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 論文集　　　　　　　　　　　　　　　　　
『名古屋学院大学法学部開設記念論文集』名古
屋学院大学法学部開設記念論文集編集委員会／
名古屋学院大学法学部

 法律学・法哲学　　　　　　　　　　　　　
『説き語り法実証主義』大塚滋／成文堂
『法の観察』和田仁孝／法律文化社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『スイス憲法』Haller, Walter／成文堂
『わかりやすいアメリカ連邦倒産法』阿部信一郎
／商事法務

『イスラーム圏ビジネスの法と実務』イスラムビジ
ネス法研究会／経済産業調査会

『ヨーロッパ特許条約実務ハンドブック 第3版』
高岡亮一／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国際法の人権化』阿部浩己／信山社
『国際人権を生きる』阿部浩己／信山社
『憲法解釈論の応用と展開 第2版』宍戸常寿／
日本評論社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法の争点』高木光／有斐閣
『都市行政法精義 2』碓井光明／信山社出版
『災害復興法学』岡本正／慶應義塾大学出版会
『震災救命工学』高田至郎／共立出版

 防衛関係法　　　　　　　　　　　　　　　
『国家緊急権』橋爪大三郎／NHK出版
『法律で憲法を変える？ 国家安全保障基本法と
はなにか？』東京弁護士会／東京弁護士会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『附帯税の減免措置 加算税・延滞税・利子税等』
鴻秀明／清文社

『税理士・弁護士のための税務調査の後の不服申
立手続ガイド』松井淑子／日本加除出版

『改正税法のすべて 平成26年版』関禎一郎／大
蔵財務協会

『実務に役立つ租税基本判例120選 改訂版』林
仲宣／税務経理協会

『租税法と市場』Ramseyer, J. Mark／有斐閣
『金融取引と課税 3』トラスト60
『法律家のための税法 民法編 新訂第7版』東京
弁護士会／第一法規

『保険税務ハンドブック 2014年度版』保険毎日
新聞／保険毎日新聞社

『図解都市農地の特例活用と相続対策 3訂版 平
成26年版』今仲清／清文社

『所得税基本通達逐条解説 平成26年版』森谷
義光／大蔵財務協会

『法人税法 平成26年度版』渡辺淑夫／中央経
済社

『組織再編における株式追加取得・段階取得の会
計と税務』小林正和／中央経済社

『事例研究交際費課税 平成26年改訂版』山本
守之／大蔵財務協会

『所得税法 理論と計算 8訂版』池本征男／税務
経理協会

『事業承継の基礎と実務』森富幸／日本評論社
『路線価による土地評価の実務 平成26年8月改
訂』小野山匠海／清文社

『相続の法律・税金と事業承継』加藤真朗／中央
経済社

『建設業のための消費税Q&A 税率8%・10%へ
の実務』金井恵美子／建設産業経理研究機構

『消費税の納税義務者と仕入税額控除 改訂版』
熊王征秀／税務経理協会

『誤りやすい地方税の実務Q&A』森田純弘／税

務研究会出版局

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　
『自治体職員と説明責任 判例・実例に学ぶ法令
の遵守とコンプライアンスの確立』石川公一／ぎ
ょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『各種法人役員登記の実務』立花宣男／新日本
法規出版

