SA21/1 閉架一般

個別的労働関係編.=東京 :法曹会 ,1984。 7-1986。 10.―

/最高裁判所事務総局編 4-3)
1   -

366.18/SA21/1

0094095635

帝国地方行政学会 ,1970。 ―

0094095577

:ミネルデァ雇邸房 ,1967..-592p

0094095585

:法曹会 ,1949。8.-3,13

0094095510

, 1984.12. - 287,9p ; 21cm
0094095528

-(労働関係民事裁判例概観

0094096955

1973.8. - 20,943,30p ; 21cm
0094096989

1975。 5. … 10,233,29

0094096997

- 1101,1601 ; 21cm. ―

0094095619

0094096872

21cm.― (労働関係民事裁判例概観

閉架一般

整理解雇に関する裁判例 /最高裁判所事務総局編 .

366.13/SA21 閉架一般

訴訟上の諸問題編。一東京 :法曹会 ,・ 1987.1。 -6,187,28p;21cm。

/最高裁判所事務総局編 9)
366。 18/SA21 閉架ず般 閉獅

労働関係最高裁判例集 ノ労働省労政局編集.― 東京 :六法出版社 ,

366ι 18/SA21        開架一般        閉架和

最高裁判所労働関係判例総索引 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会 ,

p ; 21cln                   _

366.18/S121        閉架一般        閉架和

閉架和

二東京 :法曹会
開架和

個別的労働関係編 /最高裁判所事務総局編.― 東京 :法曹会
"1987112。

(労働関係民事裁判例概観 /最高裁判所事務総局編 上巻)

366。 18/SA21/1       閉架一般 :      開架和

集自的労働関係編.― 東京 :法曹会 ,1982。 1071983.6c― 冊 ;21cln。 ,(労働関係民事裁判例概観

/最高裁判所事務総局編 1-3)            [

和

　

；

麒
　
冊

閉架一般 閉架和 0094096906



本館 彙** 目 録 リ ス ト *** 44頁

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態こ―(シ リーズ名)

巻 次
請求記号 図書取扱区分      配架場所 資 料 ID

集団的労働関係・訴訟上の諸問題編 /最高裁判所事務総局編.二 東京 :法曹会 ,1988.2:-887,13
8p:21cln.― (労働関係民事裁判例概観 /最高裁判所事務総局編 下巻)

366.18/SA21/2 閉架‐般        閉架和 0094095627

法曹会 ,1982。 10-1983.6。 ―冊 ;21cm.― (労働関係民事裁判例概観集団的労働関係編c― 東京
/最高裁判所事務総局編
2

366.18/SA21/2

個別的労働関係編.― 東京
/最高裁判所事務総局編
2

366。 18/SA21/2

集団的労働関係編.― 東京
′最高裁判所事務総局編
3

866。 18/SA21/3

個別的労働関係編.二 東京

1-3)

閉架一般        閉架和

閉知

開架和

閉架和

ooe40e6s14 I

0094096922

0094096980

0094096880

法曹会 ,1984。 7-1986.10.=冊 ;21cm.― (労働関係民事裁判例概観
4-3)

閉架一般

法曹会 ,1982.10-1983.6.― 冊 ;21clRc― (労働関係民事裁判例概観
1-3)                      

‐

閉架二般 閉架和 0094096898

法曹会 ,1984。 7-1986。 10。 ―冊 ;21m.=(労働関係民事裁判例概観

ノ最高裁判所事務総局編 4-8)
3

366。 18/SA21/3       閉架一般

4

366.18/SA21/4       閉架一般

5

366.18/S121/5       閉架一般        開架和         0094096948

職場の労働判例 ノ竹下英男著ご―東京 :労働旬報社 ,1971。 -21015p;19om

組合活動編
366.18ノTA65       閉架一般        閉架和         0094096807

労働訴訟・労災補償 /東京大学労働法研究会編纂。―東京 :有斐閣 ,1984.9.-295,3p;22cln.―
(労働判例評釈集 7)
366。 18/T046        閉架一般        閉架和         0094095486

現場第‐線担当者のための労災事故と示談の手引 ノ労働法規研究グll―プ編.二 新訂:=東京 :労働

法令実務センター,1984.2。 -186p;21cln

366.36/R59   ′    閉架一般        閉架和         0094098423

文化と犯罪の性格 /金子準二著。―東京 :畝傍書房 ,1941。 6.-5,3,3411;19om
368。 oノKA5o        閉架下般        閉架和         0094098456

有害物管理のための測定法 ノ多田治著.― 東京 :労働科学研究所 ,1967-1968。 -3冊 ,229m。 ―

(労働科学叢書 23,24925)
第1部無機編(上)

498.12/TA94/1(1)     閉架一般        閉架和         0094098233

第靖「無機編(下 )

498。 12/TA94/1(2)     閉架一般        閉架和         0094098241



閉架一般

墓地所有権論と墓地使用権論 /吉田久著。―東京
498。 12ノY86 閉架一般

大気汚染と呼吸器疾患 /宮本昭正,可部順二郎共著.― 東京 :南江堂 ,1968。

498。 41/Klll        閉架二般        閉架和

大気汚染と健康破壊 /南雲清著.― 東京 :医療図書出版社 ,1973.8。 -153p

と生命・健康破壊ノート 1)

書名 /著者名.―

巻 次
請求記号

第2部有機編
498.12/TA94/2

*** 目 録

版次.― 出版 等.― 形態.―

図書取扱区分

リ ス ト ***

(シ リーズ名)

配架場所

閉架和

:新生社 ,1962.… 147p:

閉架和   :

23cm

資料 ID

0094098258

22cm
0094096237

- 230p ; 21cm

0094100468

:21crn。 ―
(「公害」

0094099736

0094099447

有斐閣 ,197171972,

0094099785

1980。  - 2,7,209,9p

0094099462

-東京 :有斐閣
"

0094094190

:法曹会 ,1998e8

0094099488

0094099454

;19cm.― (法と文化シトガ )

0094099603

, 1968。  - 153p : 21cm
0094096005

建設省河川 局急傾斜地法研

0094096724

498。 41/N27

ハヽウ:技術開チ
7,272p ; 22cm

507。 2/D83

閉架一般 閉架和

ノウ・ハウ:技術開発と海外企業進出の法律問題 /土井輝生著.… 東京 :商事法務研究会 ,1966.8。 ―

閉架一般 閉知

―東京 :工業所有権の基本的課題 :原増司判事退官記念 /入山実編集代表 9

-2冊 ;22cm
上

507。 2/K026/1 閉架一般 閉架和

特許・実用新案をめぐる理論と実践 ノ水田耕一著.― 東京 :商事法務研究会 ,

;19cm.― (無体財産権と現代ビシ
゛
ネス/水田耕∵著 3)

507。 2/M197/3 閉架一般 閉架和

無体財産法と商事法の諸問題 :豊崎光衛先生追悼論文集 ノ官脇幸彦(ほか)編 .

1981.11。 - 770p ; 22cm

507.2/MU31 閉架丁般 閉架和

知的財産権関係民事・行政裁判例概観 /最高裁判所事務総局行政局監修.― 東京
. … 22, 802, 131p ; 21cm

507.2/SA21        開架一般 閉架和

知的財産権侵害要論 /竹田稔著.― 東京 :発明協会 ,1992。 6.-464p;22cll

特許・意匠・商標編
507.2/TA59 閉架一般 閉架和 0094099470

特許法 /竹内賀久治著.… 東京 :巌松堂書店.-3,60,3,81■ ;

507.23/TA67        閉架一般        閉架和

デデインの保護 /播磨良承著.― 東京 :六法出版社 ,1985。 4.-179p
507.25/H33        閉架一般        閉架和

技術導入契約認定基準の解説 /中村雄一編.… 東京 :商事法務研究会
509.1/N37         閉架一般        閉架和

急傾斜地法の解説 :急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 /

究会編.― 東京 :全国加除法令出版 ,1970。 -314p;22cln

510。 9/KE51 閉架一般 閉架和



本館              *** 目 録 リ ス ト ***

書名 /著者名.― 版次.― 出版 等.― 形態.― (シ リーズ名)

巻 次
請求記号         図書取扱区分      配架場所

建築の法律紛争 :トラデルヘの対応Q&A/荒井八太郎 (ほか)著 .― 東京 :有斐閣 ,

7p;19cm。 ―(有斐閣選書 .市民相談室シリいだ シミンソウダンシツシリ‐ガ)

510。 91/A62        閉架一般        閉架和

建設工事判例集成 /中村絹次郎編:― 東京 :清文社 ,1972-1973。 ―サツ;22cm i

不法行為篇
‐ 510。 91/N37        閉架一般        閉架和

510。 91/N37        閉架一般        閉架和

建設工事判例提要 ノ菅生浩三編著.― 大阪 :清文社 ,1983.3.-2冊 ;22cln

1

510。 91/SU49/1       閉架一般        閉架和

2

510。 91ノSU49/2       閉架一般        閉架和

建設工事請負契約の研究 /岩崎脩著`・
改訂増補。―東京 :清文社 ,1993.6。 ―

510。 95/196        閉架一般        閉架和

河川工学解説 /日本芳美著.― 東京 :工学出版 ,1968.10。 -204p;22cm
517/042          閉架‐般        閉架和

河川法 /建設省河川研究会編.― 東京 :港出版合作社 ,1957。 -41■ ;22cme r

巻)

517.09/KE51        開架下般        閉架和

水利権 /建設省河川研究会編.― 改訂増補版.― 東京 :港出版合作社 ,1958.3.

me出 '(河川全集 第1巻)

517.09/KE51        閉架一般        閉架和

水利権実務一問一答 ノ建設省河川局水政課水利調整室編著.― 東京 :大成出版社
2冊 ;21cm
(第1集)

517.09ノKE51ハ       閉架一般        閉架和       : 0094094034

水の法律 ノ安田正鷹著.― 東京 :松山房 ,1938。 3.-3,2,10,268,4,38p;23cm
517。 09ノY62        閉架一般        閉架和         0094096369

最新宅地開発法令要覧。―第H版。‐東京 :大成出版社 ,1977。 8.-326p:21cln
518。 8ノSA22        閉架一般        閉架和         0094096849

土地区画整理法 /松浦基之著.― 東京 :第一法規出版 ,1992。 7b-18,737,18p;22cm。 ‐(特別

法コンメンタール)

518。 86/MA89        閉架一般        閉架和     _  0094095973

換地処分の諸問題 ノ下出義明著.… 東京 :酒井書店 ,1982.2。 -313:5p;22帥

518186/SH52   ‐   閉架一般        閉架和         0094096047

換地処分の研究 /下出義明著.― 改訂版.― 東京 :酒井書店 |■ 979。 6。 -433,9p:22cm

518.86/SH52        閉架一般        閉架和         0094096054

46頁

資料 ID

1988。 3. … 270:

0094096039

0094100435

0094096187

0094096161

0094096179

1134p:3 22cm

0094096195

0094096377

(河川全集 第2

0094096351

- 13,389p ; 22c

0094098845

, 1979=1984。  ―



本館           *** 目 録 リ ス ト ***

書名 ノ著者名.― 版次.― 出版 等.“ 形態.― (シ リ∵ズ名)

巻 次

47頁
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土地区画整理法精義 ノ都市計画研究会編.― 訂正再版.― 東京 :都市計画協会 ,1957P― 爛■ ;

22cm

518。 86/T072        閉架一般        閉架和         0094100518

解説公害健康被害補償法 /環境庁企画調整局損害賠償保障制度準備室編著.■ 東京 :帝国地方行政

端滲峯ヽ 1 1974。 1。 - 17,432p ; 21cm

510。 12/KA56        閉架一般        閉架和         0094099744

産業廃棄物処理ルドデックノ厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室編.― 東京 :ぎようせい

