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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　
『法学の世界』南野森／日本評論社
『司法研修所論集』司法研修所

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　   
『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』
浜井浩一／現代人文社

『公共法律サービスの変容』池永知樹／日本
司法支援センター

『米国刑事判例の動向  合衆国最高裁判所判
決』渥美東洋／中央大学出版部

『アメリカの法廷で闘うとしたら』国生一彦／
八千代出版

『市民社会と刑事司法  ヨアヒム・ヘルマン
80歳記念論文集』Herrmann， Joachim
／成文堂

『最新中国金融・資本市場』川村雄介／金融
財政事情研究会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『民意の形成と反映』石坂悦男／法政大学現
代法研究所

『危機の憲法学』奥平康弘／弘文堂
『危機的状況と憲法』憲法理論研究会／敬
文堂

『人権の精神と差別・貧困』内野正幸／明石
書店

『平和と市民自治の憲法理論』河上暁弘／敬
文堂

『海外派兵と議会』富井幸雄／成文堂
『明るい社会をめざして』東京都総務局／東
京都総務局人権部

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　   
『図説法制執務入門  全訂』ぎょうせい／ぎょ
うせい

『東アジアの公務員制度』武藤博己／法政大
学現代法研究所

『最新［明解］営業補償の理論と実務  第3版』
用地補償実務研究会／大成出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『租税法  第18版』金子宏／弘文堂
『国際税務ハンドブック  第2版』税理士法
人プライスウォーターハウスクーパース／中央
経済社

『租税法における文理解釈と限界』占部裕典
／慈学社出版

『国税通則法精解』荒井勇／大蔵財務協会
『第二次納税義務制度の実務』橘素子／大蔵
財務協会

『修正申告と更正の請求の対応と実務』安部
和彦／清文社

『調査事例からみた税務判断のポイントと対応
策  平成25年2月改訂』岸田光正／清文社

『株式・公社債評価の実務』長谷川昭男／大
蔵財務協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　     
『「地域主権改革」と自治体の課題』本多滝夫

／自治体研究社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『民法改正案の検討』円谷峻／成文堂
『民法  親族法・相続法  第3版』我妻栄／
勁草書房

『民法（債権関係）改正と実務への影響』岡
島芳伸／三協法規出版

『民法（債権関係）部会資料集  第35回会
議議事録と部会資料  第2集〈第3巻上〉』
商事法務／商事法務

『民法（債権関係）部会資料集  第35回会
議議事録と部会資料  第2集〈第3巻中〉』
商事法務／商事法務

『民法（債権関係）部会資料集  第35回会
議議事録と部会資料  第2集〈第3巻下〉』
商事法務／商事法務

『民法（債権関係）の改正に関する中間試案
（概要付き）』商事法務／商事法務
『非典型契約の総合的検討』椿寿夫／商事
法務

『住宅建築業・設計事務所・部材メーカーの
説明義務と警告表示』秋野卓生／新日本法
規出版

『後見の実務』東京家裁後見問題研究会／判
例タイムズ社

『図解・相続登記事例集  第4版』河瀬敏雄
／日本加除出版

『遺産分割の理論と審理』井上繁規／新日本
法規出版

『借家の法律実務』荒木新五／学陽書房
『最新借地借家法の解説  改訂版』渡辺晋／
住宅新報社

『不動産登記実務の視点』テイハン／テイハ
ン

『注解コンピュータ記載例対照戸籍記載例集  
改訂第2版』日本加除出版株式会社／日本
加除出版

『交通事故  責任論』藤村和夫／信山社
『交通事故裁定例集』交通事故紛争処理セン
ター／ぎょうせい

『自賠責保険・共済紛争処理事例集』自賠責
保険・共済紛争処理機構／自賠責保険・共
済紛争処理機構

『交通事故損害賠償額算定基準  13訂版』
日弁連交通事故相談センター愛知県支部

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　   
『会社法  第15版』神田秀樹／弘文堂
『コンプライアンスのコミュニケーション的基
盤に関する理論的･実証的研究』大阪大学企
業コンプライアンス研究会／大阪大学企業コ
ンプライアンス研究会

