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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　
『法政策学の試み（法政策研究 第16集） 特集・
翻訳と支援』神戸大学法政策研究会／信山
社

『司法研修所論集 2014（第124号）』司法
研修所

『比較法ハンドブック 第2版』五十嵐清／勁
草書房

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　
『赦すことと罰すること 恩赦のフランス法制
史』福田真希／名古屋大学出版会

『行政法システムの構造転換 イギリスにおける
「行政的正義」』榊原秀訓／日本評論社
『フランスの事後的違憲審査制』Mathieu, 
Bertrand／日本評論社

『中東欧地域における私法の根源と近年の変
革』奥田安弘／中央大学出版部

『韓国型ロースクールの誕生 法曹養成にみる
高等教育と政治体制』朴炫貞／大学教育出版

『法律英語と紛争処理 増補版 民事訴訟手続・
ADR・倒産手続他』長谷川俊明／レクシス
ネクシス・ジャパン

『現代ドイツの労働協約』岩佐卓也／法律文
化社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『憲法 第6版』長谷部恭男／新世社
『市民集会集団的自衛権って何ですか？』和
歌山弁護士会／和歌山弁護士会

『明るい社会をめざして 同和問題の理解のた
めに』東京都総務局／東京都総務局人権部
人権施策推進課

 議会制度・選挙法　　　　　　　　　　　
『日本近代主権と立憲政体構想』小関素明／
日本評論社

『統一地方選挙の手引 平成27年』選挙制度
研究会／ぎょうせい

『例題解説公職選挙法 新版』法曹会／法曹
会

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　
『逐条国家公務員法 全訂版』森園幸男／学
陽書房

『逐条解説行政手続法 27年改訂版』行政管
理研究センター／ぎょうせい

『行政手続三法の解説 第1次改訂版 行政手
続法，行政手続オンライン化法，番号法』宇
賀克也／学陽書房

『行政関係訴訟の実務』定塚誠／商事法務
『国家賠償訴訟』深見敏正／青林書院
『国家賠償責任の再構成 営造物責任を中心と
して』小幡純子／弘文堂

『都市再開発実務ハンドブック 2014』大成
出版社

『建築訴訟 第2版』松本克美／民事法研究
会

『補償コンサルタント登録申請の手引き 改訂
3版』補償コンサルタント登録制度研究会／
大成出版社

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　
『もしも，そのお客様が反社会的勢力だった
ら？』関聖／きんざい

『民事介入暴力対策マニュアル 第5版』東京
弁護士会民事介入暴力対策特別委員会／ぎ
ょうせい

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『実践税理士法 新版』日本税理士会連合会
／中央経済社

『国際税務戦略の考え方・取り組み方 現場ス
トーリーから学ぶ』大河原健／中央経済社

『弁護士業務にまつわる税法の落とし穴 3訂
版』大阪弁護士会／大阪弁護士協同組合

『重要判決・裁決から探る税務の要点理解』林
仲宣／清文社

『会則・規則類集』東京税理士会
『資産家増税時代の“守りから攻め”の相続対
策Q&A』税理士法人タクトコンサルティング
／ぎょうせい

『相続税・贈与税土地評価実務テキスト 基礎
から具体的な減価要因の見極め方まで』鎌倉
靖二／税務研究会出版局

『株式・公社債評価の実務 相続税・贈与税 平
成27年版』香取稔／大蔵財務協会

『基礎控除引下げ後の相続税税務調査対策の
手引 申告時と調査対応のポイント』庄司範
秋／新日本法規出版

『実務のための財産評価判例集』林仲宣／税
務経理協会

『相続税法基本通達逐条解説 平成27年版』
野原誠／大蔵財務協会

『弁護士の業務に役立つ相続税 改訂版』遠藤
常二郎／三協法規出版

『同族会社相続の法務と税務』山川一陽／学
陽書房

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　
『広域連携の仕組み 一部事務組合と広域連合
の機動的な運営』木村俊介／第一法規

『自治体職員のための番号法解説 実務編』宇
賀克也／第一法規

『政策法務の最前線』山口道昭／第一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『判例講義民法 第2版 1 総則・物権』奥田
昌道／悠々社

