
42 LIBRA  Vol.17  No.11  2017/11

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『北欧法律事情』萩原金美／中央大学出版部
『イギリス憲法』戒能通厚／信山社
『日商來台投資法令簡介』陳彥勳／建業法律事務所
『ベトナム法務ハンドブック 第2版』粟津卓郎／
中央経済社

『インドネシア法務ハンドブック 第2版』田原直子
／中央経済社

『著作権の誕生 フランス著作権史』宮沢溥明／太
田出版

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『社会権』竹内章郎／大月書店
『アジア諸国の女性障害者と複合差別』小林昌之
／アジア経済研究所

『文化多様性と国際法』北村泰三／中央大学出版部
『日本国憲法の真価と改憲論の正体』上脇博之／
日本機関紙出版センター

『歴史から読み解く日本国憲法 第2版』倉持孝司
／法律文化社

『日本国憲法の誕生 増補改訂版』古関彰一／岩波
書店

『平和の憲法政策論』水島朝穂／日本評論社
『個人情報保護法相談標準ハンドブック』個人情
報保護編集委員会／日本法令

『本当は怖い自民党改憲草案』伊地知紀子／法律
文化社

 国会法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国会を考える』大石真／三省堂

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『条解行政手続法 第2版』高木光／弘文堂
『行政の裁判統制と司法審査』横山信二／有信堂
高文社

『自治体が原告となる訴訟の手引き 福祉教育債権
編』東京弁護士会自治体等法務研究部／日本加
除出版

『建築関連法規の解説 全訂新版』熊谷組／理工
図書

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『交通警察110判例』江原伸一／東京法令出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際租税法』本庄資／大蔵財務協会
『図解国際税務 平成29年版』望月文夫／大蔵財
務協会

『公法の理論と体系思考』木村弘之亮先生古稀記
念論文集編集委員会／信山社

『改正税法のすべて 平成29年版』藤山智博／大
蔵財務協会

『Q&A実務国税徴収法 平成29年版』黒坂昭一
／大蔵財務協会

『租税徴収関係判例要旨集 3訂版』深井剛良／大
蔵財務協会

『M&A・組織再編スキーム発想の着眼点50 第2
版』宮口徹／中央経済社

『Q&A親族・同族・株主間資産譲渡の法務と税務 
3訂版』税理士法人山田&パートナーズ／ぎょうせい

『会計と税務の相違・申告調整実務 新版』至誠清
新監査法人／清文社

『組織再編における繰越欠損金の税務詳解 第5版』
佐藤信祐／中央経済社

『図解譲渡所得 平成29年版』高藤一夫／大蔵財
務協会

『Q&A生命保険・損害保険の活用と税務 平成
29年7月改訂』三輪厚二／清文社

『図解所得税 平成29年版』松崎啓介／大蔵財務
協会

『詳細相続税 6訂版』岩下忠吾／日本法令
『相続税務・法務相談シート集 平成29年度版』

辻・本郷税理士法人／銀行研修社
『非上場株式の評価と承継対策 改訂版』岩下忠
吾／税務経理協会

『不動産保有会社の相続税対策Q&A 第4版』小
林浩二／中央経済社

『図解財産評価 平成29年版』小原清志／大蔵財
務協会

『図解相続税・贈与税 平成29年版』高藤一夫／
大蔵財務協会

『消費税実務問答集 平成29年版』山本吉伸／納
税協会連合会

『図解消費税 平成29年版』藤田伸一／大蔵財務
協会

『図解地方税 平成29年版』逸見幸司／大蔵財務
協会

『要説固定資産税 平成29年度版』固定資産税務
研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『自分たちでつくろうNPO法人！ 新版 第1次改訂
版』名越修一／学陽書房

『Before/After民法改正』潮見佳男／弘文堂
『現行法との比較でわかる改正民法の変更点と対
応』熊谷則一／中央経済社

『民法（債権関係）部会資料集 第3集〈第5巻〉』
商事法務／商事法務

『民法（債権法）改正の概要と要件事実』小賀野
晶一／三協法規出版

『民法（債権関係）改正法の概要』潮見佳男／金
融財政事情研究会

『中間試案後に追加された民法（相続関係）等の
改正に関する試案（追加試案）』商事法務／商事
法務

『契約書式の作成全集 改訂新版』自由国民社
『ビジネス契約書の読み方・書き方・直し方』長
瀬佑志／日本能率協会マネジメントセンター

『仕事でよく使う・すぐに応用できるビジネス契約
書作成ガイド』仲谷栄一郎／清文社

『面会交流と養育費の実務と展望 第2版』棚村政
行／日本加除出版

『養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル』日本
弁護士連合会両性の平等に関する委員会／日本加
除出版