『会社法コンメンタール  株式（1）』山下友信
／商事法務

『株券の法理』河本一郎／成文堂
『新・株主総会徹底対策  平成25年総会の
重要トピック』福崎剛志／商事法務

『株主提案権の行使と総会対策』山田和彦／
商事法務

『株主総会想定質問と回答』中村直人／商事
法務

『役員のための株主総会運営法  改訂版補訂
版』中村直人／商事法務

『実務家のための取締役の競業取引・利益相
反取引規制』野口葉子／商事法務

『友好的買収の場面における取締役に対する
規律』白井正和／商事法務

『事業報告記載事項の分析  平成24年6月
総会会社の事例分析』三菱UFJ信託銀行／
商事法務

『会社法決算書作成ハンドブック』太田達也
／商事法務

『事件に学ぶ監査の役割・ルール』鯖田豊則
／同友館

『会社法計算書類作成ハンドブック  第7版』
トーマツ／中央経済社

『合併・分割  法務・税務・会計のすべて』
鳥飼総合法律事務所／税務経理協会

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　   
『新保険論』宇野典明／中央大学出版部

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『行為概念の再定位  犯罪論における行為特
定の理論』仲道祐樹／成文堂

『犯罪統計入門  第2版』浜井浩一／日本評
論社

『逐条解説刑事収容施設法  改訂版』林眞琴
／有斐閣

『企業犯罪の基礎知識』小林英明／中央経
済社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　     
『60期／64期対象「弁護士就業問題」等
に関するアンケート分析結果』東京弁護士会
新進会員活動委員会／東京弁護士会新進会
員活動委員会

『弁護士と市民の架け橋』東京弁護士会公設
事務所運営特別委員会／東京弁護士会

『日本弁護士史の基本的諸問題』古賀正義／
日本評論社

『職業史としての弁護士および弁護士団体の
歴史』大野正男／日本評論社

『弁護士会照会制度  第4版  活用マニュアル
と事例集』東京弁護士会／商事法務

『弁護士会館関係規則集  増補改訂版』会館
運営委員会／会館運営委員会

『福岡県弁護士会の人権擁護活動』福岡県弁
護士会／福岡県弁護士会

『熊本県弁護士会史』熊本県弁護士会／熊本
県弁護士会

『弁護士研修講座  平成25年度春季』東京
弁護士会弁護士研修センター運営委員会／
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員
会

『第25回司法シンポジウム第1分科会』日
本弁護士連合会／日本弁護士連合会
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 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　     
『民事訴訟法  第2版』笠井正俊／日本評
論社

『書式債権・その他財産権・動産等執行の実
務  全訂13版』園部厚／民事法研究会

『民事保全申立ハンドブック』関口剛弘／新
日本法規出版

『民事弁護教材  民事保全  改訂（補正版）』
司法研修所／日本弁護士連合会

『現代調停論  日米ADRの理念と現実』入
江秀晃／東京大学出版会

『認証ADRの現状と課題』加藤俊明／民事
法研究会

『事業再生と金融実務からの債権法改正』山
本和彦／商事法務

『実務解説倒産判例』永石一郎／学陽書房
『条解民事再生法  第3版』園尾隆司／弘
文堂

『実務講座家事事件法  新版』梶村太市／日
本加除出版

『新・家事調停ハンドブック』東京家事調停
協会

『ケース別離婚協議・調停条項作成マニュア
ル』宇田川濱江／新日本法規出版

『新釈刑事訴訟法』山田道郎／成文堂
『科学的証拠とこれを用いた裁判の在り方』
黒崎久仁彦／司法研修所

『裁判員裁判のための法廷技術』法廷技術研
究会／現代人文社

『少年事件付添人マニュアル  第3版』福岡
県弁護士会／日本評論社

『神兵隊事件』専修大学今村法律研究室／専
修大学出版局

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　     
『判例に学ぶ消費者契約トラブルへの対処法』
長崎県弁護士会／長崎県弁護士協同組合

『国際標準の競争法へ』村上政博／弘文堂
『独占禁止法』菅久修一／商事法務
『独占禁止法ガイドブック  平成25年1月改
訂版』公正取引協会／公正取引協会

『下請の法律実務  改訂版』伊東章二／三協
法規出版

『景品表示法ガイドブック  25年1月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『再生可能エネルギーが社会を変える』千葉
恒久／現代人文社

