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 論文集　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成24年度
第2回』新日本法規財団

『現代法律実務の諸問題 平成24年度研修版』日
本弁護士連合会／第一法規

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『現代中国法の発展と変容』北川秀樹／成文堂
『近代英米法思想の展開』戒能通弘／ミネルヴァ
書房

『中東諸国の法律事情とUAEの民法典』田中民
之／経済産業調査会

『中国の会計・税務詳解 第2版』新日本有限責任
監査法人／税務経理協会

『イギリス憲法 憲政 1』幡新大実／東信堂
『アメリカ憲法 第3版』阿部竹松／成文堂
『Insurance & Reinsurance』Brook, Nigel ／
Thomson Reuters

『条項対訳中文契約リーディング』長谷川俊明／
レクシスネクシス・ジャパン

『タイの投資・M&A・会社法・会計税務・労務』
久野康成公認会計士事務所／TCG出版

『米国発明法の特許防衛戦略』岸本芳也／中央経
済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『保障国家論と憲法学』三宅雄彦／尚学社
『多極競合的人権理論の可能性』平岡章夫／成文
堂

『人間の尊厳保障の法理』玉蟲由樹／尚学社
『憲法Cases and Materials人権 第2版』初宿
正典／有斐閣

『よくわかる共通番号法入門』岡村久道／商事法
務

『中絶権の憲法哲学的研究 アメリカ憲法判例を踏
まえて』小林直三／法律文化社

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『[Q&A]インターネット選挙 公職選挙法の一部改
正』ネット選挙研究会／国政情報センター

『インターネット選挙運動ガイドライン』インターネ
ット選挙運動等に関する各党協議会／ぎょうせい

『インターネット選挙運動のポイントと活用法』高
垣勲／日本加除出版

『参議院選挙の手引 平成25年』選挙制度研究会
／ぎょうせい

『改正公職選挙法解説』選挙制度研究会／ぎょう
せい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『わかりやすい都市再開発法 改訂版』都市再開発
法制研究会／大成出版社

『公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の解説』
公共用地補償研究会／大成出版社

『公共補償基準要綱の解説』公共用地補償研究会
／大成出版社

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『反社会的勢力対応の手引』反社リスク対策研究
会／民事法研究会

『屋外広告の知識 第4次改訂版 法令編』屋外広
告行政研究会／ぎょうせい

『屋外広告の知識 第4次改訂版 デザイン編』「屋
外広告の知識（デザイン）」編集委員会／ぎょうせい

『屋外広告の知識 第4次改訂版 設計・施工編』
「屋外広告の知識（設計・施工）」編集委員会／
ぎょうせい

『注解警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調
査等に関する法律』死因・身元調査法制研究会／
立花書房

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『海外移住・ロングステイのための税務基礎知識 

第2版』高山政信／財経詳報社
『税務重要計算ハンドブック 平成25年度版』日
本税理士会連合会／中央経済社

『税務経理ハンドブック 平成25年度版』日本税
理士会連合会／中央経済社

『Q&A租税手続べんり事典 最新版』全国女性税
理士連盟／ぎょうせい

『改正国税通則法の実務対応 税務調査手続の法
定化・更正の請求・理由附記』永橋利志／税務
研究会出版局

『図解国税徴収法 平成25年版』西野正之／大蔵
財務協会

『事業再生の法務と税務』太田達也／税務研究会
出版局

『減価償却資産の耐用年数表 平成25年版』納税
協会連合会／納税協会連合会

『組織再編包括的否認規定の実務解釈』入谷淳／
中央経済社

『図解法人税 平成25年度版』山下孝一／大蔵財
務協会

『図解グループ法人課税 平成25年版』中村慈美
／大蔵財務協会

『要説所得税法 平成25年度版』野水鶴雄／税務
経理協会

『相続・贈与と税 第2版』三木義一／信山社
『相続・贈与の実務 2013年度版』松本繁雄／経
済法令研究会

『相続税・贈与税改正の実務ポイント 平成25年
度大改正』奥村真吾／清文社

『事業承継実務ハンドブック 第2版』鈴木義行／
中央経済社

『例解印紙税 改訂10訂版 書式550』松山秀樹
／税務研究会出版局

『8%対応改正消費税のポイントとその実務』熊王
征秀／税務研究会出版局

『消費税課否判定ハンドブック 課否判定が一目で
わかる 平成25年版』松山秀樹／納税協会連合会

『そこが危ない！消費増税をめぐる契約実務Q&A』
米倉裕樹／清文社

『図解消費税 平成25年版』北林隆明／大蔵財務
協会

『消費税実務問答集 平成25年版』松山秀樹／納
税協会連合会

『図解地方税 平成25年版』逸見幸司／大蔵財務
協会

『アジア進出・展開・撤退の税務』佐和周／中央
経済社

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　      
『Q&A地方自治法平成24年改正のポイント』地
方自治制度研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『変動する法社会と法学教育』滝沢聿代／日本評
論社