『相続手続きが簡単に法定相続情報証明制度の利
用の仕方』碓井孝介／日本加除出版

『Q&A空き家に関する法律相談』日本司法書士会
連合会／日本加除出版

『これならわかる改正民法と不動産賃貸業』中島
成／日本実業出版社

『ビルオーナーのための建物賃貸借契約書の法律実
務 第2版』那須・本間法律事務所／商事法務

『戸籍と無戸籍』遠藤正敬／人文書院
『渉外戸籍のための各国法律と要件 全訂新版 5 
各論（掲載国50音順【ナ行・ニ】ニュージーラ
ンド〜【ハ行・ヘ】ベリーズ）』篠崎哲夫／日本
加除出版

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 14』木村三男／
日本加除出版

『《逐条詳解》マンション標準管理規約』大木祐悟
／プログレス

『後遺障害等級認定と裁判実務 改訂版』高野真
人／新日本法規出版

 商事法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『コンプライアンス・リスク対策 第2版』会社法
実務研究会／ぎょうせい

『内部統制の有効性とコーポレート・ガバナンス』
藤原英賢／同文舘出版

『ホットラインのすべて』中島茂／商事法務
『会社法書式集』阿部・井窪・片山法律事務所／
商事法務

『取締役・取締役会の法律実務Q&A』島田邦雄

／商事法務
『社外監査役の手引き』野口葉子／商事法務
『実務事例会計不正と粉飾決算の発見と調査』松
澤綜合会計事務所／日本加除出版

『同族会社のための「合併・分割」完全解説』太
田達也／税務研究会出版局

『「解散・清算の実務」完全解説 第3版』太田達
也／税務研究会出版局

『保険コンプライアンスの実務』経済法令研究会／
経済法令研究会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　
『理論刑法学の探究 10』川端博／成文堂
『自由意思と刑事責任』松村格／八千代出版
『被害者の危険の引受けと個人の自律』三代川邦
夫／立教大学出版会

『物言えぬ恐怖の時代がやってくる 共謀罪とメディ
ア』田島泰彦／花伝社

『共謀罪批判』法学セミナー編集部／日本評論社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　
『司法試験の問題と解説 2017』法学セミナー編
集部／日本評論社

『憲法学からみた最高裁判所裁判官』渡辺康行／
日本評論社

『弁護士研修講座 2017年度後期』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

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　
『証明軽減論と武器対等の原則』松本博之／日本
加除出版

『事実認定体系 物権編』村田渉／第一法規
『倒産法』三上威彦／信山社
『多様化する事業再生』野村剛司／商事法務
『警察官のための刑事訴訟法講義 第3版』津田隆
好／東京法令出版

『刑事弁護の理論』辻本典央／成文堂
『接見交通権マニュアル 第18版』日本弁護士連
合会接見交通権確立実行委員会／日本弁護士連
合会・接見交通権確立実行委員会

『手錠腰縄による人身拘束』山下潔／日本評論社
『実践！刑事証人尋問技術 part2』ダイヤモンド
ルール研究会／現代人文社

『交通事故・事件捜査実務必携』交通事故・事件
捜査実務研究会／立花書房

『捜査と弁護』指宿信／岩波書店
『全国付添人経験交流集会報告集 第25回』日本
弁護士連合会子どもの権利委員会／日本弁護士
連合会子どもの権利委員会

『全国付添人経験交流集会報告集 第26回』日本
弁護士連合会子どもの権利委員会／日本弁護士
連合会子どもの権利委員会

『全国付添人経験交流集会報告集 第27回』日本
弁護士連合会子どもの権利委員会／日本弁護士
連合会子どもの権利委員会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　
『法律家・法務担当者のためのIT 技術用語辞典』
影島広泰／商事法務

『インターネットの自由と不自由』庄司克宏／法律
文化社

『独占禁止法とフェアコノミー』舟田正之／日本評
論社

『下請法の実務』鎌田明／公正取引協会
『景品表示法の理論と実務』林秀弥／中央経済社
『Q&A建築物省エネ法のポイント 改訂版』建築
物省エネ法研究会／新日本法規出版

『ファンドビジネスの法務 第3版』伊東啓／金融
財政事情研究会

『フランチャイズ・ハンドブック 改訂版』日本フラ
ンチャイズチェーン協会／商業界
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『一問一答民法改正と金融実務』亀井洋一／経済
法令研究会

