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 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『外国法概論』田島裕／信山社
『中国の租税制度』平野嘉秋／大蔵財務協会
『アメリカ憲法入門 第7版』松井茂記／有斐閣
『現代アメリカの司法と憲法』小谷順子／尚学社
『中国国際仲裁ハンドブック 2012年改訂版』
高木喜孝／日本国際貿易促進協会

『アメリカ連邦証拠規則』田邉真敏／レクシスネ
クシス・ジャパン

『 アメリカの危ないロイヤーたち 』Zitrin, 
Richard A.／現代人文社

『欧州競争法』Vogel, Louis／信山社
『インドの会計・税務・法務Q&A 第2版』新日
本有限責任監査法人／税務経理協会

『中国特許出願実務入門』北京三友知識産権代
理有限公司／発明推進協会

『中国特許・商標調査の最前線』プロパティ／
発明推進協会

『アメリカ特許法実務ハンドブック 第4版』高
岡亮一／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『日韓憲法学の対話』國分典子／尚学社
『熟議が壊れるとき』Sunstein, Cass R.／勁
草書房

『主権不在の帝国』林尚之／有志舎
『マイナンバー法のすべて』八木晃二／東洋経済
新報社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『行政書士の業務その拡大と限界』阿部泰隆／
信山社

『行政法の原理と展開』紙野健二／法律文化社
『行政手続法の解説 第6次改訂版』宇賀克也
／学陽書房

『住民訴訟判例の研究』寺田友子／成文堂
『建築確認申請マニュアル 新訂』新建築確認申
請実務研究会／第一法規

『絵とき地震による液状化とその対策』関東地
質調査業協会／オーム社

 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『図解危険物施設基準の早わかり 11訂』危険
物行政研究会／東京法令出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『Q&A国税通則法詳解 新訂』黒坂昭一／清文社
『税務調査のすべてQ&A』小林正彦／清文社
『合併・分割の税務 7訂版』中野百々造／税務
経理協会

『会社合併実務必携 第2版』日本税理士会連
合会／法令出版

『現物分配制度の実務詳解』勝間田学／中央経
済社

『Q&A要点贈与税』塩野入文雄／法令出版
『不動産保有会社の相続税対策Q&A』小林浩
二／中央経済社

『詳説/自社株評価Q&A 3訂版』竹内陽一／
清文社

『法人住民税のしくみと実務 3訂版』吉川宏延
／税務経理協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　  
『現代地方自治の法的基層』斎藤誠／有斐閣

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『内容証明を出すならこの1冊 第3版』多比羅
誠／自由国民社

『事例にみる一般社団法人活用の実務』後藤孝
典／日本加除出版

『法人登記一発即答950問』角野耕次／日本
加除出版

『ベーシック不動産実務ガイド』東京都不動産
鑑定士協会／中央経済社

『相隣関係をめぐる法律と実務』埼玉弁護士会
／ぎょうせい

『保証の実務 新版』新潟県弁護士会／新潟県
弁護士会

『家族法 第2版』窪田充見／有斐閣
『相談事例からみた成年後見の実務と手続 改訂
版』井上計雄／新日本法規出版

『継続地代の実態調べ 平成24年版』日税不動
産鑑定士会／日税不動産鑑定士会

『事項別不動産登記のQ&A200選 6訂版』日
本法令不動産登記研究会／日本法令

『登記官からみた「真正な登記名義の回復」・
「錯誤」』青木登／新日本法規出版
『性同一性障害と戸籍』針間克己／緑風出版
『自動車保険の概況 平成24年度』損害保険料
率算出機構

 商 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『従業員不正の防止と事後対応』田口安克／税
務経理協会

『事業承継ADRの利用法』日本企業再建研究
会／中央経済社

『立場別・ステージ別ストック・オプションの活用
と実務 第2版』AKJパートナーズ／中央経済社

『会社分割の理論・実務と書式 第6版』今中利
昭／民事法研究会

『図解損害保険システムの基礎知識』菊地浩之
／保険毎日新聞社

『商業・法人登記先例インデックス』鈴木龍介／
商事法務

『外国会社と登記 全訂版』亀田哲／商事法務

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『犯罪論の基本構造』鈴木茂嗣／成文堂
『刑法犯捜査ハンドブック 第3版』立花書房
『加害者臨床』廣井亮一／日本評論社
『孤立する日本の死刑』Johnson, David T.／
現代人文社

『近世刑罰制度論考』高塩博／成文堂

 司法制度･司法行政　　　　　　　　　　   
『これでいいのか！最高裁』埼玉弁護士会／埼
玉弁護士会

『弁護士報酬基準等書式集 改訂版』東京都弁
護士協同組合／東京都弁護士協同組合

『弁護士懲戒事件議決例集 第15集』日本弁護
士連合会懲戒委員会／日本弁護士連合会

 訴訟手続法 　　　　　　　　　　　　　　  
『判例をよむ簡裁損害賠償請求訴訟の実務』岡
﨑昌吾／司法協会

『任意売却の登記あ・ら・かると』大野静香／金
融財政事情研究会

『民事弁護教材 民事執行 改訂（補正版）』司法
研修所／日本弁護士連合会

『破産実務Q&A200問』全国倒産処理弁護士
ネットワーク／金融財政事情研究会

『提言倒産法改正 続』倒産法改正研究会／金
融財政事情研究会

『書式人事訴訟の実務』東京家裁人事訴訟研究
会／民事法研究会

『Q&A離婚実務と家事事件手続法』小島妙子
／民事法研究会

『子どものための法律と実務』日本加除出版
『会社非訟申立ての実務+申立書式集』池田浩
一郎／日本加除出版

『「東電女性社員殺害事件」弁護留書』石田省
三郎／書肆アルス

『現代日本の少年院教育』広田照幸／名古屋大
学出版会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　  
『情報法』宇賀克也／有斐閣
『独禁法事件・経済犯罪の立証と手続的保障』
越知保見／成文堂

