語学
長尾和夫，トーマス・マーティン著

英語で書く力。

70のサンプル・ライティングで鍛える！
付録：CD 収録時間：29分06秒
吹込：Hannah Grace, Ryan Drees
A5判 並製 384頁 本体2,400円

ISBN978-4-384-05857-4 C2082

長尾和夫，アンディー・バーガー著

英語で読む力。

54のサンプル・リーディングで鍛える！

A5判

並製

364頁

本体2,400円

＜ 2 色刷＞
一流ビジネスパーソンが無意識にやっている

英語でプレゼン・スピーチ 15の法則
25のスライドタイプで鍛える！

付録：CD 収録時間：24分53秒
吹込：Chris Koprowski, Karen Haedrich
A5判 並製 202頁 本体2,000円

辞典ではわからない

ビジネスパーソンのための経済・金融英単語の使い方事典
付録：CD［MP3］ 収録時間：103分25秒（全108ファイル）
吹込：Kelly Itoh
四六判 並製 288頁 本体2,400円

＜ 2 色刷＞

論理的に話す・書くための 英語変換術
付録：CD 収録時間：37分04秒
吹込：Josh Keller, Karen Haedrich
A5判 並製 360頁 本体2,400円
山口百々男著

英語で伝える江戸の文化・東京の観光

並製

340頁

本体2,000円

一流ビジネスパーソンのための一流ビジネスパーソン
によるプレゼン・スピーチの集大成。スライド作成術
から英文スクリプトの作り方とそのスピーチの仕方ま
でを、一流のプレゼンをするビジネスパーソンが無意
識にやっている15の法則と併せて、25のスライドタイ
プ別に一挙公開。
ISBN978-4-384-05862-8 C2082

ケリー伊藤著

A5判

TOEIC®
L&R、TOEFL®
iBT、IELTS、TEAP、英検な
どのリーディング対策はこの１冊で完璧！リーディン
グ問題に頻出の「グラフ・図表など+説明文」
「お知ら
せ・広告など」
「複数の文章・メール」
「250語程度のエ
ッセー」
「500語程度のエッセー」「750語程度のエッセ
ー」を効率的に読み、論理的に理解できる！
ISBN978-4-384-05875-8 C2082

愛場吉子著

鈴木瑛子著

TOEIC®S&W、TOEFL®iBT、IELTS、TEAP、英検などの
ライティング対策はこの１冊で完璧！英文ライティングの
柱である「説明・描写文」
「要約文」
「意見を述べる文」が論
理的に書ける。第１章のキーフレーズと例文で基礎学習
を、第２章で実際にまとまった英文を表現する方法を学習。
150語〜250語程度で日常的なことから社会的な内容までの
英文が書けるよう、段階的に学べる構成となっている。

筆者が長年提唱しているPlain English（簡潔・明快な
英語）のビジネス英単語版。英語でのコミュニケーシ
ョン能力を高めるため、ビジネスで用いる経済・金融
分野の英語基本用語をテーマ別に約830ピックアップ
し、それを使いこなすためのすぐに使える基本英文例
も紹介。アルファベット順、五十音順のインデックス
も便利。著者吹込のMP3付。
ISBN978-4-384-05861-1 C2082
基本的な英文法を理解し、基礎的な文章を英語で話し
たり書いたりすることのできる方（TOEIC®L&R600
点レベル）が、ワンランク上のコミュニケーションを
目指す1冊。ある意図があってそれを表現したい場合
に、どのような言葉を使うときちんと伝えることがで
きるのか。
「変換術」を使いこなせば、自分の意図を論
理的かつ効果的に伝えることができるでしょう。
ISBN978-4-384-05874-1 C2082
皇居から東京スカイツリーまで、江戸文化の残る東京
の歴史的資産・観光名所を150項目取り上げ、英語によ
るガイド方法を紹介しました。ボランティア通訳ガイ
ドをされる方にも、専門の通訳案内士を目指す方にも
すぐに役立つ一冊。

ISBN978-4-384-05865-9 C1082

語学
＜カラー刷＞ 親子で「えいご日記」に挑戦！ 英語が苦手でも、文
法がわからなくても、親子で図解やイラストをたどる
うちに、いつのまにか英語の1行日記が書けるように
なります。大人も子どもも、まずは本書オリジナルの
「えいご１行シート」に書き込むことから始めてみて。

