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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　    
『現代法の変容』平野仁彦／有斐閣
『法政策学の試み 特集・独禁法の域外適用』神
戸大学法政策研究会／信山社

『法と実務 9』日弁連法務研究財団／商事法務
『リバタリアンはこう考える 法哲学論集』森村
進／信山社

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　　    
『古典ギリシア憲法 第2刷補訂版 コンメンター
ル』安部万年／自由とデモクラシー研究会

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『早わかり中国税務のしくみ』あずさ監査法人／
中央経済社

『設問式定期傭船契約の解説 全訂版』松井孝
之／成山堂書店

『ドイツのコーポレート・ガバナンス』海道ノブ
チカ／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『法はDV被害者を救えるか 法分野協働と国際
比較』法執行研究会／商事法務

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『行政法 第5版補訂版 行政法総論』塩野宏／
有斐閣

『行政法 第5版補訂版 行政救済法』塩野宏／
有斐閣

『改正行訴法の施行状況の検証』高橋滋／商事
法務

『行政訴訟ハンドブック』山下清兵衛／民事法
研究会

『国の不法行為責任と公権力の概念史』岡田正
則／弘文堂

『図解建築法規 2013』国土交通省住宅局／新
日本法規出版

『建築申請memo 2013』建築申請実務研究
会／新日本法規出版

『建築訴訟 第2版』松本克美／民事法研究会
『温泉権の歴史と温泉の集中管理』北条浩／御
茶の水書房

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『警察崩壊』原田宏二／旬報社

 財 政　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『東日本大震災後の財源調達と法の諸相』日本
財政法学会／全国会計職員協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『タックスヘイブン対策税制の実務Q&A 第2版』
木村俊治／中央経済社

『税制改正法律案新旧対照表 平成25年度』第
一法規

『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

『財産評価基本通達逐条解説 平成25年度』谷
口裕之／大蔵財務協会

『具体事例による財産評価の実務 平成25年2
月改訂 相続税・贈与税 1』笹岡宏保／清文社

『具体事例による財産評価の実務 平成25年2
月改訂 相続税・贈与税 2』笹岡宏保／清文社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『強行法・任意法でみる民法』椿寿夫／日本評
論社

『民法典論争資料集 復刻増補版』星野通／日
本評論社

『民事実務研究 5』中本敏嗣／判例タイムズ社
『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補
足説明』商事法務／商事法務

『相殺の構造と機能』深谷格／成文堂
『婚約・婚姻予約法の理論と裁判』岡本詔治／
信山社

『成年後見教室 3訂版 実務実践編』成年後見
センター・リーガルサポート／日本加除出版

『「相続関係事件専門講座」資料 平成25年度』
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

『条解不動産登記法』日本司法書士会連合会／
弘文堂

『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ 改
訂版』笹島修平／大蔵財務協会

『新戸籍実務の基本講座 渉外戸籍編（1）総論・
届出通則・出生・認知』吉岡誠一／日本加除
出版

『Q&A交通事故損害賠償法入門』宮崎直己／
大成出版社

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『商事関係訴訟 改訂版』西岡清一郎／青林書
院

『株主総会の財務会計に関する想定問答 平成
25年度』太田達也／清文社

『会社法決算の実務 第7版 計算書類等の作成
方法と開示例』あずさ監査法人／中央経済社

『合併ハンドブック 第2版』玉井裕子／商事法務

 海商法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『貨物海上保険・貨物賠償クレームのQ&A 改
訂版』小路丸正夫／成山堂書店

 刑法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『刑法総論』松原芳博／日本評論社
『正当防衛権の構造』明照博章／成文堂
『事例から学ぶ交通事故事件』山崎俊一／東京
法令出版

『秘密保全法批判』田島泰彦／日本評論社

 裁判科学　　　　　　　　　　　　　　　    
『刑事裁判における心理学・心理鑑定の可能性』
白取祐司／日本評論社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　    
『日本司法支援センタースタッフ弁護士全国経
験交流会報告書』日本司法支援センター／日本
弁護士連合会

『検察講義案 平成24年版』司法研修所検察教
官室／法曹会

『法律事務職員研修「基礎講座」テキスト 
2013年度』東京弁護士会弁護士業務改革委
員会／東京弁護士会弁護士業務改革委員会

『法律事務職員研修「中級講座」テキスト 
2013年度』東京弁護士会弁護士業務改革委
員会／東京弁護士会弁護士業務改革委員会

『創立100周年記念誌』法曹大同会／法曹大
同会

『会社法部三十年の歩み 東京弁護士会会社法
部会30周年記念』東京弁護士会会社法部／
東京弁護士会会社法部

『九州における裁判所支部･簡裁の実情』九州
弁護士会連合会司法改革に関する連絡協議会

『判例・先例研究 平成24年度版』東京司法書
士会／東京司法書士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　    
『本人訴訟に関する実証的研究』石井浩／司法
研修所

