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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『日本社会と市民法学 清水誠先生追悼論集』広渡
清吾／日本評論社

『法の理論 32 特集《ケアと法》』竹下賢／成文堂

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『エクイティの法理 英米の土地法・信託法・家族
法』田島裕／信山社

『租税政策の形成と租税立法』手塚貴大／信山社
『アジア新興国のM&A法制』森・濱田松本法律
事務所／商事法務

『中国法律・契約用語の基礎知識』王穏／レクシ
スネクシス・ジャパン

『中国法務ハンドブック』森川伸吾／中央経済社
『これからの中国ビジネスがよくわかる本 中国専門
トップ弁護士が教えるチャイナリスクと対応策』
村尾龍雄／ダイヤモンド社

『インドネシア法務ハンドブック』田原直子／中央
経済社

『ベトナム法務ハンドブック』粟津卓郎／中央経済社
『海外派遣者ハンドブック インドネシア編』日本在
外企業協会／日本在外企業協会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『法治国家観の展開』高田敏／有斐閣
『憲法判例百選 第6版 1』長谷部恭男／有斐閣
『憲法の規範力と憲法裁判』ドイツ憲法判例研究
会／信山社

『森美術館問題と性暴力表現』ポルノ被害と性暴
力を考える会／不磨書房

『平和を人権として考えなおす』近畿弁護士会連
合会／近畿弁護士会連合会

『立憲主義と日本国憲法 第3版』高橋和之／有
斐閣

『なぜ，今「国防軍」なのか』日本弁護士連合会
人権擁護大会／日本弁護士連合会第56回人権擁
護大会シンポジウム第2分科会実行委員会

『自衛隊から「国防軍」へ』熊本県弁護士会
『情報公開・個人情報保護 最新重要裁判例・審
査会答申の紹介と分析』宇賀克也／有斐閣

『マイナンバーがやってくる 改訂版』市民が主役の
地域情報化推進協議会／日経BP社

『いま，「憲法改正」をどう考えるか』樋口陽一／
岩波書店

『憲法「改正」の動きの先にあるものとは？』東京
弁護士会／東京弁護士会

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『選挙執行経費基準法解説 平成25年版』選挙管
理研究会／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『行政法概説 第4版 2 行政救済法』宇賀克也／
有斐閣

『行政法概説 第5版 1 行政法総論』宇賀克也／
有斐閣

『行政法 第4版』櫻井敬子／弘文堂
『行政救済法のエッセンス』櫻井敬子／学陽書房
『事業認定申請マニュアル 新訂』土地収用法令研
究会／ぎょうせい

『自然災害と被災者支援』山崎栄一／日本評論社
『3.11と弁護士 震災ADRの900日』仙台弁護
士会／金融財政事情研究会

『東日本大震災緊急災害対策本部の90日』小滝
晃／ぎょうせい

 防衛法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『比較安全保障 主要国の防衛戦略とテロ対策』梅
川正美／成文堂

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『個人の税務相談事例500選 平成25年版』熊
木豊／納税協会連合会

『国際税務ガイドブック 9訂版』高山政信／財経
詳報社

『アジア統括会社の税務入門』名南経営コンサルテ
ィング／中央経済社

『ケースブック租税法 第4版』金子宏／弘文堂
『タックス・ヘイブン対策税制のフロンティア』中
里実／有斐閣

『保険税務ハンドブック 2013年度版』保険毎日
新聞社／保険毎日新聞社

『法人税の理論と実務 平成25年度版』山本守之
／中央経済社

『不動産保有会社の相続税対策Q&A 第2版：有
利選択・設立・活用のすべて』小林浩二／中央経
済社

『裁判例からみる相続税・贈与税 3訂版』池本征
男／大蔵財務協会

『一般動産・知的財産権・その他の財産の相続税
評価Q&A』武田秀和／税務研究会出版局

『フローチャートで考える非上場株式の相続対策と
対策事例』清水謙一／新日本法規出版

『Q&A相続実務全書 4訂版』OAG税理士法人／
ぎょうせい

『消費税増税の経過措置対応』税理士法人山田&
パートナーズ／税務経理協会

『実務解説消費税転嫁特別措置法』長澤哲也／商
事法務

『要説住民税 平成25年度版』市町村税務研究会
／ぎょうせい

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　   
『地方自治法の概要 第5次改訂版』松本英昭／学
陽書房

