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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法・制度・権利の今日的変容』植野妙実子／中
央大学出版部

『法的思考と論理』高橋文彦／成文堂

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『不法行為責任概念の形成』西村隆誉志／成文堂

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『入門アメリカ法 第3版』丸山英二／弘文堂
『フランスの憲法判例 2』フランス憲法判例研究
会／信山社

『中華人民共和国刑事訴訟法』法務省大臣官房
司法法制部／法曹会

『米国ディスカバリの法と実務』土井悦生／発明
推進協会

『比較民事司法研究』大村雅彦／中央大学出版部
『ドイツの憲法裁判 第2版』畑尻剛／中央大学出
版部

『新米国特許法』服部健一／発明推進協会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『憲法 第2版』渋谷秀樹／有斐閣
『論点体系判例憲法 1』戸松秀典／第一法規
『論点体系判例憲法 2』戸松秀典／第一法規
『論点体系判例憲法 3』戸松秀典／第一法規
『反論権と表現の自由』曽我部真裕／有斐閣

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『重要判例とともに読み解く個別行政法』亘理格
／有斐閣

『自治体訴訟』大浜啓吉／早稲田大学出版部
『都市法概説 第2版』安本典夫／法律文化社
『地価公示 平成25年』国土交通省土地鑑定委
員会／全国官報販売協働組合

『実務者のための地籍調査作業規程準則逐条解
説』国見利夫／日本加除出版

『よくわかる土地区画整理法 第2次改訂版』土地
区画整理法制研究会／ぎょうせい

『役立つ！！地盤リスクの知識』地盤工学会／地
盤工学会

 警察法・防衛法　　　　　　　　　　　　　  
『実戦！社会vs暴力団 暴対法20年の軌跡』危
機管理研究会／金融財政事情研究会

『実務に役立つ最新判例77選』江原伸一／東京
法令出版

『沖縄基地調査報告書 2011年』日本弁護士連
合会人権擁護委員会／日本弁護士連合会人権擁
護委員会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『よくわかる税制改正と実務の徹底対策 平成25
年度』平川忠雄／日本法令

『外国企業との取引と税務 第5版』仲谷栄一郎
／商事法務

『公認会計士による税務判例の分析と実務対応 
Vol.2』日本公認会計士協会／日本公認会計士協
会出版局

『図解国税通則法 平成25年版』黒坂昭一／大
蔵財務協会

『国税通則法（税務調査手続関係）通達逐条解説』
山上淳一／大蔵財務協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　   
『要説地方自治法 第8次改訂版』松本英昭／ぎ
ょうせい

『地方自治法概説 第5版』宇賀克也／有斐閣
『地方自治判例百選 第4版』磯部力／有斐閣

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『民法改正案の検討 第2巻』円谷峻／成文堂
『民法改正案の検討 第3巻』円谷峻／成文堂

『民法改正の真実 自壊する日本の法と社会』鈴木
仁志／講談社

『Q&A一般社団法人の各種書類作成実務』山本
憲光／経団連出版

『不動産調査実務ガイドQ&A 新版』杉本幸雄／
清文社

『債権譲渡禁止特約の研究』石田剛／商事法務
『使用者責任の法理と実務』藤村和夫／三協法規
出版

『親族法相続法講義案 7訂版』司法協会
『家族法実務講義』梶村太市／有斐閣
『実例弁護士が悩む家族に関する法律相談』第一
東京弁護士会法律相談運営委員会／日本加除出版

『事例に学ぶ離婚事件入門』離婚事件研究会／民
事法研究会

『相続における承認・放棄の実務』雨宮則夫／新
日本法規出版

『相続人不存在の実務と書式 第2版』水野賢一
／民事法研究会

『論点借地借家法』沢野順彦／青林書院
『不動産登記重要先例集』山野目章夫／有斐閣
『基礎法理からの信託分析』トラスト60
『初任者のための渉外戸籍実務の手引き 新版2訂』
戸籍実務研究会／日本加除出版

『公証実務の基礎知識 行政証明と参考様式集』
長谷部謙／日本加除出版

『戸籍実務の理論と家族法』山川一陽／日本加除
出版

『交通事故における過失相殺率 実務裁判例』伊
藤秀城／日本加除出版

 商 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『民法とつながる商法総則・商行為法』北居功／
商事法務

『商法総則・商行為法 第6版』近藤光男／有斐閣

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『判例講義会社法』倉沢康一郎／悠々社
『Introduction to Japanese business law & 
practice』アンダーソン毛利友常法律事務所／
LexisNexis

