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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　      
『ビギナーのための法律英語 第2版』日向清人
／慶應義塾大学出版会

『現代における法と政治の探求』香川大学法学
会／成文堂

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　      
『現代中国の統治機構と法治主義』江利紅／中
央経済社

『Q＆A中国進出企業の税務・会計詳解』工
藤敏彦／清文社

『FATCA対応の実務』新日本有限責任監査法
人／中央経済社

『カナダの憲法』松井茂記／岩波書店
『ドイツ会社法概説』高橋英治／有斐閣

 憲法・行政法　　　　　　　　　　　　　      
『DV加害者が変わる』Lee, Mo Yee／金剛
出版

『国立景観訴訟』五十嵐敬喜／公人の友社
『建築基準法の盲点』岡田嘉寿夫／批評社
『逐条解説建築基準法』逐条解説建築基準法
編集委員会／ぎょうせい

『災害時における高齢者・障がい者支援に関す
る課題』日本弁護士連合会高齢社会対策本部
／あけび書房

『公共調達と競争政策の法的構造』楠茂樹／
Sophia University Press上智大学出版

 税法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『Q＆A海外駐在・移住のための税務ハンドブ
ック』三宅茂久／財経詳報社

『クローズアップ課税要件事実論』酒井克彦／
財経詳報社

『日税研論集』日本税務研究センター／日本税
務研究センター

『組織再編・資本等取引の税務Q＆A』稲見
誠一／中央経済社

『体系法人税法』山本守之／税務経理協会
『法人税の理論と実務』山本守之／中央経済社
『法人税基本通達の疑問点 5訂版』渡辺淑夫
／ぎょうせい

『非居住者・外国法人源泉徴収の実務Q＆A』
門野久雄／清文社

『Q＆A外国法人所得課税の実務』遠藤克博
／清文社

『寄附金課税のポイントと重要事例Q＆A』西
巻茂／税務研究会出版局

『誤りやすい役員給与の法人税実務 第2版』
小池敏範／税務研究会出版局

『裁判例からみる法人税法』酒井克彦／大蔵財
務協会

『相続税贈与税の実務と申告』高橋俊彰／大蔵
財務協会

『民法・税法による遺産分割の手続と相続税実
務 6訂版』小池正明／税務研究会出版局

『実務家のための消費税実例回答集 9訂版』
木村剛志／税務研究会出版局

 民法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『一般社団法人一般財団法人の実務』熊谷則
一／全国公益法人協会

『民法（財産法）』松岡久和／日本評論社
『所有権留保の法理』田村耕一／信山社
『動産・債権譲渡登記手続の実務対応Q＆A』
伊藤隆／金融財政事情研究会

『多数当事者間相殺の研究』深川裕佳／信山
社

『契約書作成の基礎と実践』植草宏一／青林
書院

『養子縁組あっせん』奥田安弘／日本加除出
版

『成年後見制度と障害者権利条約』田山輝明
／三省堂

『市民後見人の理念と実際』岩間伸之／中央法
規出版

『判例先例相続法 全訂』松原正明／日本加除
出版

『不動産賃貸借の課題と展望』松尾弘／商事
法務

『Q＆A借地借家の法律と実務 第2版』安達
敏男／日本加除出版

『Q＆Aわかりやすい“賃貸住宅の原状回復ガ
イドライン”（再改訂版）の解説と判断例 第2
版』犬塚浩／大成出版社

『価格開示方式（RM方式）によるマンション
大規模修繕』岡廣樹／東洋経済新報社

『交通事故後遺障害診断書』宮尾一郎／かもが
わ出版

『交通事故の損害賠償と解決 改訂第3版』薄
金孝太郎／新星出版社

『交通事故損害賠償必携 改訂版』倉田卓次／
新日本法規出版

 商法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『商法判例集 第5版』山下友信／有斐閣
『株主総会日程』商事法務
『会社法制の見直しに関する要綱の概要』商事
法務

『コーポレートガバナンス入門』栗原脩／金融
財政事情研究会

『Q＆A株式評価の理論と実務 第2版』橋本
守次／財経詳報社

『詳説ライツ・オファリング』鈴木克昌／中央
経済社

『会社法にみる法人役員の責任』今川嘉文／日
本加除出版

『敵対的株主提案とプロキシーファイト 第2版』
松山遥／商事法務

『循環取引の実務対応』遠藤元一／民事法研
究会

『グループ経営の法的研究』河合正二／法律文
化社

『生命保険判例集』生命保険文化センター
『会社法制定までの商法改正に伴う登記実務の
変遷』横山亘／日本法令

『商業登記書式精義 全訂第5版』登記研究編
集室／テイハン

 刑法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『刑法各論 第2版』佐久間修／成文堂
『犯罪学 新3版』菊田幸一／北樹出版
『自動車事故・危険運転犯罪事実記載例集』
宮田正之／立花書房

