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 図書館学　　　　　　　　　　　　　    
『図書館と情報モラル』阿濱茂樹／青弓社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『デュー・プロセスと合衆国最高裁 弁護人依頼
権，スーパー・デュー・プロセス 3』小早川義則
／成文堂

『ハンドブックアメリカ・ビジネス法』吉川達夫
／レクシスネクシス・ジャパン

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『規範力の観念と条件』ドイツ憲法判例研究会
／信山社

『国際人権入門 第2版』横田洋三／法律文化社
『危機をのりこえる女たち DV法10年，支援の
新地平へ』戒能民江／信山社

『教育判例で読み解く憲法』柳瀬昇／学文社
『共通番号法のポイント』阿部泰久／新日本法
規出版

『論点探究憲法 第2版』小山剛／弘文堂
『情報公開法・個人情報保護法・公文書管理
法: 情報関連7法』日本評論社

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『地方選挙の手引』選挙制度研究会／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『リスクと協働の行政法 平成25年』山田洋／
信山社

『立法補佐機関の制度と機能 各国比較と日本
の実証分析』蒔田純／晃洋書房

『目からウロコの建築確認のポイントQ&A』日
本E.R.I.／ぎょうせい

『これだけはやっておきたい！ 帰宅困難者対策
Q&A』廣井悠／清文社

 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『消防法の実務 16訂 テーマ別ユニット解説単
元』消防法研究会／東京法令出版

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『官庁契約のポイント 新訂増補版』斉藤清史／
全国会計職員協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『図解でわかる！新税務調査手続の疑問と回答』
平川会計パートナーズ／ぎょうせい

『税務相談事例集 各税目の視点から解説 平成
25年版』村上幸宏／大蔵財務協会

『図解国際税務 平成25年版』望月文夫／大
蔵財務協会

『改正税法のすべて 平成25年版』吉沢浩二郎
／大蔵財務協会

『「超･実践！租税争訟専門講座」資料 平成
25年版』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

『会則・規則類集』東京税理士会
『「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈 借地
権課税における「相当の地代」を主たる論点と
して』酒井克彦／清文社

『法人税法 平成25年度版』渡辺淑夫／中央
経済社

『連結納税基本通達逐条解説 2訂版』秋元秀
仁／税務研究会出版局

『Q&A生命保険・損害保険の活用と税務 平成
25年7月改訂』三輪厚二／清文社

『災害にあったときの所得税の軽減・免除』森
谷義光／大蔵財務協会

『源泉所得税の実務 問答式 平成25年版』増

井弘一／納税協会連合会
『武田昌輔Q&Aプロからの税務相談』武田昌
輔税法研究グループ／新日本法規出版

『図解所得税 平成25年版』鳴島安雄／大蔵
財務協会

『図解譲渡所得 平成25年版』渡辺定義／大
蔵財務協会

『図解源泉所得税 平成25年版』山下孝一／
大蔵財務協会

『公共用地取得の税務 平成25年版』渡辺定
義／大蔵財務協会

『路線価による土地評価の実務 平成25年8月
改訂』小野山匠海／清文社

『Q&A105新時代の生前贈与と税務 平成25
年改訂版』坪多晶子／ぎょうせい

『図解相続税・贈与税 平成25年版』渡辺定
義／大蔵財務協会

『図解財産評価 平成25年版』長谷川昭男／
大蔵財務協会

『実務に活かす印紙税の知識 改訂4版』木村
剛志／税務研究会出版局

『図表&事例詳解消費税経過措置』ロータス
21／新日本法規出版

『Q&Aで理解する8%消費税』金井恵美子／
税務研究会出版局

『図解酒税 平成25年版』富川泰敬／大蔵財
務協会

『要説固定資産税 平成25年度版』固定資産
税務研究会／ぎょうせい

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　   
『総論・立法法務』川崎政司／ぎょうせい
『地方自治問題解決事例集 福祉編』自治体福
祉問題研究会／ぎょうせい