, 1988,. ― ‐「I・
 ; 22cm

平成昨 版
519。 7/K083/1991 閉架一般 閉架和 0094096070

すべてがわかる改正廃棄物処理法 :改正後の政令・省令・告示をすべて網羅.― 東京 :ぎようせい ,

1992。 8t - 319p 3 21cm

519。7/SUll        閉架
=般

閉架和 0094096062

建築基準法 /荒秀,関哲夫,矢吹茂郎編著.ァ 改訂版.― 東京 :第一法規出版 ,1990.11・ -16,78

8,8p;22cm。 ―(特別法コンメンタいル)

520。 91/A61 閉架一般 閉架和 0094095965

自動車公正競争規約の解説 /メ II井克倭編.― (  ):自動車公正取引協議会 ,1971。 12.T24■ ;

21cm

537。 09/K198 閉架一般 閉架和 0094097037

船の常識 ノ山口増人.― 新版.… 東京 :海文堂出版 ,1956.-422p:折込図 :22cm

550/Y24 閉架一般 閉架和 0094096385

堪航能力と海事法の研究 /志津田氏治著.― 東京 :酒井書店 ,1971。 -250,3p;22cm

閉架ず般 閉架和‐ 1550。 92/SH94

工場及び鉱業抵当法 /香川保一著.‐ 東京 :港出版合作社 ,1953.7.
560。 91/KA17        閉架一般        閉架和

国土利用計画法一間二答 /地価調査研究会編著.― 改訂増補版.… 東京
- 305p ; 21om

価格評価編
601。 1/C43        閉架一般

国土利用計画法 /河野正三著 .― 東京 :

いル)'   ・

601.1/K076        閉架一般

国土利用計画法一間一答 /土地利用研究会編著.― 改訂3版 .― 東京

,308p ; 21cm                    _

土地取引規制編
     閉架一般605。 1/T015

農業基本法の法律知識 :法のあり方運用の仕方 /

閉架和         0094096757

島津嘉孝著。―東京 :育英堂 ,1962.-3,11,2

開架和         0094097417

閉架和

第一法規出版 ,1977.5.―

閉架和

0094094810.

- 2,25,534p : 22oll

0094097388

:大成出版社 ,1984.11.

0094096765

592p:22cme― (特別法コンルタ

0094095981

:大成出版社 ,1986.8。 ,34

47p ; 19cln

611。 12/SH46 閉架一般
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最新農地転用許可基準の解説 /桜井秀美,中崎長二郎著.― 全訂版。―東京 :学陽書房 ,1970.11.
-327p:図版 ;19crn

611。 2/SA47        閉架一般        閉架和         0094099660

新農地関係法 /学陽書房編集部編.=全訂新版。―東京 :学陽書房 ,,1971。 12.-667p l,22cm

611123/G16        閉架一般        閉架和         0094099678

土地改良法関係法令集 /ゴ

`陸

農政局管理課編.― 新版.… (  ):北陸四県土地改良事業団体連合

会協議会 ,1965。 -5,346:48,36,66,50p;22cln

611.23/H82        閉架一般        閉架和         0094097177

農地法精説 /木村靖二著.― 改訂増補版.― 東京 :高陽書院 ,1956.6.-479p;22cm
611。 23/K139        閉架一般        閉架和         0094097425

農地関係法規総覧 /Jヽ見山住禰編.― 改訂増補.― 東京 :法令社 ,1968。 -556p;21cm

611.23ノX065        閉架一般        閉架和         0094097409

農地関係法.― 全訂新版。―東京 :学陽書房 ,1981.9。 -684p;22cm

611。 23/N91        閉架一般        閉架和         0094099652

農林法規解説全集 /農林法規研究委員会編。―東京 :大成出版社 ,1969-。 -1冊 (加除式);22cm
農地編1

611.23/N96/1       閉架一般        閉架和         0094097326

農地法関係訴願裁決例集 /農林省農地局農地課編.― 東京 :農政調査会 ,1958。 3-1961.6。 ―冊 ;

21cm

(正)

611。 23/N96/2 閉架一般

農地法関係訴願裁決例集 ノ農林省農地局農地課編.― 東京 :農政調査会 ,1958.3-1961.6。 ―冊 ;

21clln

第凛

611。 23/N96/1       閉架一般

農林法規解説全集 ノ農林法規研究委員会編 .

農地編2     ｀

611.23/N96/2      開架一般

農地関係法判例大系 /農林省農地課編 .

第2集

閉架和         0094098670

-東京 :大成出版社 ,1969-.-1冊 (加除式)3 22cln

閉架和         0094097334

閉架和         0094098688

-東京 :農政調査会 ,1960。 1-1967.― 冊 ;22cm

日目舅昌禾目                 0094099710

●

611。 23/N96/2

第3集

611.23/N96/3      閉架一般       ・閉架和         0094099728

農地関係法令集 /最高裁判所事務総局(編)。
―(東京):(最高裁判所事務総局),1959.11。 ‐406p

; 21cm

611.23/SA21        閉架一般        閉架和         0094098662

農地関係法令集 ノ最高裁判所事務総局行政局 (編)。
― (東京):(最高裁判所事務総局行政局),(1

953。 2).■ 303p;21crn
611。 23/SA21        閉架一般        閉架和         0094099686

閉架一般
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614。 6/TA68 閉架一般 閉紳

正しい表示と広告 :畜肉・鯨肉等のかん詰業に対する特殊指定解説 ノ公正取引委員会事務局取引課

編.― 東京 :公正取引協会 ,1961。 7.-157p:19cm
648.2/K083        閉架一般        閉架和     _  0094094174

図書取扱区分 配架場所

農地の法律実務 /栃木県弁護士会編集.― 新版:=宇都宮 :栃木県弁護士会 ,

:lWi3/轟霧
東十県会夏季研修会

葉宣般 
和63年度)  

開架和

新
量普麓誌鬱

/frH正明,献
稚 証

東京 :学陽書房
議謂

■2-翻 p;

溜池の研究 /竹山増次郎著0-東京 :有斐閣 ,1958.11。 -5,4,358,5p:22cln

614。 6ノTA68        閉架一般        閉架和

溜池の所有権及水利権の実証的研究 :今池の理立に関する記録 ノ竹山増次郎著。―

房 ,1956.11。 -4,5,124p;21cm

漁
誌露餐淵肥r覧

/金田禎之編
論架翌籠

改訂版。―東京 :ポ 版社 ,1986.1。

不
爵露露結£

研究 ノ満田重昭著
論架壺晟

:発明協会 ,19調
≦縄 480p:22cln

不
勝響多腕ナ

法概説 /小野昌延
冨桑l議

京 :有斐閣 ,B酷
桑鶏

F缶8p;19cm.

注解不正競争防止法 ノイヽ野昌延編著.― 東京 3青林書院 ,1990。 10。 -14,470,33p

671。 3/067         閉架一般        閉架和

不正競争判決集 :昭和40年-51年 /商標調査会編.― 東京 :商標調査会 ,1977.8.

671。 3/SH95        閉架一般        閉架和

商事法務研究会 ,1989.5。

閉架和

(東京):東京商工會議所

-214p : 19cm

_資料 ID

1988。  - 642,25p ;

0094098324

19cm

0094099694

0094096427

京都 :三和書

0094098449

- 1398p ; 22cm

0094099751

0094099389

-(有斐閣双書)

0004099330

; 22cm

0094099863

-743p ; 27cm

0004099355

,444,30● : 2

0094099348

, 1930.7. - 6,

0094099871

0094098605

- 30,347,30p ; 22

0094094182

0094095437

実務相談不正競争防止法 /田倉整,元木伸編.― 東京 :

2cm

671。 3/TA74 閉架一般

不正競争の取締に関する調査 /東京商工會議所 (編).―

166p;23ome― (商工調査 第34琥 )

671e3/T046        閉架一般        閉架和

中
鮮含議殿麓

法早わかり/松崎
鰭菓菫振 

東京 :ダ イヤモント

澪集細
1957.

訪間販売法 ノ梶村太市,深澤利一,石田賢一編.

cm.― (現代実務法律講座)

673。 3ノKA22        閉架一般

―東京 :青林書院 ,1992.6。

閉獅

新しい道路交通法 .― 東京 : ぎょう週,い ,1978.11.-404,54p;21cln
681。 2/KE27        閉架一般 閉架和
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自由国民社 ,1989.8.-338p交通事故の損害賠償額 /神田洋司著.― 〔19891改訂版.… 東京 :

;19cm。 ―(自 由国民社の交通事故対策シリーガ).

68113/KA51 閉架一般 閉架和 0094095452

交通事故と損害賠償 /家庭裁判所調査官研修所編.― 東京 :法曹会 ,1979.5.-78p;21cln
681。3/KA85        閉架一般        閉架和         0094095460

裁判・保険における損害賠償額算定基準.一 大阪 :近畿弁護士会連合会交通事故委員会,大阪弁護t
会交通事:… 92,13p;26crn.― (裁判所・保険会社・弁護士による民事交通事件研修会 第2回 )

681。 3/SA17 閉架一般 閉架和 0094098887

交通事故訴訟の理論と展望 :倉J立30周年記念論文集 /東京三弁護士会交通事故処理委員会編.― 東

沖t: ぎょうtい ,1993。 2。 -564p:22cm
681。 3/T046 閉架一般 閉架和 0094095478

交通事故問題河ニガ /東京三弁護士会交通処理委員会,日弁連交通事故相談センタ‐東京支部編.― 東京
:東京三弁護士会交通事故処理委員会 ,1971。 5。 -89p;21帥

第2号

681。 3/T046 閉架一般 閉架和

海運の知識 /大木一男,古川哲次郎共著。-2版 .― 東京 :海文堂出版 ,1973。 -49294p;22cln

683/051          閉架一般        閉架和        0094098480

自動車登録関係通達・情報集 /自動車登録関係法規研究会編 .― 改訂増補 .― 東京 :交文社 ,1968
.3。 , 773p ; 22cm
685。 1/J48         閉架一般・       閉架和         0094098621

0094097490

22cln。 ― (大阪市

0094096310

航空賠償責任法論 /藤田勝利著.… 東京 :有斐閣 ,1985.5。 -lu;i11,253p:

立大学法学叢書 /大阪市立大学法学会編 39)
687。 1/F67 閉架一般

航空法 :航空法施行令・航空法施行規則。

昭和5“

“

月20日 現在
687.1/K047 閉架一般 閉架和

航空運送法規概説 /住田俊‐著.― 東京 :日本評論新社 ,1962。

687。 1/SU65        閉架一般        閉架和

-303p ; 22cm

閉架和

―東京 :鳳文書林 ,1981。 8。 - 396p : 21cm
●

0094096708

0094096302
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青木,定行 ==〉取締役解任論  (28)
青田,長太郎 ==〉民事訴訟編  (32)
浅井,清信(1902-)===〉不動産法の研究  (18)
芦田,一良 ===〉公職選挙法逐条解説  (2)
新しい韓国・親族相続法 :199101・ 1施行改正民法:(25) :
新しい道路交通法 (49)
新しい様式による支払命令手続の手引 (32)    i
新しい様式による民事判決書集  (32)
新しい養子法 :入門から戸籍・家事審判の実務まで  (22)「
跡部,定次郎 ==〉回際私法講義 全  (37)
跡部,定次郎 ==〉国際私法論  (37)
安倍,正三 =二=〉脚註記録破産及び和議手続  (34)
阿部,照哉(1929-)==〉憲法  (11)
阿部,泰隆(1942-)==〉行政法判例  (12)
アメリカ会社法概論  (29)
アメリカ閉鎖会社法 :その展開と現状および日本法への提言  (29)
荒:秀 (1928-)==〉建築基準法  (47)
新井,克美 ==〉登記手続における公図の沿革と境界  (20
荒井,八太郎 ==〉建築の法律紛争  (45)
荒木,新五(1949-)===〉判例便覧詐害行為取消権  (20)
安西,愈 (1938-)===〉 改正労災保険と民事賠償調整の実務  (42)
池田,直視 三=〉解雇の法律問題  (42)
伊沢,孝平(1901-1974)===〉 判例手形法小切手法 .(29)