『民事手続法の基礎理論 上』谷口安平／信山
社出版

『民事手続法の基礎理論 下』谷口安平／信山
社出版

『債権法改正と裁判実務 2 要件事実・事実認
定の重要論点』田中豊／商事法務

『東日本大震災に伴う仙台地裁の事務処理・運
用』安福達也／金融財政事情研究会

『家事事件の要件と手続』岩井俊／日本加除出版
『フローチャートでわかる家事事件手続のポイン
ト』山田徹／新日本法規出版

『書式家事事件の実務 全訂9版 審判・調停か
ら保全・執行までの書式と理論』二田伸一郎／
民事法研究会

『家事事件手続法ハンドブック』富永忠祐／新
日本法規出版

『刑事司法改革と裁判員制度』青木孝之／日本
評論社

『接見交通権マニュアル 第14版』日本弁護士
連合会接見交通権確立実行委員会／日本弁護
士連合会接見交通権確立実行委員会

『15言語の裁判員裁判用語と解説』津田守／
現代人文社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　    
『商取引法 第7版』江頭憲治郎／弘文堂
『情報セキュリティ入門 第2版』羽室英太郎／
慶應義塾大学出版会

『サイバー攻撃からビジネスを守る』日本セキュ
リティオペレーション事業者協議会／NTT出版

『消費者法講義 第4版』日本弁護士連合会／
日本評論社

『「インターネット法専門講座」資料 平成25年度』
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

『独占禁止法精義』岩本章吾／悠々社
『再エネ法入門』坂井豊／金融財政事情研究会
『原発民衆法廷 6・17大阪公判 原発は憲法違
反だ！日本に原発は許されない』原発を問う民
衆法廷実行委員会／三一書房

『ゼミナール金融商品取引法』宍戸善一／日本
経済新聞出版社

『金融商品取引法』松尾直彦／商事法務
『投資信託の検査とプロセス別留意点』池永朝
昭／金融財政事情研究会

『金融紛争解決とADR』日本弁護士連合会
ADRセンター／弘文堂

『最新金融商事法判例の分析と展開』経済法令
研究会

『決済システムのすべて 第3版』中島真志／東
洋経済新報社

『EU競争法の公共サービスに対する適用とその
限界』青柳由香／日本評論社
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 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　    
『知的財産法入門 第14版』土肥一史／中央経
済社

『編集者の著作権基礎知識』豊田きいち／太田
出版

『著作権法概説 第15版』半田正夫／法学書院

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『Q&A法人登記の実務農業協同組合』山中正
登／日本加除出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『労働相談実践マニュアル Ver.6 改正労基法，
派遣法，高年法対応』日本労働弁護団／日本
労働弁護団

『働く人のための改正労契法・派遣法・高年法
マニュアル』日本労働弁護団

『人事労務管理課題解決ハンドブック』東京都
社会保険労務士会／日本経済新聞出版社

『懲戒処分適正な対応と実務』石井妙子／労務
行政

『規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の
実態 2013年版』労務行政研究所／労務行政

『未払賃金立替払制度実務ハンドブック』吉田
清弘／金融財政事情研究会

『労働関係法改正にともなう就業規則変更の実
務 新版』岩出誠／清文社

『「職場うつ」防止のヒント』涌井美和子／産労
総合研究所出版部経営書院

『詳解職場のメンタルヘルス対策の実務 第2版 
関連書式から訴訟実務・判例まで』坂本直紀／
民事法研究会

『メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル』難
波克行／レクシスネクシス・ジャパン

『労働審判制度の利用者調査』菅野和夫／有斐
閣

『労働者派遣法』労務行政研究所／労務行政

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　    
『社会法制・家族法制における国家の介入』水
野紀子／有斐閣

『労働関係と社会保障法 荒木誠之先生米寿祝
賀論文集』良永弥太郎／法律文化社

『介護保険指導監督の手引 3訂 介護保険施設
等実地指導マニュアル』中央法規出版

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『終末期医療と医事法』甲斐克則／信山社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『日本の大気汚染状況 平成23年版』環境省水
大気環境局／経済産業調査会

『環境法 第2版』北村喜宣／弘文堂
『ISO環境法クイックガイド 2013』ISO環境
法研究会／第一法規

『廃棄物処理法の解説 第13版 平成24年度版』
廃棄物処理法編集委員会／日本環境衛生セン
ター

 宗教法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『日本の葬送・墓地 法と慣習』森茂／法律文化
社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『普遍的国際社会への法の挑戦 芹田健太郎先生
古稀記念』坂元茂樹／信山社

『英文契約書の作成実務とモデル契約書 第4版』
吉川達夫／中央経済社

『Q&A FTA・EPAハンドブック 関税節約スキ
ームとしての活用法』末冨純子／民事法研究会

『外国人よろず相談 改訂 事例と回答120』東
京都外国人相談研究会／日本加除出版

『入管法判例分析』山脇康嗣／日本加除出版

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　    
『第183回国会提出法律案 農林水産関係法律
要覧』大成出版社

 判例集・判例評釈集　　　　　　　　　　    
『交通事故民事裁判例集 45-2』不法行為法研
究会／ぎょうせい

『行政関係判例解説 平成23年』行政判例研究
会／ぎょうせい

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　    
『農薬・防除便覧』米山伸吾／農山漁村文化協
会