『判例講義民法 第2版 2 債権』奥田昌道／
悠々社

『弁護士が弁護士のために説く債権法改正』
東京弁護士会法友全期会／第一法規

『要点解説民法改正 企業法務への影響度が
いち早くわかる』渡邉新矢／清文社

『通常の債権回収 債権管理から担保権・保証
まで』虎門中央法律事務所／民事法研究会

『業務委託（アウトソーシング）契約書の作成
と審査の実務』滝川宜信／民事法研究会

『最新PL関係判例と実務 第3版』升田純／
民事法研究会

『離婚・離縁事件実務マニュアル 第3版』東
京弁護士会法友全期会／ぎょうせい

『高齢者を支える市民・家族による新しい地域
後見人制度』遠藤英嗣／日本加除出版

『Q&A成年後見実務全書 総論，法定後見1』
赤沼康弘／民事法研究会

『事例に学ぶ成年後見入門 権利擁護の思考と
実務』大澤美穂子／民事法研究会

『相続・贈与Q&A 第2版』東京南部法律事
務所／日本評論社

『遺言執行者の実務 第2版』日本司法書士
会連合会／民事法研究会

『実務家のための遺言信託相談事例Q&A』櫻
井喜久司／清文社

『遺言相談標準ハンドブック』奈良恒則／日
本法令

『判例からみた遺留分減殺請求の法務・税務・
登記』永石一郎／中央経済社

『未処理・困難登記をめぐる実務』山田猛司／
新日本法規出版

『マンション管理の実務 改訂版』不動産総合
研究会／週刊住宅新聞社

『コンメンタールマンション区分所有法 第3版』
稲本洋之助／日本評論社

『コンプライアンス時代における事故対応・損
害賠償の実務の手引』東谷隆夫／民事法研
究会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　
『企業法務のFirst Aid Kit 問題発生時の初
動対応』田辺総合法律事務所／レクシスネク
シス・ジャパン

『立法担当者による平成26年改正会社法の
解説』坂本三郎／商事法務

『これですべてがわかる内部統制の実務 第2
版 上級IPO・内部統制実務士資格公式テキ
スト』箱田順哉／中央経済社

『海外子会社・海外取引のためのコンプライア
ンス違反・不正調査の法務』吉川達夫／中央
経済社

『企業情報管理実務マニュアル 漏えい・事故
リスク対応の実務と書式』長内健／民事法研
究会

『新・株主総会ガイドライン 第2版』東京弁
護士会会社法部／商事法務

『事業報告記載事項の分析 平成26年6月総
会会社の事例分析』三菱UFJ信託銀行株式
会社／商事法務

『株主総会の準備実務・想定問答 平成27年』
日比谷パーク法律事務所／中央経済社

『弁護士先生！！顧問会社の本当の姿を知っ
てます？ 弁護士が知っておくべき会計・税務』
宮田敏夫／清文社

『CAATで粉飾・横領はこう見抜く Excelに
よる不正発見法』村井直志／中央経済社

『戦後企業会計史』遠藤博志／中央経済社
『会社法計算書類作成ハンドブック 第9版』
有限責任監査法人トーマツ／中央経済社

『会社法決算書の読み方・作り方 第9版 計算
書類の分析と記載例』新日本有限責任監査
法人／中央経済社

『詳解組織再編会計Q&A 新版』布施伸章／
清文社
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 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『講演私の刑法学 人格的刑法学の確立』大塚
仁／青林書院

『自動車事故の過失認定』富松茂大／立花書房
『今甦る砂川事件伊達判決 田中最高裁長官と
米国の密約を曝く』埼玉弁護士会／埼玉弁護
士会

『経済刑事裁判例に学ぶ不正予防・対応策 法
的・会計的視点から』澁谷展由／経済法令研
究会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『世紀の司法大改悪 弁護士過剰の弊害と法科
大学院の惨状』鈴木秀幸／花伝社

『ニッポンの裁判』瀬木比呂志／講談社
『リーガル・エクササイズ 裁判官から見た「法
と社会」「事件と人」』加藤新太郎／金融財
政事情研究会

『変動期の日本の弁護士』佐藤岩夫／日本評
論社

『弁護士のための初めてのリーガル・ソーシャル
ワーク』「弁護士のための初めてのリーガル・
ソーシャルワーク」編集委員会／現代人文社

『超高齢社会におけるホームロイヤーマニュア
ル 改訂』日本弁護士連合会高齢社会対策本
部／日本加除出版

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『有利な心証を勝ち取る民事訴訟遂行』佐伯
照道／清文社

『事案分析要件事実 主張整理の基礎』高須
順一／弘文堂

『要件事実マニュアル 第4版 4 過払金・消費
者保護・行政・労働』岡口基一／ぎょうせい

『財産開示の実務と理論 勝訴を無駄にしない
ための三段活用』小栁茂秀／日本加除出版

『民事保全法 民事紛争最前線』斎藤和夫／
慶應義塾大学出版会

『破産法大系 第1巻 破産手続法』竹下守夫
／青林書院

『破産法大系 第3巻 破産の諸相』竹下守夫
／青林書院

『実務に学ぶ倒産訴訟の論点』滝澤孝臣／青
林書院

『人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄
法制に関する中間試案』商事法務／商事法務

『家事事件の申立書式と手続 新版』長山義彦
／新日本法規出版

『裁判例からみた「子の奪い合い」紛争の調停・
裁判の実務 子引渡請求訴訟・人身保護請求・
子引渡請求審判・ハーグ条約子返還請求』梶
村太市／日本加除出版

『夫婦関係調停条項作成マニュアル 第5版 
文例・判例と執行までの実務』小磯治／民事
法研究会

『調停委員必携（家事） 新版』日本調停協会
連合会／日本調停協会連合会

『和解交渉と条項作成の実務 問題の考え方と
実務対応の心構え・技術・留意点』田中豊／
学陽書房

『さらば，裁判員制度 司法の混乱がもたらした

悲劇』西野喜一／ミネルヴァ書房
『新しい少年院法と少年鑑別所法』法務省矯
正局／矯正協会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『知らないでは済まされない企業のマイナンバー
対応』大蔵財務協会／大蔵財務協会