伊沢,孝平(1901・ 1974)==〉 表示行鶯の公信力  (29)
遺産分割における実務上の諸問題  (23)
遺産分割の研究  (23)
石井,真司(1928-)==〉銀行取引法の研究  (40)
石井,真司(1928-)==〉特殊担保  (20)    ～

石坂,音四郎 ==〉改纂民法研究  (14)
石坂,次男 ==〉詳解供託制度  (24)
石角,完爾 ==〉企業秘密 (39)
石田,賢一 ==〉訪問販売法  (49)
石田,文次郎 ===〉民法研究  (14)
石葉,光信(1917-)==〉行政争訟編  (13)
慰謝料Q&A:く らしの相談室  (21)
板木,郁郎 ===〉否認植に闘する賞證的研究  (34)
市川,豊平 ==〉神社実務提要  (2)
市村,光事(1875-1928)==〉帝国憲法論  (11)
一般の民事損害賠償事件  (12)      .
乾,昭三(1928-)==〉企業責任  (21)          :
井野,博道 ==〉競売法論  (35)
井上,恵行 ===〉宗教法人法の基礎的研究  (1)
今中,利昭(1935-)==〉現代会員契約法  (21)
今村,成和(1913-)==〉私的独占禁止法の研究  (38)
入会権学説集  (20)
入会問題資料叢書 第4(20)
入江,一郎(1923-)==〉条解非訟事件手続法  (36)   |
入江,真太郎 ==〉信託法原論  (23)
入山,実 ==〉工業所有権の基本的課題  (45)
遺留分の法律と実務 :相続・遺言における遺留分減殺の機能  (23)
岩崎,脩 (1931-)==〉建設工事請負契約の研究  (46)
ヂ,武 ( )===〉韓国 親族法・韓国 相続法  (25)
インサイダー取引規制の総合解説  (40)
上杉,倶吉(1878-1929)==〉 帝國憲法 全  (11)
植松,宏嘉(1936-)==〉コンピユータプログラム著作権Q&A (1)
植村,栄治(1949-)===〉 交通法0通信法 :(4)
鳥賀陽,然良 ==〉改訂海商法論  (28)
鳥賀陽,然良 ==〉商法研究  (25)



2ギ いゾーーーーーー

鳥賀陽,然良 ==〉商行為法  (28)
右近,健夕i(1940-)==〉婚姻の無効  (15)
氏と親権  (22)
内海,一 ==〉仮登記の理論と実務  (24)
鵜野,和夫(1930-)==〉空中権・土地信託・抵当証券  (20)
宇野,輝雄(1931-)===〉企業スパイ (39)
浦川,登志夫 ==〉遺言に関する文例書式と解説  (23)
浦野,雄幸 ==〉条解民事執行法  (33)
浦本,寛雄(1936-)==〉破綻主義離婚法の研究  (22)
運送法の理論と賞際  (28)
衛星航法  (37)
英米契約法の理論  (25)
英米法における不当利得  (25)
遠藤,浩 (1921-)==〉建築・請負  (19)
遠藤,誠 (1930-)==〉解読・暴力団新法  (30)
大家,重夫(1934-)==〉寄付金返還・宗派離脱1責任役員会等の決議 (1)
大家,重夫(1934二 )==〉最新肖像権関係判例集  (11)
大家,重夫(1934-)==〉宗教法人所有不動産の賃貸借

・
(1)

大家,重夫(1934-)==〉租税0憲法第八十九条・国有社寺境内地処分 (1)
大木,一男(1905-)==〉海運の知識  (50)         :
大蔵省銀行局 ==〉新貸金業関係法規資料集 C40)
大阪市立大学法学叢書  (50)                   ●

大島,光治(1908-)==〉戸籍実務と家事審判  (24)   |
大隅,健一郎(1904-)==〉会社法の諸問題  (28)
大隅,健一郎(1904-)===〉私と商事判例  (26)
太田,武男(1917-)==〉家族法判例・文献集成  (22)
太田,武男(1917-)==〉結納  (15)
太田,知行 ==〉当事者間における所有権の移転  (20)         |
大官,荘策 ==〉宗教法の研究  (2)           ‐

大森,忠夫(1908-1972)===〉 保険法  (4)
大森,政輔 ==〉親族法・相続法  (15)
岡田,忠澄 ==〉家事調停・審判編  (36)
岡本,和雄 ===〉遺言に関する文例書式と解説  (23)       1
岡本,芳美 ==〉河川工学解説  (46)
小川,英明 ==凛饗無請負  (19)
長内,健 (1943-)==〉企業秘密保護ハンドフ

リ
ック (39)

小沢,二郎(1909-)==〉明治時代に於ける教会浄化関係史料  (2)
小野,昌延(1932-)==〉注解不正競争防止法  (49)
小野,昌延(1932-)==〉不正競争防止法概説  (49)
小野,清一郎(1891-)===〉新刑事訴訟法概論  (37)
温泉権の研究  (19)
力いドトラデルルドデック (40)              .
甲斐,良一(1931～ )==〉写真と人権  (1)    .
海運の知識  (50)
海外ブックス (39)                         i
解雇処分をめぐる不当労働行為  (42)                 ~
解雇の法律問題 :学説・判例を検討して (42)     一 =

改纂民法研究  (14)
会社議事録青¬文例集  (28)
会社業務研究会 ===〉会社議事録青¬文例集  (28)
会社更生法  (10)
会社事件捜査概論  (30)
会社訴訟非訟の実務  (27)
会社犯罪の捜査  (30)
会社法の諸問題  (28)
改正銀行取引約定書遂条解説と210の事例研究 :問題の逆相殺・充当指定 (40)

改正刑法各論  (9)
改正しましたか就業規則 :男女均等法などで手直し必要 : その実務とモデ (39)
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改正借地法にもとづく借地非訟事件手続の手引き (23)
改正法例の解説  (12)
改正民事訴訟法  (32)
改正養子法の解説 :昭和六二年民法等一部改正法の解説

改正労災保険と民事賠償調整の実務  (42)
解説公害健康被害補償法  (47)
解説公共用地取得特別措置法  (13)  1
解説借地・借家改正法  (23)
改訂海商法論  (28)
解読・暴力団新法  (30)
香川,保―(1921-)===〉 工場及び鉱業抵当法  (47)
香川,保一(1921-)==〉不動産登記の諸問題  (24).
学陽書房編集部 ==〉新農地関係法  (48)
寛,康生 ===〉預金の差押  (40)
寛,克彦(1872-1961)==〉皇國憲法  (11)
風間,鶴寿 ==〉消滅時効の法理と賞際  (18)
貸金業規制法  (40)          :
家事事件の調査方法について (36)
家事事件の申立書式と手続  (35)
家事審判事件の研究  (36)
家事審判書集 (36)
家事審判法実務講義案  (36)
家事審判法総論  (35)
家事調停・審判編 :解説と手続  (36)‐
梶村,太市 ==〉人事訴訟の実務  (36)
梶村,太市 ==〉訪間販売法  (49)
河川工学解説  (46)
河川全集 第1巻 (46)
河川全集 第2巻  (46)
河川法  (46)
家族法判例・文献集成 :戦後家族法学の歩み .(22)

片山,金章(1897-1983)===>五十周年記念論文集  (3)
勝本,正晃(1895-)===〉 現代文化と著作権  (1)
勝本,正晃(18957)==〉終戦と債植開係  (21)
勝本,正晃(1895-)==〉 日本著作槽法  (1)
勝本,正晃(1895-)===〉 民法研究  (14)    ‐

勝本,正晃 (1895‐ )==〉民法・著作権法上の諸問題  (14)
勝本,正晃(1895二 )==〉民法に於ける事情愛更の原則

.(14)

家庭裁判所調査官研修所 ==〉家事事件の調査方法について  (36)
家庭裁判所調査官研修所 ==〉家事審判法総論  (35)
家庭裁判所調査官研修所 ===〉交通事故と損害賠償  (50)
家庭裁判所調査官研修所 ==〉親権(監護権)の帰すうが問題になった割国 (22)

家庭裁判所論集 :倉J設三十周年記念  (31)
家庭裁判資料 第129号  (36)
家庭裁判資料 第139号  (22)
加戸,守行(1934-)==〉著作権法逐条講義  (1)
加藤,正治(1871-)二 ==〉破産法研究  (35)
加藤,正治(1871-1952)==〉破産法研究  (35)
加藤,正治(1871-1952)==〉破産法要論  (35)
金子,喜久男 ==〉破産否認の事例研究  (35)
金子,準二(1890-)==〉文化と犯罪の性格  (44)
金子,宏 (1930-)==〉租税法  (41)
金子,文六 ==〉民事訴訟法  (9)
金田,禎之 ==〉漁業関係判例総覧  (49)
株式会社役職員の刑事責任 :商法罰則の研究  (27)
株主線會決議無効論  (28)
可部,順二郎 ==〉大気汚染と呼吸器疾患  (45)       ‐

貨物保険  (41)

(22)
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仮差押・仮処分  (34)
仮登記担保契約に関する法律執務資料  (20)
仮登記の理論と実務  (24)
河井,信太郎(1913-)==〉会社事件捜査概論  (30)
河井,信太郎(1913-)=→株式会社役職員の刑事責任  (27)  ´
河井,信太郎(1913-)==〉経理不正と法律上の責任  (28)
川井,克倭(1932-)==〉 自動車公正競争規約の解説  (47)     .
川島,武宜(1909-)==〉温泉権の研究  (19)
川島,博 ==〉解説公共用地取得特別措置法  (13)
川端,和治(1945-)=二〉慰謝料Q&A (21)
河本,一郎(1923-)==〉証券取3111ンドデック (39)   .

