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現代法律実務の諸問題
日本弁護士連合会　編

発行所　第一法規株式会社
●● 収録内容 ●●

〈平成27年度研修版〉 

■A5判・952頁・定価7,020円（本体6,500円）

最新刊！

・日本弁護士連合会 会員価格 5,830円（税込）にて各弁護士会（東京三会を除く。）、又は第一法規（株）で販売中です。
※日本弁護士連合会では販売しておりませんので、ご注意ください。
・第一法規（株）へ直接お申込みされる場合は、裏面の申込書を切りとらずそのままご利用になり、FAXで第一法規（株）へご送付ください。

申込方法

民事法関係
2014年民事判例10撰  …………………………………………………山野目章夫
民法（債権法）改正法案の概要　 ……………………………………中井　康之
交通事故の全体的理解と手続の仕組み、
　証拠の収集方法（若手会員対象の研修）　…………………………玉田　　斎
交通事故損害賠償の実務
　―損害論を中心とした基本的な理解に向けて―　 ………………古笛　恵子
ＳＮＳや掲示板等のＷＥＢサービス上の
　権利侵害にどのように対応するか？　 ……………………………柴野　相雄

商事法関係
会社法改正と中小企業　 ………………………………………………弥永　真生
新しい民事信託の実践　 ………………………………………………伊庭　　潔
商標法に関する実務上の留意点　
　―商標の識別力の認定方法と新しいタイプの商標―　 …………藤田　晶子

民事手続法関係
控訴審の審理と主張立証のあり方　 …………………………………山田　知司
面会交流の代理人実務　 ………………………………………………松浦　恭子
子の奪い合い、面会交流の調停・審判における
　代理人弁護士の役割　 ………………………………………………梶村　太市
子の監護に関する家庭裁判所調査官の実務　 ………………………佐々木恭子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河合　裕子
破産事件における会計帳簿の注意点と
　税務上の問題について　 ……………………………………………桶谷　和人
破産財産の管理・換価　 ………………………………………………須藤　　力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 阿部　弘樹

刑事法関係
刑事訴訟法の改正について　 …………………………………………秋田　真志
刑事司法の新時代がやってくる
　―平成27年刑訴法大改正について知ろう―
　　可視化から司法取引まで　 ………………………………………秋田　真志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙山　　巌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德山　育弘
科学鑑定の検証　 ………………………………………………………平岡　義博
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤田　義彦

行政法関係
違法行政との戦い方　 …………………………………………………阿部　泰隆

労働法関係
弁護士が知っておくべき最近の改正労働法の実務　 ………………安西　　愈
セクハラ・パワハラ問題に関する実務　 ……………………………奥川　貴弥

社会保障・厚生関係
様々な社会保障制度の活用
　―実際の相談事例をもとにして―　 ………………………………佐々木育子

弁護士倫理関係
近年の懲戒事案の傾向について　 ……………………………………鎌倉　利光
相手方・第三者との関係における
　コミュニケーションに関する倫理問題
　　―通信機器を用いたコミュニケーションを中心に―　 ………石田　京子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武田　昌則
民事裁判実務からみた弁護士倫理（パネルディスカッション）   …加藤新太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙中　正彦
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………………………川﨑久美子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 花形　　満
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………………………市川　　充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仁平　信哉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 笠本　秀一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀧塚　祐之
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………………………吉村　敏幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 渡邊　洋祐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤尾　順司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木薮　智幸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 堀　　哲郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田瀬　憲夫

弁護士業務関係
裁判官と弁護士の視点からみた弁護過誤　 …………………………加藤新太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 髙中　正彦
裁判官の心証形成を見据えた訴訟活動　 ……………………………加藤新太郎
弁護士会照会の活用法
　―基礎から最先端まで―　 …………………………………………服部　　郁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 福本　　剛
ここまで使える・弁護士法23条照会の有効利用法　………………新宅　正人

講師紹介
平成27年度夏期研修実施日程
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・日本弁護士連合会 会員価格 5,830円（税込）にて各弁護士会（東京三会を除く。）、又は第一法規（株）で販売中です。
※日本弁護士連合会では販売しておりませんので、ご注意ください。
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在庫僅少 日弁連研修叢書