『会社法改正要綱の論点と実務対応』西村高等法
務研究所／商事法務

『内部統制の法的責任に関する研究』町田祥弘／
日本公認会計士協会出版局

『実務家のための役員報酬の手引き』高田剛／商
事法務

『役員報酬改革論』神田秀樹／商事法務
『株主総会のポイント 平成25年版』三井住友信
託銀行／財経詳報社

『新株主総会実務なるほどQ&A 平成25年版』
三菱UFJ信託銀行／中央経済社

『金融商品会計の実務 第4版』あずさ監査法人
／東洋経済新報社

『法の世界からみた「会計監査」 弁護士と会計士の
わかりあえないミゾを考える』山口利昭／同文舘
出版

『会社役員が知っておきたい会計不正のはなし』
樋口達／中央経済社

『独立役員の意義と役割』商事法務
『実務に効くM＆A・組織再編判例精選』神田秀
樹／有斐閣

『上場会社におけるコーポレート・ガバナンスの現状
分析 平成25年版』中西敏和／商事法務

 海商法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『海商法 第2版』中村真澄／成文堂

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『刑法理論の基礎 第3版』吉田敏雄／成文堂
『刑法総論講義 第3版』川端博／成文堂
『判例刑法総論 第6版』西田典之／有斐閣
『判例刑法各論 第6版』西田典之／有斐閣

『ケーススタディ被害者参加制度』犯罪被害者支
援弁護士フォーラム／東京法令出版

『犯罪学講義 第3版』上田寛／成文堂
『ビクティム・サポート（VS）マニュアル 4訂版 
犯罪被害者支援の手引き』第一東京弁護士会犯
罪被害者保護に関する委員会／東京法令出版

『犯罪者の再統合とコミュニティ 司法福祉の視点
から犯罪を考える』小長井賀與／成文堂

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　  
『法的支援ネットワーク 地域滞在型調査による考
察』吉岡すずか／信山社

『法律事務職員研修「基礎講座」資料 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

『弁護士研修ノート 相談・受任〜報酬請求 課題
解決プログラム』原和良／レクシスネクシス・ジ
ャパン

『法曹倫理』高中正彦／民事法研究会
『公正証書・認証の法律相談 第4版』吉井直昭
／青林書院

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　   
『民事実務講義案 4訂補訂版 1』司法協会
『民事実務講義案 4訂補訂版 2』司法協会
『民事実務講義案 4訂補訂版 3』司法協会
『事例解説簡裁民事訴訟Q&A』梶村太市／青林
書院

『民事訴訟法』小島武司／有斐閣
『差止請求モデル文例集』宮本圭子／新日本法規
出版

『多数当事者訴訟・会社訴訟』谷口安平／信山社
出版

『最新裁判実務大系 簡裁関係訴訟 第1巻』大段
亨／青林書院

『民事控訴審の判決と審理 第2版』井上繁規／
第一法規

『民事執行・保全入門 補訂版』中野貞一郎／有
斐閣

『Q&Aでわかる民事執行の実務』東京弁護士会
法友全期会／日本法令

『財産開示の実効性 執行債権者と執行債務者の
利益』内山衛次／関西学院大学出版会

『時代をリードする再生論』伊藤真／商事法務
『社長・税理士・弁護士のための私的再建の手引き』
徳永信／税務経理協会

『破産手続の手引 改訂2版』新保義隆／三協法
規出版

『破産事件における書記官事務の研究』司法協会
『社長・税理士・弁護士のための会社再生出口戦
略』宮原一東／税務経理協会

『社長・税理士・弁護士のための民事再生の手引き』
徳永信／税務経理協会

『事例でわかる旅館・ホテル・ゴルフ場の再生実務』
新日本有限責任監査法人／中央経済社

『民事再生の手引 改訂2版』新保義隆／三協法
規出版

『家事事件手続法執務資料』司法協会
『離婚調停ガイドブック 第4版』梶村太市／日本
加除出版

『刑事訴訟法 第2版』渡辺直行／成文堂
『刑事訴訟法 第2版』安冨潔／三省堂
『はじめての刑事弁護Q&A』荒木和男／青林書院
『15言語の裁判員裁判用語と解説 日本語 英語 
フィリピン語 インドネシア語 ベトナム語 タイ語 
第2巻』津田守／現代人文社