能島久美江著

親子で始める えいごで日記

A4判 並製

112頁

本体1,800円

唐澤一友，モート、セーラ著

日本人が知りたいイギリス人の当たり前
英語リーディング

音声（MP3データ）別売
A5判 並製 224頁 本体2,200円
釣 馨，武内英公子，ジスラン・ムートン著

日本人が知りたいフランス人の当たり前
フランス語リーディング

音声（MP3データ）別売
A5判 並製 224頁 本体2,200円
朝比奈佳尉，アンドレア・フィオレッティ著

日本人が知りたいイタリア人の当たり前
イタリア語リーディング

音声（MP3データ）別売
A5判 並製 224頁 本体2,200円
カルラ・フォルミサーノ，入江たまよ著

全面改訂版

イタリア人が日本人によく聞く100の質問

四六判

並製

228頁

本体2,200円

竹下ルッジェリ・アンナ，堂浦律子著

これだけは知っておこう！

会話と作文に役立つイタリア語定型表現365
付録：CD［MP3］ 収録時間：191分37秒（全365ファイル）
吹込：Anna Ruggeri Takeshita, Edoardo Pedoja
四六判 並製 392頁 本体2,400円

ISBN978-4-384-05872-7 C8082
「イギリス料理は本当においしくないの？」「イギリス
人にとってユーモアはどのくらい大事？」「なぜイギ
リスだけサッカーの代表チームが４つあるの？」今さ
ら聞けない基本的なことから、今ひとつ納得できない
でいたことまで、100の疑問を解消！ 知りたくて読
むからリーディングスキルがつく！ すぐに使える会
話例も掲載。
ISBN978-4-384-05873-4 C1082
「フランス人はみんなおしゃれ？」「どうして英語を話
さないの？」
「デモが多くて困らない？」今さら聞けな
い基本的なことから、今ひとつ納得できないでいたこ
とまで、
100の疑問を解消！ 知りたくて読むからリー
ディングスキルがつく！ すぐに使える会話例も掲
載。
ISBN978-4-384-05853-6 C1085
「朝食が甘いって本当？」「イタリア人はマザコンが多
い？」
「マフィアってイタリア中にいるの？」イタリア
人の友達や先生に聞きたいけれど…。そんな今さら聞
けない基本的なことから、長年勉強していても今ひと
つ納得できないでいたことまで、100の疑問を解消し
ます！ 知りたくて読むからリーディングスキルがつ
く！ すぐに使える会話例も掲載。
ISBN978-4-384-05854-3 C1087
外国人とコミュニケーションを深めるには、まず日本
人自身が日本のことをよく知ることが大切。「コーヒ
ーを缶で飲むの？」
「桜前線ってなに？」…。本書はそ
んなイタリア人の目に映る「不思議」を、対話形式の
イタリア語で紹介しています。

ISBN978-4-384-01847-9 C1087
初級を終えた中級者向けに編集し、日常よく使用され
る定型表現や重要構文を網羅しました。それぞれの構
文・表現には複数の例文付き。本書で取り上げている
定型的な構文を学習すれば、
「読む・書く・話す」力が
身に付きます。CD［MP3］にはすべての例文の音声
を吹き込んであります。
ISBN978-4-384-05858-1 C1087

語学
久田和孝，韓 相宇著

日本人が知りたい韓国人の当たり前
韓国語リーディング

音声（MP3データ）別売
A5判 並製 224頁 本体2,200円

ISBN978-4-384-05855-0 C1087

山崎亜希子著

もやもやを解消！ 韓国語文法ドリル

A5判

並製

160頁

本体1,800円

中国語イラスト辞典

A5判

並製

352頁

本体2,600円

中西千香著

どんどん話せる中国語 作文トレーニング

A5判

並製

208頁

「一通り文法はやったけれど、韓国語ができるなんて
人には言えない…」「入門書の次に何をすればいいの
かわからない…」という方に。用言の活用、パンマル
や数詞の使い分け等、ポイントを押さえた学習でもや
もやを解消！ 韓国語にもっと自信が持てるようにな
ります。
ISBN978-4-384-05786-7 C1087

＜カラー刷＞

呉 月梅編

「
『情』って何？」
「朝鮮時代も文化交流が盛んだった？」
「割り勘は格好悪い？」今さら聞けない基本的なこと
から、今ひとつ納得できないでいたことまで、100の疑
問を解消！ 知りたくて読むからリーディングスキル
がつく！ すぐに使える会話例も掲載。