『よくわかる交通事故・事件捜査』依田隆文／
立花書房

『地域警察官のためのチャート式事件処理要領』
警察実務研究会／立花書房

『更生に資する弁護』奈良弁護士会／現代人文
社

 司法制度・訴訟手続法　　　　　　　　　      
『開拓使時代の司法』牧口準市／北海道出版
企画センター

『法務年鑑』法務省大臣官房司法法制部／法
務省大臣官房司法法制部司法法制課

『弁護実務修習指導のしおり』日本弁護士連合
会司法修習委員会／日本弁護士連合会

『司法臨床入門 第2版』廣井亮一／日本評論
社

『弁護士業務ハンドブック 第15次改訂版』日
本弁護士連合会調査室／日本弁護士連合会

『弁護士白書』日本弁護士連合会／日本弁護
士連合会

『第10回首都圏弁護士会支部サミットin土浦』
茨城県弁護士会土浦支部／第10回首都圏弁
護士会支部サミット実行委員会

『実務民事訴訟講座』高橋宏志／日本評論社
『民事保全の実務』菅野博之／商事法務
『倒産法の実務ガイドブック』大坪和敏／大蔵
財務協会

『中小企業事業再生の手引き』日本弁護士連
合会／商事法務

『概説家事事件手続法』秋武憲一／青林書院
『刑事訴訟の理論』松尾浩也／有斐閣
『Q＆A刑事弁護の理論と実践』山内久光／日
本加除出版

『事例に学ぶ刑事弁護入門』宮村啓太／民事法
研究会

『逆転無罪の事実認定』原田國男／勁草書房
『えん罪原因を調査せよ』日弁連えん罪原因究
明第三者機関ワーキンググループ／勁草書房

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　      
『電子商取引法ハンドブック 第2版』吉川達
夫／中央経済社

『Q＆A企業活動のための消費者法』五月会／
民事法研究会

『インターネット新時代の法律実務Q＆A』田
島正広／日本加除出版

『公正取引委員会年次報告』公正取引委員会
／公正取引協会

『解説原子力損害賠償支援機構法』高橋康文
／商事法務

『逐条解説投資法人法』額田雄一郎／金融財
政事情研究会

『不正会計』宇澤亜弓／清文社
『Q＆A投資取引被害救済の実務』荒井哲朗
／日本加除出版

『不動産広告を読め』高橋正典／東洋経済新
報社

『外為法ハンドブック』三菱UFJリサーチ＆コ
ンサルティング株式会社／三菱UFJリサーチ
＆コンサルティング

『外国為替・国際金融入門』川本明人／中央
経済社
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『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢』
検査マニュアル研究会／金融財政事情研究会

『詳解銀行法 全訂版』小山嘉昭／金融財政事
情研究会

『金融円滑化出口戦略』金融円滑化出口戦略
研究会／銀行研修社

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　      
『知らないと危ない輸入ビジネスの知的財産リ
スク』藤田和子／中央経済社

『知って得するソフトウェア特許・著作権 改訂
6版』古谷栄男／アスキー・メディアワークス

『産業財産権標準テキスト 第4版』発明推進
協会

『ロイヤルティの実務詳解』淵辺善彦／中央経
済社

『知財訴訟の訴状・答弁書の書き方 上』横井
康真／山の手総合研究所

『知財訴訟の訴状・答弁書の書き方 下』横井
康真／山の手総合研究所

『知的財産法の実務的発展』高林龍／日本評
論社

『逐条解説不正競争防止法』経済産業省知的
財産政策室／有斐閣

『化学・バイオ特許の出願戦略 改訂5版』細
田芳徳／経済産業調査会

『審決取消訴訟の実務と理論』村林隆一／経
済産業調査会

『意匠法 新版 第2版』末吉亙／中央経済社
『最新商標権関係判例と実務』知的所有権問
題研究会／民事法研究会

『商標法 新版 第3版』末吉亙／中央経済社
『エンタテインメント契約法 第3版』内藤篤／
商事法務

『著作権侵害をめぐる喫緊の検討課題』高林龍
／成文堂

『中国商標に関する商品及び役務の類似基準
（日本語・英語訳付）及びその解説 第2版』
岩井智子／発明推進協会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　      
『労働法 第10版』菅野和夫／弘文堂
『職場の労務トラブル実践Q＆A198』アール
ケーシー・アソシエイツ／日本法令

『新労働基準法実務問答』労働調査会出版局
／労働調査会

『わかりやすい労働契約法 第2版』野川忍／商
事法務

『三六協定締結の手引 改訂第5版』労働調査
会出版局／労働調査会

『図解よくわかる労働安全衛生法 改訂2版』
木村嘉勝／労働調査会

『事例で知る労働審判制度の実際』鵜飼良昭／
労働新聞社

『労働者派遣法』財形福祉協会／財形福祉協会
『人事労務担当者の疑問に応える 平成24年
改正 改正労働者派遣法』岩出誠／第一法規

『労災保険法便覧 改訂6版』日本労務研究会
／日本労務研究会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　      
『介護保険事業運営の手引』介護保険事業運

営の手引編集委員会／中央法規出版
『障害者虐待』宗沢忠雄／中央法規出版
『高齢者・障がい者の住まいQ＆A』日本弁護
士連合会高齢者・障害者の権利に関する委員
会／あけび書房

