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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法教育セミナー報告書 平成24・25年度』熊
本弁護士会法教育委員会

『法の基層と展開 法学部教育の可能性』桐蔭法
学研究会／信山社

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　　   
『近世日本の訴訟と法』大平祐一／創文社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『アメリカ憲法判例の物語』大沢秀介／成文堂
『民商法制與現代法學理論 清河雅孝教授榮退
紀念論文集』清河雅孝教授栄退記念論文集編
集委員会／新學林

『業績連動型報酬の虚実 アメリカの役員報酬と
コーポレート・ガバナンス』Bebchuk, Lucian 
A.／大学教育出版

『ミャンマーの会計・税務・法務Q&A』新日本
有限責任監査法人／税務経理協会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『解釈改憲・立法改憲は「戦争」への道 安保法
制懇報告書・批判』自由法曹団／自由法曹団

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『地方選挙の手引 平成26年』選挙制度研究会
／ぎょうせい

『選挙管理事務におけるミス発生事例集』国政
情報センター／国政情報センター

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『文書と記録のはざまで 最良の文書・記録管理
を求めて』小谷允志／日外アソシエーツ

『実例解説行政関係事件訴訟』日本弁護士連合
会行政訴訟センター／青林書院

『事例別実務行政事件訴訟法』大貫裕之／弘文堂
『土地区画整理の登記手続』五十嵐徹／日本加
除出版

『設計・監理・施工者のための建築品質トラブル
予防のツボ』仲本尚志／学芸出版社

『サービス付き高齢者向け住宅の法律Q&A』銀
座第一法律事務所／中央経済社

『耐震化の法律読本 法的リスクを回避するため
のQ&A80』匠総合法律事務所／建築技術

『士業・専門家の災害復興支援』阪神・淡路まち
づくり支援機構／クリエイツかもがわ

『津波防災地域づくりに関する法律の解説』津
波防災地域づくりに関する法律研究会／大成出
版社

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　　  
『弁護士に聞きたい！ストーカー・DVの問題Q&A 
第2版』馬場澤田法律事務所／中央経済社

『ストーカー 被害に悩むあなたにできること』長
谷川京子／日本加除出版

『救急活動をめぐる喫緊の法律問題』橋本雄太
郎／東京法令出版

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『官公庁契約精義 平成26年増補改訂版』高柳
岸夫／全国官報販売協同組合

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『税務重要計算ハンドブック 平成26年度版』
日本税理士会連合会／中央経済社

『税務調査に堂々と立ち向かう』浦野広明／日
本評論社

『法人税法解釈の検証と実践的展開 第2巻』
大淵博義／税務経理協会

『資本等取引と組織再編の会計・税務』KPMG
／清文社

『法人税法 10訂版 理論と計算』成松洋一／税
務経理協会

『連結納税の税務調査対策 調査官の「質問」の
意図を読む』あいわ税理士法人／中央経済社

『Q&A親族・同族・株主間資産譲渡の法務と
税務 改訂版』税理士法人山田&パートナーズ
／ぎょうせい

『法人税基本通達逐条解説 7訂版』大澤幸宏
／税務研究会出版局

『相続税贈与税土地評価の実務 平成26年版』
藤原忠文／大蔵財務協会

『実務で役立つ海外税務ケース・スタディ』グ
ラントソントン太陽ASG税理士法人／税務研
究会出版局

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　    
『自治体行政システムの転換と法』三橋良士明
／日本評論社

『自治体連携プログラム 自治体の皆様のために
東京弁護士会ができること』東京弁護士会

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『民事判例 2013年後期 8』現代民事判例研
究会／日本評論社

『シンポジウム「民法典論争資料集」（復刻増補
版）の現代的意義 第2集〈第8巻〉』松山大
学法学部／松山大学

『民法判例集 第2版 総則・物権』内田貴／有
斐閣

『非営利法人の役員の信認義務』松元暢子／商
事法務

『法人・組合と法定公告』鈴木龍介／全国官報
販売協同組合

『債権回収の知識と実務』東京弁護士会弁護士
研修センター／ぎょうせい

『民法（債権関係）部会資料集 第55回〜第
59回会議議事録と部会資料』商事法務／商事
法務

『企業のための契約条項有利変更の手引』植松
勉／新日本法規出版

『身近な損害賠償関係訴訟』園部厚／青林書院
『慰謝料算定の実務 第2版』千葉県弁護士会
／ぎょうせい

『活動状況報告 平成25年4月1日〜平成26
年3月31日』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