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『最高裁民法判例研究 第1巻 総則・物権・担保
物権・債権総論』末川民事法研究会／日本評論社

『最高裁民法判例研究 第2巻 契約・不法行為・
親族・相続』末川民事法研究会／日本評論社

『債権総論 第3版』中田裕康／岩波書店
『債権総論』小野秀誠／信山社出版
『債権法改正を深める』森田宏樹／有斐閣
『「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」に
関するパブリックコメントに対する意見書』大阪弁
護士会／大阪弁護士会

『保証被害救済の実践と裁判例』日本弁護士連合
会消費者問題対策委員会／民事法研究会

『現代取引社会における継続的契約の法理と判例』
升田純／日本加除出版

『賠償科学 改訂版』日本賠償科学会／民事法研究会
『慰謝料算定の実務 第2版』千葉県弁護士会／ぎ
ょうせい

『Q&A再婚の法律相談』冨永忠祐／日本加除出版
『弁護士に聞きたい！離婚のトラブルQ&A』馬場
澤田法律事務所／中央経済社

『内縁・事実婚をめぐる法律実務』曽田多賀／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／
日本加除出版

『Q&A遺産分割の実務 平成25年8月改訂』御
器谷修／清文社

『借地・借家の裁判例 第3版』内田勝一／有斐閣
『実務借地借家法 新訂第3版』荒木新五／商事法務
『新しい家族信託』遠藤英嗣／日本加除出版
『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手
引き 2013年版』斎藤博明／保険毎日新聞社

『交通事故損害額算定基準 12訂版』日弁連交通

事故相談センター／日弁連交通事故相談センター
『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 2014
年』東京三弁護士会交通事故処理委員会／東京
三弁護士会交通事故処理委員会

『契約不履行法の理論』白石友行／信山社

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『Q&A子会社管理ハンドブック』新日本有限責任
監査法人／第一法規

『成功する事業承継Q&A』坪多晶子／清文社
『株式買取請求権の構造と買取価格算定の考慮要
素』飯田秀総／商事法務

『「社外取締役ガイドライン」の解説』日本弁護士
連合会司法制度調査会／商事法務

『濫用的会社分割』土岐敦司／商事法務

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『必携交通事件重要判例要旨集』交通事件判例研
究会／立花書房

『司法福祉』藤原正範／法律文化社
『大麻・麻薬事犯者等の実態調査』誌友会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　  
『法曹養成制度の問題点と解決策』和田吉弘／花
伝社

『憲法訴訟の現代的転回』駒村圭吾／日本評論社
『明日の日弁連を築く会政策骨子（案）』明日の日
弁連を築く会事務局

『弁護士の仕事術 1 法律相談マニュアル』藤井
篤／日本加除出版

『弁護士の仕事術 2 事件の受任と処理の基本』
藤井篤／日本加除出版

『弁護士の仕事術 3 依頼者との契約と弁護士報
酬』藤井篤／日本加除出版

『弁護士の仕事術 4 交渉事件の進め方・和解』
藤井篤／日本加除出版

『法律家のためのスマートフォン活用術』日本弁護
士連合会弁護士業務改革委員会／第一法規

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　   
『若手弁護士のための民事裁判実務の留意点』圓
道至剛／新日本法規出版

『民事書記官事務の解説 3訂版 解説編』司法協会
『民事書記官事務の解説 3訂版 記録編』司法協会
『要件事実マニュアル 4 過払金・消費者保護・行
政・労働 第4版』岡口基一／ぎょうせい

『財産開示の実務と理論』小栁茂秀／日本加除出版
『実践民事執行法民事保全法 第2版』平野哲郎
／日本評論社

『倒産法の最新論点ソリューション』弘文堂
『倒産法改正への30講』倒産実務研究会／民事
法研究会

『例題解説民事再生法』法曹会／法曹会
『民事再生法書式集 第4版』第二東京弁護士会
倒産法研究会／信山社

『人事訴訟法・家事事件手続法』松川正毅／日本
評論社

『和解・調停条項と課税リスク』馬渕泰至／新日
本法規出版

『民事調停の実務』羽成守／青林書院
『刑事弁護プラクティス』櫻井光政／現代人文社
『令状審査・事実認定・量刑』虎井寧夫／日本評
論社

『裁判員制度廃止論』織田信夫／花伝社

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法務総合研究所研究部報告 47 来日外国人少年
の非行に関する研究（第1報告）』法務総合研究
所／法務総合研究所
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 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　   
『インターネットの法律問題』岡村久道／新日本法
規出版