『精神障害のある人の権利擁護と法律問題』関
東弁護士会連合会／明石書店

『子どもと法』棚村政行／日本加除出版
『社会保険の法原理』菊池馨実／法律文化社

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　      
『医業承継の完全実務』JPコンサルタンツ・
グループ／日本法令

『Q＆A医療法人移行の全実務』小野高志／
清文社

『医療・福祉施設における消費税の実務』安部
和彦／清文社

『Q＆A医療法人制度の実務と税務 第4版』
鈴木克己／財経詳報社

『医療現場で知っておきたい税法の基礎知識』
安部和彦／税務経理協会

『医療現場における法的対応の実務』森山満／
中央経済社

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　　      
『自殺問題と法的支援』生越照幸／日本評論社
『早わかり食品衛生法 新訂第4版』日本食品
衛生協会

『下水道事業の手引』日本水道新聞社
『公害防止条例の研究』人見剛／敬文堂
『環境被害のガバナンス』永松俊雄／成文堂
『自治体環境行政法 第6版』北村喜宣／第一
法規

『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニ
ュアル 平成24年5月改訂』日本産業廃棄物
処理振興センター／ぎょうせい

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　      
『国際法における欠缺補充の法理』江藤淳一／
有斐閣

『企業間紛争解決の鉄則20』高取芳宏／中央
経済社

『英文国際取引契約書の書き方 第3版』浜辺
陽一郎／アイ・エル・エス出版

『海外進出のしかたと実務知識』軽森雄二／中
央経済社

『実践事例でわかるビザの実務と理論』岸本和
博／明石書店

『米国ビジネス・ビザ取得ガイダンス』Horn, C．
Steven／中央経済社

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　      
『腫れをみたとき考えること』東京医学社
『胸背部痛を極める』森脇竜太郎／羊土社
『この1冊で極める不明熱の診断学』横江正道
／文光堂

『内科救急見逃し症例カンファレンス』長谷川
耕平／医学書院

『放射線医学総論』楢林勇／金芳堂
『核医学・PET・SPECT』小須田茂／金芳堂
『災害看護』南山堂
『糖尿病療養指導の手びき 改訂第4版』日本

糖尿病学会／南江堂
『肺高血圧症診療マニュアル』伊藤浩／南江堂
『緊急内視鏡マニュアル』赤松泰次／南江堂
『触法精神障害者への心理的アプローチ』壁屋
康洋／星和書店

『PEECガイドブック』日本臨床救急医学会／
へるす出版

『 感 度と特 異 度からひもとく感 染 症 診 療の
Decision Making』細川直登／文光堂

『眼科小手術と処置』若倉雅登／金原出版
『手の外傷』金谷文則／メジカルビュー社
『図説よくわかる臨床不妊症学 第2版』柴原
浩章／中外医学社

『網膜硝子体手術SOS』RETINAの会／医学
書院

『糖尿病網膜症のすべて』前川聡／中山書店
『イラスト耳鼻咽喉科 第4版』森満保／文光
堂

『急性難聴の鑑別とその対処』高橋晴雄／中山
書店

『めまいを見分ける・治療する』内藤泰／中山
書店

『口腔生化学 第5版』畑隆一郎／医歯薬出版
『口腔解剖学』井出吉信／医歯薬出版
『AHAガイドライン2010と歯科医院での緊
急対処法』瀬尾憲司／医歯薬出版

『イラストでみる口腔外科手術』日本口腔外科
学会／クインテッセンス出版

『口腔外科学 第3版』白砂兼光／医歯薬出版
『歯科麻酔学 第7版』福島和昭／医歯薬出版
『口腔顎顔面外科学専門用語集』日本口腔外
科学会／医歯薬出版

『歯科補綴学専門用語集 第3版』日本補綴歯
科学会／医歯薬出版

『歯科技工学用語集』日本歯科技工学会／医
歯薬出版

『無歯顎補綴治療学 第2版』細井紀雄／医歯
薬出版

『クラウンブリッジ補綴学 第4版』川和忠治／
医歯薬出版

『若手歯科医師・技工士のためのインプラント
補綴・技工超入門』十河厚志／クインテッセ
ンス出版

『歯科矯正学 第5版』相馬邦道／医歯薬出版
『小児歯科学 第4版』高木裕三／医歯薬出版
『感染管理の実践』内田美保／医歯薬出版
『災害時の公衆衛生』國井修／南山堂
『大規模災害リハビリテーション対応マニュア
ル』東日本大震災リハビリテーション支援関連
10団体『大規模災害リハビリテーション対応
マニュアル』作成ワーキンググループ／医歯薬
出版

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　      
『法令全書 平成24年10月号』国立印刷局／
国立印刷局

 判例評釈集　　　　　　　　　　　　　　      
『最高裁判所判例解説民事篇 平成21年度 上』
法曹会／法曹会

『最高裁判所判例解説民事篇 平成21年度 下』
法曹会／法曹会