『詳解地方公共団体の契約 改訂版』自治体契
約研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法人登記の手続 5訂版』日本法令法人登記
研究会／日本法令

『不動産実務百科Q&A 平成25年版』杉本幸
雄／清文社

『不動産関係訴訟』塩崎勤／民事法研究会
『最近の不動産の話』吉田修平法律事務所／金
融財政事情研究会

『民法改正のいま 中間試案ガイド』内田貴／商
事法務

『民法改正中間試案の補足説明 確定全文+概
要+補足説明』信山社／信山社

『民法改正中間試案 確定全文+概要付き』信
山社／信山社

『民法改正中間試案 確定全文』信山社／信山
社

『判例Check契約の無効・取消 改訂版』加藤
新太郎／新日本法規出版

『民法改正と建設工事請負契約の現代化』服部
敏也／建設業適正取引推進機構

『表現の自由と名誉毀損』松井茂記／有斐閣
『成年後見制度の新たなグランド・デザイン』法
政大学大原社会問題研究所／法政大学出版局

『Q&A遺留分の実務 改訂版』愛知県弁護士会
／新日本法規出版

『不動産登記法概論』山野目章夫／有斐閣
『信託に関する登記 第2版』横山亘／テイハン
『境界をめぐるトラブル解決法 増補版』芥川基
／自由国民社

『設題解説渉外戸籍実務の処理 改訂 総則・通
則編 1』渉外戸籍実務研究会／日本加除出版

『マンション管理の知識 平成25年度版』マン
ション管理センター／マンション管理センター

『交通損害関係訴訟 補訂版』佐久間邦夫／青
林書院

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『要件事実会社法 3』大江忠／商事法務
『会社事件手続法の現代的展開』川嶋四郎／日
本評論社

『中小企業経営に役立つ判例30選』飛田博／
大蔵財務協会

『これですべてがわかる内部統制の実務』箱田
順哉／中央経済社

『日本のコーポレート・ガバナンスと監査役・監
査委員会の職責』日本監査役協会／商事法務

『株式会社法大系』江頭憲治郎／有斐閣
『企業法学の展望』大野正道先生退官記念論文
集編集委員会／北樹出版

『会計参与制度の法的検討』斉藤孝一／中央経
済社

『「中小企業の会計に関する指針」ガイドブック 
最新版』近畿税理士会／清文社

『最新組織再編の法律・会計・税務ハンドブッ
ク 5訂版』山田ビジネスコンサルティング株式
会社／日本法令

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『自動車保険のつぼ 改訂版』鈴木辰紀／成文堂

 犯罪学　　　　　　　　　　　　　　　　   
『子どもを犯罪から守るための多機関連携の現
状と課題』石川正興／成文堂

 司法行政・司法制度　　　　　　　　　　　 
『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 概況
編』最高裁判所事務総局／最高裁判所事務総
局

『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 社会
的要因編』最高裁判所事務総局／最高裁判所
事務総局

『対話的違憲審査の理論』佐々木雅寿／三省堂
『法律事務所の経営戦略』大木ヒロシ／学陽書房
『奈良弁護士会史』奈良弁護士会／奈良弁護
士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　   
『SUMMARY COURT ある日の簡易裁判所』
岩田和壽／金融財政事情研究会

『重点講義民事訴訟法 第2版補訂版 上』高橋
宏志／有斐閣

『民事裁判小論集』中野貞一郎／信山社
『担保不動産の任意売却マニュアル 新訂第2
版』黒木正人／商事法務

『民事執行の実務 第3版 債権執行編 上』東
京地方裁判所民事執行センター実務研究会／
金融財政事情研究会

『民事執行の実務 第3版 債権執行編 下』東
京地方裁判所民事執行センター実務研究会／
金融財政事情研究会

『事例に学ぶ保全・執行入門』野村創／民事法
研究会

『倒産と金融』倒産と金融実務研究会／商事法務
『最新私的整理事情』田口和幸／金融財政事情
研究会

『最新民事調停事件の申立書式と手続 3訂版』
民事調停実務研究会／新日本法規出版

『刑事判例の史的展開』内田博文／法律文化社
『刑事訴訟法 2』光藤景皎／成文堂
『刑事訴訟法 第3版』寺崎嘉博／成文堂
『刑事裁判のいのち』木谷明／法律文化社
『任意捜査の限界101問 5訂』渡辺咲子／立
花書房
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『Q&A実例逮捕・勾留の実際 第2版』高森高
徳／立花書房