『現代民事法の実務と理論 田原睦夫先生古稀・最
高裁判事退官記念論文集 上巻』金融財政事情研
究会／金融財政事情研究会

『現代民事法の実務と理論 田原睦夫先生古稀・最
高裁判事退官記念論文集 下巻』金融財政事情研
究会／金融財政事情研究会

『私道の法律問題 第6版』安藤一郎／三省堂
『典型担保法の諸相』道垣内弘人／有斐閣
『一問一答金融機関における債権回収の実務』弁
護士法人中央総合法律事務所／経済法令研究会

『ポイントチェック契約書の作り方 第3版』山崎
郁雄／自由国民社

『現代における契約と給付』金山直樹／有斐閣
『損害賠償請求における不法行為の時効』酒井広
幸／新日本法規出版

『不法行為法 第3版』平野裕之／信山社出版
『安全配慮義務の研究 続』高橋真／成文堂
『面会交流と養育費の実務と展望』棚村政行／日

本加除出版
『離別と共同養育 スウェーデンの養育訴訟にみる
「子どもの最善」』善積京子／世界思想社
『社会福祉士がつくる身上監護ハンドブック 2013』
小賀野晶一／民事法研究会

『書式成年後見の実務 第2版 申立てから終了まで
の書式と理論』坂野征四郎／民事法研究会

『Q&A成年被後見人死亡後の実務と書式』日本
財産管理協会／新日本法規出版

『判例にみる相続人と遺産の範囲』仲隆／新日本
法規出版

『実務解説相続・遺言の手引き』東京弁護士会相
続・遺言研究部／日本加除出版

『遺産分割・遺言の法律相談』東京弁護士会相
続・遺言研究部／青林書院

『相続財産の管理と処分の実務』日本財産管理協
会／日本加除出版

『第三者の許可・同意・承諾と登記実務』青山修
／新日本法規出版

『でんさい実務Q&A』小木曽佳子／金融財政事情
研究会

『マンションの滞納管理費等回収実務ハンドブック』
滞納管理費等回収実務研究会／民事法研究会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『持分会社・特例有限会社の制度・組織変更と税
務』葭田英人／中央経済社

『日本改造計画』久保利英明／商事法務
『自己株式の会計・税務と法務Q&A』新日本有
限責任監査法人／清文社

『会社法による役員報酬・賞与・慰労金の実務
Q&A 法令・書式・判例のすべて』小林公明／税
務研究会出版局

『会社法による役員報酬・賞与・慰労金の実務
Q&A 法令・書式・判例のすべて 資料編』小林
公明／税務研究会出版局

『株主総会・取締役会・監査役会の議事録作成ガイ
ドブック』三井住友信託銀行／商事法務

『監査役監査の実務と対応 第3版』高橋均／同文
舘出版

『会計基準と法』弥永真生／中央経済社

 商行為法　　　　　　　　　　　　　　　　     
『SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価 第5版』
さくら綜合事務所／清文社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『保険法Map 消費者のための保険法ガイドブック 
解説編』今川嘉文／民事法研究会

『保険判例 2013』石田満／保険毎日新聞社

 商事特別法　　　　　　　　　　　　　　　      
『商業登記・法人登記重要先例集』神崎満治郎／
有斐閣

『登記官からみた株式会社設立登記の実務』横山
亘／日本法令

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『改革期の刑事法理論 福井厚先生古稀祝賀論文
集』浅田和茂／法律文化社

『過失共同正犯について』内海朋子／成文堂
『刑事違法論の展開』曽根威彦／成文堂
『量刑実務大系 主要犯罪類型の量刑 5』大阪刑
事実務研究会／判例タイムズ社

『大災害と犯罪』斉藤豊治／法律文化社
『警察官のための充実・犯罪事実記載例 第3版』
小川賢一／立花書房

『社会の安全と法』大沢秀介／立花書房
『新経済刑法入門 第2版』神山敏雄／成文堂

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　  
『新司法試験の問題と解説 2013』日本評論社
『司法崩壊の危機』鈴木秀幸／花伝社
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『日本の最高裁を解剖する アメリカの研究者から
みた日本の司法』Law, David Stephen／現代
人文社

