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     スリップ廃止についてのお知らせ  

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素から司法協会の出版事業にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて，近年の書店様店頭での売上管理，補充方法の変化に伴い，下記１のとおり

新刊，重版書籍のスリップを廃止することといたしましたので，ご協力の程よろし

くお願いいたします。 

今後，税込価格につきましては，書籍本体又はホームページ掲載の「図書目録五

十音順」をご確認，ご利用いただきますよう，よろしくお願いいたします。 

なお，今後の返本時のスリップの取扱いは，下記２のとおりお取り計らいくださ

い。                               敬 具 

記 

１．スリップ廃止の対象となる書籍 

２０２１年９月以降発行の新刊書籍 

２０２１年９月以降重版する書籍 

２．返本について 

スリップなしの書籍は，そのまま返本が可能です。 

スリップが入っている書籍は，入れた状態で返本してください。 



司法協会・図書目録五十音順

図書№ 図　書　名 定 価
（ １ ０ ％ 税 込 ）

本 体
価 格

発 行
年 月

補 正
年 月

判

い 130 いま、家族の何が問題か 瓜生 武　著 ¥1,467 ¥1,334 H24.05 Ａ５

お 150 おまえがガンバれよ－モンゴル最高裁での法整備支援２０４５日－ 岡 英男　著 ¥990 ¥900 H28.09 新書

か 122 家事手続案内の研究 ¥3,667 ¥3,334 H20.10 Ｂ５

149 家事事件手続法概説 ¥2,420 ¥2,200 H28.06 Ｂ５

155 ¥7,700 ¥7,000 H30.06 Ｂ５

152 ¥8,800 ¥8,000 H29.06 Ｂ５

134 家事事件手続法執務資料 ¥3,457 ¥3,143 H25.05 Ａ５

5 家事審判法実務講義案 （六訂再訂版） ¥3,143 ¥2,858 H21.05 H23.05 Ａ５

142 ¥1,980 ¥1,800 H26.10 Ｂ５

156 簡裁事件における事実認定の在り方－民事裁判，刑事裁判，民事調停における異同を中心として－ 髙倉 武　著 ¥1,980 ¥1,800 H30.07 Ｂ５

き 151 記録としての写真技法　実務で使えるテクニック 小池 恒裕　著 ¥2,200 ¥2,000 H29.05 Ａ５

け 136 刑事公判の理論と実務【第二版】 三好 一幸　著 ¥2,970 ¥2,700 2019.06 Ｂ５

46 ¥3,850 ¥3,500 H28.06 Ｂ５

163 ¥5,500 ¥5,000 2020.07 Ｂ５

47 刑事実務（公判準備等）講義案 （五訂版） ¥4,583 ¥4,167 H29.06 Ｂ５

3 刑事訴訟法概説 （三訂再訂版）　　 ¥1,571 ¥1,429 H24.09 Ａ５

7 刑事訴訟法講義案（四訂補訂版） ¥4,400 ¥4,000 H27.12 Ａ５

11 刑法概説 （八訂版） ¥2,305 ¥2,096 H29.01 Ａ５

75 刑法総論講義案 （四訂版） ¥3,973 ¥3,612 H28.06 Ａ５

144 検事よもやまばなし ¥990 ¥900 H27.06 新書

1 憲法概説 （再訂版） 　(-補正-) ¥1,466 ¥1,333 H13.10 H22.02 Ａ５

こ 124 公判前整理手続を中心とする書記官事務の研究 ¥4,191 ¥3,810 H21.07 Ｂ５

43 公判手続と調書講義案（三訂補訂版） ¥3,982 ¥3,620 H30.06 Ｂ５

167 「交通事故」実務入門 羽成 守　編著 ¥2,420 ¥2,200 2021.03 Ａ５

さ 146 裁判と法律あらかると 恩田 剛　著 ¥990 ¥900 H27.12 新書

し 89 執行文講義案　(改訂再訂版） ¥3,143 ¥2,858 H27.12 Ｂ５

98 ¥1,047 ¥952 H15.04 Ａ５

87 重大少年事件の実証的研究 ¥1,047 ¥952 H13.05 Ａ５

129 ¥943 ¥858 H24.05 Ａ５

61 条解民事訴訟規則 ¥3,204 ¥2,913 H09.02 Ａ５

104 条解民事訴訟規則 （増補版） ¥1,780 ¥1,619 H16.04 Ａ５

119 少額訴訟実務をめぐる研究－よりよい紛争解決をめざして－ ¥3,876 ¥3,524 H19.10 Ｂ５

165 少額訴訟の理論と実務 三好 一幸　著 ¥2,970 ¥2,700 2021.01 Ｂ５

131 少年事件における書記官事務の研究-改訂-  ¥4,714 ¥4,286 H24.08 Ａ４

33 少年法実務講義案 （三訂補訂版）　　 ¥4,295 ¥3,905 H30.06 Ｂ５

153 少年法入門（七訂第二補訂版） ¥1,760 ¥1,600 H30.06 Ａ５

147 新債権法の要件事実 大江 忠　著 ¥5,296 ¥4,815 H28.01 Ａ５

4 親族法相続法講義案（七訂補訂版） ¥4,400 ¥4,000 H27.09 Ａ５

す 161 スマホはレンジにしまっとけ！－続 裁判と法律あらかると－ 恩田 剛　著 ¥990 ¥900 2019.10 新書