『下請契約トラブル解決法 第2版』菅沼篤志／
自由国民社

『実務解説景品表示法』波光巌／青林書院
『放射線障害の防止に関する法令 改訂9版』日
本アイソトープ協会／日本アイソトープ協会

『金融商品取引法の諸問題』十市崇／商事法務
『法学叢書金融商品取引法』小川宏幸／新世社
『プロフェッショナル投資信託実務 8訂』田村
威／経済法令研究会

『最新M&A実務のすべて 最新3版』北地達明
／日本実業出版社

『金融商品取引法の法律相談』弁護士法人中央
総合法律事務所／青林書院

『宅地建物取引の知識 平成25年版』不動産取
引研究会／住宅新報社

『新・割賦販売法』梶村太市／青林書院
『新・特定商取引法』梶村太市／青林書院
『デリバティブキーワード333』三井住友信託
銀行／金融財政事情研究会

『CDSのすべて』矢島剛／きんざい
『改正犯収法と金融犯罪対策』山﨑千春／金融
財政事情研究会

『金融機関のためのマネー・ローンダリング対策
Q&A 改訂版』廣渡鉄／金融財政事情研究会

『相殺および相殺的取引をめぐる金融法務上の
現代的課題』金融法務研究会事務局

『過払金返還請求・全論点網羅』瀧康暢／民事
法研究会

 無体財産法 　　　　　　　　　　　　　　  
『年報知的財産法』高林龍／日本評論社
『知的財産法の国際的交錯』高林龍／日本評論社
『新・商標法概説 第2版』小野昌延／青林書院
『著作権法要説 第2版』松村信夫／世界思想社

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『農林水産予算の概要（未定稿）』大成出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『経営側弁護士による精選労働判例集 第2集』
石井妙子／労働新聞社

『感情労働と法』水谷英夫／信山社
『労働法重要判例を読む 新版 総論・労働組合法
関係』唐津博／日本評論社
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『労働法重要判例を読む 新版 労働基準法・労
働契約法関係』唐津博／日本評論社

『シンポジウム「あなたの職場は安全ですか?」』
東京弁護士会両性の平等に関する委員会／東京
弁護士会両性の平等に関する委員会

『労働法原理の再構成』野川忍／成文堂
『労使関係法2・比較法』秋田成就／信山社
『実務に活かす労働契約法 改訂版』労働調査会
／全国労働基準関係団体連合会

『Q&A退職・解雇・雇止めの実務』布施直春／
労働調査会

『賃金 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

『退職金・退職年金をめぐる紛争事例解説集』
浅井隆／新日本法規出版

『メンタルヘルス訴訟の実務』清田冨士夫／ぎょ
うせい

『嘱託産業医のためのQ&A 改訂3版』森晃爾
／労働調査会

『Q&A職場のメンタルヘルス』藤田進太郎／三
協法規出版

『労働組合法 第3版』西谷敏／有斐閣
『日本の労使関係法』村田毅之／晃洋書房
『わかりやすい改正労働者派遣法の解説』労働
法令協会／労働法令

『改正高齢法早わかり』日本経済団体連合会／
経団連出版

『高年齢者雇用安定法と企業の対応』第一東京
弁護士会労働法制委員会／労働調査会

『安全管理者・社労士・弁護士のための労働災害
の解決手引 改訂第3版』新川晴美／労働新聞社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　  
『障害者の権利条約と日本 増補改訂』長瀬修／
生活書院

『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 第5版』
日本弁護士連合会子どもの権利委員会／明石書店

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『医療と法の交錯』畔柳達雄／商事法務
『医療事故と刑法』甲斐克則／成文堂
『終末期医療』安藤泰至／丸善出版
『医療過誤訴訟鑑定書集』医療事故情報センタ
ー／医療事故情報センター

『ハンセン病問題を風化させないために』北海道

 衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『精神保健福祉白書 2013年版』精神保健福
祉白書編集委員会／中央法規出版

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『教育法規便覧 平成25年版』窪田眞二／学陽
書房

『スポーツ事故の法務』日本弁護士連合会弁護
士業務改革委員会／創耕舎

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『慣習法と法的確信』多喜寛／中央大学出版部

『国際連合における拒否権の意義と限界』瀬岡
直／信山社

『国際法と紛争解決論』稲原泰平／信山社
『国際私法 第6版』桜田嘉章／有斐閣
『ハーグ条約と子の連れ去り』半田吉信／法律
文化社

『英文契約書の法実務』杉浦保友／三協法規出版
『WTO紛争処理の一断面』袁田／信山社
『外国人の法律相談Q&A 第2次改訂版』第一
東京弁護士会人権擁護委員会／ぎょうせい

『よくわかる入管法 第3版』山田鐐一／有斐閣

 統 計　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『賃金決定のための物価と生計費資料』労務行
政研究所／労務行政

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法令全書 平成25年1月号』国立印刷局／国
立印刷局

『法令全書総目録 平成24年』国立印刷局／国
立印刷局

『国会制定法律集 第178回−第180回』衆議
院法制局

『建築基準法規集 2013年版』東京建築士会
／新日本法規出版

 判例評釈集　　　　　　　　　　　　　　  
『私法判例リマークス 2013 上』日本評論社
『金融商品取引法判例百選』神田秀樹／有斐閣