本体2,000円

黒田龍之助著

初級ウクライナ語文法
付録：CD 収録時間：57分
吹込：イーホル・ダツェンコ
A5判 並製 260頁 本体3,000円
岩原宏子，ブラーソワ・タチアーナ著

コミュニケーションのためのロシア語
中級へのステップアップ

付録：CD［MP3］ 収録時間：64分（全102ファイル）
吹込：ブラーソワ・エドワード、ブラーソワ・タチアーナ、今 アレクサンドラ、アフメートフ・ディアス
A5判 並製 188頁 本体2,200円

中国で刊行された本の翻訳本なので、日本では描けな
いイラストが満載。例えば「肉屋」と言っても、日本
人がイメージする肉屋と、中国の肉屋は違います。ま
た、外国人が目にすることのない身分証や冠婚葬祭に
は、よく分からないものがあります。それらを絵で確
認しながら単語を覚えられる本です。15分野142の場
面で再現、4,000語以上を収録！
ISBN978-4-384-05863-5 C1087
「何年勉強しても思ったように話せるようにならない」
「文例集だけだと伝えたいことが書けない」「自分の文
が合っているのか自信がない」…とお悩みの方に。３
ステップで練習しながら作文力を高めることで、日常
のことを書いたり話したりできるようになります。

ISBN978-4-384-05795-9 C1087
ウクライナ語を基礎からしっかりと学ぶための参考
書。文字と発音の入門から始め、まずはあいさつなど
の基本表現を学びます。読みやすい講義調の文法解説
で、基本例文200＋練習用例文200を学習。ロシア語の
知識のある方には、ロシア語との比較で知識を整理で
きるように工夫しました。
ISBN978-4-384-05864-2 C1087
ロシア語の入門を終えた学習者が、基本的な文法事項
を使って日常的な会話を身につけられることを目標と
した参考書。初歩の文法を復習しながら語彙や表現を
習得できるように構成。ロシアの文化や日常をコラム
で紹介。課毎に単語と表現をまとめ、単語の音声も収
録している。まとめのテストで総合的な復習ができ
る。巻末に文法表と索引を掲載。
ISBN978-4-384-05833-8 C1087

語学
＜ 2 色刷＞

ホラス由美子著

改訂版

ゼロから話せるインドネシア語
付録：CD 収録時間：76分35秒
吹込：Elizabeth Luise Marcella Soedjarno, Almontana Stefanus Maesa Paat, Noribun Horas
A5判 並製 168頁 本体2,400円
スニサー・ウィッタヤーパンヤーノン著

表現を広げる中級へのタイ語
付録：CD［MP3］ 収録時間：149分19秒（全336ファイル）
吹込：ラウィワン・リイーケー, コースィット・ティップティエンポン, アムナート・センクラーム, カンナラット・コーンノンタラット
A5判 並製 256頁 本体2,600円

まったくの初心者でも必ず上達する、会話を中心にイ
ンドネシア語を身につける入門書です。楽しいイラス
トとカナルビで、文法が苦手な人でも安心です。短い
旅行なら、巻頭の20フレーズを覚えるだけで十分対応
できます。１冊目の参考書として最適。

ISBN978-4-384-05778-2 C1087
タイ語の基礎を学んだ方向けの、初級から中級レベル
への橋渡しを目的とした参考書。発音記号中心の学習
から、タイ文字主体の学習へと緩やかに移行すること
に留意しました。表現・会話・読解をバランスよく習
得。学 習 に 便 利 な 取 り 外 し 可 能 な 別 冊 解 答 ＋ 単 語
INDEX。
ISBN978-4-384-05838-3 C1087

川村よし子総監修／野元裕樹監修／三修社編集部編＜ 2 色刷＞ ［日マレー英］日本語見出し語約13,600語を収録。五十
音順に配列し、すべての漢字にふりがなを付け、タイ
語にはカタカナで発音を示し、右欄に対応する英語を
Portable Japanese-Malay-English Dictionary
掲載しました。［マレー日英］マレー語約13,000語を収
録。カタカナで発音を示し、対応する英語、次に日本
語訳を掲載してあります。ハンディサイズでビジネス
や旅行に最適の１冊。