『持株会社の実務 第7版 ホールディングカン
パニーの経営・法務・税務・会計』発知敏雄／
東洋経済新報社

『原子力損害賠償の現状と課題』一橋大学環
境法政策講座／商事法務

『建設業法・入札契約適正化法等の解説 平成
26年改正』建設業法研究会／大成出版社

『建設業経営事項審査制度の実務と究極的評
点アップ対策 3訂版』経営コンサルタント百
合岡事務所／日本法令

『投資信託 11訂 基礎と実務』田村威／経済
法令研究会

『企業法制の将来展望 資本市場制度の改革へ
の提言 2015年版』神作裕之／資本市場研究会

『為替リスク管理の教科書 基本方針の設定から
具体的な実践方法まで』金森亨／中央経済社

『ファイナンシャルビジネス法務入門 これから
の法律屋は決算書が読めないと仕事になりま
せん』河村寛治／レクシスネクシス・ジャパン

『信用金庫論 制度論としての整理』村本孜／
金融財政事情研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『注解特許権侵害判断認定基準 裁判例から
みたクレーム解釈の実務 第2版』永野周志
／ぎょうせい

『ウルトラマンと著作権 海外利用権・円谷プロ・
ソムポート・ユーエム社』上松盛明／青山社

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　
『わが国の狩猟法制 殺生禁断と乱場』小柳泰
治／青林書院

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　
『論点体系判例労働法 1 労働契約の基本問
題・成立と終了』菅野和夫／第一法規

『論点体系判例労働法 4 集団的労使関係・
紛争解決手続』菅野和夫／第一法規

『トラブルを未然に防ぐ！人事異動の進め方』
布施直春／労働調査会

『建設業の安全衛生管理 改訂4版』中村文
孝／労働調査会

『労働安全衛生法の詳解 改訂4版』労働調
査会／労働調査会

『最新判例から学ぶメンタルヘルス問題とその
対応策Q&A 第2版』加茂善仁／労働開発
研究会

『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告
書 職場のハラスメントへの取組等 平成26年
度』東京都産業労働局／東京都産業労働局
雇用就業部労働環境課

『次世代育成支援対策推進法のポイント』東
京都産業労働局／東京都産業労働局雇用就
業部労働環境課

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『加齢現象と高齢者 高齢社会をめぐる法と経
済学』Posner, Richard Allen／木鐸社

『障害法』菊池馨実／成文堂
『介護トラブル相談必携』外岡潤／民事法研
究会

『生活保護法的支援ハンドブック 第2版』日本弁
護士連合会貧困問題対策本部／民事法研究会

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　
『病医院経営の実務Q&A 新版』中津幸信／
清文社

『薬事ハンドブック 薬事行政・業界の最新動向
と展望 2015』じほう

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　
『日本の大気汚染状況 平成25年版』環境省
水大気環境局／経済産業調査会

『誰でもわかる！！日本の産業廃棄物 改訂6版』
産業廃棄物処理事業振興財団／大成出版社

『土壌汚染をめぐる重要裁判例と実務対策 土
壌汚染地の売買契約条文と調査・処理の実際』
宮崎裕二／プログレス

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　
『新しい学校法務の実践と理論 教育現場と弁
護士の効果的な連携のために』山口卓男／日
本加除出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　
『軍縮国際法の強化』福井康人／信山社
『宇宙ビジネスのための宇宙法入門』小塚荘
一郎／有斐閣

『国際条約集 2015年版』奥脇直也／有斐閣
『「慰安婦」・強制・性奴隷』日本軍「慰安婦」
問題webサイト制作委員会／御茶の水書房

『ケーススタディー国際関係私法』野村美明
／有斐閣

『英文契約書の基本表現』牧野和夫／日本加
除出版

 外交史　　　　　　　　　　　　　　　　
『日ロ関係 歴史と現代』下斗米伸夫／法政大
学現代法研究所

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　
『副腎腫瘍取扱い規約 第3版』日本泌尿器
科学会／金原出版

『不安症の事典』貝谷久宣／日本評論社
『スポーツにおける薬物治療 処方と服薬指導』
日本臨床スポーツ医学会／オーム社

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　
『外国著作権法令集 ブラジル編』著作権情報
センター／著作権情報センター

『外国著作権法令集 メキシコ編』著作権情報
センター／著作権情報センター

『外国著作権法令集 ペルー編』著作権情報セ
ンター／著作権情報センター

『外国著作権法令集 ケニア編』著作権情報セ
ンター／著作権情報センター