ヽ 環境庁企画調整局損害賠償保障制度準備室 ==〉解説公害健康被害補償法  (47)
韓国親族相続法  (25)
韓国 親族法・韓国 相続法  (25)
簡裁民事手続編 :解説と手続  (31)
慣習法  (H)
神田,洋司(1931-)==〉交通事故の損害賠償額  (49)
換地処分の研究  (46)
換地処分の諸問題  (46)
関東十県会夏季研修会報告 昭和62年度 (21)
関東十県会夏季研修会報告 昭和63年度 (48)
関東十県会夏季研修会報告 平成4年度 (19)
関東十県会夏季研修会報告 1989年度 (30)
木内,宜彦 (1942-1988)===〉 手形決済・不渡の法律紛争  (29)
企業か:イ :機密防衛の戦略  (39)
企業責任 :企業活動に因る法律的責任を問う (21)       _
企業提携の法律  (25)
企業秘密 (39)
企業秘密保護ルドデヅ  (39)
菊井,維大(1899生)===〉仮差押・仮処分  (34)
菊池,晨 (1930-)==〉改正借地法にもとづく借地非訟事件手続の手引き (23)
菊地,博 ==〉民事訴訟の実務  (31)
技術導入契約認定基準の解説  (45)
喜多

"了祐(1921-)==〉コンメンタいル商法総則  (27)      ・

吉川,大二郎(1901-)==〉保全訴訟の基本問題  (34)
吉川,大二郎(1901-)==〉労働協約法の研究  (42)
城戸,芳彦 ===〉著作権法研究  (1)
木下,毅 (1936→ ==〉英米契約法の理論 :(25)

寄付金返還・宗派離脱・責任役員会等の決議無効  (1)
機密管理マ亀アル:産業スパイの基本対策  (39)
木村,小一 ==〉衛星航法  (37)
木村,靖二(1904-)=|〉農地法精説  (48)
木村,剛志 ==〉わかりやすい印紙税の実務  (41)
脚註記録破産及び和議手続  (34)
急傾斜地法の解説 :急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律  (45)
境界確定訴訟に関する執務資料  (20)
行政関係判例解説  (12)
行政救済法  (13)
行政争訟編  (13)
行政判例研究会 ==〉行政関係判例解説  (12)
行政法判例  (12)
供託関係先例要旨集  (24)
供託関係判例集  (24)
供託法精義  (24)
共同行為等認可申請 :景表法関係 ;刑事・民事等訴訟 ;その他 :(38)
京都大学商法研究会 ==〉商事法判例研究  (26)
京都帝國大學法科大學卒業論文集 (3)  :
競売法論  (35)

●



漁業関係判例総覧  (49)
金,容旭 ==〉新しい韓国・親族相続法  (25)
銀行関係新判例研究  (40)
銀行実務手続双書 14(40)
銀行実務手続双書 3(40)
銀行取引法の研究 :堀内仁先生古稀記念  (40)
金融財政事情研究会投資研究グループ ===〉判例先例金融取引法 (40)
空中権・土地信託・抵当証券  (20)
草野,豹一郎 〓=〉改正刑法各論  (9)
國井,和郎 ==〒〉国家賠償法の判例  (13)
国に対する損害賠償請求事件 下巻 (12)      _
国に対する損害賠償請求事件 上巻 (12)
久濃田,益喜(1893-1975)==〉刑事訴訟法  (9)
久濃田,益喜(1893-1975)==〉刑法線論學説判例線覧  (9)
黒田,誠 ==〉行馬の違法  (30)
群馬弁護士会 ==〉遺産分割における実務上の諸問題  (23)
経営訴訟・会社事件の法律実務  (27)

１

３

慶應義塾大学法学研究会叢書 11(21)
慶應義塾大学法学研究会叢書 16(26)
経済取引関係裁判例集  (31)
経済法学会 ==〉不公正な取引方法  (38)
警察庁交通局 ==〉新しい道路交通法 (49)
刑事裁判資料 163号 ,177号 ,228号 ,246号  (42)
刑事裁判の実際 :と くに新しい公判手続きの運用について

刑事訴訟法  (9)
刑事訴訟法  (36)
刑事訴訟法  (37)
刑事訴訟法講義  (37)
刑事訴訟法大綱 (29)
刑事法論文集  (29)
京城帝国大學法學會叢刊 4(21)
刑法学綱要  (29)
刑法学粋  (29)
刑法各論  (30)
刑法綿論  (30)
刑法縄論學説判例線覧  (9)
刑法大綱  (29)
刑法に於ける期待可能性の思想  (30)
契約(2);事務管理 ;不当利得 ;不法行為  (15)
契約解除をめぐる諸問題  (21)
経理不正と法律上の責任  (28)
現行寺院及教會法講義  (2)
建設工事請負契約の研究  (46)
建設工事判例集成  (46)
建設工事判例提要  (46)
建設省河川局 ===〉急傾斜地法の解説  (45)
建設省河川局水政課水利調整室 ==〉水利権実務一間一答

建設省河川研究会 ==〉河川法  (46)
建設省河川研究会 ==〉水利権  (46)
現代会員契約法 :各種会員契約の法律問題  (21)
現代憲法問題  (11)
現代航空法  (37)
現代実務法律講座 (34)
現代実務法律講座 (49)
現代商法学の諸問題 :田中誠二先生古稀記念  (26)
現代の人権双書 4(12)
現代文化と著作権  (1)
建築・請負  (19)

(37)

(46)



建築基準法  (47)
建築の法律紛争 :トラデルヘの対応曖A (45)
現場第二線担当者のための労災事故と示談の手引 (44)
憲法  (11)
憲法学研究 4(11)
憲法逐条講義  (11)
憲法判例の研究  (11)
憲法判例の体系  (11)
憲法25講 :参照条文つき (12)
権利濫用 (18)
小池,隆一(1898・)==〉準契約及事務管理の研究  (21)
行馬の違法  (30)
公益法人実務研究会 ==〉公益法人の理論と実務  (18)
公益法人の理論と実務  (18)
「公害」と生命・健康破壊ノート 1(45)
工業所有権の基本的課題 :原増司判事退官記念  (45)′
工業所有権法  (10)
航空運送法規概説  (50)
航空賠償責任法論  (50)
航空法 :航空法施行令・航空法施行規則 (50)
皇國憲法  (11)
工作物責任をめぐる諸問題  (21)
工場及び鉱業抵当法  (47)
公職選挙法逐条解説  (2)
公正競争規約集  (38)
厚生省生活衛生局 =二=〉産業廃棄物処理ルドデッタ (47)
公正取引委員会 ==〉公正競争規約集  (38)
公正取引委員会 ==〉公正取引委員会審決集  (38)
公正取引委員会 ===〉下請取引の規制  (38)
公正取引委員会事務局官房審判官室 ==〉共同行為等認可申請 ;景表法関係 (38)

公正取引委員会事務局取引課 ==〉正しい表示と広告  (49)
公正取引委員会事務局 ===〉不当表示と過大景品の規制  (38)
公正取引委員会審決集  (38)
公正取引委員会 ===〉独占禁止法のあらまし (38)
公正取引委員会取引部 ==F〉実例誇大広告と不当景品  (38)
公正取引便覧  (38)                         :
交通事故訴訟の理論と展望 :倉J立30周年記念論文集  (50)
交通事故と損害賠償  (50)
交通事故の損害賠償額  (49)          ・    ・

交通事故問題シリいガ (50)                    .
交通法・通信法  (4)
河野,正三(1924-)==〉国土利用計画法  (47)              :
公法問題研究会 ==〉早わかり改正地方自治法のここがポイント (3)1・
公務員関係裁判例概観 :労働関係事件執務資料  (2)
公務員の争議行為と処分  (2)
國際私法講義 全  (37)
国際私法論  (37)       :    ‐           :
国際取引実務講座  (37)
国際取引法の基本問題  (37)
国際販売・共同開発  (37)                  ・

国籍法逐条解説  (37)
国土利用計画法  (47)
国土利用計画法一問一答  (47)
国府,剛 (1935-)=〒 =〉婚約  (15)
小島,武司(1936-)==〉事例破産法解説  (35)
五十周年記念論文集  (3)
小関,健二(1922-)==〉経営訴訟・会社事件の法律実務  (27)
戸籍実務と家事審判  (24)
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児玉,義史 ===〉準法律行為論  (18)
国家賠償事件を中心として  (12)
国家賠償訴訟の実務  (13)
国家賠償法の判例  (13)
国家補償法大系  (13)
後藤,英輔 ==〉公正取引便覧  (38)
後藤,清 (1902-)==〉借地法・借家法の主要問題  (23)
小西,基弘(1929-)==〉機密管理マニユアル (39)
小林,茂郎 ==〉行政争訟編  (13)
小林,朴 ==〉会社犯罪の捜査  (30)
小林,孝輔(1922‐ )==〉自由に生きる権利  (12)
小林,弘人(1938-)==〉現代憲法問題  (11)
個別的労働関係編 (43)
個別的労働関係編 (44)
個別的労働関係編  (43)
小町谷,操三(1893-1979)==〉運送法の理論と賞際  (28)
小町谷,操三(1893-1979)==〉 新商事判例集  (26)
小見山,住禰 ==〉農地関係法規総覧  (43)
小屋,敏一 ==〉会社更生法  (10)
小山,昇 (1917-)==〉遺産分割の研究  (20
小山,齊 (1933-)==〉内容証明モデル文例集  (31)
ゴルフ会員権の理論と実務  (21)       /
ゴルフ会員権・預託証書の法理論  (28)
権,逸 (1911-)==〉韓国親族相続法  (25)
婚姻事件訴訟の研究  (36)
婚姻の無効  (15)
近藤,英吉 ==〉判例遺言法  (23)
近藤,完爾(1008-)==〉執行関係訴訟  (32)       ｀

コンピユータプログラム著作権Q&A (1)
コンメンタ‐ル商法総則  (27)                  _
コンメンタいル手形法  (29)
コンルタール会社法  (27)
婚約  (15)
桂,學圭(1943-)==〉新しい韓国・親族相続法  (25)
最近大審院民法判例批評  (18)                    .
才日,千晴(1938-)==〉特別清算手続の実務  (28)
債権各論 (14)
債権保全・国際金融  (37)
最高裁判所 ===〉家庭裁判所論集  (31)
最高裁判所 ==〉仮登記担保契約に関する法律執務資料  (20)      ,1
最高裁判所 ==〉境界確定訴訟に関する執務資料  (20)         :
最高裁判所憲法判例集  (11)                  i
最高裁判所高等裁判所民事判例要旨集  (16)          .
最高裁判所 ==>最高裁判所高等裁判所民事判例要旨集  (16)  =
最高裁判所裁判集(民事)要旨集  (15)
最高裁判所事務総局 ==〉新しい様式による民事判決青集  (32)
最高裁判所事務総局行政局 ==〉公務員関係裁判例概観  (2)
最高裁判所事務総局行政局 ==〉知的財産権関係民事9行政裁判例概観  (4o)
最高裁判所事務総局行政局 ===〉農地関係法令集  (48)      .
最高裁判所事務総局行政局 ==〉労働関係民事事件裁判例概観 ‐

(43)

最高裁判所事務総局 ===ゝ経済取引関係裁判例集  (31)        ‐

最高裁判所事務総局 ===〉個別的労働関係編 (43)

最高裁判所事務総局 ==〉個別的労働関係編 (44)          =
最高裁判所事務総局 ==〒〉個別的労働関係編  (43)

][曇‖『3重憔E::::3景繁獣]量ヨ懲#]鰐』葱i額≦聾逸事例集(め ,

最高裁判所事務総局 ==〉集団的労働関係・訴訟上の諸問題編  (43)
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最高裁判所事務総局 ===〉主要行政事件裁判例概観  (13)
最高裁判所事務総局 ===〉条解民事保全規則  (34)
最高裁判所事務総局 ==〉商法,同施行法,手形・小切手法,菖測図 (15)

最高裁判所事務総局 ■=〉書記官事務・訟廷事務に関連する民事裁判例要旨集 (31)
最高裁判所事務総局 ==〉諸法編  (16)
最高裁判所事務総局 ===〉諸法編  (18)
最高裁判所事務総局 二=→整理解雇に関する裁判例  (43)
最高裁判所事務総局総務局 ==〉家事審判書集 (36)
最高裁判所事務総局 ==〉訴訟上の諸問題編 (43)        :
最高裁判所事務総局 ==〉租税・社会福祉・社会保障関係裁判例概観  (41)
最高裁判所事務総局 ==〉滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する執務到国 (33)

、  最高裁判所事務総局 ===〉農地関係法令集  (48)
最高裁判所事務総局 ==〉保全処分  (34)
最高裁判所事務総局民事局 ==〉借地非訟事件における財産給付額等算定事例集 (23)