ポータブル日マレー英・マレー日英辞典

B6変型判 上製（函入）

1152頁

本体4,200円

ISBN978-4-384-05850-5 C0580

語学検定
松本恵美子，浜田英夫，アンソニー・アラン，ケビン・ダン著＜ 2 色刷＞

IELTS 32のドリル+模試
付録：CD２枚 収録時間：Disc1 65分56秒 / Disc2 54分33秒
B5判

並製

340頁

本体2,400円

松本恵美子，トニー・クック著

ISBN978-4-384-05871-0 C2082

＜ 2 色刷＞

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リスニング攻略
付録：CD 収録時間：79分37秒
吹込：R. Drees, E. Kayumi, D. Burke, B. Benfield
A5判 並製 256頁 本体2,000円

＜ 2 色刷＞

松本恵美子著

TOEIC®LISTENING AND READING TEST
15日で500点突破！ リーディング攻略
A5判

並製

320頁

本体2,000円

はじめてIELTSを受験する人が短期間で効率的に試験
対策するのに最適！一般的にバンドスコア6.0〜6.5を
取ると、留学先の有名大学の入学基準をほぼクリアす
ると言われています。まず、ドリルで問題傾向と解法
の手順を定着させてバンド6.0を、別冊の模試を使って
6.5以上を目指しましょう。

TOEIC®で500点を超えたい、特にリスニングを強化
したいという人のための1冊。1日1Unit、全15日間で
攻略。出題の傾向やパターンを知ることで迷わず解答
できるようになる。新たな出題形式も、コツをおさえ
れば簡単にスコアアップにつながる。

ISBN978-4-384-05859-8 C2082
TOEIC®で500点を超えたい、特にリーディングを強
化したいという人のための1冊。1日1Unit、全15日間
で攻略。出題の傾向やパターンを知ることで迷わず解
答できるようになる。新たな出題形式も、コツをおさ
えれば簡単にスコアアップにつながる。

ISBN978-4-384-05860-4 C2082

日本語、言語学
独立行政法人国際交流基金編著／磯村一弘，藤長かおる，久保田美子，伊藤由希子著 ＜カラー刷＞

JF日本語教育スタンダード準拠コースブック

まるごと 日本のことばと文化
中級1 B1
A4判 並製

272頁

本体2,800円

遠藤ゆう子著／遠藤由美子監修

日本語能力試験対策 N5もじ・ごい・ぶんぽう

A5判 並製

200頁

本体1,500円

アークアカデミー編著

介護・看護の漢字とことば N4レベル編

B5判

並製

188頁

本体2,200円

安原和也著

ことばの認知プロセス
教養としての認知言語学入門

四六判

並製

136頁

本体1,400円

中級１では、現実のコミュニケーション場面に近づけ
るため、自然に近い日本語を扱っています。知らない
言葉がある中で話の要点が掴めるように、ストラテジ
ーを学びます。限られた言語能力を効果的に活用し、
社会参加ができるようになることを目指しています。
音 声 教 材、教 え 方 の 手 引 き な ど は、https: //www.
marugoto.org/より無料ダウンロードできます。
ISBN978-4-384-05759-1 C0081
日本語能力試験N5に出題される文字、語彙、文法を、
15日間で学習できます。試験の出題形式に沿った練習
問題と、まとめテスト３回分を収録。【もじ】と【ごい】
はテーマ別に紹介。【ごい】と【ぶんぽう】の例文に、
英語とベトナム語の対訳付き。

ISBN978-4-384-05780-5 C2081
介護・看護に特化した漢字のワークブックです。ベト
ナムのEPA来日前研修の教材をベースに、学習者のレ
ベルを初級（N4）に絞りました。実際に現場で使われ
ていることばやフレーズから語彙や漢字を抽出し、使
用頻度の高いものから効率的に勉強できるように組み
立てています。漢字220、語彙890を収録。英語とベト
ナム語の対訳つき。
ISBN978-4-384-05867-3 C3081
身近にあふれている日本語の興味深い具体的な言語事
例を取り上げながら、認知言語学の基本的な考え方に
ついて、平易にわかりやすく、コンパクトに解説。こ
とばそのものに何かしらの興味・関心があれば、自然
な形でスムーズに、かつ充実感を持って読み進められ、
従来の入門書とは違う新鮮味あふれる認知言語学の世
界を堪能できるでしょう。
ISBN978-4-384-01241-5 C1080

