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 法律学　　　　　　　　　　　 　　　　　　      
『日本法の論点』笠原俊宏／文眞堂
『開発法学の基礎理論』松尾弘／勁草書房

 外国法　　　　　　　　　　　　 　　　　　      
『現代中国法入門 第6版』木間正道／有斐閣
『アメリカ法判例百選』樋口範雄／有斐閣

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『ジェンダー法学のインパクト』ジェンダー法学会
／日本加除出版

『固定された性役割からの解放』ジェンダー法学
会／日本加除出版

『暴力からの解放』ジェンダー法学会／日本加除
出版

『ジェンダー法学が切り拓く展望』ジェンダー法
学会／日本加除出版

『DV・セクハラ相談マニュアル』東京弁護士会
両性の平等に関する委員会／商事法務

『カナダ及び米国における配偶者暴力の実態と対
策』法務総合研究所

『憲法の優位』Wahl, Rainer／慶應義塾大学法
学研究会

『平和憲法と人権・民主主義』憲法研究所／法
律文化社

『共通番号制度のカラクリ』田島泰彦／現代人文社

 国会法・議会制度　　　　　　　　　  　　　      
『委任立法と議会』田中祥貴／日本評論社
『国会法の理念と運用』鈴木隆夫／信山社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　 　　　      
『行政法判例集』大橋洋一／有斐閣
『行政法 第4版』塩野宏／有斐閣
『行政法の知識と実務』東京弁護士会弁護士研
修センター／ぎょうせい

『行政訴訟の実践的課題』浜秀和／信山社
『要説不動産に関する行政法規 第28版』不動
産行政法規研究会／学陽書房

『都市計画用語事典 4訂』都市計画用語研究会
／ぎょうせい

『新・建築家の法律学入門』大森文彦／大成出
版社

『防災の社会学 第2版』吉原直樹／東信堂

 警察・軍事法　　　　　　　　　　　 　　　      
『暴力団排除条例で変わる市民生活』虎門中央法
律事務所／民事法研究会

『誤解だらけの沖縄・米軍基地』屋良朝博／旬報社

 会計法　　　　　　　　　　　　　　 　　　      
『官庁契約と会計検査 改訂7版』市川啓次郎／
経済調査会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『大震災と税制』日本租税理論学会／日本租税
理論学会

『税金ガイド』川田剛／財経詳報社
『国際租税法』本庄資／大蔵財務協会
『Q&A資本的支出・修繕費をめぐる税務 改訂版』
米田正巳／新日本法規出版

『実務解説修正申告・更正の請求Q&A』小林磨
寿美／中央経済社

『Q&Aでわかる国外財産調書制度』川田剛／税
務経理協会

『事例からみる重加算税の研究 第4版』八ツ尾

順一／清文社
『事例解説不動産をめぐる税金』桑原秀年／日本
加除出版

『不動産の評価・権利調整と税務』鵜野和夫／清
文社

『資産税実務問答集』関一也／納税協会連合会
『減価償却資産の耐用年数表 平成24年改訂新
版』税務研究会／税務研究会出版局

『不良債権処理と再生の税務』中村慈美／大蔵
財務協会

『問答式法人税事例選集』森田政夫／清文社
『病医院の相続・承継・合併の税務Q&A 第5版』
税理士法人山田&パートナーズ／中央経済社

『贈与税対策に生かす判例・裁決例45選 改訂
版』林仲宣／税務経理協会

『相続税・贈与税取扱いの手引』秀島友和／納税
協会連合会

『相続税小規模宅地等の特例 新訂版』松岡章夫
／大蔵財務協会

『消費税実務問答集』松山秀樹／納税協会連合
会

『ポイント解説！中国税務の注目点』近藤義雄／
千倉書房

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『民事判例』現代民事判例研究会／日本評論社
『民法学の展開』前田達明／成文堂
『民事法の現代的課題』小野秀誠／商事法務
『Q&A特例民法法人移行手続案内』寺本吉男／
信山社出版