最高裁判所事務総局民事局 ==〉民事訴訟費用等に関する執務資料 (32)
最高裁判所事務総局 ==〉民事裁判例索引 (16)
最高裁判所事務総局 ==〉民事裁判例索引 (17)
最高裁判所事務総局 ==〉民事裁判例索引  (18)
最高裁判所事務総局 ==〉民事裁判例総索引 (16)
最高裁判所事務総局 ==〉民事裁判例総索引 (18)
最高裁判所事務総局 ==〉民事執行事件執務資料  (33)
最高裁判所事務総局 ==〒〉民事執行手続に関する通達通知集  (33)
最高裁判所事務総局 ==〉民事執行法関係裁判例要旨集  (33)
最高裁判所事務総局 ===〉民事保全関係執務資料  (34)
最高裁判所事務総局 ==〉民事保全手続書式集  (34)
最高裁判所事務総局 ==〉養子制度の改正に関する執務資料  (22)
最高裁判所事務総局 二=〉労働関係刑事事件判決集  (42)
最高裁判所 ==〉消費者信用関係事件に関する執務資料  (40) :
最高裁判所判例解説 :民事篇  (16)
最高裁判所判例解説 :民事篇  (17)
最高裁判所判例解説 :民事篇  (18)
最高裁判所判例解説索引 (11)
最高裁判所判例調査会 ==〉最高裁判所裁判集(民事)要旨集  (15)
最高裁判所 ==〉労働関係最高裁判例集  (43)
最高裁判所労働関係判例総索引  (43)
最高民集 (13)
妻妾論  (22)
最新企業秘密・ノllll関係判例集  (39)
最新肖像権関係判例集  (11)
最新神社本鷹規程類集  (2)
最新宅地開発法令要覧 (46)
最新農地転用許可基準の解説  (47)
埼玉弁護士会 ==〉遺留分の法律と実務  (23)             :
埼玉弁護士会 ==〉民事実務における時効  (18)
裁判実務双書 (33)
裁判所書記官研修所 ==〉家事審判法実務講義案  (36)           ヽ

裁判所書記官研修所教材 (34)
裁判所書記官研修所教材 第n3号 (36)
裁判所書記官研修所教材 第124号  (35).
裁判所書記官研修所実務研究報告書 (32)
裁判所書記官研修所実務研究報告書 (36)
裁判所書記官研修所 ==〉書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究 C36)

裁判所書記官研修所 ==〉手形法小切手法講義案  (28)
裁判所書記官研修所 ===〉破産法講義案  (35)      ・

裁判所書記官研修所 ==〉不動産執行における配当に関する研究  (32)
裁判所・保険会社0弁護士による民事交通事件研修会 第2回  (50)
裁判と法 :菊井先生献呈論集  (4)
裁判。保険における損害賠償額算定基準 (50)
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佐伯,千側(1907-)===〉刑法絡論  (30)
佐伯,千側(1907-)==〉刑法に於ける期待可能性の思想  (30)
坂本,昭雄(1927-)==〉現代航空法  (37)
桜井,秀美 ===〉最新農地転用許可基準の解説  (47)
佐 木々,史朗 ==〉注解特別刑法  (30)
佐 木々,惣一(1878-1965)==〉法の根本的考察  (11)
佐 木々惣一博士米寿祝賀記念刊行会 ==〉法の根本的考察  (11)
佐藤,丑次郎 ==〉帝國憲法講義  (11)        _    :
佐藤,歳二 ==〉預託株券等執行新・電話加入権執行手続の解説  (33)
サラ金問題研究会 ===〉 自分でできる破産  (35)
サラ」と110濯摩  PART2  (41)
沢井,裕 (1930-)=二〉失火責任の法理と判例  (22)
沢井,裕 (1930-)==〉隣地通行権裁判例の研究  (19)     ,
産業廃棄物処理ルドブック (47)
寺院境内還付法律案制定の請願に開する参考書  (2)
時効判例要旨線撹  (18)               i
静岡県弁護士会会則会規規則集 (31)
静岡県弁護士会 ===〉静岡県弁護士会会則会規規則集 (31)
志津田,氏治 ==〉堪航能力と海事法の研究  (47)
下請取引の規制 :下請代金支払遅延等防止法のあらまし (38)
下請法マニユアル:親事業者の遵守事項に関する新運用基準の解説  (38)
下森,定 (1930-)==>建 売住宅・マンションの売買における売主の瑕疵修補義 (19)
自治会、町内会等法人化の手引 (3)
自治省行政局行政課 ==〉地方自治関係実例判例集  (2)
失火責任の法理と判例  (22)
執行関係訴訟 :実務の観点から (32)
実体法と手続法の交錯 :山木戸克己教授還暦記念  (14)
実務相談不正競争防止法  (49)                i
実務不動産登記先例要旨録  (24)                  ‐

実例誇大広告と不当景品 :不当景品類及び不当表示防止法のねらい (38)
私的独占禁止法の研究  (38)
自動車公正競争規約の解説  (47)
自動車登録関係通達0情報集  (50)                 ′

自動車登録関係法規研究会 ==〉 自動車登録関係通達・情報集  (50):
自動車保険 (41)                  ●

柴田,義彦 ==〉著作権新聞紙出版豫約出版法規  (1)
自分でできる破産 :消費者破産の手引き改訂版 (35)
私法学の諸問題  (26)
司法研修所 ==〉保全命令主文例集  (34)_           _
司法研修所 ==〉民事訴訟における要件事実  (32)
司法実務研究会 ===〉新しい様式による支払命令手続の手引 (32)
私法論文集  (15)
島津,嘉孝(1894-)==〉農業基本法の法律知識  (47)
市民と法律問題 :日常の問題処理の実情 (31)
下出,義明 ==〉換地処分の研究  (46)
下出,義明 ==〉換地処分の諸問題  (46)     :
下山,伊三郎 ==→慣習法  (11)                :
下山,伊二郎 ===〉権利濫用  (18)
下山,伊二郎 ===〉譲渡担保  (20)
社会保険庁長官官房総務課 =〒 =〉社会保険労務六法  (41)
社会保険労務六法  (41)       i`
借地借家法研究会 ==〉ハンドデック実務借地借家法  (23)
借地・借家問題法律相談ガイドデッタ:立退きと税務を中心として (23)  :
借地非訟事件における財産給付額等算定事例集  (23)
借地法・借家法の主要問題  (23)
写真と人権 :がラはどこまで狙えるか (1)
宗教関係判例集成 6(1)
宗教関係判例集成 7(1)
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宗教関係判例集成 8(1)
宗教法人所有不動産の賃貸借  (1)
宗教法人法の基礎的研究  (1)
宗教法の研究  (2)
自由国民社の交通事故対策シリーガ (49)
終戦と債植関係  (21)
住宅建設にかかる民事責任の研究 第1巻 (19)
集目的労働関係・訴訟上の諸問題編  (43)
集団的労働関係編 (43)
集団的労働関係編 (44)
自由に生きる権利  (12)
主要行政事件裁判例概観  (13)
準契約及事務管理の研究  (21)
準法律行為論  (18)
詳解営業秘密管理  (39)
詳解供託制度 :供託の手続と書式  (24)
詳解商業登記  (27)
条解著作権  (1)                  :
条解非訟事件手続法  (36)
条解民事執行法  (33)
条解民事保全規則  (34)
証券取引ルドデ

'夕

 09)
商行為法  (28)
商工調査 第34琥  (49)
商事判例研究  (26)
商事編 (31)
商事法研究  (25)
商事法研究叢書  (29)
商事法判例研究  (26)
商事法判例研究  (26).
商事法務研究会 ==冴U益供与の禁止  (28)
譲渡担保  (20)
消費者信用関係事件に関する執務資料  (40)
消費者口いンの整理と破産の手引き (41)~
商標調査会 ===〉不正競争判決集  (49)
商法会社編  (9)
商法学 :一般理論  (25)
商法学 :特殊問題  (25)
商法研究  (25)               i     l  l
商法研究 1(28)               1■   i ・・

商法研究会 ==〉商事法判例研究  C26)         : i
商法商行為編  (9)
商法綿論  (27)               ]   ・ ´

消防組織法の解説  (2)         =      
‐

消防庁 ==〉消防法解説  (2)             ' .| :
商法,同施行法,手形・小切手法,菖商法  (15)     1  ‐:   ‐

商法判例批評  (26)                    ~:
消防法解説  (2)                    ‐ |

消滅時効の法理と賞際  (18)                |
書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究・1(36)   : ・
書記官事務・訟廷事務に関連する民事裁判例要旨集  (31)    i
書協論集  (31)                   「

職場の労働判例  (44)'        1・
諸法編  (16)          「   ―
諸法編  (18)
自羽,祐三(1925-)==〉民法債権総則編  (10)
シリいだビシ

゛
ネスロイト (39)

事例インサイダい取引 (39)
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ー事例破産法解説 :シナリオ&主要判例  (35)
自地手形法論 :その法律的構成と基本問題  (28)
新貸金業関係法規資料集 (40)
新企業法務研究会 ===〉詳解営業秘密管理  (39)
新銀行取引約定書ひな型の解説  (40)
新刑事訴訟法概論  (37)
親権 (監護権)の帰すうが問題になった事件における子の福祉について

人権実務研究会(法務省内)===〉 Q81A市民と企業のえせ同和行為対策

人権実務シリ‐ガ 1(41)
人権擁護委員の手引 (37)
人事訴訟の実務  (36)
神社実務提要 :関係法規の解説  (2)
神社本庁 ===〉最新神社本鷹規程類集  (2)
新種・特殊契約と倒産法  (34)
新商事判例集  (26)
壬申戸籍成立に関する研究  (25)
親族法 相績法  (22)
親族法・相続法  (15)  ‐

新体書式全書 (31)
信託法原論  (23)
信託法判例研究  (24)              '
新手形交換所規則の解説  (40)
新手形訴訟法解説  (29)
新日本法規出版 ==〉逐条説明民事保全法案 (34)

新日本法規出版 ==〉民事執行法関係資料 (33)

新農地関係法  (48)
新農地法詳解  (49)
新法解説叢書 11(12)
新法解説叢書 13(22)
新法解説叢書 7(33)
新法解説叢書 8(19)
新法學辞典  (3)
新見,吉治(1874-1974)===〉 壬申戸籍成立に関する研究  (25)
水利権  (46)
水利櫂  (20)
水利権実務一問一答  (46)
末川,博 (1892-1977)==〉新法學辞典  (
末弘,厳太郎(1888-1951)=→民法雑考

杉村,敏正(1918-)==〉行政救済法  (13)
菅生,浩三(1926-)==〉建設工事判例提要

菅生,浩三(1926-)=手〉不動産判例集成

鈴木,潔 (1925-)==〉判例総覧  (4)
鈴木,潔 (1925-)==〉判例総覧  (5)
鈴木,潔 (1925-)==〉判例総覧  (8)
鈴木,茂嗣(1937-)==〉判例評釈  (29)
鈴木,竹雄(1905-)==〉商法会社編  (9)

(22)

(41)

●
3) 

‐ : _

(15)          ::

(46)            ・

(19)  ‐.  :  ヽ.: .  1,

鈴木,忠一(1905-)==〉船舶執行リト金銭執行・仮差押仮処分,(32)

鈴木,忠―(1905-)=二 =〉動産執行 (32)     ●

鈴木,忠一(1905-)==〉特殊保全処分,総合事項索引 .(3" ■

鈴木,貞吉 ==〉損害賠償範囲論  (22)       | ■

鈴木,正和(1919-)==〉相殺  (40)
鈴木,満 (1942-)==〉下請法マニユアル (38)     . ・    .