『債権法改正の論点とこれからの検討課題』瀬川
信久／商事法務

『契約書式実務全書 第3巻 第2版』大村多聞／
ぎょうせい

『名誉毀損の百態と法的責任 判例分析からみる
法理と実務』升田純／民事法研究会

『親子福祉法の比較法的研究 1 養子法の研究』
鈴木博人／中央大学出版部

『親権法の比較研究』床谷文雄／日本評論社
『成年後見制度』新・アジア家族法三国会議／日
本加除出版

『親権と未成年後見』新・アジア家族法三国会議
／日本加除出版

『Q&A「成年後見」実務ハンドブック 平成26年
7月改訂』田中亮一／セルバ出版

『地域後見の実現 その主役・市民後見人の育成
から法人後見による支援の組織づくり，新しい後
見職務の在り方，権利擁護の推進まで』森山彰
／日本加除出版

『相続登記の全実務 新版』田口真一郎／清文社
『相続・遺言の法律相談 第1次改訂版』高岡信
男／学陽書房

『Q&A地代・家賃と借地借家』借地借家・賃料
実務研究会／住宅新報社

『一問一答・被災借地借家法・改正被災マンショ
ン法』岡山忠広／商事法務

『借地借家法の立法研究』平田厚／成文堂
『建物賃貸借 建物賃貸借に関する法律と判例』
渡辺晋／大成出版社

『信託目録の理論と実務 作成基準と受益者変更
登記の要点』渋谷陽一郎／民事法研究会

『戸籍の窓口 2（養子縁組・特別養子縁組）』山下
敦子／日本加除出版

『逐条解説・電子記録債権法 債権の発生・譲渡・
消滅等』萩本修／商事法務

『マンション管理の知識 平成26年度版』マンシ
ョン管理センター／マンション管理センター

『交通事故における素因減額問題』小賀野晶一／
保険毎日新聞社

『医と法から検証した脳脊髄液減少症（低髄液圧
症候群）の理論と実務』杉田雅彦／民事法研究会

『詳説後遺障害 等級認定と逸失利益算定の実務』
北河隆之／創耕舎

『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手
引き 2014年版』斎藤博明／保険毎日新聞社

『交通事故後遺障害診断書 6 神経系統・胸腹部・
脊柱』宮尾一郎／かもがわ出版

 商法・会社法　　　　　　　　　　　　　　
『商事法の新しい礎石』飯田秀総／有斐閣
『会社裁判にかかる理論の到達点』神作裕之／商
事法務

『最新株式会社法 第7版』近藤光男／中央経済社
『事例で学ぶ会社法実務』金子登志雄／中央経
済社

『株式会社法 第5版』江頭憲治郎／有斐閣
『立法経緯から読む会社法改正』阿部泰久／新日
本法規出版

『不正リスクへの対応実務 予防から発覚後の対処
法まで』新日本有限責任監査法人／中央経済社

『新株予約権の税・会計・法律の実務Q&A 第6版』
税理士法人山田&パートナーズ／中央経済社

『世界の優れた人材を獲得する役員報酬制度設計・
運用の実務』Becker, Irving S.／中央経済社

『監査役とは何か 日本型企業システムにおける役
割』西山芳喜／同文舘出版

『監査役監査の基本がわかる本 第2版』新日本
有限責任監査法人／同文舘出版

『事例で学ぶ会社法実務』金子登志雄／中央経
済社

『国際財務報告基準（IFRS）詳説 第1巻～第3
巻』有限責任監査法人トーマツ／レクシスネクシ
ス・ジャパン

『親子兄弟会社の組織再編の実務 第2版』金子
登志雄／中央経済社

『解散・倒産・非訟（商業登記全書 第8巻）』神崎
満治郎／中央経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『保険判例の研究と動向 2014』石田満／文眞堂
『実務保険金請求入門』高橋正人／民事法研究会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『 大コンメンタール刑 法 第3版 第209条 ～
229条』大塚仁／青林書院

『Q&A実例詐欺事犯捜査の実際』水野谷幸夫／
立花書房

『性犯罪からの離脱』Laws, D. Richard／日本
評論社

『司法システムから福祉システムへのダイバージョ
ン・プログラムの現状と課題』石川正興／成文堂

『最新DNA鑑定 その能力と限界』勝又義直／名
古屋大学出版会

『検証・法治国家崩壊 砂川裁判と日米密約交渉』
吉田敏浩／創元社

『民商事法の改正と経済刑法の動向』トラスト60

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　
『弁護士研修講座 平成26年度秋季』東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会／東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会

『私たちはこれから何をすべきなのか』金子武嗣／
日本評論社

『弁護士業務書式文例集 4訂版』弁護士業務書
式研究会／日本法令

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟法 第4版補訂版』伊藤真／有斐閣
『重点講義民事訴訟法 第2版補訂版』高橋宏志
／有斐閣

