
40 LIBRA  Vol.13  No.4  2013/4

 法律学・法制史　　　　　　　　　 　　　   
『弁護士実務研究 藤井伊久雄弁護士還暦記念
論集』弁護士実務研究会／日本評論社

『仙台藩刑事法の研究』吉田正志／慈学社出版

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『基本権解釈と利益衡量の法理』長尾一紘／中
央大学出版部

『判例憲法 第2版』大石真／有斐閣
『憲法九条裁判闘争史』内藤功／かもがわ出版
『日の丸君が代どうして起立しないの？』広島
弁護士会／広島弁護士会

『比較憲法』君塚正臣／ミネルヴァ書房

 行政法　　　　　　　　　　　 　　　　　   
『行政法概説 第3版』宇賀克也／有斐閣
『判例から探究する行政法』山本隆司／有斐閣
『プロのための主要都市建築法規取扱基準 2訂
版』建築規定運用研究会／ぎょうせい

『建築法規 第2版』矢吹茂郎／共立出版
『東日本大震災の科学』佐竹健治／東京大学出
版会

『大震災と日本の法政策』石村耕治／丸善プラ
ネット

『アジアのオンブズマン』今川晃／第一法規

 警察法　　　　　　　　　　　　 　　　　   
『反社会的勢力排除の法務と実務』宮崎綜合法
律事務所／きんざい

『企業による暴力団排除の実践』東京弁護士会
民事介入暴力対策特別委員会／商事法務

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『国際税務をマスターしたい！と思ったとき最初
に読む本』あいわ税理士法人／中央経済社

『新たな税務調査手続への対応』鳥飼総合法律
事務所／ぎょうせい

『Q&A士業のための確定申告』伊藤税／新日
本法規出版

『税務デューデリジェンスの実務 第2版』税理
士法人トーマツ／中央経済社

『中小企業をめぐる法人税務』小松誠志／大蔵
財務協会

『所得税実務問答集』山崎正雄／納税協会連
合会

『最新消費税事例選集 平成24年12月改訂』
中務裕之／清文社

『新地方税務争訟ハンドブック』自治体法務研
究所／ぎょうせい

 地方自治法　　　　　　　　　　　　 　　   
『自治体政策法務講義』礒崎初仁／第一法規
『自治体と弁護士の連携術』日本弁護士連合会
／ぎょうせい

 民法　　　　　　　　　　　　　　　　 　   
『市民法の新たな挑戦』松浦好治／信山社出版
『公益法人・一般法人の登記』伊藤文秀／全国
公益法人協会

『自分たちでつくろうNPO法人！ 新版』名越
修一／学陽書房

『欠陥住宅事件』平野憲司／学芸出版社
『遺言・相続法務の最前線』遺言・相続実務問

題研究会／新日本法規出版
『不動産相続の法律実務』吉田修平／学陽書房
『実務解説遺言執行 改訂』遺言・相続リーガ
ルネットワーク／日本加除出版

『定期借地権活用のすすめ』大木祐悟／プログ
レス

『初任者のための戸籍実務の手引き 改訂新訂
版第6訂』戸籍実務研究会／日本加除出版

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 基準
編』日弁連交通事故相談センター／日弁連交
通事故相談センター東京支部

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 講演
録編』日弁連交通事故相談センター／日弁連
交通事故相談センター東京支部

『韓国社会と法』高翔龍／信山社

 会社法　　　　　　　　　　　 　　　　　   
『企業法・金融法の新潮流』小出篤／商事法務
『会社法コンメンタール』神田秀樹／商事法務
『速報！会社法改正』太田洋／清文社
『企業不正の調査実務』KPMG FAS／中央経
済社