『民法判例集 相続・親族』内田貴／有斐閣
『平成家族考 家族を見続けるFPICからの提言』
家庭問題情報センター／司法協会

『子の監護をめぐる法律実務 改訂版』冨永忠祐
／新日本法規出版

『成年後見の法律相談 第3次改訂版』赤沼康
弘／学陽書房

『入門・信託と信託法 第2版』樋口範雄／弘文堂
『信託及び資産の管理運用制度における受託者
及び管理者の法的地位』関西信託研究会／トラ
スト60

『商事法・法人法の観点から見た信託』トラス
ト60

『詳解信託判例』みずほ信託銀行株式会社／金
融財政事情研究会

『戸籍の窓口 フローチャートでわかる届書の審査 1 
（総則・出生・認知）』山下敦子／日本加除出版
『マンション紛争の上手な対処法 第4版』全国
マンション問題研究会／民事法研究会

『マンション再生 経験豊富な実務家による大規
模修繕・改修と建替えの実践的アドバイス』大
木祐悟／プログレス

『逐条解説自動車損害賠償保障法』北河隆之／
弘文堂

『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 

全訂5版』判例タイムズ社

 商法・会社法　　　　　　　　　　　　　  
『勝利する企業法務』湊総合法律事務所／レク
シスネクシス・ジャパン

『企業法の現在 青竹正一先生古稀記念』出口
正義／信山社出版

『日本の資本主義と会社法』森田章／中央経済
社

『企業法務ガイド』今川嘉文／日本加除出版
『会社法コンメンタール 清算（2） 13』松下淳一
／商事法務

『監査・保証業務の総合研究』内藤文雄／中央
経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『生命保険支払専門士テキスト 平成26年度』
生命保険協会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『理論刑法学入門』高橋則夫／日本評論社
『交通事件犯罪事実記載例集 第4版』宮田正
之／立花書房

『刑事政策 第6版』岩井宜子／尚学社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　  
『大阪地域司法計画 2014』大阪弁護士会／
大阪弁護士会

『法務の技法』芦原一郎／中央経済社
『明治期における北海道裁判所代言人弁護士史
録 代言人弁護士 仁平豊次 村田不二三』牧口
準市／北海道出版企画センター

『とちぎ弁護士マップ 2014』栃木県弁護士会
『弁護士マップ 2014』岡山弁護士会／岡山弁
護士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　    
『実務民事訴訟講座 第3期 第1巻』高橋宏志
／日本評論社

『要件事実民法 第4版 親族 7』大江忠／第一
法規

『要件事実民法 第4版 親族 8』大江忠／第一
法規

『倒産と担保・保証』「倒産と担保・保証」実務
研究会／商事法務

『新交通事件供述調書記載例集 第3版』木村
昇一／立花書房

『刑事裁判ものがたり』渡部保夫／日本評論社
『裁判員裁判における量刑判断に関する心理学
的研究』板山昻／風間書房

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　    
『集団的消費者利益の実現と法の役割』千葉恵
美子／商事法務

『消費者被害の上手な対処法 全訂2版』久米
川良子／民事法研究会

『情報セキュリティ管理の法務と実務』野村総
合研究所／きんざい

『インターネット消費者相談Q&A 第4版』第
二東京弁護士会消費者問題対策委員会／民事
法研究会

『論点体系独占禁止法 私的独占の禁止及び公
正取引の確保に関する法律 下請代金支払遅延
等防止法』白石忠志／第一法規

『はじめての工学倫理 第3版』斉藤了文／昭和堂
『金融商品取引法の知識と実務』東京弁護士会
弁護士研修センター／ぎょうせい

『有価証券報告書作成の実務Q&A』総合ディ
スクロージャー研究所／商事法務

『金融商品取引法等の一部を改正する法律（平
成25年法律第45号）の概要』金融財政事情
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研究会／金融財政事情研究会
『証券論』大村敬一／有斐閣
『上場株式取引の法務』鈴木克昌／中央経済社
『証券取引等監視委員会の活動状況』証券取引
等監視委員会