『15言語の裁判員裁判用語と解説 日本語 英語 
ヒンディー語 ウルドゥー語 ペルシア語 ロシア語 
ポルトガル語 スペイン語 第3巻』津田守／現代
人文社

『司法福祉入門 非行・犯罪への対応と被害者支
援 第2版』伊藤冨士江／Sophia University 
Press上智大学出版
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 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　   
『判例から学ぶ消費者法 第2版』島川勝／民事
法研究会

『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り
方』雨宮美季／技術評論社

『経済法 第7版 独占禁止法と競争政策』岸井大
太郎／有斐閣

『独占禁止法 第4版』金井貴嗣／弘文堂
『ケースブック独占禁止法 第3版』金井貴嗣／弘
文堂

『中小企業等協同組合法逐条解説 改訂版』全国
中小企業団体中央会／第一法規

『100%再生可能エネルギー社会の実現に向けて』
関東弁護士会連合会／関東弁護士会連合会環境
保全委員会

『福島原発事故の放射能汚染』本間慎／世界思想社
『原発賠償中間指針の考え方』中島肇／商事法務
『いま子どもがあぶない』ふくしま集団疎開裁判の
会／本の泉社

『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

『金融商品取引法入門 第3版』近藤光男／商事
法務

『徹底検証！どうなる民法改正と不動産取引 中間
試案から今後を予測』渡辺晋／住宅新報社

『プライベート・エクイティの投資実務』Meyer, 
Thomas／きんざい

『取引の相手方と金融実務 改訂版』金融財政事
情研究会

『事例でわかる不動産鑑定の物件調査Q&A 第2
版』黒沢泰／中央経済社

『リテール金融のイノベーション 貸金業における自
律的市場の創設に向けて』杉浦宣彦／金融財政
事情研究会

『アジア進出企業の法務』西村高等法務研究所／
商事法務

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　　   
『知的財産デューデリジェンスの実務 第2版』
TMI総合法律事務所／中央経済社

『知的財産権取引と課税問題』谷口智紀／成文堂
『先使用権の確保に向けた実務戦略』重冨貴光／
経済産業調査会

『解説特許法 改訂4版』江口裕之／経済産業調
査会

『「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役
務審査基準 改訂第12版』特許庁商標課／発明
推進協会

『Q&A著作権の知識100問』清水節／日本加除
出版

『芸術法の基礎』山口裕博／尚学社

 交通法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『海上保安レポート 2013』海上保安庁／日経印刷
『最近の米国航空事情と競争政策，ヒューマンエ
ラーメカニズムと対策の考え方等 平成24年度』
航空の安全及び経済に関する研究会／航空保安
協会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『事例判例労働法 第2版』野田進／弘文堂
『職場におけるハラスメント防止ハンドブック』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

『Q&A人事・労務リスクマネジメント実務全書』
ロア・ユナイテッド法律事務所／民事法研究会

『労働問題研修会 2013』東京弁護士会／東京
弁護士会 第一東京弁護士会 第二東京弁護士会

『労働基準法・労働契約法 実務コンメンタール』
労務行政研究所／労務行政

『就労条件総合調査 平成24年版』厚生労働省
大臣官房統計情報部／労務行政

『配転・出向・転籍 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
『春季弁護士集中講座 新しい労働契約ルール 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

『判例から考える懲戒処分の有効性』河本毅／産
労総合研究所出版部経営書院

『労働時間対策と就業規則整備のポイント』深津
伸子／新日本法規出版

『産業ストレスとメンタルヘルス』日本産業ストレ
ス学会／中央労働災害防止協会

『労働審判手続に関する執務資料 改訂版』法曹会
『高年齢者処遇の設計と実務』労務行政研究所／
労務行政

『精神障害の労災認定のしくみ』労災保険情報セ
ンター

『働く女性と労働法 2013年版』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

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　　   
『トピック社会保障法 第7版』本沢巳代子／不磨
書房

『子ども虐待への挑戦  医療，福祉，心理，司法
の連携を目指して』坂井聖二／誠信書房

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『医療倫理Q&A 新版』関東医学哲学・倫理学会
／太陽出版

『臨床現場からみた眼科疾患（DVD）』東京法律
相談運営連絡協議会

 薬事法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『薬物政策への新たなる挑戦 日本版ドラッグ・コ
ートを越えて』石塚伸一／日本評論社

『人はなぜ依存症になるのか』Khantzian, Edward 
J.／星和書店

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　   
『年金保険法 第3版 基本理論と解釈・判例』堀
勝洋／法律文化社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『開国後日本が受け入れた国際法』島田征夫／成
文堂

『日本の領土問題と海洋戦略』中内康夫／朝陽会
『国際刑事法』中野目善則／中央大学出版部
『諸外国の汚職防止法制』森下忠／成文堂
『EUの国際民事訴訟法判例 2』石川明／信山社
出版