『非公開会社と準組合法理』大野正道／第一
法規

『会社法務と税務 全訂5版』中野百々造／税
務研究会出版局

『株主総会想定問答集』商事法務
『招集通知・議案の記載事例』商事法務
『経営に役立つ中小企業会計要領の実務対応』
上西左大信／ぎょうせい

『会社清算の実務80問80答 3訂版』ひかり
アドバイザーグループ／清文社

 刑 法　　　　　　　 　　　　　　　　 　   
『刑罰はなぜ必要か』Hassemer, Winfried／
中央大学出版部

『死刑を止めた国・韓国』朴秉植／インパクト
出版会

 司法制度・司法行政　　　　　　　 　　　   
『法律事務所のためのパソコンマニュアル 弥生
会計編 Ver.3.0』第一東京弁護士会業務改革
委員会／第一東京弁護士会

『一〇六〇の懲戒事例が教える弁護士心得帖 『自
由と正義』20年の公告を網羅』飯島澄雄／レ
クシスネクシス・ジャパン

『利用者のための司法』東京弁護士会法友会／
現代人文社

『われわれはこう考えこう動く』東京弁護士会
法曹親和会／東京弁護士会法曹親和会

『混迷の時代に司法の灯りを』東京弁護士会期
成会／東京弁護士会期成会

『アメリカの法曹教育』Sullivan, William M.／
中央大学出版部

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　 　　　   
『民事裁判についての弁護士アンケート調査』
大阪弁護士会／大阪弁護士会

『強制執行の仕方と活用法 全訂2版』石井正
夫／自由国民社

『預金の差押え』金融財政事情研究会／金融財
政事情研究会

『会社更生法』伊藤真／有斐閣

『新家事調停の技法』梶村太市／日本加除出版
『Q&A家事事件手続法と弁護士実務』増田勝
久／日本加除出版

『ケースで学ぶ家事・少年事件の事実をとらえ
る技術』飯田邦男／民事法研究会

『夫婦関係調停条項作成マニュアル 第5版』
小磯治／民事法研究会

『条解家事事件手続規則』法曹会
『書式借地非訟・民事非訟の実務 全訂4版』
園部厚／民事法研究会

『条解非訟事件手続規則』法曹会
『実例刑事訴訟法』松尾浩也／青林書院
『刑事訴訟法の理論と実務』白取祐司／日本評
論社

『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版 第1条
〜第56条』河上和雄／青林書院

『大コンメンタール刑事訴訟法 第2版 第247
条〜第281条の6』河上和雄／青林書院

『裁判員裁判と死刑判決 増補版』小早川義則
／成文堂

 経済産業法　　　　　　　　　　 　　　　   
『独占禁止法 第5版』村上政博／弘文堂
『独占禁止法の歴史』平林英勝／信山社
『中小企業法制と競争・調整の原理』大野正道
／同友館

『脱原発を実現する』海渡雄一／明石書店
『原子力災害と公衆衛生』医学書院
『建設業の紛争と判例・仲裁判断事例』建設業
適正取引推進機構／建設業適正取引推進機構

『投資信託 9訂 基礎と実務』田村威／経済法
令研究会

『企業買収と防衛策』田中亘／商事法務
『企業法制の将来展望』神作裕之／資本市場
研究会

『東京証券取引所会社情報適時開示ガイドブッ
ク』東京証券取引所／東京証券取引所

『証券取引被害判例セレクト』全国証券問題研
究会／全国証券問題研究会

『金融情報システム白書』金融情報システムセ
ンター／財経詳報社

 無体財産法　　　　　　　　　　　 　　　   
『知財高裁判例集』知財高裁判例研究会／青
林書院

『知的財産の国際私法原則研究』木棚照一／早
稲田大学比較法研究所

『知的財産権法・競業法論集』紋谷暢男／商
事法務

『知的財産権 法理と提言』中山信弘／青林書院
『改正特許法 完全対応版Q&A45』栗山貴行
／経済産業調査会

『最新判例からみる商標法の実務』小林十四雄
／青林書院

『新旧対照改正米国特許法実務マニュアル』河
野英仁／経済産業調査会

 通信法　　　　　　　　　　 　　　　　　   
『詳解改正電波法の実務』永井徳人／第一法
規

 労働法　　　　　　　　　　　　 　　　　   
『労働契約の終了をめぐる判例考察』五三智仁
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／三協法規出版
『「雇止めルール」のすべて』渡辺岳／日本法令
『モデル賃金・年収と昇給・賞与』労務行政研
究所／労務行政