7賛を確庸搬鷹貌轟語  幕∫馨碁堪示をすべて鋼国
“

)

住田,俊一 ==〉航空運送法規概説  (50)  ‐

青年法律家協会裁判官部会 ==冴U殖商法と被害の救済  (42)
整理解雇に関する裁判例  (43)
瀬川,徹 ==〉破産否認の事例研究  (35)             :
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関,哲夫(1933-)==〉建築基準法  (47)
関根,攻 (1942-)==〉インサイダい取引規制の総合解説  (40)'
戦後入会判例集  (20)
全国銀行協会連合会 ==〉新銀行取引約定書ひな型の解説 |(40)
全国クレシ

゛
ット・サラ金問題対策協議会 ===〉カードトラブllllンドデック (40ン

全国裁判所書記官協議会 ==〉書協論集  (31)
全国社会保険労務士会連合会 ==〒〉社会保険労務六法  (41)
千田9厚 (1908-)==〉家事調停・審判編 .(36)         i
船舶執行リト金銭執行・仮差押仮処分  (32)
船舶保険 (41)
相殺  (40)
叢書民法総合判例研究  (15)
宗官,信次(1894-1979)==〉名巻種論  (30)      ‐

総務庁行政管理局 ==>逐条解説個人情報保護法  (2)
総務庁長官官房地域改善対策室 ==〉地域改善対策特定事業に係る国の財政上の国 (41)

訴訟上の諸問題編 (43)
租税・憲法第八十九条・国有社寺境内地処分法  (1)
租税・社会福祉・社会保障関係裁判例概観 :行政関係事件執務資料  (41)
租税法  (41)
訴に関する学説判例実例綜績  (32)
園部,敏 (1899-1972)==〉交通法・通信法  (4)
損害賠償範囲論  (22)
損害保険実務講座  (41)
損害保険法と市場 (41)                        :
孫田,秀春 ==〉労働協約と争議の法理  (42)
第一東京弁護士会 ==〉保全処分の実務  (33)
大気汚染と健康破壊  (45)
大気汚染と呼吸器疾患  (45)
体系労働基準判例総覧  (43)
大衆法律講座 第12巻  (36)
大審院民事判決録 第21輯喘籠2輯  (26)
大審院民事判例要旨集  (15)
大審院民事判例要旨集  (16)
大審院民事判例要旨集  (18)
第二東京弁護士会 ==〉借地・借家問題法律相談デイドデック (23)
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する執務資料  (33) ・
田岡,良一(1898-1985)==〉法理学及国際法論集  (4)
高岡高商研究叢書 第1冊 (19)      :    ‐

高窪,喜八郎 ===〉改正刑法各論  (9)            :
高窪,喜八郎(1873-)==〉刑事訴訟法  (9)
高窪,喜八郎(1873-)==〉刑法線論學説判例線覧  (0:
高窪,喜八郎(1873-)==>工業所有権法  (10)        :
高窪,喜八郎(1873-)==〉商法商行為編  (9)          i
高窪,喜八郎(1873-)=二 =〉破産法  (10)
高窪,喜八郎(1873-)==〉労働法 (10)
高橋,巌 (1932-)=二 =〉詳解供託制度  (24)
高原,賢治(1925-)=→憲法25講  (12)
高山,源重郎 ==〉例解印紙税  (41)
瀧川,誠男(1931-)=二=>醜0出向。残業命令の理論と実務  (42)・
滝野,文三(1901-)==〉工業所有権法  (10)        、「

田口,良三(1901-)==〉民事訴訟編  (32)
田倉,整 ==〉実務相談不正競争防止法  (4の
竹内,賀久治(1875-1946)==〉特許法 ・(45)

竹下,英男(1983-)|=〉職場の労働判例
・ (44)       1

竹下,守夫(1932-)==〉不動産執行法の研究  (33)   i l
竹田,省 (1880-1954)=L〉商法組論  (2つ   1        '    1
竹田,省 (1880-1954)==〉商法判例批評  (26)         1 ‐     :
竹田,稔 ==>知的財産権侵害要論  (45)

|●
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竹田,稔 ==〉民事執行の実務  (33)
竹田,稔 ==〉名誉・プライドシー・企業秘密侵害保護の法律実務  (30)
竹山,増次郎 ==〉溜池の研究  (49)
竹山"増次郎 ==〉溜池の所有権及水利権の実証的研究  (49)
田代,有嗣(1928-)===〉企業提携の法律  (25)
田代,有嗣(1928-)==〉国籍法逐条解説  (37)
多田,治 ==〉有害物管理のための測定法  (44)
正しい表示と広告 :畜肉・鯨肉等のかん詰業に対する特殊指定解説  (49)
橘,武夫(1917-)==〉新農地法詳解  (49)              `=
建売住宅・マンシヨンの売買における売主の瑕疵修補義務について  (19)
建物区分所有法の改正  (19)
田中,耕太郎 (1890二 1974)==〉 商法学  (25)
田中,誠二(1897-)==〉コンメンタ‐ル商法総則  (27)
田中,誠二 (1897→ ==>コンメンタール手形法  (29)
田中,誠二(1897-)==〉コンメンタ効会社法  (27)
田中,誠二(1897-)==〉商法商行為編  (9)
田中耕太郎著作集  (25)
田中誠二先生記念事業会 ==〉現代商法学の諸問題  (26)
谷口,知平 (1906‐1989)==〉不営利得の研究  (21)
谷口,知平(1906-1989)==〉不法原因給付の研究  (22)
頼母子講と其の法律関係  (40)
多比羅,誠 (1943-)===〉特別清算手続の実務  (28)
玉田;弘毅 ==〉マンシヨンの法律  (19)
田村,徳治(1886‐)===>法律學の慣値に関する懐疑  (11)
溜池の研究  (49)
溜池の所有権及水利権の実証的研究 :今池の理すに関する記録  (49)
堪航能力と海事法の研究  (47)
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の解説  (41)
地縁団体研究会 ==〉 自治会、町内会等法人化の手引 (3)
地価調査研究会 ==〉国土利用計画法一問,答  (47)
逐条解説個人情報保護法  (2)
逐条説明改正区分所有法・不動産登記法 (19)
逐条説明民事保全法案 (34)
知的財産権関係民事。行政裁判例概観  (45)     」

知的財産権侵害要論  (45)
知的所有権法研究会 ==〉最新企業秘密・ノいウ関係判例集

―(39)     :
千野,國丸 ==〉消滅時効の法理と賞際  (18)
知能犯捜査演習シリーガ (30)
千葉県弁護士会 ===〉不動産売員の契約締結にかかわる諸問題  (19)
地方公務員法精義  (3)
地方自治関係実例判例集  (2)
中央大学 ==〉五十周年記念論文集  (3)
中央労働委員会 ==〉不当労働行為事件命令集  (42)
注解強制執行法 :岩松二郎先生喜寿記念  (32)
註解書式全書 (13)
註解書式全書 (31)
註解書式全書 (34)
註解書式全書 (36)
註解書式全書 (第6)(32)
注解特別刑法  (30)
注解判例民法 3。 債権法 サイケンホウ;2(15)
注解判例民法 4(15)
注解不正競争防止法  (49)
注解不動産法  (19)
注釈行政事件訴訟法  (13)
注釈借地借家法  (13)
注釈民法  (13)
中小企業団体法早わかり (49)
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―町内会・自治会モデル規約 :条文と解説  (3)
著作権関係法規集 (1)
著作植新聞紙出版豫約出版法規  (1)
著作権法概論  (1)
著作権法研究  (1)
著作権法逐条講義  (1)
著作権法ルドデック (0)
千代田国際経営法律事務所 =■〉企業秘密 (39)
津地鎮祭違憲訴訟 :精神的自由を守る市民運動の記録  (12)
津地鎮祭違憲訴訟を守る会 ==〉津地鎮祭違憲訴訟  (12)
辻本,慶治 ==〉体系労働基準判例総覧  (43)           ‐

土屋,正興(1943-)==〉明解航空法解説  (37)
恒藤,恭 (188871967)==〉法理学及国際法論集  (4)
角田,濃次郎

‐
==〉地方公務員法精義  (3)           ‐

坪田,潤二郎 ==>国際取引法の基本問題  (37)   .
坪田,潤二郎 ==〉国際販売0共同開発  (37)            ―

坪田,潤二郎 ==〉債権保全・国際金融  (37)
坪田,潤二郎 ==〉判例不動産取引法  (19)     ::
帝回憲法 全  (11)              一

帝國憲法講義  (11)        
′  “́  :

帝国憲法論 :全  (11)               '
帝国判例法規出版編集部 ==〉判例総覧(民事編刑事編)特輯判例要旨集 (4)
抵当証券の理論と実務  (20)                   ~
手形決済・不渡の法律紛争 :確実な取引のためのアドドな  (29)
手形抗弁の研究  (28)
手形法小切手法講義案  (28)                  .
デザインの保護  (45)
嘩道,文藝 ==〉最近大審院民法判例批評  (18)         ―

土井,輝生(1926-)==〉ノウ・ハウ (45)
東海自治体問題研究所 ==〉町内会・自治会モデル規約  (3)::
登記官の処分に関する裁判例 :訴訟要件関係  (24)
登記手続における公図の沿革と境界  (24)      :i
東京海上火災保険株式会社 ==〉貨物保険  (41)
東京海上火災保険株式会社 ===〉 自動車保険 (41)      「

東京海上火災保険株式会社 ==〉船舶保険 (41)
東京海上火災保険株式会社 ===〉損害保険法と市場 (41)i
東京銀行協会 ==〉新手形交換所規則の解説  (40)
東京三弁護士会交通事故処理委員会 ==〉交通事故訴訟の理論と展望

東京三弁護士会交通事故処理委員会 ,|==〉 交通事故問題シlJ‐ガ (50)
東京商工会議所 ==〉不正競争の取締に開する調査  (49)
東京大学商法研究会 ==〉商事判例研究  (26)
東京大学判例研究会 ===〉最高民集 (13)         ―

東京大学労働法研究会 ==〉労働訴訟・労災補償
。

(44)

東京地方裁判所 ==〉非訟事件手続編  (36)   l.■ ‐1   1
東京弁護士会 ===〉民事執行をめぐる実務上の問題点  (33)
道工,隆三 千=〉民事法特殊問題の研究  (3)
動産執行  (32)
当事者間における所有権の移転 :分析哲学的方法による研究の試み (20)

東弁研修叢書  (33)
同和問題の手引 (41)
特殊担保 :その理論と実務  (20)
特殊担保・保証実務研究会 ==〉特殊担保・保証の実務  (20)
特殊担保・保証の実務 :間答式  (20)
特殊保全処分・総合事項索引 (32)
独占禁止法関係主要審決・判決集  (38)
独占禁止法講座  (38)
独占禁止法のあらまし (38)
特別研修叢書  (3)

(50)
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特別研修叢書目録 :特別研修講師・講題一覧  (3)
特別清算手続の実務  (28)
特別清算の理論と裁判実務  (28)
特別訴訟學説判決賞例綜撹  (36)
特別法規判例學説全集  (1)
特別法コンメンタール (46)

特別法コンメンタ“ル (47)

都市計画研究会 =〒 =>土地区画整理法精義  (46)
都市問題ビミ■ル (20)

土地改良法関係法令集  (48)
栃木県弁護士会 ==〉農地の法律実務  (48)
土地区画整理法  (46)
土地区画整理法精義  (46)
土地建物面積換算表 :(坪 (歩)→網醜』   (24)
土地利用研究会 ==〉国土利用計画法一間一答  (47)
特許,実用新案をめぐる理論と実践  (45)
特許法  (45)
豊崎,光衛(1908-)==〉無体財産法と商事法の諸問題  (45)
取締役解任論  (23)
内容証明モテ

