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 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『入門中国法』田中信行／弘文堂
『裁量統制の法理と展開 イギリス裁量統制論』
深澤龍一郎／信山社

『住居をめぐる所有権と利用権 ドイツ裁判例研
究からの模索』田中英司／日本評論社

『中国会社法学』趙旭東／成文堂
『ベトナム事業運営マニュアル』エスネットワー
クス／中央経済社

『ドイツの雇用調整』藤内和公／法律文化社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『首相権限と憲法』上田健介／成文堂
『国際人権法』申惠丰／信山社
『概説ジェンダーと法』辻村みよ子／信山社
『憲法判例百選 第6版 2』長谷部恭男／有斐
閣

『政府の憲法九条解釈 内閣法制局資料と解説』
浦田一郎／信山社出版

『政府の憲法解釈』阪田雅裕／有斐閣
『人権保障の現在』吉田仁美／ナカニシヤ出版
『個人情報保護法の逐条解説 第4版』宇賀克
也／有斐閣

『だれのための秘密保護法か！？ これは、国民＋
国会議員vs官僚のたたかいだ！』東京弁護士
会／東京弁護士会

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『選挙と民主主義』岩崎正洋／吉田書店

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『自治体訴訟事件事例ハンドブック』特別区人
事・厚生事務組合／第一法規

『首都大地震揺れやすさマップ』旬報社
『大震災の法と行政』立正大学／成文堂
『震災復興における被災地のガバナンス』飯塚
智規／芦書房

『自治体の個人情報保護と共有の実務』岡本正
／ぎょうせい

 財政法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『建設公債の原則と財政赤字』浅羽隆史／丸善
プラネット

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『税理士のための百箇条』関根稔／財経詳報社
『遺産分割と相続発生後の対策 5訂版』遺産分
割研究会／大蔵財務協会

『相続税贈与税の実務と申告 平成25年版』畔
上定宣／大蔵財務協会

『印紙税課否判定の手引』原幸／新日本法規出
版

『印紙税ハンドブック 平成25年10月改訂 
2,000文書例による課否判定表』灘野正規／
納税協会連合会

『税制改革と消費税』日本租税理論学会／日本
租税理論学会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　  
『自治体私債権回収のための裁判手続マニュア
ル』瀧康暢／ぎょうせい

『番号法で変わる自治体業務』番号法実務研究
会／ぎょうせい

『図解地方公営企業法 改訂版』細谷芳郎／第
一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『現代民事法改革の動向』鳥谷部茂／成文堂
『注釈民法 補訂版 27』谷口知平／有斐閣
『法律行為論の諸相と展開』植木哲／法律文化社
『一般社団法人一般財団法人信託の活用と課税
関係』関根稔／ぎょうせい

『担保物権法 第3版』田山輝明／成文堂
『担保物権法』生熊長幸／三省堂
『換価権としての抵当権』古積健三郎／弘文堂
『契約の危殆化と債務不履行』松井和彦／有斐閣
『契約履行の動態理論 弁済提供論 1』北居功
／慶應義塾大学出版会

『契約履行の動態理論 弁済受領論 2』北居功
／慶應義塾大学出版会

『建築請負契約の法理』平田厚／成文堂
『これで解決！困った老朽貸家・貸地問題』坪
多晶子／清文社

『仮登記の理論と実務 改訂』木村三男／日本加
除出版

『信託法セミナー 信託の設定・信託財産／能見
善久編1』能見善久／有斐閣

『詳解戸籍訂正の実務』新谷雄彦／日本加除出
版

『戸籍のためのQ＆A「死亡届」のすべて』荒
木文明／日本加除出版

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『会社訴訟』浜田道代／民事法研究会
『会社法重要判例』酒巻俊雄／成文堂
『実務に効くコーポレート・ガバナンス判例精選』
野村修也／有斐閣

『株主提案の議案ごとの分析と問題点 平成23
年7月から平成25年6月までの事例』松山遥
／商事法務

『株主総会日程 会社規模・決算月別／中間決
算 平成26年版』商事法務

『少数派株主の保護と救済』広田哲治／第一法
規

『IFRS国際会計基準の基礎 第3版』中央経済
社

『株式交換・株式移転の実務ハンドブック』税
理士法人山田＆パートナーズ／中央経済社

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

『生命保険判例集 第17巻1』生命保険文化セ
ンター

『生命保険判例集 第17巻2』生命保険文化セ
ンター

 海商法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『船舶売買契約書の解説 改訂版』吉丸昇／成
山堂書店

 刑法・刑事法　　　　　　　　　　　　　  
『少年事件と死刑』年報・死刑廃止編集委員会
／インパクト出版会

『犯罪学・刑事政策の新しい動向』藤本哲也／
中央大学出版部

『統計で見る刑事政策 3訂版』坂井勇／矯正協
会

『極限の表現死刑囚が描く』インパクト出版会
／インパクト出版会

『司法福祉を学ぶ』加藤博史／ミネルヴァ書房

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　  
『法と心理学』藤田政博／法律文化社
『検証・司法制度改革 法科大学院・法曹養成
制度を中心に』萩原金美／中央大学出版部