『震災・原発事故と環境法』高橋滋／民事法
研究会

『建設業JVの実務  新版』山本史枝／清文
社

『「告発」「課徴金」「行政処分なし」の視点
でみる不適正な会計処理と再発防止策』小
谷融／清文社

『投資信託法制の現状と展望』本柳祐介／商
事法務

『先物取引裁判例集』先物取引被害全国研究
会／先物取引被害全国研究会

『社債格付の基本』近藤登喜夫／税務経理
協会

『機関投資家のためのプライベート・エクイ
ティ』日本バイアウト研究所／きんざい

『精選金融判例解説』アンダーソン毛利友常
法律事務所／日本加除出版

『Q&A改正犯罪収益移転防止法と金融実務』
香月裕爾／経済法令研究会

『中小企業のための金融円滑化法出口対応の
手引き』日本弁護士連合会／商事法務

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　     
『ソフトウェア取引の法律相談』TMI総合法
律事務所／青林書院

『International Comparative Research on 
Compensation for Damages in Industrial  
Properties』浜田治雄／Sankeisha

『産業財産の損害賠償の国際比較研究』浜田
治雄／三恵社

『著作権法コンメンタール  平成24年改正解
説』池村聡／勁草書房

『著作権法』渋谷達紀／中央経済社
『著作権法詳説  第9版』三山裕三／レクシ
スネクシス・ジャパン

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　   
『解説森林法』森林・林業基本政策研究会／
大成出版社

 通信法　　　　　　　　　　　　　　　   
『法令で読み解く新放送制度』武智健二／第
一法規

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　   
『契約法・派遣法・高年法の改正点と実務対
応』労働調査会／労働調査会

『入門労働事件』東京弁護士会労働法制特別
委員会／法律情報出版

『労使紛争リスク回避のポイント』山口毅／
労働調査会

『労働法学の展望』荒木尚志／有斐閣
『中国駐在員の選任・赴任から帰任まで完全
ガイド  4訂版』藤井恵／清文社

『賃金・人事データ総覧』労務行政研究所／
労務行政

『有期労働者の雇用管理実務』浅井隆／労働
開発研究会

『改正労働契約法の詳解』第一東京弁護士会
労働法制委員会／労働調査会

『Q&Aと書式  解雇・退職』藤本美枝／商事
法務

『最低賃金決定要覧』労働調査会／労働調
査会

『判例の中の労働時間法』石橋洋／旬報社
『変貌する有期労働契約法制と企業の実務対
応』岩出誠／日本法令

『メンタル疾患の労災認定と企業責任』第一
東京弁護士会労働法制委員会／労働調査会

『労働災害と企業の刑事責任』安西愈／労働
調査会

『春季労使交渉・労使協議の手引き』経団連
事務局／経団連出版

『比較対象者の視点からみた労働法上の差別
禁止法理』富永晃一／有斐閣

『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報
告書』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

『困る前に必読のQ&A働く女性の労働法』第
一東京弁護士会人権擁護委員会／ぎょうせい

『世界の厚生労働』厚生労働省／正陽文庫

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　     
『社会保障の手引』中央法規出版

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　     
『鑑定からみた産科医療訴訟  新訂』我妻尭
／日本評論社

『医療事件の実務』東相協･医療法律相談／
東京法律相談運営連絡協議会

『看護と法的責任』谷直樹／東京法律相談運
営連絡協議会

『薬事ハンドブック』じほう

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　   
『化学物質のリスク評価がわかる本』化学物
質評価研究機構／丸善出版

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　   
『「脱いじめ」への処方箋』嶋崎政男／ぎょう
せい

『「ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォ
ーラム」講演録』日本体育協会日本スポーツ
少年団

 出版関係法　　　　　　　　　　　　　     
『表現の自由とメディア』田島泰彦／日本評
論社

『電子書籍・出版の契約実務と著作権』村瀬
拓男／民事法研究会

 国際条約　　　　　　　　　　　　　　   
『国際条約集』奥脇直也／有斐閣

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　   
『法令全書  平成25年2月号』国立印刷局
／国立印刷局

『土地区画整理法令要覧』土地区画整理法制
研究会／ぎょうせい

『法人税取扱通達集』日本税理士会連合会／
中央経済社

『所得税取扱通達集』日本税理士会連合会／
中央経済社

『宅地建物取引業法関係法令集  改訂第15
版』週刊住宅新聞社／週刊住宅新聞社

 判例集・審決集　　　　　　　　　　　     
『交通事故民事裁判例集』不法行為法研究
会／ぎょうせい

『交通事故民事裁判例集索引・解説号』不法
行為法研究会／ぎょうせい

『公正取引委員会審決集』公正取引委員会
事務総局／公正取引協会