『新貿易取引』石原伸志／経済法令研究会
『金融機関役席者のための高齢者応対』栗嶋昭
好／きんざい

『営業店の反社取引・マネロン防止対策ハンド
ブック』反社取引・マネロン防止対策研究会／
銀行研修社

『国際統一/国内基準告示の完全解説 バーゼル
Ⅲ自己資本比率規制』北野淳史／金融財政事
情研究会

『融資担当者が知っておきたい不動産の基礎知
識と評価手法』小野兵太郎／金融財政事情研
究会

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　  
『新・拒絶理由通知との対話 第2版』稲葉慶和
／エイバックズーム

『インターネットビジネスの著作権とルール』福
井健策／著作権情報センター

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『店頭ミス防止のためのJA貯金法務Q&A 新2
版』高橋恒夫／経済法令研究会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『労働法の知識と実務 2』東京弁護士会弁護士
研修センター／ぎょうせい

『経営側弁護士による精選労働判例集 第4集』
石井妙子／労働新聞社

『企業労働法実務入門』企業人事労務研究会／
日本リーダーズ協会

『賃金・労働条件総覧 2014年版』産労総合
研究所／産労総合研究所出版部経営書院

『詳説労働契約法 第2版』荒木尚志／弘文堂
『和文・英文対照モデル就業規則 第2版』森倫
洋／中央経済社

『最新裁判例にみる職場復帰・復職トラブル予
防のポイント』浅井隆／新日本法規出版

『Q&Aで学ぶ働く人の健康情報管理』堀江正
知／労災保険情報センター

『派遣・請負の労務管理Q&A』木村大樹／産
労総合研究所出版部経営書院

 社会保障・社会福祉法　　　　　　　　　  
『社会保障・福祉と民法の交錯』和田隆夫／法
律文化社

『虐待を受けた子どもの愛着とトラウマの治療的
ケア 施設養護・家庭養護の包括的支援実践モ
デル』Barton, Susan／福村出版

『子どものための法律相談 第2版』第一東京弁
護士会少年法委員会／青林書院

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　  
『よくわかるQ&A再生医療関係法のポイント』
再生医療法規研究会／ぎょうせい

『実務医事法 第2版』加藤良夫／民事法研究会
『安楽死を選ぶ オランダ・「よき死」の探検家た
ち』Chabot, Jeanette A.／日本評論社

『顧問弁護士の医療リスクマネジメント』平沼直
人／労災保険情報センター

『よくわかるQ&A改正薬事法のポイント』薬事
法規研究会／ぎょうせい

『本当に怖い！薬物依存がわかる本』西勝英／
西村書店

 衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『逐条解説新型インフルエンザ等対策特別措置
法』新型インフルエンザ等対策研究会／中央法
規出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『再論東京裁判』田中利幸／大月書店
『国際取引紛争』中村達也／成文堂
『よくわかる国際仲裁』フレッシュフィールズブ
ルックハウスデリンガー法律事務所／商事法務

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　   
『中国経済六法 2014年版』射手矢好雄／日
本国際貿易促進協会

『中国労働六法 2013年改訂版』TMI総合法
律事務所／日本国際貿易促進協会

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　   
『糖尿病網膜症診療のすべて』北岡隆／医学書院
『神経ブロックのための3D解剖学講座』武田吉
正／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『てんかん診療のクリニカルクエスチョン200 
改訂第2版』松浦雅人／診断と治療社

『眼手術学 総論・眼窩 1』大鹿哲郎／文光堂
『臨床でよく出合う痛みの診療アトラス』Waldman, 
Steven D.／医学書院

『皮膚症状からみた血管炎診療の手引き Chapel- 
Hillコンセンサス会議2012に沿って』厚生労
働省難治性血管炎に関する調査研究班／金原
出版


