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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法統計学入門 法律家のための確率統計の初
歩』Finkelstein, Michael Oakes／木鐸社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『ドイツ市民法史 新装版』村上淳一／東京大学
出版会

『ゲルマン法史における自由と誠実 新装版』村
上淳一／東京大学出版会

『モンゴル法制ガイドブック』趙勁松／民事法研
究会

『ヨーロッパ地域人権法の憲法秩序化』小畑郁
／信山社

『Insurance & Reinsurance Law & Regulation』
O'Connell, Clive／Thomson Reuters

『オーストラリア会社法概説』加納寛之／信山
社出版

『イギリス当番弁護士制度調査報告書 逮捕段階
の公的弁護を展望する─取調べに先立って弁護
人の援助を受ける権利の確立を目指して』日本
弁護士連合会／日本弁護士連合会

『中国の会計・税務・法務Q&A』新日本有限
責任監査法人／税務経理協会

『シンガポールの会計・税務・法務Q&A 第3版』
新日本有限責任監査法人／税務経理協会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『憲法学のアポリア』青柳幸一／尚学社
『権利保障の諸相』大石真／三省堂
『希望への権利 釜ケ崎で憲法を生きる』遠藤比
呂通／岩波書店

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法実務からみた行政法』吉田利宏／日本評論社
『Q&A新しい行政不服審査法の解説』宇賀克
也／新日本法規出版

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『徹底批判！！カジノ賭博合法化』全国カジノ賭
博場設置反対連絡協議会／合同出版

『風俗営業法判例集』大塚尚／立花書房

 防衛関係法　　　　　　　　　　　　　　  
『日米地位協定の改定を求めて 日弁連からの提
言』日本弁護士連合会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『日税研論集 税務行政におけるネゴシエーション 
第65号（2014）』日本税務研究センター／日
本税務研究センター

『税金ガイド 英和対照 26年版』川田剛／財経
詳報社

『個人の税務相談事例500選 平成26年版』
表正良／納税協会連合会

『租税回避の事例研究 6訂版 具体的事例から
否認の限界を考える』八ツ尾順一／清文社

『「税務判例」を読もう！ 判決文から身につくプ
ロの法律文章読解力』木山泰嗣／ぎょうせい

『こう変わる！国税不服申立て』青木丈／ぎょう
せい

『法人税の理論と実務 平成26年版』山本守之
／中央経済社

『事例にみる相続税の疑問と解説』岩下忠吾／
ぎょうせい

『相続税調査であわてない「名義」財産の税務』
安部和彦／中央経済社

『要説住民税 平成26年度版』市町村税務研究
会／ぎょうせい

『要説固定資産税 平成26年度版』固定資産税
務研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『下森定著作集 1 詐害行為取消権の研究』下
森定／信山社

『最新根抵当権実務』青山修／金融財政事情研
究会

『民法（債権関係）部会資料集 第2集〈第9巻〉 
第60回〜第63回会議議事録と部会資料』商
事法務／商事法務

『契約書式実務全書 第2版 第2巻』大村多聞
／ぎょうせい

『事情変更法理と契約規範』吉政知広／有斐閣
『応用自在！契約書作成のテクニック』みらい総
合法律事務所／日本法令

『ビルオーナーのための建物賃貸借契約書の法律
実務』那須本間法律事務所／商事法務

『新しい家族信託 増補 遺言相続，後見に代替
する信託の実際の活用法と文例』遠藤英嗣／日
本加除出版

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 8 入籍・分籍・
国籍の得喪編』竹沢雅二郎／日本加除出版

『弁護士・実務者のための後遺障害教本 整形外
科領域』アジャスト後遺障害プロジェクト／アジ
ャスト

『交通事故紛争処理の法理』交通事故紛争処理
センター／ぎょうせい

 商法・会社法　　　　　　　　　　　　　  
『現代企業法務 1 国内企業法務編』井原宏／
大学教育出版

『「合同会社」設立・運営のすべて』神崎満治郎
／中央経済社

『詳解改正会社法 平成26年改正の要点整理』
新谷勝／税務経理協会

『新会社法エッセンス 第4版』宮島司／弘文堂
『金庫株の税・会計・法律の実務Q&A 第7版 
自己株式』山田&パートナーズ／中央経済社

『取締役・執行役・監査役実務のすべて 平成26
年改正会社法対応』あずさ監査法人／清文社

『会社法改正後のコーポレート・ガバナンス』石
山卓磨／中央経済社

『取締役会付議事項の実務』山田和彦／商事法務
『企業再編の理論と実務 企業再編のすべて』土
岐敦司／商事法務

『Q&A商業登記利用案内』土手敏行／金融財
政事情研究会

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『論点体系保険法 1 総則，損害保険〈第1条〜
第36条〉』山下友信／第一法規

『論点体系保険法 2 生命保険，傷害疾病定額
保険，雑則〈第37条〜第96条〉』山下友信／
第一法規

『生命保険判例集 第18巻』生命保険文化セン
ター

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『刑法 2 設題解説』法曹会
『Q&Aでわかる外国人犯罪捜査 捜査手続編』
宇井稔／実務法規

『新・交通事故捜査の基礎と要点 改訂 付・交
通事故犯罪事実要点記載例』清水勇男／東京

法令出版
『死刑を考える』第一東京弁護士会死刑に関する
委員会／第一東京弁護士会死刑に関する委員会

『終身刑を考える』大阪弁護士会／日本評論社
『矯正社会学』法務省矯正研修所／矯正協会
『ルポ・罪と更生』西日本新聞社／法律文化社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　   
『弁護士馬奈木昭雄 私たちは絶対に負けない な
ぜなら，勝つまでたたかい続けるから』馬奈木
昭雄／合同出版