『私の最高裁判所論』泉徳治／日本評論社
『東京弁護士会夏期合同研究 2013年度』東京
弁護士会

『法律事務職員実務講座 改訂版 応用編3（上）』
法律事務職員研修テキスト編集委員会／法律事務
職員全国研修センター

『インハウスローヤーへの道』梅田康宏／レクシス
ネクシス・ジャパン

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　      
『解析民事訴訟 第2版』藤田広美／東京大学出
版会

『民事訴訟の本質と諸相』瀬木比呂志／日本評論社
『司法書士による被告事件の実務』赤松茂／民事
法研究会

『民事手続法評論集』石川明／信山社
『倒産と訴訟』島岡大雄／商事法務
『金融機関のための倒産・再生の実務』松嶋一重
／金融財政事情研究会

『私的整理 88講による道案内』濱田芳貴／商事
法務

『法人破産申立入門』林信行／第一法規
『M&Aによる事業再生の実務』佐武伸／中央経
済社

『家事・人訴事件の理論と実務 第2版』北野俊光
／民事法研究会

『家事事件手続改正のポイントと事例解説』坂野
征四郎／三協法規出版

『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 新
版』片岡武／日本加除出版

『家庭裁判所別表第一審判事件の実務』大阪弁護
士会／新日本法規出版

『責任能力を争う刑事弁護』東京弁護士会期成会
／現代人文社

『保釈 理論と実務』丹治初彦／法律文化社
『公判に強い捜査実務101問 改訂第5版』河村
博／立花書房

『取調べ可視化論の展開』小坂井久／現代人文社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　      
『テキストブック消費者法 第4版』伊藤進／日本
評論社

『インターネット・クレーマー対策の法理と実務』
升田純／民事法研究会

『Q&A悪質リース被害の救済 電話リース被害大阪
弁護団のノウ・ハウと実践』高橋正人／民事法研
究会

『ソーシャルメディア活用ビジネスの法務』ソーシ
ャルメディア法務研究会／民事法研究会

『消費者法と民法』鹿野菜穂子／法律文化社
『電気法規と電気施設管理 平成25年度版』竹野
正二／東京電機大学出版局

『原発の安全と行政・司法・学界の責任』斎藤浩
／法律文化社

『JV制度Q&A 改訂4版』建設業共同企業体研
究会／大成出版社

『証券会社の経営破綻と資本市場法制』松岡啓祐
／中央経済社

『逐条解説2012年金融商品取引法改正』高木悠
子／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

『不動産取引における法令改正と実務上のポイン
ト：平成22年から24年までの改正を中心に』
不動産流通近代化センター／大成出版社

『フランチャイズ契約の法律相談 第3版』西口元
／青林書院

『ベーシック金融実務用語集』きんざい
『金融商品ガイドブック 2013年度版』金融財政
事情研究会／金融財政事情研究会

『金融機関の法令等遵守態勢 平成25年度版』金
融機関コンプライアンス研究会／金融財政事情研
究会

『これだけは知っておきたい系統金融検査マニュア
ルの要点Q&A 新版：金融円滑化法終了後の実務
対応』経済法令研究会／経済法令研究会

『有価証券のペーパーレス化等に伴う担保権など金
融取引にかかる法的諸問題』金融法務研究会／金
融法務研究会事務局

『銀行窓口の法務対策4500講 1 コンプライア
ンス・取引の相手方・預金・金融商品編』金融
財政事情研究会

『銀行窓口の法務対策4500講 2 為替・手形小
切手・電子記録債権・付随業務・周辺業務編』
金融財政事情研究会

『銀行窓口の法務対策4500講 3 貸出・管理・
保証編』金融財政事情研究会

『銀行窓口の法務対策4500講 4 担保編』金融
財政事情研究会

『銀行窓口の法務対策4500講 5 回収・担保権
の実行・事業再生編』金融財政事情研究会

『不動産の鑑定評価がもっとよくわかる本』鵜野和
夫／プログレス

『保険業法 2013』石田満／文眞堂

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　　      
『特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論』永
野周志／経済産業調査会