『判例をよむ消費者契約法関連訴訟の実務・設例
Q&A』岡㟢昌吾／司法協会

『企業のための情報セキュリティ』吉田直可／レク
シスネクシス・ジャパン

『企業法制改革論 2 日本経済活性化に向けた提
言』武井一浩／中央経済社

『インターネット新時代の法律実務Q&A 第2版』
田島正広／日本加除出版

『下請法ガイドブック 平成25年9月改訂版』公
正取引協会／公正取引協会

『原子力損害賠償紛争解決センター和解事例の分
析 Ver.2』福島県弁護士会／福島県弁護士会原子
力発電所事故被害者救済支援センター運営委員会

『放射能による人権侵害の根絶をめざして』日本弁
護士連合会人権擁護大会／日本弁護士連合会第
56回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実行
委員会

『シンポジウム「原子力発電からの脱却」』長野県
弁護士会／長野県弁護士会公害対策環境保全委
員会

『医師たちの証言』谷川攻一／へるす出版
『Q&A株式上場の実務ガイド 改題・改訂版』あ
ずさ監査法人／中央経済社

『M&Aのグローバル実務 新版 第2版』渡辺章博
／中央経済社

『東京証券取引所会社情報適時開示ガイドブック 
2013年7月版』東京証券取引所／東京証券取
引所

『公開買付けの理論と実務 第2版』長島・大野・
常松法律事務所／商事法務

『先物取引裁判例集 69』先物取引被害全国研究
会／先物取引被害全国研究会

『金融機関等から見た企業の知的財産を活用した
資金調達に関する調査研究報告書』帝国データバ
ンク／経済産業調査会

 著作権法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『著作権と表現の自由をめぐる諸問題』著作権情報
センター／著作権情報センター附属著作権研究所

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『実務家のための労働法令読みこなし術』吉田利宏
／労務行政

『臨検なんか恐くない！労基署対応と適法な労務管
理』布施直春／労働調査会

『トップ・ミドルのための採用から退職までの法律
知識 14訂』安西愈／中央経済社

『解雇事例をめぐる弁護士業務ガイド』村林俊行
／三協法規出版

『有期労働契約をめぐる個別論点整理と実務対応』
橋村佳宏／日本法令

『格差社会の克服』広島弁護士会／広島弁護士会
『働く人の健康状態の評価と就業措置・支援』森
晃爾／労働調査会

『メンタルヘルスと仕事：誤解と真実』経済協力開
発機構／明石書店

『リスクマネジメントとしてのメンタルヘルス対策』
日本産業精神保健学会／産業医学振興財団

『実務解説労災補償法』木村大樹／産労総合研究
所出版部経営書院

『新労災保険実務問答』労働調査会／労働調査会
『セクシュアル・ハラスメント法理の諸展開』山崎
文夫／信山社

 社会保障・社会福祉法　　　　　　　　　　  
『「不平等」社会・日本の克服』日本弁護士連合会

人権擁護大会／日本弁護士連合会第56回人権擁
護大会シンポジウム第3分科会実行委員会

『図説よくわかる障害者総合支援法』坂本洋一／
中央法規出版

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 人員・設
備・運営基準とその解釈 2013年版指定基準編』
中央法規出版

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 報酬告示
と留意事項通知 2013年版報酬編』中央法規
出版

『生活保護手帳 2013年度版』中央法規出版
『間違いだらけの生活保護「改革」』生活保護問題
対策全国会議／明石書店

『児童手当事務マニュアル 5訂』中央法規出版

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『生命倫理の希望』町野朔／Sophia University 
Press上智大学出版

『生命と医療の倫理学 第2版』伊藤道哉／丸善
出版

『病院・診療所経営の法律相談』田辺総合法律事
務所／青林書院

『医療過誤事件から学ぶ薬剤師の失敗学』秋本義
雄／南山堂

『医療事件の実務（DVD） その1 調査編』東京法
律相談運営連絡協議会／東京法律相談運営連絡
協議会

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　　　  
『逐条解説家畜伝染病予防法』家畜伝染病予防法
研究会／大成出版社