『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

『特例民法法人白書（旧公益法人白書）』内閣府
／全国公益法人協会

『続・時効と正義』松本克美／日本評論社
『土地利用と判例』黒沢泰／プログレス
『民法（債権関係）部会資料集』商事法務／商
事法務

『児童虐待防止のための親権制度の見直しについ
て』戸籍時報編集部／日本加除出版

『いざという時に困らないシニア法律相談』高岡
信男／きんざい

『まちづくり登記法』五十嵐徹／日本加除出版
『前科登録と犯歴事務 4訂版』冨永康雄／日本
加除出版

『戸籍と身分登録制度』アジア家族法会議／日本
加除出版

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『実例解説企業不祥事対応』西村あさひ法律事
務所／経団連出版

『株式評価実務必携』谷内由美子／納税協会連
合会

『ハンドブック独立役員の実務』神田秀樹／商事
法務

『株主総会物語』田路至弘／商事法務
『監査役実務入門』國吉信男／国元書房
『監査実務ハンドブック』日本公認会計士協会／
日本公認会計士協会出版局

『進展するアジアにおける監査制度の実情と課題』
アジア太平洋監査制度研究会／商事法務

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『家庭内の重大犯罪に関する研究』法務総合研究
所／法務総合研究所

『平成21年版犯罪白書特別調査の集計結果（参

考資料）』法務総合研究所
『刑事法理論の探究と発見』浅田和茂／成文堂
『刑法各論講義 第3版』松宮孝明／成文堂
『新しい刑務所のかたち』西田博／小学館集英社
プロダクション

『児童虐待・解離・犯罪』Stein, Abby／創元社
『経済刑法』山口厚／商事法務
『ドイツにおける高齢犯罪者の実情と処遇』法務
総合研究所

『諸外国における位置情報確認制度に関する研究
─フランス，ドイツ，スウェーデン，英国，カナダ，
米国，韓国』法務総合研究所／法務総合研究所

 司法制度・訴訟手続　　　　　　　　  　　　      
『司法アクセスの理念と現状』司法アクセス学会
／三和書籍

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

『司法書士簡裁訴訟代理等関係業務の手引』日
本司法書士会連合会／日本加除出版

『民事訴訟法 第7版』松本博之／弘文堂
『民事訴訟利用者調査』民事訴訟制度研究会／
商事法務

『民事訴訟法の改正課題』三木浩一／有斐閣
『実務民事訴訟講座』高橋宏志／日本評論社
『民事再生の手引』鹿子木康／商事法務
『裁判員裁判への架け橋』門野博／判例タイムズ
社

『実例刑事訴訟法』松尾浩也／青林書院
『防犯カメラと刑事手続』星周一郎／弘文堂
『令状に関する理論と実務』高麗邦彦／判例タイ
ムズ社

『コンメンタール少年法』守屋克彦／現代人文社
『日弁連付添人活動のマニュアル』日本弁護士連
合会／日本弁護士連合会全面的国選付添人制度
実現本部

『青少年の生活意識と価値観に関する研究』法務
総合研究所／法務総合研究所

『デュー・プロセスと合衆国最高裁』小早川義則
／成文堂

 経済産業法　　 　　　　　　　　　　　　　      
『消費生活年報』国民生活センター／国民生活セ
ンター

『東京都屋外広告物条例の解説 改訂14版』東
京都屋外広告物研究会／大成出版社

『独占禁止法の国際的執行』土田和博／日本評
論社

『政府事故調最終報告書』東京電力福島原子力
発電所における事故調査・検証委員会／メディア
ランド

『政府事故調中間報告書』東京電力福島原子力
発電所における事故調査・検証委員会／メディア
ランド

『建設業許可Q&A 第7版』全国建行協／日刊建
設通信新聞社

『金商法という地図の読み方』角田大憲／商事法務
『不動産広告の実務と規制 11訂版』不動産公正
取引協議会連合会／住宅新報社

『リース税制 第2版』朝長英樹／法令出版
『わかりやすい消費者信用関係紛争解決の手引』
園部厚／民事法研究会

『輸出管理』浅田正彦／有信堂高文社
『証券化のすべて』田渕直也／日本実業出版社
『金融検査事例集の解説』宇佐美豊／金融財政
事情研究会
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 無体財産法　　　　　　　　 　　　　　　　      
『実務家のための知的財産権判例70選』弁理士
クラブ知的財産実務研究所／発明推進協会