『過重労働の防止 全訂』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

『非正規社員の法律実務 第2版』石崎信憲／
中央経済社

『実務解説改正労働者派遣法対応マニュアル』
小松太郎／レクシスネクシス・ジャパン

『改正派遣法Q&A 平成24年改正対応』田原
咲世／労働開発研究会

 社会福祉法・医事法　　　　　　　 　　　  
『障害者虐待防止法活用ハンドブック』日本弁
護士連合会高齢者・障害者の権利に関する委
員会／民事法研究会

『図解障害者総合支援法早わかりガイド』山内
一永／日本実業出版社

『性的虐待を受けた子ども・性的問題行動を示
す子どもへの支援』八木修司／明石書店

『刑事医療過誤』飯田英男／信山社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　 　   
『2013年動き出す新しい排出権』齊藤聡／日
刊工業新聞社

『身近な生活・環境トラブル解決の知識とQ&A 
改訂版』東京弁護士会公害・環境特別委員会
／法学書院

『ノーモア・ミナマタ訴訟たたかいの軌跡』ノー
モア・ミナマタ訴訟記録集編集委員会／日本
評論社

『ノーモア・ミナマタ訴訟関連資料』ノーモア・
ミナマタ訴訟記録集編集委員会／日本評論社

『水俣病略年表 2004年10月〜2012年7
月』ノーモア・ミナマタ訴訟記録集編集委員会
／日本評論社

 宗教法・教育法　　　　　　　 　　　　　   
『宗教法人の税務調査対応ハンドブック』石村
耕治／清文社

『憲法と学校教育』大西斎／大学教育出版

 国際法　　　　　　　　　　  　　 　　　   
『主権免除の国際法』水島朋則／名古屋大学出
版会

『原発と核抑止の犯罪性』浦田賢治／憲法学舎
『未解決の戦後補償』田中宏／創史社
『国際経済法講座Ⅰ 通商・投資・競争』日本
国際経済法学会／法律文化社

『国際経済法講座Ⅱ 取引・財産・手続』日本
国際経済法学会／法律文化社

『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 14
訂版』出入国管理関係法令研究会／日本加除
出版

 統 計　　　　　　　　　　　　　  　　　   
『業種別業界情報』中小企業動向調査会／経
営情報出版社

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　 　   
『RRS院内救急対応システム』メディカル・サ
イエンス・インターナショナル

『川崎病up to date』金原出版
『多発性骨髄腫の診療指針 第3版』日本骨髄
腫学会／文光堂

『放射線治療計画ガイドライン』日本放射線腫
瘍学会／金原出版

『高次脳機能障害』武田克彦／中外医学社
『IPMN/MCN国際診療ガイドライン』国際膵
臓学会／医学書院

『標準的神経治療』医学書院
『急性腹症の早期診断 第2版』Silen, William
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『医薬品の使用禁忌とその理由 改訂5版』中
野真汎／医薬ジャーナル社

『現代児童青年精神医学 改訂第2版』山崎晃
資／永井書店

『医療現場の清浄と滅菌』Huijs, Jan／中山書店
『 小 児 麻 酔マニュアル 改 訂6版 』Lerman, 
Jerrold／克誠堂出版

『正しい被曝医療Q&A50』鈴木元／診断と治
療社

『特集東日本大震災と抑うつ』医薬ジャーナル社
『発達障害』市川宏伸／中外医学社
『PEG完全攻略』金芳堂
『がん患者の感染症診療マニュアル 改訂2版』
倉井華子／南山堂