『FinTechの法律 2017-2018』増島雅和／日
経BP社

『文系のためのフィンテック大全』可児滋／金融財
政事情研究会

『100問100答改正債権法でかわる金融実務』
高山崇彦／金融財政事情研究会

『ファイナンス法大全 全訂版 上』西村あさひ法律
事務所／商事法務

『年次報告書 平成28年度』日本貸金業協会
『改正保険業法の解説』樽川流／金融財政事情研
究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　
『知的財産紛争の最前線』民事法研究会／民事法
研究会

『実践知的財産法』木棚照一／法律文化社
『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 第20
版』特許庁／発明推進協会

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『肥料取締法の解説』肥料取締法研究会／大成出
版社

『解説森林法』森林・林業基本政策研究会／大成
出版社

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『類型別労働関係訴訟の実務』佐々木宗啓／青林
書院

『人格・平等・家族責任（講座労働法の再生 第4
巻）』日本労働法学会／日本評論社

『労使関係法の理論課題（講座労働法の再生 第5

巻）』日本労働法学会／日本評論社
『労働基準法の実務相談 平成29年度』全国社会
保険労務士会連合会／中央経済社

『就業規則ハンドブック 改訂5版』産労総合研究
所／産労総合研究所出版部経営書院

『合同労組・ユニオン対策マニュアル 3訂版』奈
良恒則／日本法令

『労働者派遣法論』万井隆令／旬報社
『労働保険の実務相談 平成29年度』全国社会保
険労務士会連合会／中央経済社

『社労士が教える労災認定の境界線』SRアップ
21／労働新聞社

『育児休業･介護休業Q&A』社会保険研究所

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　　
『トピック社会保障法 2017第11版』本沢巳代子
／不磨書房

『図説よくわかる障害者総合支援法 第2版』坂本
洋一／中央法規出版

『社会保障法入門 第3版』西村健一郎／有斐閣
『精神保健福祉法講義 新版 第3版』大谷実／成
文堂

『生活保護手帳 2017年度版』中央法規出版
『生活保護手帳別冊問答集 2017』中央法規出版
『児童虐待の防止を考える』佐柳忠晴／三省堂
『子ども虐待による死亡事例等の検証結果等につい
て』社会保障審議会／社会保障審議会児童部会
児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『医療保障の課題と政策』番匠谷光晴／晃洋書房
『戦後らい法制の検証』和田謙一郎／晃洋書房
『医療法律相談室』川西譲／法律文化社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『誰でもわかる！！日本の産業廃棄物 改訂7版』産
業廃棄物処理事業振興財団／大成出版社

『図説よくわかるフロン排出抑制法』中央法規出版

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『社会保険の実務相談 平成29年度』全国社会保
険労務士会連合会／中央経済社

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『小学生のための弁護士によるいじめ予防授業』
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会／
清水書院

『スポーツ事故対策マニュアル』弁護士によるスポ
ーツ安全対策検討委員会／体育施設出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際取引契約書の手引 第1巻 売買契約書』中
本光彦／Mibot

『東アジア逃亡犯罪人引渡しの法理』金平煥／信
山社

『追放と抵抗のポリティクス』高谷幸／ナカニシヤ
出版

『よくわかる入管手続 第5版』佐野秀雄／日本加
除出版

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　
『画像診断から考える病的近視診療』大野京子／
医学書院

『TEXT形成外科学 改訂3版』中塚貴志／南山堂
『形成外科の基本手技』平林慎一／克誠堂出版
『ベッドサイドの小児神経・発達の診かた 改訂4
版 2』桃井真里子／南山堂

＊問い合わせ先：人権課　TEL.03-3581-2205

贖罪寄付を東弁に！
〜法律援助事業の貴重な財源です〜

　東弁では，被疑者・被告人の改悛の真情を表すための「贖罪寄付」を受け付けています。

贖罪寄付をしていただいた場合には，日弁連・東弁連名の証明書を発行しますので，情状証拠

として提出可能です。

　東弁に対する贖罪寄付は，日弁連が行う犯罪被害者，外国人，子ども，ホームレス等法律

援助事業の貴重な財源となっています。また，被疑者弁護援助・少年付添援助の接見等の加

算援助の財源でもあります。1万円，5万円といった贖罪寄付も受け付けています。是非，贖罪

寄付は東弁にお願いします。

　＊申込書・詳細は下記日弁連会員専用ページからダウンロードできます。
　　日弁連WEBのトップページ ⇒ 会員専用ページへログイン ⇒ 書式・マニュアル ⇒ 刑事関係 
　 　⇒ その他刑事関係（医療観察・検察審査会等含む） ⇒ 贖罪寄付は弁護士会へ（ご案内）