『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第
19版』特許庁／発明推進協会

『実務詳説特許関係訴訟 第2版』高部眞規子／
金融財政事情研究会

『判例に学ぶ特許実務マニュアル 第5版』山内康
伸／森北出版

『商品及び役務の区分解説 改訂第6版』特許庁
商標課／発明推進協会

『商標審査基準 改訂第10版』特許庁商標課／
発明推進協会

『実例で見る商標審査基準の解説 第7版』工藤
莞司／発明推進協会

『映像の著作権』二瓶和紀／太田出版
『著作権法入門』文化庁／著作権情報センター
『外国著作権法令集 韓国編』財田寛子／著作権
情報センター

『中国語特許明細書を読む。書く。』雙田飛鳥／
アイ・エル・エス出版

 交通法　　　　　　　　　　　　　 　　　　      
『船舶安全法関係用語事典 第2版』上村宰／成
山堂書店

 労働法　　　　　　　　　　　 　　　　　　      
『労政時報相談室Q&A精選100』労務行政研
究所／労務行政

『労働紛争解決とADR』日本弁護士連合会ADR
センター／弘文堂

『新労働基準法実務問答』労働調査会／労働調
査会

『現代型問題社員対策の手引 第4版』髙井岡芹
法律事務所／民事法研究会

『労働条件の決定・変更』全国労働基準関係団
体連合会／全国労働基準関係団体連合会

『精神科産業医が明かす職場のメンタルヘルスの
正しい知識 改訂版』吉野聡／日本法令

 社会保障法・医事法　　  　　　　　　　　　      
『社会保障と税の一体改革をよむ』鈴木準／日本
法令

『社会保障・社会福祉の権利をいかに獲得するか』
高野範城／創風社

『社会福祉施設・事業者のための労働基準法，育
休・介休法，均等法等Q&A』社会福祉施設・
事業者のための労基法等Q&A編集委員会／東
京都社会福祉協議会

『逐条解説障害者虐待防止法』障害者福祉研究
会／中央法規出版

『介護保険制度の解説』社会保険研究所
『 遺 伝 子 操 作 時 代の権 利と自 由 』Krimsky,  
Sheldon／緑風出版

 衛生法・環境公害法　　  　　　　　　　　　      
『新食品添加物表示の実務』食品添加物表示問
題連絡会／日本食品添加物協会

『勝つまでたたかう』馬奈木昭雄弁護士古希記念
出版編集委員会／花伝社

『建設リサイクル法の解説 改訂3版』建設リサイ
クル法研究会／大成出版社

『アスベスト対策ハンドブック』アスベスト問題研
究会／ぎょうせい

 国際法　　 　　　  　　　　　　　　　　　      
『国際裁判の判決効論』玉田大／有斐閣
『国際相続の税務・手続Q&A』税理士法人山田
&パートナーズ／中央経済社

『国際物品売買契約の《国際化》のすすめ』新堀
聡／同文舘出版

 白 書　　　　   　　　　　　　　　　　　　      
『世界経済の潮流』内閣府政策統括官室（経済
財政分析担当）／日経印刷

 統 計　　　  　 　　　　　　　　　　　　　      
『日本統計年鑑』総務省／日本統計協会

 医学書　 　　   　　　　　　　　　　　　　      
『消化器内視鏡のコツとアドバイス』竜田正晴／
南江堂

 法令集　　 　 　　　　　　　　　　　　　      
『法令全書 平成24年11月号』国立印刷局／国
立印刷局

『生活保護関係法令通知集』中央法規出版