現代法律実務の諸問題
日本弁護士連合会　編

発行所　第一法規株式会社

申込方法
・日本弁護士連合会 会員価格 5,830円（税込）にて各弁護士会（東京三会を除く。）、又は第一法規（株）で販売中です。
※日本弁護士連合会では販売しておりませんので、ご注意ください。
・第一法規（株）へ直接お申込みされる場合は、下記の申込書を切りとらずそのままご利用になり、FAXで第一法規（株）へご送付ください。

●● 収録内容 ●●

〈平成26年度研修版〉 

■A5判・920頁・定価7,020円（本体6,500円）

※消費税は申込日時の適応税率に依ります。
上記のとおり申し込みます。代金は請求書により支払います。　　　　　　　   　平成　　　　年　　　　月　　　　日

住　所

機関名・事務所名

氏　名

所属弁護士会名 登録番号弁護士会

電話番号 E-mail　　　　　　　　@

〒　　　―　　　　

フリガナ

バックナンバーをご希望の方は、第一法規（株）までお問い合わせください。

平成27年7月刊行

民事法関係
2013年民事判例10撰  …………………………………………………山野目章夫
民法（債権法）改正要綱仮案の概要について　 ……………………中井　康之
建築紛争に関する実務　 ………………………………………………竹下　慎一
いじめに関する学校交渉の諸問題　 …………………………………平尾　　潔
インターネットにまつわる法律問題　 ………………………………壇　　俊光
遺留分減殺請求の基礎と実務上の留意点
　―最高裁判例を中心に―　 …………………………………………増森　珠美
遺言実務―遺言書作成と相続関係訴訟を中心に―　 ………………仲　　　隆
離婚に伴う子の監護の諸問題　 ………………………………………本田　正男
子の引渡し、監護権など、子にまつわる法律問題　 ………………小島　幸保

商事法関係
商事事件をめぐる実務上の諸問題　 …………………………………柴田　義明

民事手続法関係
法服と平服から見た民事裁判　 ………………………………………門口　正人
最新版民事控訴審における主張と立証　 ……………………………森野　俊彦
民事控訴審について―控訴審だって怖くない―　 …………………田村　政巳
裁判官からみた証人尋問（当事者尋問）のあり方　 ………………上拂　大作
実務に必要な最近の倒産法重要判例10選　…………………………中西　　正
債務者財産の調査方法とその留意点　 ………………………………鷹取　信哉
回収しにくい相手方から債権を回収する方法について　 …………阿多　博文

刑事法関係
裁判所からみた付添人活動―付添人に期待すること―　 …………奥田　哲也
被疑者段階における弁護活動―一歩先を行く捜査弁護―　 ………髙山　　巌
情状弁護（パネルディスカッション）   ………………………………中村　　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸田　洋平、戸城　杏奈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 德山　育弘、西谷　裕子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長井　健一、田嶋明日香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 指宿　　信、佐藤　正子

性犯罪の情状弁護―被害者の声、加害者の更生―　 ………………秋田　真志
裁判員裁判における心理・社会・情状鑑定
　―法律家と心理等援助専門職とのコラボ―　 ……………………加藤　幸雄

税務関係
若手会員対象の研修―相続税申告書の読み方―　 …………………若宮　孝子
相続事件処理における税務知識と
　相続税大増税時代への対応　 ………………………………………榊原　貞昭

労働法関係
変化する労働法と雇用システム　 ……………………………………菅野　和夫
労働災害に関する諸問題
　̶労災補償と安全配慮義務を中心に̶　 …………………………牛嶋　　勉

弁護士倫理関係
弁護士倫理
　―遺言執行者、成年後見人をめぐる利益相反の
　　事例設問に基づく討論―　 ………………………………………山口　健一
職務基本規程で弁護士力を高めよう
　―「義務の道徳」から「リスクの管理」、
　　さらに「利用者満足の向上」へ―　 ……………………………鳥山　半六
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………………………石橋　洋太
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 池田　茂徳
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………………………市川　　充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貝塚　美浩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 竹原　正貴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 青木惣一郎
倫理研修（パネルディスカッション）   ………………椛島　敏雅、宇加治恭子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 橘　　友一、鍋嶋　隆志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小栁　美佳、塩飽　梨栄