法律
木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

民法【債権法】大改正
A5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

債権法改正に対応！

民法【財産法】のしくみ
A5判

並製

256頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解で早わかり

最新

刑事訴訟法のしくみ
A5判
森

並製

224頁

本体1,800円

公任，森元みのり監修

重要事項＆用語 図解 トラブル解決に役立つ 最新

民事訴訟・執行・保全 基本法律用語辞典
A5判

並製

256頁

本体1,800円

北川ワタル監修

図解

最新

A5判

並製

税金のしくみと手続きがわかる事典
256頁

本体1,800円

奈良恒則監修

事業者必携

入門図解

A5判

240頁

改正対応！

特定商取引法・景品表示法のしくみと対策
並製

本体1,900円

渡辺弘司監修

すぐに役立つ

入門図解

特許・商標のしくみと手続き
A5判

並製

240頁

本体1,800円

服部真和監修

図解

最新

A5判

並製

ネットビジネスの法律とトラブル解決法がわかる事典
256頁

本体1,800円

短期消滅時効の廃止、法定利率の年３％への引き下げ
と「変動制」の採用、個人保証の場合の保証人の保護、
敷金の返還義務などの規定等、120年ぶりの大改正を
図解や事例を盛り込み平易に解説。『相続に関する民
法改正（中間試案）』についても要点解説。
ISBN978-4-384-04754-7 C2032
120年ぶりに変わった！債権法改正に完全対応。総則、
物権、債権、事務管理、不当利得、不法行為まで解説。
膨大な民法（財産法）の基本と新しい契約ルールが本
書１冊で学べる。
ISBN978-4-384-04761-5 C2032
はじめての人にはイメージしにくい「刑事訴訟」の全
体像、基本事項をやさしく解説。刑事訴訟法の基本原
則から捜査、逮捕・勾留、取調べ、公訴提起、公判、
判決まで網羅。「取調べの可視化」「通信傍受」など平
成28年５月成立の刑事訴訟法改正に完全対応！
ISBN978-4-384-04747-9 C2032
「難しい」
「なじみにくい」
「わかりにくい」訴訟に勝ち、
権利を勝ち取るために必要な法律や制度の全体像と知
っておきたい法律用語が短時間でわかる！紛争解決に
必携の書！
ISBN978-4-384-04736-3 C2032
国税、地方税、直接税、間接税、所得税、所得、収入、
総合課税、分離課税から「不動産」「投資」「相続・贈
与」
「会社の税金」まで、暮らしやビジネスをとりまく
さまざまな税金の基本構造と活用法が本書１冊でわか
る！ 平成29年税制改正にも対応。
ISBN978-4-384-04763-9 C2032
「知らなかった」ではすまされない！難解な法律用語
の意味や法規制を知り、トラブルを上手に防ぐための
ノウハウ満載。悪質事業者への規制強化、課徴金制度
導入など最新の法改正に対応。営業・販売部門の担当
者必携の書！
ISBN978-4-384-04733-2 C2032
特許権、実用新案権、商標権の基本がよくわかる。「特
許異議の申立て制度の創設」「職務発明制度の見直し」
「地域団体商標の登録主体の拡充」「色彩・音などの商
標登録」など、特許法、商標法の法改正に対応。出願
方法や申請に必要な書式も豊富に掲載。
ISBN978-4-384-04741-7 C2032
平成29年５月全面施行の個人情報保護法に対応。ネッ
ト取引のルールから情報セキュリティ対策、誹謗中傷
などの削除請求まで。さまざまな法律問題と法務対策
を１冊に集約！ネットショップ利用規程、個人情報取
扱規程などの書式も掲載。
ISBN978-4-384-04752-3 C2032