『水俣病裁判と原田正純医師』「水俣病裁判と原田
正純医師」編集委員会／花伝社

『1冊でまるごと分かる環境法』日経BP／日経
BP社

『水俣病は終わっていない』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

『森は海の恋人 瀬戸内海沿岸域の保全・再生のた
めに』広島弁護士会／広島弁護士会

『四万十川調査報告書』横浜弁護士会公害・環境
問題委員会

『対馬調査報告書』横浜弁護士会公害・環境問題
委員会

『西表島調査報告書』横浜弁護士会公害・環境問
題委員会

『隠岐調査報告書』横浜弁護士会公害・環境問題
委員会

『佐渡調査報告書』横浜弁護士会公害・環境問題
委員会

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『東日本大震災・原発災害と学校 岩手・宮城・福
島の教育行政と教職員組合の記録』国民教育文
化総合研究所／明石書店

『体罰ゼロの学校づくり』本村清人／ぎょうせい

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『私法統一の現状と課題』曽野裕夫／商事法務
『EUとグローバル・ガバナンス』安江則子／法律
文化社

『国際経済協定の遵守確保と紛争処理 WTO紛争
処理制度及び投資仲裁制度の意義と限界』福永
有夏／有斐閣

『外国人従業員の労務 給与・社会保険・労働保険』
CSアカウンティング／税務経理協会

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『神経・精神疾患診療マニュアル』飯森眞喜雄／
日本医師会

『ペインクリニック治療指針 改訂第14版』日本ペ
インクリニック学会／真興交易医書出版部

『甲状腺結節取扱い診療ガイドライン 2013』日
本甲状腺学会／南江堂

『腫瘍崩壊症候群（TLS）診療ガイダンス』日本
臨床腫瘍学会／金原出版

『糖尿病治療ガイド 血糖コントロール目標改訂版 
2012-2013』日本糖尿病学会／文光堂

『ジストニアのすべて』梶竜児／診断と治療社
『HIV 感染症診療マネジメント』今村顕史／医薬
ジャーナル社

『ペインクリニック診断・治療ガイド』飯田宏樹／
日本医事新報社

『新癌についての質問に答える』「コンセンサス癌治
療」編集委員会／へるす出版

『脳血管障害と神経心理学 第2版』平山恵造／医
学書院

『要説産業精神保健』広尚典／診断と治療社
『イチからはじめる美容医療機器の理論と実践』宮
田成章／全日本病院出版会

『医療現場の滅菌 改訂第4版』小林寛伊／へるす
出版

『画像でみる脊椎・脊髄』Naidich,Thomas P.／
医歯薬出版

『これでわかる拡散MRI』青木茂樹／学研メディ
カル秀潤社

『診療所の労務・人事Q&A155』松田力／日本
医事新報社

『熱傷治療マニュアル』田中裕／中外医学社
『脳梗塞rt-PA静注療法実践ガイド』峰松一夫／
診断と治療社

『5大原則で苦手克服！急性中毒攻略法』上條吉
人／総合医学社

『MIMMS大事故災害への医療対応』Advanced 
Life Support Group／永井書店

『摂食障害治療最前線』Nishizono-Maher, Aya
／中山書店

『プロフェッショナルから学ぶ医薬品副作用の対応
50』佐藤博／南山堂

『戸田新細菌学』吉田真一／南山堂
『事例で解決！もう迷わない認知症診断』川畑信
也／南山堂

『臨床神経解剖学』FitzGerald, M. J. T.／エルゼ
ビア・ジャパン

『画像診断ガイドライン 2013年版』日本医学放
射線学会／金原出版

『尿路結石症診療ガイドライン 2013年版』日本
泌尿器科学会／金原出版

『科学的根拠に基づく快適で安全な妊娠出産のた
めのガイドライン 2013年版』厚生労働省／金原
出版

『脳腫瘍』寺本明／医薬ジャーナル社
『もっとよくわかる！脳神経科学』工藤佳久／羊土社
『麻酔科医のための気道・呼吸管理』広田和美／
中山書店

『新しい創傷治療のすべて』古江増隆／中山書店
『これから始める心臓カテーテル検査』矢嶋純二／
メジカルビュー社

『免疫・アレルギー疾患イラストレイテッド』田中
良哉／羊土社

 判例集等　　　　　　　　　　　　　　　　  
『交通事故民事裁判例集 45-5』不法行為法研究
会／ぎょうせい

『海難審判庁・海難審判所裁決例集 第53巻』海
難審判・船舶事故調査協会／海難審判・船舶事
故調査協会

『最高裁判所判例解説刑事篇 平成22年度』法曹
会／法曹会


