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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　
『法言語学入門  司法制度におけることば』
Gibbons, John P.／東京外国語大学出版会

『法と紛争解決の実証分析  法と経済学のアプ
ローチ』三好祐輔／大阪大学出版会

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　
『明治期における法令伝達の研究』岡田昭夫／
成文堂

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『はじめての中国法』田中信行／有斐閣
『各国憲法集 オランダ憲法』吉田信／国立国
会図書館調査及び立法考査局

『各国憲法集 スイス憲法』山岡規雄／国立国
会図書館調査及び立法考査局

『各国憲法集 ギリシャ憲法』カライスコス, ア
ントニオス／国立国会図書館調査及び立法考
査局

『アジア・新興国の会社法実務戦略Q&A』ア
ンダーソン毛利友常法律事務所／商事法務

『海外進出企業の贈賄リスク対応の実務 米国
FCPAからアジア諸国の関連法まで』ベーカー
&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）
／中央経済社

『アメリカ・ロースクールの凋落』Tamanaha, 
Brian Z.／花伝社

『米国特許出願実務ガイド』酒井国際特許事
務所／経済産業調査会

『ロシア知的財産制度と実務 権利取得とエン
フォースメント』黒瀬雅志／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法の論理と安保の論理』金子勝／勁草書
房

『寛容と人権』中川明／岩波書店

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　
『新法対応！ネット選挙のすべて』飯田泰士／
明石書店

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　
『法務沿革誌 第9巻』法務省大臣官房司法法
制部／法曹会

『近代的土地所有権の形成と帰属』古館清吾
／テイハン

『温泉法  地下水法特論』小沢英明／白揚社
『災害─その時学校は 事例から学ぶこれから
の学校防災』日本安全教育学会／ぎょうせい

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　
『警察行政概論』金山泰介／立花書房

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『リーガルマインド租税法 第4版』増田英敏／
成文堂

『改正租税条約のすべて』矢内一好／財経詳
報社

『最近の税務争訟 9』佐藤孝一／大蔵財務協会
『金融取引をめぐる所得課税と消費課税』日下
文男／税務経理協会

『法人税・消費税税務調査事例是否認のポイ
ント』小池敏範／税務研究会出版局

『国税徴収法基本通達逐条解説 平成25年版』
塚田利彦／大蔵財務協会

『クロスボーダーM&Aの税務 ストラクチャー選
択の有利・不利判定』佐藤信祐／中央経済社

『Q&A特殊な役員の給与・退職金をめぐる税
務』伊東博之／新日本法規出版

『法人税法 9訂版』成松洋一／税務経理協会
『生活再建型滞納整理の実務』瀧康暢／ぎょう
せい

 地方自治・地方公務員法　　　　　　　　 
『逐条地方自治法 新版, 第7次改訂版』松本
英昭／学陽書房

『監査必携 第3版』全国町村監査委員協議会
／第一法規

『地方公務員制度講義 第3版』猪野積／第一
法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『民事判例 2012年後期 6』現代民事判例研
究会／日本評論社

『市民法理論』Linguet, Simon Nicolas Henri
／京都大学学術出版会

『解説特定非営利活動法人制度』特定非営利
活動法人制度研究会／商事法務

『民法（債権関係）部会資料集 第36回〜第
40回会議議事録と部会資料 第2集〈第4巻〉』
商事法務／商事法務

『活動状況報告 2012年度』自動車製造物責任
相談センター／自動車製造物責任相談センター

『権利擁護と成年後見実践 第2版』日本社会
福祉士会／民事法研究会

『実務解説借地借家法 改訂版』沢野順彦／青
林書院

『Q&A筆界特定のための公図・旧土地台帳の
知識』大唐正秀／日本加除出版

『Q&A不動産登記オンライン申請の実務 全訂』
日本司法書士会連合会／日本加除出版

『新戸籍実務の基本講座 渉外戸籍編(2) 婚姻・
離婚・縁組・離縁  親権・未成年後見・死亡・
失踪 5』吉岡誠一／日本加除出版

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 親権・未成
年後見編 6』竹沢雅二郎／日本加除出版

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　
『会社訴訟の基礎』垣内正／商事法務
『数字でわかる会社法』田中亘／有斐閣
『新株予約権・種類株式の実務 法務・会計・
税務・登記 第2次改訂版』荒井邦彦／第一
法規

『コーポレート・ガバナンス』藤原俊雄／成文堂
『コーポレート・ガバナンスにおけるソフトローの
役割』小林秀之／中央経済社

『株主と対話する企業  株主価値の持続的成長
を実現させるIR・SR』三菱UFJ信託銀行／
商事法務

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『現代保険・海商法30講 第9版』山野嘉朗
／中央経済社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『大コンメンタール刑法 第3版 第174条〜第
192条』大塚仁／青林書院

『刑法講義各論 新版第4版』大谷実／成文堂
『GHQ文書が語る日本の死刑執行』永田憲史
／現代人文社

『無期懲役囚の更生は可能か』岡本茂樹／晃
洋書房

『犯罪事実記載の実務 4訂版 特別法犯』荒川
洋二／近代警察社

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『完全講義民事裁判実務の基礎 第2版 上巻』
大島眞一／民事法研究会