法律
安部高樹監修

すぐに役立つ

入門図解

不動産登記の法律と申請手続きマニュアル
A5判 並製

240頁

本体1,800円

木島康雄監修

図解

最新

不動産の法律と手続きがわかる事典
A5判 並製

256頁

本体1,800円

松岡慶子監修

事業者必携

不動産契約基本フォーマット 実践書式80
A5判 並製

256頁

本体1,900円

松岡慶子監修

事業者必携

これならわかる

A5判 並製

256頁

最新

不動産業界の法務対策
本体1,900円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

これならわかる 入門図解

任意売却と債務整理のしくみと手続き
A5判 並製

224頁

本体1,800円

千葉 博監修

すぐに役立つ

図解とQ&Aでわかる

賃貸トラブル解決マニュアル
A5判 並製

256頁

本体1,800円

北川ワタル，服部真和監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

アパート・マンション・民泊経営をめぐる法律と税務
A5判 並製

256頁

本体1,800円

梅原ゆかり監修

すぐに役立つ

入門図解

強制執行のしくみと手続き ケース別実践書式33
A5判 並製

256頁

本体1,800円

登記事項証明書の請求の仕方・読み方・調べ方がよく
分かる。また、定期借地権・分筆・滅失の登記につい
て掲載書式を増補。登記申請手続きの流れや書き方、
必要な添付書類もわかる。
「登記・供託オンライン申
請」の利用手続きや注意点もフォロー。
ISBN978-4-384-04738-7 C2032
多岐にわたる土地・建物をめぐる重要な法律知識を集
約。売買、競売、任意売却、建築請負、マンション管
理、借地・借家、道路、境界、近隣・住環境問題、契
約、登記、トラブル解決法、裁判、執行まで、最新の
法改正情報も盛り込みわかりやすく解説。
ISBN978-4-384-04746-2 C2032
土地売買契約書、借地権付建物売買契約書、建物売買契
約書などの書き方、読み方の基本がわかる。また、各書
式の欄外に重要条項の作成ポイントを解説。さらに、重
要事項説明書（売買、賃貸）、通知書、合意書、登記原因
証明情報、登記申請書などの関連書式も掲載。
ISBN978-4-384-04750-9 C2032
「売買」
「賃貸」などの不動産取引の基本常識から「建
築規制」
「空き家対策」
「民泊規制」
「民法（債権法）改
正」まで、知っておきたい最新の法律常識満載。法務
担当者必携の書。取引の基本から活用法まで、不動産
ビジネスの法律常識が本書１冊でわかる！
ISBN978-4-384-04755-4 C2032
多重債務脱出の突破口！ 競売や任意売却のための交
渉や手続きの流れ、利用方法、強制執行や担保権の実
行手続き、任意売却後の上手な債権整理の仕方等を詳
しく解説。住宅ローンや不動産を所有する多重債務者
必携の書。
ISBN978-4-384-04740-0 C2032
契約締結の基本から、更新、解約、原状回復、賃料不
払い、敷金トラブルまで。起こりがちなトラブルとそ
の解決法を平易にアドバイス。借地・借家の法律問題
は本書１冊でＯＫ！
ISBN978-4-384-04737-0 C2032
知らないではすまされない！賃貸経営、民泊ビジネス
に不可欠の１冊！契約締結から物件の運営・管理、ト
ラブル解決法まで。実務経験豊富な専門家が重要ポイ
ントを解説。平成29年税制改正、民法債権法改正、民
泊新法にも対応した最新版。
ISBN978-4-384-04762-2 C2032
不動産から給与債権、預金債権、貴金属や有価証券な
どの動産まで、様々な財産の差押えに対応！強制執行
の申立手続きに不可欠な書式を多数掲載。売掛金回収
や養育費不払い対策など、活用自在。
ISBN978-4-384-04742-4 C2032