『政治制度としての陪審制 増補』三谷太一郎／
東京大学出版会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　   
『電子商取引法』松本恒雄／勁草書房
『消費生活相談年報 平成24年度』東京都消
費生活総合センター／東京都消費生活総合セ
ンター

『再生可能エネルギーの法と実務』深津功二／
民事法研究会

『再生可能エネルギー基地北海道』北海道弁護
士会連合会／北海道弁護士会連合会

『原発を止めた裁判官 井戸謙一元裁判官が語
る原発訴訟と司法の責任』井戸謙一／現代人
文社

『チェルノブイリ原発事故ベラルーシ政府報告
書』ベラルーシ非常事態省／産学社

『判例から学ぶ金融商品販売と訴訟リスク対策』
冨田陽子／きんざい

『ファンドビジネスの法務 第2版』伊東啓／金
融財政事情研究会

『金商法・行為規制の手引き』三浦章生／商事
法務

『為替商品取引の実務』蜂須賀一誠／中央経済
社

『金融取引法の現代的課題』瀬々敦子／晃洋書
房

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　   
『営業秘密の保護 増補 不正競業としてのノウ・
ハウの侵害を中心として』小野昌延／信山社

 海事法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『海事仲裁がわかる本』谷本裕範／成山堂書店

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『詳説倒産と労働』「倒産と労働」実務研究会
／商事法務

『実務解説労働安全衛生法』木村大樹／産労
総合研究所出版部経営書院

『チャート安衛法 改訂5版』労働調査会／労働
調査会

『企業の枠を超えた賃金交渉』松村文人／旬報
社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　   
『精神障害者施設におけるコンフリクト・マネジ
メントの手法と実践』野村恭代／明石書店

『社会福祉法人の会計・税務・監査 第3版』
塩原修蔵／税務研究会出版局

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　    
『提言患者の権利法大綱案』日本弁護士連合会
人権擁護委員会／明石書店

『薬害過失と因果関係の法理』塩野隆史／日本
評論社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『逐条解説化審法』化審法規研究会／ぎょうせい
『環境配慮契約法産業廃棄物処理契約ハンドブ
ック』環境新聞社／環境新聞社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　   
『離婚時年金分割の考え方と実務 第2版』年
金分割問題研究会／民事法研究会

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『教育統制と競争教育で子どものしあわせは守
れるか?』日本弁護士連合会／明石書店

『スポーツ権と不祥事処分をめぐる法実務』第
一東京弁護士会総合法律研究所／清文社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『緊急事態の法的コントロール』初川満／信山社
『北極海のガバナンス』奥脇直也／東信堂
『海外相続ガイドブック プランニングおよび相
続実務におけるQ&A66』三輪壮一／きんざい

『UNIDROIT国際商事契約原則2010』私法
統一国際協会／商事法務

『法律意見書の読み方』山原英治／商事法務
『外国人のための入国・在留手続の手引 9訂版』
出入国管理法令研究会／日本加除出版

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　   
『旧法令集 平成改正版』江頭憲治郎／有斐閣
『道路占用関係通達集 第6次改訂版』道路管
理研究会／ぎょうせい

『弁理士関係法規集』日本弁理士会／日本弁理
士会

『老人福祉関係法令通知集 平成25年版』第
一法規

 裁決集・命令集　　　　　　　　　　　　   
『土地収用裁決例集 平成23年度裁決』全国
収用委員会連絡協議会／ぎょうせい

『不当労働行為事件命令集 153-1』中央労働
委員会／労委協会

『不当労働行為事件命令集 153-2』中央労働
委員会／労委協会