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『脳死』Wijdicks, Eelco F.M.／へるす出版
『絶対覚えておきたい疾患別薬物相互作用』藤村
昭夫／日本医事新報社

『遺伝子検査学』宮地勇人／医学書院
『免疫検査学』折笠道昭／医学書院
『臨床医のための免疫キーワード100 第3版』矢
田純一／日本医事新報社

『検査機器総論・検査管理総論』横田浩充／医学
書院

『臨床検査総論』伊藤機一／医学書院
『標準臨床検査医学 第4版』高木康／医学書院
『あの手この手で攻める！腹痛の診断戦略』林寛
之／羊土社

『救急隊員標準テキスト 改訂第4版』救急隊員
用教本作成委員会／へるす出版

『看護・栄養指導のための治療薬ハンドブック 第
3版』奈良信雄／医歯薬出版

『ここまでわかる頭部救急のCT・MRI』井田正博
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『核医学テキスト』絹谷清剛／中外医学社
『ハリソン内科学 第4版 1』Longo, Dan Louis
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『ハリソン内科学 第4版 2』Longo, Dan Louis
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『膠原病診療ノート 第3版』三森明夫／日本医事
新報社

『脱法ハーブ』へるす出版
『高齢者疾患の解説』額田忠篤／医薬ジャーナル社
『今日の循環器疾患治療指針 第3版』井上博／
医学書院

『循環器治療薬の選び方・使い方 改訂版』池田
隆徳／羊土社

『循環器専門医に必要な検査必須知識』福田信夫
／メジカルビュー社

『これでわかる心房細動の診かたと治療 改訂第2
版』池田隆徳／南江堂

『血栓形成と凝固・線溶』浦野哲盟／メディカル・
サイエンス・インターナショナル

『高血圧診療のすべて』苅尾七臣／日本医師会
『多発性骨髄腫Updating 第2巻』清水一之／
医薬ジャーナル社

『線維筋痛症診療ガイドライン 2013』日本線維
筋痛症学会／日本医事新報社

『すべての内科医が知っておきたい神経疾患の診か
た，考え方とその対応』大生定義／羊土社

『うつ病─治療・研究の最前線』医歯薬出版
『小児麻酔Q&A 新装版』上園晶一／総合医学社
『小児疾患の診断治療基準 第4版』小児内科編
集委員会／東京医学社

『知って安心！食物アレルギー』佐守友仁／診断
と治療社

『徹底ガイド小児の呼吸管理Q&A 第2版』植田
育也／総合医学社

『小児脳神経外科診療ガイドブック』新井一／メ
ジカルビュー社

『標準外科学 第13版』畠山勝義／医学書院
『小児臓器移植の最前線』医歯薬出版
『終末期がん患者の輸液療法に関するガイドライン 
2013年版』日本緩和医療学会／金原出版

『ハイリスクがん患者の化学療法ナビゲーター』高
野利実／メジカルビュー社

『徹底ガイド心臓麻酔Q&A 新装版』澄川耕二／
総合医学社

『外傷性脊髄損傷診療update』金原出版
『運動器の徒手検査法』福林徹／文光堂
『骨盤・股関節の手術』内藤正俊／中山書店
『人工関節置換術の合併症対策テクニック』岩本
幸英／メジカルビュー社

『交通外傷にかかわるリハビリテーション・トピッ
クス』医歯薬出版

『標準皮膚科学 第10版』橋本隆／医学書院
『婦人科がん取扱い規約抜粋 2版』日本産科婦人
科学会／金原出版

『標準眼科学 第12版』木下茂／医学書院
『近視・角膜手術』天野史郎／金原出版
『がんを見逃さない』岸本誠司／中山書店
『新耳鼻咽喉科学 改訂11版』切替一郎／南山堂
『訴訟事例から学ぶ看護業務のリスクマネジメント 
パート2』日山亨／新興医学出版社

『産業保健マニュアル 改訂6版』森晃爾／南山堂
『災害医療 東日本大震災の検証からみえてきた今
後の方向性』へるす出版

 辞 典　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『スペイン語法律・経済用語辞典』田沢五郎／郁
文堂

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法令全書 平成25年4月号』国立印刷局／国立
印刷局

『下水道法令要覧』下水道法令研究会／ぎょうせい

 判例評釈集　　　　　　　　　　　　　　　   
『最高裁判所判例解説刑事篇 平成21年度』法
曹会／法曹会