法律
若林美佳監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

よくわかる障害者総合支援法
A5判

並製

224頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

入門図解

介護施設・高齢者向け住宅のしくみと疑問解決マニュアル
A5判

並製

232頁

本体1,800円

若林美佳監修

すぐに役立つ

困ったときに読む

入門図解

親の病気・入院・介護 手続きサポートマニュアル
A5判

並製

232頁

本体1,800円

安部高樹監修

すぐに役立つ

入門図解

最新

成年後見のしくみと申請手続き
A5判

並製

248頁

本体1,800円

松岡慶子監修

すぐに役立つ

入門図解

記載例つき

遺言書の書き方と生前贈与 しくみと対策
A5判
林

並製

256頁

本体1,800円

智之監修

すぐに役立つ

入門図解

障害年金・遺族年金のしくみと申請手続き ケース別32書式
A5判

並装

240頁

本体1,800円

服部真和監修

すぐに役立つ 売却、賃貸、民泊、税金対策まで 入門図解

実家の空き家をめぐる法律問題と対策 実践マニュアル
A5判

並製

小島

彰監修

240頁

すぐに役立つ

本体1,800円

図解とQ&Aでわかる

パート・契約社員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法
A5判

並製

256頁

本体1,800円

平成28年の障害者総合支援法改正に対応！「自立生活
援助」
「就労定着支援」など、新たに追加されたサービ
スまで、しくみをわかりやすく解説。本人、親族はも
ちろん、事業者、施設職員など障害福祉サービスに関
わる人、必携の書。
ISBN978-4-384-04743-1 C2032
在宅介護と施設介護のどちらを選択するか、施設入所
決断のタイミング、入所するための費用など利用者目
線で施設の特徴や問題点を解説し、高齢者の「住まい
選び」をサポート。図解やトラブル相談の事例も豊富
に掲載。ベストの選択をするための必携書。
ISBN978-4-384-04744-8 C2032
医療保険から介護保険、施設選び、費用の問題まで。
親が重い病気にかかり入院した場合、介護が必要な状
態になった場合に、知っておくべきポイントをわかり
やすく解説！
ISBN978-4-384-04735-6 C2032
しくみや手続きを知り、Q&Aで疑問を解決！各制度
の違い、申立手続き、登記、財産管理業務など、この
１冊で成年後見制度のことがわかる。図解や書式も豊
富に掲載した決定版。
ISBN978-4-384-04734-9 C2032
無用なトラブルを防ぐために遺言書の正しい書き方や
財産分けのルールがわかる遺言書記載例を71例掲載。
また、相続対策や事業承継のための相続税・贈与税の
知識も解説。さらに、贈与・死因贈与、遺贈の登記申
請手続き、遺産分割など相続開始後の手続きも解説。
ISBN978-4-384-04753-0 C2032
障害年金や遺族年金のしくみ・受給額がわかる。また、
支給調整・支給停止・再審査請求なども解説。さらに
「年金請求書」
「病歴・就労状況等申立書」など、必要
書類の書き方をていねいに解説。その他、知りたかっ
た疑問点もQ&Aでわかる。
ISBN978-4-384-04745-5 C2032
空き家を売却や賃貸する前に知っておきたい法律知識
や、実家を民泊施設にする場合の手続きと運営方法が
わかる。また、固定資産税や相続税、贈与税などの税
金知識を徹底解説。さらに、自治体などの支援体制や
補助金活用の方法もわかる。
ISBN978-4-384-04749-3 C2032
平成28年10月から社会保険の加入対象が拡大！「採用」
「更
新」
「雇止め」から「賃金」
「パワハラ」
「労災」まで、労使
それぞれの立場から起こりがちな法律問題を解説。問題点
を知り、円満に改善・解決するためのノウハウ満載！同一
労働・同一賃金をめぐる最新の判例も掲載。
ISBN978-4-384-04695-3 C2032

法律
小島 彰監修

事業者必携 問題社員対策から雇止め、休業休職対策まで 図解

解雇・退職勧奨の上手な進め方と法律問題解決マニュアル
A5判 並製

248頁

本体1,900円

河原大輔，河原宏海監修

事業者必携

イザというときに困らない！

A5判 並製

240頁

税務調査・労基署調査・社会保険調査のしくみと対策
本体1,900円

服部真和監修

事業者必携

中小事業者のための

A5判 並製

256頁

建設業許可申請と経営事項審査 手続きマニュアル
本体1,900円

木島康雄監修

すぐに役立つ

入門図解

交通事故の過失割合 ケース別288
A5判 並製

256頁

本体1,800円

正しいリストラの方法を知り、会社を守る！法律上や
ってはいけないことやトラブルを防ぐための解決法が
わかる。経営者・労務担当者必携の書。

ISBN978-4-384-04696-0 C2032
「調査」は突然やってくる！狙われやすい税務・労務管
理の落とし穴・チェックポイントを網羅。特に「軽い
申告漏れ」
「社会保険未加入の場合」「三六協定を届け
出ていない場合」など、相談しにくい問題と対処法も
解説。経理・労務担当者必携の書。
ISBN978-4-384-04739-4 C2032
提出書類や手続き、許可取得後の変更手続き、経営事
項審査の手続きや提出書類もわかる。請負、下請のし
くみなど建設業法やガイドラインも解説。申請書の書
き方や手続きの流れがイメージできる、書式と作成ポ
イントも網羅した決定版！
ISBN978-4-384-04748-6 C2032
知っておきたい過失割合をケース別にオール図解。特
に請求できる損害賠償の内容をわかりやすくアドバイ
ス。歩行者vs車・自転車の事故（64例）／車同士の事
故（62例）／バイクvs車の事故（74例）／自転車vs車
の事故（66例）を網羅する。
ISBN978-4-384-04694-6 C2032