『私的整理の実務Q&A100問 追補版』全国倒産
処理弁護士ネットワーク／金融財政事情研究会

『破産法（新基本法コンメンタール）』山本克己
／日本評論社

『最新企業活動と倒産法務』服部明人／清文社
『事業再生の迅速化』事業再生迅速化研究会／
商事法務

『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 
新版』片岡武／日本加除出版

『家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務 
第2版』片岡武／日本加除出版

『家事事件手続書式体系 1』梶村太市／青林書院
『家事事件手続書式体系 2』梶村太市／青林書院
『家事事件手続法 2 別表第1の審判事件』佐上
善和／信山社出版

『書式家事事件の実務 全訂10版』二田伸一郎
／民事法研究会

『刑事訴訟法講義 第3版』安富潔／慶應義塾大
学出版会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　
『弁護士に学ぶ！クレーム対応のゴールデンルー
ル』奥山倫行／民事法研究会

『Q&Aプライベート・ブランドの法律実務』市毛
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由美子／民事法研究会
『原子力依存からの脱却と地域再生』青森県弁護
士会／青森県弁護士会

『北の大地から考える，放射能汚染のない未来へ』
日本弁護士連合会人権擁護大会／日本弁護士連
合会第57回人権擁護大会シンポジウム第1分科
会実行委員会

『建設業の法務と労務実践マニュアル』三修社
『金融商品取引法コンメンタール 2』神田秀樹／
商事法務

『インサイダー取引規制の実務』西村あさひ法律
事務所／商事法務

『株式上場A to Z IPOとは何か』小田哲生／税
務経理協会

『金融商品の販売における金融機関の説明義務等』
金融法務研究会／金融法務研究会事務局

『不動産鑑定実務ハンドブック』黒沢泰／中央経
済社

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　
『パブリシティ権概説 第3版』内藤篤／木鐸社
『逐条解説不正競争防止法 平成23・24年改正
版』経済産業省知的財産政策室／有斐閣

『著作権法』半田正夫／勁草書房

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『種苗法の概要』渋谷達紀／経済産業調査会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『労働実務事例研究 平成26年版』労働新聞社
／労働新聞社

『労務管理は負け裁判に学べ！』堀下和紀／労働
新聞社

『年間労働判例命令要旨集 平成26年版』労務
行政研究所／労務行政

『最新重要判例200労働法 第3版』大内伸哉
／弘文堂

『最近の労働裁判例27』浅井隆／労働調査会
『労働基準法の実務相談 平成26年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社

『未払い残業代請求法律実務マニュアル』旬報法
律事務所／学陽書房

『就業規則の変更をめぐる判例考察』中村克己／
三協法規出版

『これで安心！地域ユニオンへの対処法 団交準
備・交渉・妥結・団交外活動への対応』廣上精一
／民事法研究会

『労働審判を使いこなそう！ 典型事例から派遣・
偽装請負まで』伊藤幹郎／エイデル研究所

『労働基準法の実務相談 平成26年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　
『精神保健福祉の法律相談ハンドブック』池原毅
和／新日本法規出版

『「高齢者をめぐる法律問題専門講座」資料 平成
26年度』東京弁護士会弁護士研修センター運
営委員会／東京弁護士会弁護士研修センター運
営委員会

『障害者権利条約の完全実施を求めて』日本弁
護士連合会人権擁護大会／日本弁護士連合会第
57回人権擁護大会シンポジウム第2分科会実行
委員会

『改正生活保護法 憲法25条実現のためのAtoZ』
森川清／あけび書房

『生活保護手帳別冊問答集 2014』中央法規出版

『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等につ
いて』社会保障審議会／社会保障審議会児童部
会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委
員会

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　　
『医事刑法概論 1 序論・医療過誤』山中敬一／
成文堂

『医療事件の実務 その1調査編』松井菜採／東
京法律相談運営連絡協議会

『薬害イレッサ訴訟』薬害イレッサ訴訟原告弁護
団／日本評論社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『社会保険の実務相談 平成26年』全国社会保
険労務士会連合会／中央経済社

 宗教法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『宗教法人の事務 2訂版』文化庁／ぎょうせい
『宗教法人の規則 2訂版』文化庁／ぎょうせい

 教育・スポーツ法　　　　　　　　　　　　  
『教育法の現代的争点』日本教育法学会／法律
文化社

『学校給食アレルギー事故防止マニュアル』赤城
智美／合同出版

『潜水事故に学ぶ安全マニュアル100』後藤ゆか
り／水中造形センター

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代国際商取引論 第4版』荒畑治雄／慶應義
塾大学出版会