『完全講義民事裁判実務の基礎 第2版 下巻』
大島眞一／民事法研究会

『民事訴訟法』川嶋四郎／日本評論社
『講義民事訴訟 第3版』藤田広美／東京大学
出版会

『民事執行・民事保全・倒産処理 下』谷口安
平／信山社出版

『実務民事訴訟講座 第3期第3巻』高橋宏志
／日本評論社

『任意売却の法律と実務 第3版』高山満／金
融財政事情研究会

『民事保全 3訂版』須藤典明／青林書院
『弁護士・事務職員のための破産管財の税務と
手続』横田寛／日本加除出版

『破産管財実践マニュアル 第2版』野村剛司
／青林書院

『倒産処理と弁護士倫理  破産・再生事件にお
ける倫理の遵守と弁護過誤の防止』日本弁護
士連合会倒産法制等検討委員会／金融財政事
情研究会

『実践的中小企業再生論 「経営改善計画」策
定の理論と実務 別冊版』藤原敬三／金融財
政事情研究会

『実践的中小企業再生論 改訂版 「再生計画」
策定の理論と実務』藤原敬三／金融財政事情
研究会

『法廷通訳ハンドブック 実践編 ロシア語』法
曹会

『刑事公判法演習 理論と実務の架橋のための
15講』廣瀬健二／立花書房

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『入札談合と独占禁止法 平成25年4月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『フクシマとチェルノブイリにおける国家責任』
繁田泰宏／東信堂

『3つの視点で会社がわかる「有報」の読み方』
新日本有限責任監査法人／中央経済社

『富裕層向け金融ビジネスの法務』川東憲治／
中央経済社

『ビジネスデューデリジェンスの実務 第3版』
マーバルパートナーズ／中央経済社

『改正特定商取引法のすべて 第4版』村千鶴
子／中央経済社

『REIT不動産ファンド投資のすべて』岡内幸
策／日本経済新聞出版社

『マネー・ローンダリング対策ガイドブック 改正
犯罪収益移転防止法・FATF勧告への実務対
応』白井真人／レクシスネクシス・ジャパン

 特許法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際特許出願マニュアル 第2版 「特許協力
条約」活用の実務』奥田百子／中央経済社

 種苗法　　　　　　　　　　　　　　　
『植物新品種保護の実務 改訂2版 権利の取得
と侵害』村林隆一／経済産業調査会
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 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『経営側弁護士による精選労働判例集 第3集』
石井妙子／労働新聞社

『労使の視点で読む最高裁重要労働判例 改訂版』
高井伸夫／産労総合研究所出版部経営書院

『日本労働年鑑 第83集（2013年版）』法政
大学大原社会問題研究所／旬報社

『海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A 4
訂版』藤井恵／清文社

『労働契約法の形成と展開』外尾健一／信山社
『平成24年改正労働法の企業対応』岩出誠
／中央経済社

『解雇・懲戒 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

『営業秘密保護のための競業避止義務の締結
の方法』経済産業省経済産業政策局／経済産
業調査会

『社内諸規程作成・見直しマニュアル』岩崎仁
弥／日本法令

『安全衛生法令早見表』労働調査会／労働調
査会

『治療と仕事の「両立支援」』小山文彦／労働
調査会

『最新判例から学ぶメンタルヘルス問題とその
対応策Q&A』加茂善仁／労働開発研究会

『健康管理の法律実務 第3版』石崎信憲／中
央経済社

『65歳全員雇用に対応する人事・賃金・考課
の知識と実務』小柳勝二郎／労働調査会

 児童福祉法　　　　　　　　　　　　　
『児童手当法の解説 5訂』中央法規出版

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　
『新患者の権利』池永満／九州大学出版会
『毒物及び劇物取締法解説 第36版』毒劇物
安全性研究会／薬務公報社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　
『環境法入門 第4版』吉村良一／法律文化社
『新・よくわかるISO環境法 改訂第8版』鈴
木敏央／ダイヤモンド社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　
『社会保険・労働保険の事務百科 平成25年
4月改訂』社会・労働保険実務研究会／清文
社

『障害年金請求援助・実践マニュアル』高橋芳
樹／中央法規出版

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　
『学校現場で役立つ子ども虐待対応の手引き 
新版』玉井邦夫／明石書店

 出版・新聞関係法　　　　　　　　　　　
『言論の自由』山田健太／ミネルヴァ書房
『憲法から考える実名犯罪報道』飯島滋明／現
代人文社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『諸国民の法および諸論稿』Brierly, James 
Leslie／成文堂

『国際法 第2版』浅田正彦／東信堂
『国際法学講義 第2版』杉原高嶺／有斐閣
『わが国が未批准の国際条約一覧』国立国会
図書館調査及び立法考査局／国立国会図書館
調査及び立法考査局

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　
『異常値の出るメカニズム 第6版』河合忠／
医学書院

『これだけは知っておきたい！産科麻酔Q&A 
第2版』照井克生／総合医学社

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　
『廃棄物処理法令（三段対照）・通知集 平成
25年版』日本産業廃棄物処理振興センター
／オフィスTM

『薬事法薬剤師法関係法令集 平成25年版』
薬事行政研究会／薬務公報社

 判例集・命令集　　　　　　　　　　　　
『交通事故民事裁判例集 45-3』不法行為法
研究会／ぎょうせい

『不当労働行為事件命令集 151-1』中央労働
委員会事務局／労委協会

『不当労働行為事件命令集 151-2』中央労働
委員会事務局／労委協会