弁護士業務関係
弁護士会照会の効果的利用法と単位会における審査体制の強化
　及び拒否回答対策　 …………………………………………………富田　隆司
法律事務所における広告の利用とその限界　 ………………………上妻英一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 田島　正広
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2013年民事判例10撰 …………………………………………………山野目章夫
民法（債権法）改正要綱仮案の概要について　 ……………………中井　康之
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―最高裁判例を中心に― …………………………………………増森　珠美
遺言実務―遺言書作成と相続関係訴訟を中心に―  ………………仲　　　隆
離婚に伴う子の監護の諸問題　 ………………………………………本田　正男
子の引渡し、監護権など、子にまつわる法律問題  ………………小島　幸保

商事法関係
商事事件をめぐる実務上の諸問題　 …………………………………柴田　義明

民事手続法関係
法服と平服から見た民事裁判　 ………………………………………門口　正人
最新版民事控訴審における主張と立証  ……………………………森野　俊彦
民事控訴審について―控訴審だって怖くない― …………………田村　政巳
裁判官からみた証人尋問（当事者尋問）のあり方  ………………上拂　大作
実務に必要な最近の倒産法重要判例10選 …………………………中西　　正
債務者財産の調査方法とその留意点　 ………………………………鷹取　信哉
回収しにくい相手方から債権を回収する方法について …………阿多　博文

刑事法関係
裁判所からみた付添人活動―付添人に期待すること―　 …………奥田　哲也
被疑者段階における弁護活動―一歩先を行く捜査弁護― ………髙山　　巌
情状弁護（パネルディスカッション）  ………………………………中村　　正
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 戸田　洋平、戸城　杏奈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 德山　育弘、西谷　裕子

長井　健一、田嶋明日香
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 指宿　　信、佐藤　正子

性犯罪の情状弁護―被害者の声、加害者の更生―  ………………秋田　真志
裁判員裁判における心理・社会・情状鑑定
―法律家と心理等援助専門職とのコラボ―　 ……………………加藤　幸雄

税務関係
若手会員対象の研修―相続税申告書の読み方―　 …………………若宮　孝子
相続事件処理における税務知識と
　相続税大増税時代への対応 ………………………………………榊原　貞昭

労働法関係
変化する労働法と雇用システム ……………………………………菅野　和夫
労働災害に関する諸問題
　̶労災補償と安全配慮義務を中心に̶　 …………………………牛嶋　　勉

弁護士倫理関係
弁護士倫理
―遺言執行者、成年後見人をめぐる利益相反の

　　事例設問に基づく討論―　 ………………………………………山口　健一
職務基本規程で弁護士力を高めよう
―「義務の道徳」から「リスクの管理」、

　　さらに「利用者満足の向上」へ―  ……………………………鳥山　半六
倫理研修（パネルディスカッション） ………………………………石橋　洋太

池田　茂徳
倫理研修（パネルディスカッション） ………………………………市川　　充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 貝塚　美浩

竹原　正貴
青木惣一郎

倫理研修（パネルディスカッション） ………………椛島　敏雅、宇加治恭子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 橘　　友一、鍋嶋　隆志

小栁　美佳、塩飽　梨栄

弁護士業務関係
弁護士会照会の効果的利用法と単位会における審査体制の強化
　及び拒否回答対策　 …………………………………………………富田　隆司
法律事務所における広告の利用とその限界 ………………………上妻英一郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 田島　正広

講師紹介
平成26年度夏期研修実施日程

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

書　　　　名 会員価格 申込部数

5,830円（税込）［054692］

［039750］

部

5,830円（税込） 部

申　込　書 〈第一法規刊〉

日弁連研修叢書
現代法律実務の諸問題 〈平成27年度研修版〉
日弁連研修叢書
現代法律実務の諸問題 〈平成26年度研修版〉 ■宛先
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第一法規株式会社
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この申込書は、ハガキに貼るか、
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