『弁護士研修講座 平成26年度秋季 2』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

『証書の作成と文例 新版 改訂版 借地借家関係
編』日本公証人連合会／立花書房

『新・司法書士始末記』菱田徳太郎／日本評論社

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　  
『民事裁判における適正手続』戸根住夫／信山社
『書式不動産執行の実務 全訂10版』園部厚／
民事法研究会

『破産法比較条文の研究』加藤哲夫／信山社
『破産・個人再生申立ての実務』東京三弁護士
会／東京三弁護士会

『実務に効く事業再生判例精選』小林信明／有
斐閣

『家事事件の法務・税務・登記』池田秀敏／新
日本法規出版

『家事紛争解決プログラムの概要』和田仁孝／
司法協会

『刑事司法改革とは何か 法制審議会特別部会
「要綱」の批判的検討』川崎英明／現代人文社
『さらに一歩を！逮捕からの充実した弁護』日本
弁護士連合会／日本弁護士連合会

『刑事弁護Beginners ver.2 実務で求められる
技術と情熱を凝縮した刑事弁護の入門書』現代
人文社

『外国人刑事弁護マニュアル 改訂第3版』大木
和弘／現代人文社

『国選弁護活動の手引き』第一東京弁護士会刑
事弁護委員会／第一東京弁護士会

『刑事弁護実務 別冊書式編 平成26年版』司
法研修所／日本弁護士連合会

『刑事弁護実務 平成26年版』司法研修所／日
本弁護士連合会

『少年審判制度が変わる』福岡県弁護士会／商
事法務

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　  
『ネットトラブルの法律相談Q&A』横浜弁護士
会／法学書院

『下請法ガイドブック 平成26年8月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『東京証券取引所会社情報適時開示ガイドブッ
ク』東京証券取引所／東京証券取引所

『財務デューデリジェンスの実務 第4版』プラ
イスウォーターハウスクーパース株式会社／中央
経済社

『M&A実務ハンドブック 第7版 会計・税務・
企業評価と買収契約の進め方』鈴木義行／中
央経済社

『企業価値評価の実務Q&A 第3版』プルータス・
コンサルティング／中央経済社

『インサイダー取引規制と未然防止策 取引事例
と平成25年改正を踏まえたポイント』川口恭
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弘／経済法令研究会
『先物取引裁判例集 71』先物取引被害全国研
究会／先物取引被害全国研究会

『不動産賃貸管理の実務 改訂第4版』不動産
総合研究会／週刊住宅新聞社

『マネー・ローンダリング罪』城祐一郎／立花書房
『金融取引別高齢者トラブル対策Q&A』高橋恒
夫／経済法令研究会

『シンプル解説オルタナティブローン』池田正嗣
／金融財政事情研究会

『金融規制改革 銀行ガバナンスと証券投資勧誘
規制の展開』小川宏幸／日本評論社

『金融機関の反社取引出口対応』森原憲司／経
済法令研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　  
『知財高裁判例集 平成25年版』知財高裁判例
研究会／青林書院

『論点別・特許裁判例事典』高石秀樹／中央経
済社

『著作権法 第3版』岡村久道／民事法研究会
『破綻する特許 裁判官，官僚，弁護士がどのよう
にイノベータを危機に陥れているのか』Bessen, 
James／現代人文社

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『労使トラブル解決マニュアル』河野順一／酒井
書店

『わかりやすいパワーハラスメント裁判例集 増補
版2』21世紀職業財団

『人間らしく働きたい！！』岡山弁護士会平成
26年憲法記念県民集会実行委員会

『残業代請求訴訟反論パターンと法的リスク回
避策 改訂版』高井重憲／日本法令

『「事業場外みなし労働時間制」の実務』伊藤隆
史／日本法令

『過労死時代に求められる信頼構築型の企業経営
と健康な働き方』佐久間大輔／労働開発研究会

『合同労組・ユニオン対策マニュアル 改訂版』
奈良恒則／日本法令

『労働委員会の役割と不当労働行為法理』道幸
哲也／日本評論社

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　  
『相談・支援のための福祉・医療制度活用ハンド
ブック 平成26年補訂版』日本医療社会福祉
協会／新日本法規出版

『精神保健福祉法講義 新版 第2版』大谷実／
成文堂

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『最新裁判実務大系 2 医療訴訟』福田剛久／
青林書院

『生殖医療と医事法』甲斐克則／信山社
『病医院の相続・承継・合併の税務Q&A 第6版』
税理士法人山田&パートナーズ／中央経済社

 衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『タバコ規制をめぐる法と政策』田中謙／日本評
論社

『はじめてのワイン法』蛯原健介／虹有社

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『学校に自由と人権を！ 東京「君が代」裁判1
次訴訟1800日の記録』東京「君が代」裁判原
告団／東京「君が代」裁判原告団

『学校に自由と人権を！ パート2 東京「君が代」
裁判・二次訴訟の記録』日の丸・君が代不当
処分撤回を求める被処分者の会／「日の丸・君
が代」不当処分撤回を求める被処分者の会

『キャンパスハラスメント対策ハンドブック』弁
護士法人飛翔法律事務所／経済産業調査会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『小寺彰先生論文集』トラスト未来フォーラム
『法律家による難民支援』大川秀史／日本評論社
『日本の労働を世界に問う ILO条約を活かす道』
牛久保秀樹／岩波書店

『判例先例渉外親族法』大塚正之／日本加除出版
『貿易売買契約とリスク対応実務』大貫雅晴／
同文舘出版

『基本経済条約集 第2版』小寺彰／有斐閣

 法令集　　　　　　　　　　　　　　　　   
『COPYRIGHT LAW OF JAPAN』大山幸房
／著作権情報センター

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　   
『感染症診療update』岩田敏／日本医師会