そ 164 捜索差押等プラクティス 恩田 剛　著 ¥2,200 ¥2,000 2020.10 Ａ５

157 続 検事よもやまばなし ¥990 ¥900 H30.06 新書

141 損害賠償命令手続における書記官事務の研究 ¥3,600 ¥3,273 H26.06 Ｂ５

た 158 逮捕勾留プラクティス 恩田 剛　著 ¥1,925 ¥1,750 H30.09 Ａ５

ち 154 父の遺した「シベリア日記」－３５年目の帰還－ 大森 一壽郎　著 ¥990 ¥900 H30.01 新書

と 96 倒産実務講義案（改訂版） ¥3,850 ¥3,500 2021.06 Ｂ５

に 162 日本女性法律家協会70周年のあゆみ～誕生から現在，そして未来へ～ 日本女性法律家協会　著 ¥990 ¥900 2020.06 新書

は 112 ¥1,980 ¥1,800 H27.09 Ｂ５

135 破産事件における書記官事務の研究－法人管財事件を中心として－ ¥7,229 ¥6,572 H25.05 Ａ４

133 判例をよむ簡裁損害賠償請求訴訟の実務－交通事故を除く－ 岡﨑 昌吾　著 ¥4,400 ¥4,000 H25.02 Ｂ５

160 判例をよむ個別労働関係訴訟の実務－賃金，時間外手当，解雇予告手当請求を中心として－ 岡﨑 昌吾　著 ¥2,145 ¥1,950 H31.01 Ｂ５

137 判例をよむ消費者契約法関連訴訟の実務・設例Q&A 岡﨑 昌吾　著 ¥4,819 ¥4,381 H25.10 Ｂ５

ふ 37 不動産執行事件等における物件明細書の作成に関する研究 ¥4,271 ¥3,883 H06.09 Ａ５

へ 140 平成家族考　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家庭問題情報センター　編著¥1,650 ¥1,500 H26.06 Ａ５

み 101 民事演習教材 ¥1,571 ¥1,429 H15.12 Ａ４

109 民事演習教材 ２ ¥1,885 ¥1,714 H16.12 Ａ４

102 民事事実認定教材－貸金請求事件－ ¥1,152 ¥1,048 H15.12 Ａ４

103 民事事実認定教材－保証債務履行請求事件－ ¥995 ¥905 H15.12 Ａ４

32 民事実務講義案Ⅰ（五訂版） ¥4,505 ¥4,096 H28.06 Ｂ５

41 民事実務講義案Ⅱ（五訂版） ¥3,667 ¥3,334 H29.06 Ｂ５

42 民事実務講義案Ⅲ（五訂版） ¥3,667 ¥3,334 H27.06 Ｂ５

85 民事上訴審の手続と書記官事務の研究〔補訂版〕 ¥5,500 ¥5,000 2019.06 Ｂ５

94 ¥1,980 ¥1,800 H29.09 Ｂ５

95 ¥1,650 ¥1,500 H29.09 Ｂ５

115 民事訴訟関係書類の送達実務の研究―新訂― ¥4,400 ¥4,000 H18.08 Ｂ５

145 民事訴訟の理論と実務 三好 一幸　著 ¥2,780 ¥2,528 H27.09 Ｂ５

22 民事訴訟法概説 （九訂版） ¥2,619 ¥2,381 H26.05 Ｂ５

9 民事訴訟法講義案（三訂版） ¥4,505 ¥4,096 H28.06 Ｂ５

148 民事調停の理論と実務 三好 一幸　著 ¥2,475 ¥2,250 H28.07 Ｂ５

93 民事保全実務講義案（改訂版） 　(-補正-) ¥2,095 ¥1,905 H17.10 H19.04 Ｂ５

159 民事保全の理論と実務 三好 一幸　著 ¥2,310 ¥2,100 H30.09 Ｂ５

2 民法概説 （五訂版） ¥3,300 ¥3,000 2021.06 Ａ５

166 民事保全・証拠保全等プラクティス 恩田 剛　著 ¥2,200 ¥2,000 2021.03 Ａ５

り 118 離婚時年金分割制度関係執務資料 ¥3,457 ¥3,143 H19.05 Ｂ５

40 略式手続（七訂第二補訂版） ¥2,305 ¥2,096 H29.09 Ｂ５

132 略式手続の理論と実務【第二版】 三好 一幸　著 ¥2,530 ¥2,300 H29.12 Ｂ５

れ 55 令状事務 （三訂版） ¥3,667 ¥3,334 H29.06 Ｂ５

139 令状審査の理論と実務【第二版】 三好 一幸　著 ¥2,970 ¥2,700 2020.03 Ｂ５

わ 99 和解への関与の在り方を中心とした書記官事務の研究 ¥3,352 ¥3,048 H15.05 Ｂ５

※すべて書店で購入できます。

刑事事件における犯罪被害者等の保護のための諸制度に関する書記官事務の実証的研究

児童虐待が問題となる家庭事件の実証的研究－深刻化のメカニズムを探る－

重大少年事件の実証的研究-親や家族を殺害した事例の分析を通して-

配偶者暴力等に関する保護命令事件における書記官事務の研究〔補訂版〕 　　

民事書記官事務の解説－第一審訴訟記録に基づいて－ 〔解説編〕 （三訂補訂版）

民事書記官事務の解説－第一審訴訟記録に基づいて－ 〔記録編〕 （三訂補訂版）

2021年7月現在

家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究－家事調停事件及び別表第二審判事件を中心に－

家事事件手続法下における書記官事務の運用に関する実証的研究－別表第一事件を中心に－

家事紛争解決プログラムの概要－家事調停の理論と技法－　　　 和田仁孝 大塚正之 編著

刑事事件における証拠等関係カードの記載に関する実証的研究－新訂－