゛
ル文例集  (31)

中尾,英俊(1024-)==〉戦後入会判例集  (20)
中川,庫雄 ==〉供託法精義  (24)  ´

「

 ・
中川,善之助(1897-1975)==〉妻妾論  (22)    ヽ

中川,善之助(1897-1975)==〉親族法 相績法‐
(22)

中川,善之助(1897-1975)==ン 日本親族法  (22)
中崎,長二郎 ==〉最新農地転用許可基準の解説  (47)
中島,英次 ==〉特別訴訟學説判決賞例綜憤  (36) i
中島"玉吉(1875-)===〉 不作帰債植論  (22)・

  :

中島"玉吉(1875-)===〉 民法繹義  (15)
中島,玉吉(1875-)==>民 法論文集  (14)
中田,淳一(1908-1970)==〉民事訴訟の理論  (31)
中田,四郎 ==〉判例総覧  (4)       ‐

中田,四郎 ==〉判例総覧  (5)
中田,四郎 ===〉判例総覧  (8)
中務,俊昌 ===〉民事訴訟の理論  (31)
中野,正俊 ==〉信託法判例研究  (24)
長野県弁護士会 ==〉工作物責任をめぐる諸問題  (21)
永松,栄司 ===〉破産否認の事例研究  (351      i
中村,国―(19047)==〉氏と親権  (22)
中村,啓一 ==>公職選挙法逐条解説  (2)｀
中村,絹次郎 ==〉建設工事判例集成  (46)     ●
中村,武 (1892-)==〉労働法  (10)
中村,均 (1925-)==〉登記官の処分に関する裁判例・ て24)

中村,均 ==〉利益相反の先例・判例と実務  (18)
中村,博 (1921-)=〓〉公務員の争議行為と処分

:(2)

中村,雄一 ==〉技術導入契約認定基準の解説  
“

5) ●

長山,義彦 ==〉家事事件の申立書式と手続  (35)
南雲,清 ===〉大気汚染と健康破壊  (45)    1   1
並木,俊守(19257)==〉アメリカ会社法概論  (29)
並木,俊守(1925-)===>新手形訴訟法解説  (29)
並木,義夫(1915-)==〉判例根抵当法  (20)‐    :il
新潟県弁護士会 ==〉契約解除をめぐる諸問題  (21) :
新潟県弁護士会 ==〉保証の実務  (21) ●:

西尾,信一(1928-)==〉特殊担保  (20) ・

西原,寛一(1899-1976)===>商 事法研究  (25)
西原,寛一(1899,1976)==〉 判例手形法小切手法  (29)
西村,宏一 ==〉国家賠償法の判例  (13) :
西本,寛一 言==〉株主綿會決議無効論  (28)    i
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西本,辰之助 ===〉私法学の諸問題  (26)
日弁連四十年  (31)
日本国行政法要論  (12)
日本親族法 :昭和十七年  (22)
日本親族法論  (22)
日本著作権協議会 ==〉著作植関係法規集 (1)
日本著作植法  (1)
日本プロテスタント史研究シリいだ 2(2)
日本弁護士連合会 ==〉市民と法律問題  (31)
日本弁護士連合会 ==〉特別研修叢書  (3)
日本弁護士連合会 ==〉特別研修叢書目録  (3)1      :

、  日本弁護士連合会 =二=〉 日弁連四十年  (31)
沼邊,愛―(1919-)==〉家事審判事件の研究  (36)
農業基本法の法律知識 :法のあり方運用の仕方  (47)
農地関係法 (48)
農地関係法規総覧  (48)
農地関係法判例大系  (48)
農地関係法令集  (48)                :
農地の法律実務  (48)
農地法関係訴願裁決例集  (48)
農地法精説  (48)               .
ノウ・

":技
術開発と海外企業進出の法律問題  (45)

農林省農地課 ==〉農地関係法判例大系  (48)   i
農林省農地局農地課 ==〉農地法関係訴願裁決例集  (48):
農林法規解説全集  (48)
農林法規研究委員会 ==〉農林法規解説全集  (40
野上,修市(1936r)==〉現代憲法問題  (11)
野田,孝 (1943-)==〉改正しましたか就業規則  (39)
野村,義男 =二=〉放送著作権  (1)
野村証券株式会社 ==准調嘱ンサイダい取引  (39)
配転・出向・残業命令の理論と実務  (42)
破産否認の事例研究 :行為類型別判例便覧  (35)
破産法  (10)
破産法研究  (35)
破産法講義案  (35)
破産法要論 :全  (35)
破産・和議編 :解説と手続  (34)            i
長谷川,正安(1923-)==〉憲法判例の研究  (11)
長谷川,正安(1923-)==〉憲法判例の体系  (11)
長谷川,雄一(1925-)==〉 自地手形法論  (28)
長谷川,雄―(1925-)==〉手形抗弁の研究  (28)
榛村,専一 ==〉著作権法概論  (1)
破綻主義離婚法の研究 :日本離婚法思想の展開  (22):
服部,栄三 (1920■)==〉判例手形法小切手法  (29)
服部,弘志 ==〉ゴ膨会員権の理論と実務  (21)
鳩山,秀夫(1884-1946)==〉債権各論 (14)
鳩山,秀夫(1884-1946)==〉物権 (13)
尊,優美(1900-)==〉条解著作権  (1)
土生,滋穂 ==〉民法第百七拾七條  (19)
濱崎,恭生 ===〉建物区分所有法の改正  (19)
浜田,道代(1947-)===〉 アメリカ閉鎖会社法  (29)
林,修三(1910-1989)===〉 判例解説  (8)  .
林,信雄(1905-)===〉判例に現われたる労使関係  (43)
林,信雄(1905-)=〒 =〉労働判例にみる解雇基準  (43)
林,良平(1919-)===〉 契約(2);事務管理 ;不当利得 :不法 (15)
林,良平(1919-)==〉親族法・相続法  (15)  :
早わかり改正地方自治法のここがポイント (3)
播磨,良承(1936-)==〉デザインの保護  (45)       I



ルドデック実務借地借家法 :文例書式とその解説  (23)
判例解説  (8)
判例からみた安全配慮義務  (21)
判例からみた不動産登記の諸問題  (24)
判例契約解除法  (21)
判例先例金融取引法 (40)
判例総覧 (4)
判例総覧 (5)
判例総覧 (6)
判例総覧 (7)
判例総覧 (8)
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判例総覧  (4)
判例総覧  (5)
判例総覧  (8)
判例総覧(民事編刑事編)特輯判例要旨集  (4)
判例手形法小切手法 :伊沢孝平先生還暦記念  (29)
判例と学説 1(11)
判例に現れたる親族会  (23)
判例に現われたる労使関係 :判例労働法の研究  (43)
判例根抵当法  (20)
判例評釈  (29)
判例不動産取引法  (19)
判例便覧詐害行為取消権  (20)
判例民事法  (13)
判例民事法  (23)
判例遺言法  (23)
日沖,憲郎(1903-)==〉刑事訴訟法  (36)
ビシ

゛
ネス法律フ

゛
ックス (25)

非訟事件手続編 :解説と手続  (36)
否認植に関する賞證的研究  (34)
表示行馬の公信力 :商事における禁反言  (29)
平井,宜雄(1937-)==〉企業責任  (21)
平尾,廉平(1880-)==〉時効判例要旨綿撹  (18)
平川,宗信 ==〉名誉毀損罪と表現の自由 (30)
平野3龍一(1920-)==〉注解特別刑法  (30)
広岡,隆 (1926-)==〉行政法判例  (12)
広中,俊雄(1926-)===〉 注釈借地借家法  (13)
深沢,利一(1908-)==〉訪問販売法  (49)
福永,有利(1935-)==〉新種・特殊契約と倒産法  (34)
不公正な取引方法  (38)
不作鶯債植論  (22)
藤田,勝利 ==〉航空賠償責任法論  (50)
藤永,幸治 ==〉注解特別刑法  (30)
藤本,具興 ==〉簡裁民事手続編  (31)
藤原,勇喜 ==〉抵当証券の理論と実務  (20)
布施,聰六 ==〉破産・和議編  (34)                  i
不正競業法の研究  (49)
不正競争の取締に関する調査  (49)
不正競争判決集 :昭和40年-51年  (49)
不正競争防止法概説  (49)
佛教各宗僧俗同志會 ==〉寺院境内還付法律案制定の請願に関する参考書  (2)
物権 (13)
不動産執行における配当に関する研究  (32)
不動産執行法の研究  (33)
不動産登記実務研究会 ==〉実務不動産登記先例要旨録  (24)    ´

不動産登記の諸問題 :登記研究300号記念  (24)
不動産売買の契約締結にかかわる諸問題  (19)           1■
不動産判例研究会 ==〉解説借地・借家改正法  (23)        ,   I



不動産判例集成  (19)          ・

不動産法の研究 :判例  (18)
不当表示と過大景品の規制 :不当景品類及び不当表示防止法のあらまし

不営利得の研究  (21)
不当労働行為あの手この手シリーガ no.2(42)
不当労働行為事件命令集  (42)
船の常識  (47)
不法原因給付の研究  (22)
古川,哲次郎(1910-)==〉海運の知識  (50)
文化人名録 別冊 (1)~
文化庁 ==〉著作権法膨ドデック (0)
文化と犯罪の性格  (44)
弁護過誤について  (30)
北条,浩 (1931-日本経済史)=→入会権学説集  (20)
法曹会 ==〉最高裁判所判例解説  (16)      ・
法曹会 ===〉最高裁判所判例解説  (17)    :      |
法曹会 ==〉最高裁判所判例解説  (18)
法曹会 ==〉最高裁判所判例解説索引 (11)
法曹会 ==〉保全処分の実務  (33)
法曹新書 38(33)
法曹新書 38,40(33)
放送著作権 :ラシ

゛
オ・テレビの新課題  (1)

法と文化シリ‐ガ (45)                    ,
法の根本的考察  (11)
法務省人権実務研究会 ==〉同和問題の手引  (41)
法務省民事局 ==〉供託関係判例集  (24)
法務省民事局第四課職員 =三=〉供託関係先例要旨集  (24)   :
法務省民事局 ==〉土地建物面積換算表  (24)
法務府民事訟務局 ===〉一般の民事損害賠償事件  (12)
法務府民事訟務局 〒=〉国家賠償事件を中心として  (12)
訪問販売法  (49)
法理学及国際法論集 :恒藤博士還暦記念  (4)
法律学講座双書 (41)
法律学説・判例総覧 (10)                 :
法律学説・判例総覧 第13巻 (10)
法律学説判例総覧 (9)
法律学説判例総覧 (10)
法律学説判例総覧 26(9)
法律学説判例総覧 29-31(10)          '
法律学説判例総覧 6-3(9)
法律学全集 15-1(4)
法律学全集 31(4)
法律學の慣値に開する懐疑  (11)
法律実務シリーガ (27)                 ,
法律実務シリいス

゛
(30)

法律要件分類説の修正及び醇化に関する若千の具体的事例に就て:::1続要件事実の国 |(14)