『東京23区における地域司法計画』東京弁護
士会

『神奈川司法計画 横浜家庭裁判所の抜本的充
実を求めて 2013』横浜弁護士会

『園部逸夫オーラル・ヒストリー』園部逸夫／法
律文化社

『宇宙･人類･法』白井正明
『四分の三世紀の回顧 （付）弁護始末記』白井
正明

『弁護士白書 2013年版』日本弁護士連合会
／日本弁護士連合会

『裁判を闘って』島林樹／紅書房

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　  
『要件事実マニュアル 第4版 家事事件・人事
訴訟・DV 5』岡口基一／ぎょうせい

『基礎から実務へ民事執行・保全』京野哲也／
日本加除出版

『人事訴訟の実務』松原正明／新日本法規出版
『「家事調停論」再考』戸籍時報編集部／日本
加除出版

『逐条解説家事事件手続法』金子修／商事法務
『裁判例からみた面会交流調停・審判の実務』
梶村太市／日本加除出版

『家事事件手続法の下での家事事件の運用と課
題』東京三弁護士会

『和解をめぐる法務と税務の接点』服部弘／大
蔵財務協会

『簡易裁判所における刑事公判の理論と実務』
三好一幸／司法協会

『刑事訴訟法の争点』井上正仁／有斐閣
『要支援被疑者の供述の自由』京明／関西学院
大学出版会

『刑事事実認定重要判決50選 第2版 上』小
林充／立花書房

『刑事事実認定重要判決50選 第2版 下』小
林充／立花書房

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『子どもの法律入門 改訂版』廣瀬健二／金剛出
版

『概説少年法』菊田幸一／明石書店
『少年院教育はどのように行われているか』広田
照幸／矯正協会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　  
『消費生活協同組合法令ハンドブック 3訂』中
央法規出版

『競争法の理論と課題』川濱昇／有斐閣
『ジョイント・ベンチャー戦略大全』宍戸善一／
東洋経済新報社

『政権変革期の独禁法政策』吉田茂／三重大学
出版会

『エネルギー投資仲裁・実例研究』小寺彰／有
斐閣

『建設業の許可の手びき 改訂22版』建設業許
可行政研究会／大成出版社

『最新インサイダー取引規制』松尾直彦／金融
財政事情研究会

『外為法ハンドブック 2013』三菱東京UFJ銀
行／三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
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『外国為替』大村博／金融財政事情研究会
『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 平
成25年度版』検査マニュアル研究会／金融財
政事情研究会

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　  
『知財高裁判例集 平成24年版』知財高裁判例
研究会／青林書院

『ブランド管理の法実務 商標法を中心とするブ
ランド・ビジネスと法規制』明石一秀／三協法
規出版

『著作権白書 著作権産業の側面からみて 第4
集』著作権情報センター

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『農地法講義』宮崎直己／大成出版社

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『事業再構築における労働法の役割』毛塚勝利
／中央経済社

『知っておきたい建設業の労務知識Q＆A 改訂
版』村木宏吉／大成出版社

『適正労働時間管理』大野事務所／労務行政
『労働審判実践マニュアル Ver.2』日本労働弁
護団

『林業・建設業の労災保険率適用必携 改訂8版』
労務行政／労務行政

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　  
『人権としての社会保障』矢嶋里絵／法律文化社
『ケアと人権』宿谷晃弘／成文堂

『逐条解説障害者総合支援法』障害者福祉研究
会／中央法規出版

『介護福祉用語辞典 3訂』中央法規出版／中央
法規出版

『障害者の介護保障訴訟とは何か！』藤岡毅／
現代書館

『生活保護手帳別冊問答集 2013』中央法規
出版

『子どもの権利擁護と里親家庭・施設づくり』
相澤仁／明石書店

『自閉症治療・療育の最前線』滝川一広／日本
評論社

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『看護のための法学 第3版』野崎和義／ミネル
ヴァ書房

『医療機関のガバナンスと監査』藤岡英治／中
央経済社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『改正土壌汚染対策法』八巻淳／東洋経済新報
社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『EU権限の法構造』中西優美子／信山社
『外国人の法律相談チェックマニュアル 第5版』
奥田安弘／明石書店

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　  
『MRI応用自在 第3版』高橋光幸／メジカルビ
ュー社

『入院患者の血糖コントロール』田中祐司／羊
土社

『精神・神経の治療薬事典』総合医学社
『ネルソン小児感染症治療ガイド』Bradley 
John S／医学書院

『アナフィラキシス』医薬ジャーナル社
『パーキンソン病』武田篤／医薬ジャーナル社
『認知症の予防と生活指導』遠藤英俊／医薬ジ
ャーナル社

『過活動膀胱と骨盤臓器脱』西沢理／医薬ジャ
ーナル社

『日常診療において忘れてはならない皮膚科症候
群』古江増隆／中山書店

『これから始めるPCI』及川裕二／メジカルビュ
ー社

『シミと白斑 最新診療ガイド』古江増隆／中山
書店

『今日の助産 マタニティサイクルの助産診断・
実践過程 改訂第3版』北川眞理子／南江堂

『スリット所見で診るコンタクトレンズ合併症』
日本コンタクトレンズ学会／メジカルビュー社

 化学工学　　　　　　　　　　　　　　　  
『入門粉体トラブル工学 改訂増補』坂下摂／工
業調査会

『粉体工学便覧 第2版』粉体工学会／日刊工
業新聞社

『粉体工学の基礎』粉体工学の基礎編集委員会
／日刊工業新聞社

『図解粉体技術最前線』羽多野重信／工業調査
会