『転倒・転落を防ぐセーフティマネジメント』小
松泰喜／金原出版

『リハビリテーションリスク管理ハンドブック 改
訂第2版』亀田メディカルセンター／メジカル
ビュー社

『肝癌診療ハンドブック』池田健次／南江堂
『甲状腺・頸部の超音波診断 第3版』岩田政
広／金芳堂

『新臨床腫瘍学 改訂第3版』日本臨床腫瘍学
会／南江堂

『誰も教えてくれなかった「風邪」の診かた』
岸田直樹／医学書院

『糖尿病×CKD診療ガイドQ&A』槇野博史／
南山堂

『臨床放射線腫瘍学』日本放射線腫瘍学会／
南江堂

『AKI急性腎障害のすべて』和田隆志／南江堂
『ESDと偶発症』小山恒男／南江堂
『かかりつけ医のためのてんかんのマネジメント』
兼子直／医薬ジャーナル社

『しびれ，痛みの外来診療』井須豊彦／中外医
学社

『チームステップス日本版医療安全』東京慈恵
会医科大学附属病院／メジカルビュー社

『プライマリ・ケアのための新規抗てんかん薬マ
スターブック』高橋幸利／診断と治療社

『医育機関名簿 第49版』羊土社
『周術期感染管理テキスト』日本外科感染症学
会／診断と治療社

『小児感染症治療ハンドブック』砂川慶介／診
断と治療社

『NEW褥瘡のすべてがわかる』真田弘美／永
井書店

『病棟・ICUで出会うせん妄の診かた』八田耕
太郎／中外医学社

『運動器の計測線・計測値ハンドブック』紺野
愼一／南江堂

『骨折・脱臼 改訂3版』富士川恭輔／南山堂

『最新！C型肝炎治療薬の使いかた』芥田憲夫
／診断と治療社

『現場で使える食物アレルギー児のための指導
マニュアル 改訂第2版』大谷智子／診断と治
療社

『腰痛診療ガイドライン』日本整形外科学会診
療ガイドライン委員会／南江堂

『標準法医学 第7版』池田典昭／医学書院
『眼科手術のトラブルシューティング』山本哲也
／メジカルビュー社

『柔道整復学 改訂第2版 実技編』全国柔道整
復学校協会・教科書委員会／南江堂

『心不全外科治療の要点と盲点』許俊鋭／文光
堂

『TEXT眼科学 改訂3版』坪田一男／南山堂
『基礎から学ぶ遺伝子工学』田村隆明／羊土社
『合併症克服トラブルシューティング』及川裕
二／メジカルビュー社

『内分泌代謝専門医ガイドブック 改訂第3版』
成瀬光栄／診断と治療社

『臨床に直結する腎疾患治療のエビデンス 第2
版』小林正貴／文光堂

『ICD-10ケースブック 精神および行動の障害
の診断トレーニング』Üstün, T. Bedirhan／
医学書院

『骨軟部画像診断のここが鑑別ポイント 改訂
版』福田国彦／羊土社

『教科書には載っていない臨床検査Q&A』医
学書院

『高齢者介護施設における感染対策とその管理』
医薬ジャーナル社

『誤嚥と嚥下性肺炎 疑問に答える』東京医学社
『肩 第4版 その機能と臨床』信原克哉／医学
書院

『レジデントのための消化器外科診療マニュア
ル』森正樹／医学書院

『症候と疾患から迫る！ERの感染症診療』大
野博司／羊土社

『ショック─実践的な診断と治療』松田直之／
羊土社

『もう怖くないめまいの診かた，帰し方』箕輪
良行／羊土社

『図説胃と腸用語集2012』医学書院
『こんな会社は危ない！？ 知っておきたい裁判
事例』圓藤吟史／臨床病理刊行会

『外傷性脳損傷による高次脳機能障害』医歯薬
出版

『研修医・外科系医師が知っておくべき形成外
科の基本知識と手技』克誠堂出版

『災害，震災時の眼科医療』医学書院

 法令集　　　　　　　　　　　　 　　　　   
『文部科学法令要覧』ぎょうせい
『学校保健学校安全法令必携 第7次改訂』ぎ
ょうせい／ぎょうせい

 判例集・命令集　　　　　　　　　　  　　
『交通事故民事裁判例集』不法行為法研究会
／ぎょうせい

『高等裁判所刑事裁判速報集』法務省大臣官
房司法法制部／法曹会

『不当労働行為事件命令集』中央労働委員会
事務局／労委協会