暴力団対策法研究会 ==〉暴力団対策法の解説  (30)
暴力団対策法の解説 :新法による民暴対策 :市民と企業を守る|(30) |
法令研究会 (外務省内)==〉わが国における外国人の法的地位  (37)   :
北陸農政局 ===〉土地改良法関係法令集  (48)
ポケット法律シリ"ガ 111(20)    :‐  :
ポケット法律シリいだ 12(18)
ポケット法律シリいガ 8(11)
保険法  (4)
保証の実務 :保証否認から求償まで (21)
穂積先生還暦祝賀論文集  (3)
保全処分 :仮差押・仮処分  (34)
保全処分の実務 :主文例の研究  (33):

18だ いシ―゙一―一―――

(38)
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保全処分の実務 :例題解説  (33)                  :
保全訴訟の基本問題  (34)
保全命令主文例集  (34)               .
細川,清 (1944-)==〉新しい養子法  (22)
細川,清 (1944-)==〉改正養子法の解説  (22)
墓地所有権論と墓地使用権論  (45)
堀内,仁 (1906-)=ニン銀行関係新判例研究  (40)  …
堀内,仁 (1906-)==〉銀行取引法の研究  (40)       .
堀内,仁 (1906-)==〉相殺  (40)
本渡,諒‐ ==〉曖A100韓国家族法の実務  (25)
牧野,英一(1878-1970)==〉刑事訴訟法  (37)             :
牧野:英一(1878-1970)==〉刑法各論  (3Q)
牧野,英一(1878-1970)==〉行鶯の違法  (30)
牧野,英一(1878-1970)==〉穂積先生還暦祝賀論文集  (3)       ,
牧野,菊之助 ==〉 日本親族法論  (22)
升本,喜兵衛(1897-1980)==〉民事訴訟法  (9)
升本,喜兵衛(1897-1980)==>労働法 (10)
升本,喜兵衛 (1897-1980)==二 〉労働法 _(10)

松浦,基之 ==〉土地区画整理法  (46)                 .
松坂,佐一(1898→ ==)英米法における不当利得  (25)
松坂,佐―(1898-)==〉履行補助者の研究  (21)
松崎,健吉 ==〉中小企業団体法早わかり (49)
松本,熱治(1877-1954)===〉 私法論文集  (15)
*丸山,英気(1939-)==>空 中権・土地信託・抵当証券  (20)
マンシヨンの法律  (19)
三ヶ月,章 (1921-)==〉裁判と法  (4)
三ヶ月,章 (1921-)===〉船舶執行リト金銭執行・仮差押仮処分  (32)
三ヶ月,章 (1921-)==〉動産執行  (32)
三ヶ月,章 (1921-)==〉特殊保全処分・総合事項索引 (32)
水木,惣太郎 ===〉憲法逐条講義  (11)
水田,耕一(1926二 )三二=〉供託法精義  (24)            :
水日,耕一(1926-)==〉特許・実用新案をめぐる理論と実践  (45)
水の法律  (46)
三日,高二郎(1899-)===〉 婚姻事件訴訟の研究  (36).・

三井,哲夫(1931-)==〉法律要件分類説の修正及び醇化に関する若千の具体 (14)

満田,重昭(1930-)==〉不正競業法の研究  (49)         i: :
水戸弁護士会 ==〉判例からみた安全配慮義務  (21)    :
南,敏文 ==〉改正法例の解説  (12)            ｀

南,博方(1929-)==〉注釈行政事件訴訟法  (13)_
味村,治 ==〉詳解商業登記  (27)
三村,量一 =事〉預託株券等執行新・電話加人権執行手続の解説  (33)
官島,尚史 ==〉労働者の文書活動の権利  (42)
宮本,英脩 ==〉刑事訴訟法講義  (37)
宮本,英脩 ===〉刑事訴訟法大綱 (29)          1     1
宮本,英脩 ==〉刑事法論文集  (29)        :
宮本,英脩 ===〉刑法学綱要  (29)     ,
宮本,英脩 ==〉刑法学粋  (29)           1
宮本,英脩 ==〉刑法大綱  (29)         ‐

宮本,英脩 ==〉判例評釈  (29)
宮本,昭正(1930-)==〉大気汚染と呼吸器疾患  (45)           :
宮本英脩著作集  (29)
宮脇,幸彦(1921-)==〉船舶執行リト金銭執行0仮差押仮処分  (翠 )

官脇,幸彦(1921-)==〉動産執行  (3の '

官脇,幸彦(1921-)==〉特殊保全処分0総合事項索引 (32)
宮脇,幸彦(1921-)===〉無体財産法と商事法の諸問題  (45)        ・

民事裁判例索引 (16)
民事裁判例索引  (17)
民事裁判例索引 (18)                    |
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民事裁判例総索引 (16)
民事裁判例総索引 (18)
民事執行をめぐる実務上の問題点 :専門講座講義録  (33)
民事執行事件執務資料  (33)
民事執行手続に関する通達通知集  (33)
民事執行の実務  (33)
民事執行法関係裁判例要旨集  (33)
民事執行法関係資料 (33)
民事実務における時効  (18)
民事訴訟における要件事実  (32)
民事訴訟の実務  (31)
民事訴訟の理論 :申田淳一先生還暦記念  (31)
民事訴訟費用等に関する執務資料 (32)
民事訴訟篇 (31)
民事訴訟編  (32)                       ,
民事訴訟法  (9)
民事編 (31)
民事法特殊問題の研究 :道工隆三先生還暦記念論集 (3)
民事法判例研究会 ==〉判例に現れたる親族会  (23)
民事保全関係執務資料  (34)   .
民事保全手続書式集  (34)
民法研究  (13)
民法研究  (14)                   `
民法研究 6(21)
民法債権総則編  (10)
民法雑考  (15)
民法繹義  (15)
民法第百七拾七條 :概説  (19)
民法大要  (22)
民法。著作権法上の諸問題  (14)
民法に於ける事聞愛更の原則  (14)
民法論文集  (14)
無体財産権と現代ビシ

゛
ネス (45)

無体財産法と商事法の諸問題 :豊崎光衛先生追悼論文集  (45)
宗宮,英俊 ==〉国家賠償訴訟の実務 (13) 1     _
村重1慶一 ==〉国家賠償訴訟の実務  (13)      ― :

村重,慶一 ==〉人事訴訟の実務  (36)
村由,寿男 ==〉簡裁民事手続編  (31)
村松,俊夫 ==〉仮差押・仮処分  (34)
明解航空法解説  (37)
明治時代に於ける教会浄化関係史料 .|(:2) i  l         _     i
名誉毀損罪と表現の自由 (30)           ‐ 1   :i′
名響植論  (30)                    _ :
名誉・プライドシー・企業秘密侵害保護の法律実務  (30)   :  j::
元本,伸 (1927-)==)実務相談不正競争防止法  (49)      ・

:

森泉,章 (1928-)==〒〉貸金業規制法  (40)      :   |       :  :
間答式改正区分所有法と登記実務の手引 (19)     :  :,     I
薬師寺,志光(1889-1984)==〉留置植論  (20)        「  .    ■ ‐

安田,正鷹(1897-)==〉水利植  (20)        、1・
   :       一

安田,正鷹(1897-)=■ =〉水の法律  (46)｀         :  一  ・   ・  一

矢野,勝之 ==〉企業秘密保護ハンドデック (39)           :    : ■・
:

矢吹,茂郎(1927-)==〉建築基準法
1(4つ 二■‐1卜

‐
:′
 ‐111          1・

山岡,高之助 ==〉横田博士還暦教授25年祝賀記念論文集 
・
(4)   ' 一   ■

1

山木戸,克己(1910-)==〉実体法と手続法の交錯  (14):  こギ       :  ■1

山本戸克己教授還暦記念論文集刊行発起人‐モ→実体法と手続法の交錯  (14) !ド
山口,和男(1927二 )===〉会社訴訟非訟の実務  (27)       、   ~・ ・

・・・
山口,和男(1930-)==〉特別清算の理論と裁判実務  (28)
山口,軍司 ==〉民事訴訟編  (32)                  ′デ    f
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山口,増人(18847)==〉船の常識  (47)
山田:正三(1882-)==〉改正民事訴訟法  (32)
山梨県弁護士会 ==〉弁護過誤について  (30)
山端,年樹 ==〉訴に関する学説判例実例綜摘  (3幼
由井,健之助 ==〉頼母子講と其の法律関係  (40)
遺言に関する文例書式と解説  (23)
結納  (15)
有害物管理のための測定法  (44)
有斐閣選書 (21)
有斐閣選書 市民相談室シリいガ 7(29)
有斐閣選書 .市民相談室シリいガ シミンソウダンシツシリ"ガ  (45)
有斐閣選書 152.市民相談室シリーガ シミンソウダンシツシリ"ガ  (21)

有斐閣双書 (12)
有斐閣双書 (49)
有斐閣双書 入門・基礎知識編 (12)
養子制度の改正に関する執務資料  (22)
預金の差押  (40)
横井,芳弘(1924→ ==〉労働法 (10)
横井,芳弘(1924-)==〉労働法  (10)
横川,敏雄 ==〓〉刑事裁判の実際  (37)
横田博士還暦教授25年祝賀記念論文集  (4)
横山,房郎 ===〉消防組織法の解説  (2)
吉田,久 二=〉墓地所有権論と墓地使用権諭  (45)
吉野,衛 (1931-)===〉 判例からみた不動産登記の諸問題  (24)
預託株券等執行新・電話加入権執行手続の解説 :民事執行規則の一部を改正す (33)

利益供与の禁止 :株主総会正常化への方策  (28)
利益相反の先例,判例と実務  (18)
履行補助者の研究 :履行補助者の過失に因る債務者の責任  (21)
利殖商法と被害の救済  (42)
留置植論  (20)
隣地通行権裁判例の研究  (19)
例解印紙税 :書式500 (41)
労災補償障害認定必携 (42)
労働科学叢書 23,24,25(44)
労働関係刑事事件判決集  (42)
労働関係最高裁判例集  (43)
労働関係民事裁判例概観  (磐 )

労働関係民事裁判例概観  (44)
労働関係民事事件裁判例概観  (43)
労働基準法  (42)
労働基準法関係例規判例集  (42)
労働協約と争議の法理  (42)
労働協約法の研究  (42)
労働者の文書活動の権利  (42)
労働省大臣官房総務課 ==〉社会保険労務六法  (41)
労働省労政局 ==〉労働関係最高裁判例集  (43)
労働省労働基準局 ==〉労働基準法  (42)
労働訴訟・労災補償  (44)
労働大臣官房総務課 ==〉労務管理法令解釈要覧 (42)
労働判例にみる解雇基準 :半J例労働法の研究  (43)
労働判例評釈集 7(44)
労働福祉共済会 ==〉労災補償障害認定必携 (42)
労働法 (10)
労働法  (10) i
労働法規研究グループ ==〉現場第一線担当者のための労災事故と示談の手引 (44)
労働法コンメンタいル 3(42)
労働法令協会 ===〉解雇処分をめぐる不当労働行為  (42)
労働法令研究会 ==〉労働基準法関係例規判例集  (42)
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労務管理法令解釈要覧 (42)
わが国における外国人の法的地位  (37)
わかりやすい印紙税の実務  (41)            .
早稲田大学創立七十周年記念法学論文集  (4)  1
早稲田大学法学会 ===〉早稲田大学創立七十周年記念法学論文集  (4)
和田,予一 ==〉判例契約解除法  (21)             ´

和田,正明(1916-)=二〉新農地法詳解  (49)
私と商事判例  (26)                     ●

渡辺,宗太郎(1893-1983)===〉 日本国行政法要諭  (12)
綿貫,芳源(1920-)==〉憲法25講  (12)
Hami tton,Peter.==〉企業却ゞ イ (39)
PLIC選書 (22)                      .｀
Q81A市民と企業のえせ同和行為対策  (41)
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