『日米欧重要特許裁判例 明細書の記載要件から侵
害論・損害論まで』片山英二／エイバックズーム

『テーマ別重要特許判例解説』創英知的財産研究
所／日本評論社

『特許法の概要』渋谷達紀／経済産業調査会
『テーマ別重要特許判例解説 第2版』創英知的財
産研究所／日本評論社

『著作権法コンメンタール』小倉秀夫／レクシスネ
クシス・ジャパン

『クラウド時代の著作権法』小泉直樹／勁草書房

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『Q&A農地・森林に関する法律と実務』末光祐一
／日本加除出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『労働紛争あっせん実例集』岩本俊也／中央経済
社

『労働法 第2版』荒木尚志／有斐閣
『労働基準関係法の要点 新訂2版』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

『労働契約法・高年法・派遣法2012年改正と実
務対応』第二東京弁護士会労働問題検討委員会
／第二東京弁護士会

『職員からの相談実務のてびき 第3次改定版』日
本人事行政研究所／日本人事行政研究所

『年間労働判例命令要旨集 平成25年版』労務行
政研究所／労務行政

『労働基準法の実務相談 平成25年度』全国社会
保険労務士会連合会／中央経済社

『税務と労務をまるごと解決する海外勤務者・来
日外国人の給与実務ダブルガイド』あいわ税理士
法人／中央経済社

『有期労働契約締結・更新・雇止めの実務と就業
規則』高仲幸雄／日本法令

『就業規則の法律実務 第3版』石崎信憲／中央経
済社

『就業規則モデル条文 第3版』中山慈夫／経団連
出版

『労働安全手続便覧 改訂2版』労働調査会／労
働調査会

『建設現場における安全衛生活動の進め方』労働
調査会／労働調査会

『労働者派遣と法』和田肇／日本評論社

『非正規雇用と労働運動』伊藤大一／法律文化社
『ガイドブック労働者派遣法 第2版』高橋保／法
学書院

『労働保険の実務相談 平成25年度』全国社会保
険労務士会連合会／中央経済社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　      
『相談・支援のための福祉・医療制度活用ハンド
ブック』日本医療社会福祉協会／新日本法規出版

『すぐに役立つ図解とQ&Aでスッキリ！障害者総
合支援法のしくみ』三修社

『障害者の雇用と所得保障』永野仁美／信山社出
版

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『特定医療法人への移行実務』税理士法人AKJ
パートナーズ／中央経済社

『医療訴訟の実務』高橋譲／商事法務
『Q&A医療機関の組織変更の実務と税務 第2版』
税理士法人山田&パートナーズ／財経詳報社

 薬事法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『100の事例に学ぶ調剤過誤防止』林紘司／日経
BP社

 衛生法・環境法　　　　　　　　　　　　　   
『逐条解説食品衛生法』食品衛生法規研究会／ぎ
ょうせい

『精神科医療の隔離・身体拘束』長谷川利夫／日
本評論社

『環境法の基礎理論 国家の環境保全義務』桑原
勇進／有斐閣

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　      
『社会保険・労働保険・人事労務の事務手続 平
成25年6月現在』五十嵐芳樹／清文社

『社会保険の実務相談 平成25年度』全国社会保
険労務士会連合会／中央経済社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『EU法』Herdegen, Matthias／ミネルヴァ書房
『ドイツ・ヨーロッパ・国際経済法論集 2 ゼンガ
ー教授講演集』Saenger, Ingo／中央大学出版
部

『Q&A渉外家事ケーススタディ 離婚・子ども・ハ
ーグ事案の実務』外国人ローヤリングネットワーク
／日本加除出版

『国際取引法と契約実務 第3版』牧野和夫／中央
経済社

『国際ジョイントベンチャー契約』井原宏／東信堂
『最新EU民事訴訟法判例研究 1』野村秀敏／信
山社

『国際民事訴訟法入門』古田啓昌／日本評論社
『国籍の境界を考える』丹野清人／吉田書店
『外国人受け入れ実務者のための入管手続Q&A 
新訂版』入管協会／厚有出版

『外国人研修・技能実習生支援マニュアル』佐野
誠／日本加除出版

『「外国人住民票」その渉外民事実務上の課題と
対応』日本司法書士会連合会／民事法研究会

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　　      
『工事契約実務要覧 平成25年度版』新日本法規
出版

『消費税法規通達集 平成25年』日本税理士会連
合会／中央経済社

『農林水産省統合交付金要綱要領集 平成25年
度版』農林水産省統合交付金要綱要領集編集委
員会／大成出版社

 判例評釈集・判定集　　　　　　　　　　　  
『地方公務員人事判定集 第61集（平成25年版）』
全国人事委員会連合会／ぎょうせい


