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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　  
『岩波講座現代法の動態 2 法の実現手法』長
谷部恭男／岩波書店

『岩波講座現代法の動態 3 社会変化と法』長
谷部恭男／岩波書店

『岩波講座現代法の動態 6 法と科学の交錯』
長谷部恭男／岩波書店

 法心理学　　　　　　　　　　　　　　　  
『日中法と心理学の課題と共同可能性』浜田寿
美男／北大路書房

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『アジア進出企業の実務対応 中国 税務実践
編』マイツグループ／税務経理協会

『中国子会社の投資・会計・税務 第2版』KPMG
／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『日中における西欧立憲主義の継受と変容』高
橋和之／岩波書店

『難民の権利』Hathaway, James C.／日本評
論社

『グローバル社会と人権問題 人権保障と共生
社会の構築に向けて』李修京／明石書店

『判例プラクティス憲法 増補版』憲法判例研究
会／信山社出版

『憲法と時代』憲法理論研究会／敬文堂
『「この国のかたち」を考える』長谷部恭男／岩
波書店

『集団的自衛権の何が問題か 解釈改憲批判』
奥平康弘／岩波書店

『個人情報保護法の現在と未来 世界的潮流と
日本の将来像』石井夏生利／勁草書房

 議会制度・選挙法　　　　　　　　　　　  
『立法学の哲学的再編（立法学のフロンティア
1）』井上達夫／ナカニシヤ出版

『立法システムの再構築（立法学のフロンティ
ア2）』西原博史／ナカニシヤ出版

『立法実践の変革（立法学のフロンティア3）』
井田良／ナカニシヤ出版

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『行政書士法コンメンタール 新7版』兼子仁／
北樹出版

『要説不動産に関する行政法規 第29版』不動
産行政法規研究会／学陽書房

『景観利益の保護法理と裁判』富井利安／法律
文化社

『災害と法』小柳春一郎／国際書院

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　　  
『執務資料道路交通法解説 16-2訂版』野下
文生／東京法令出版

『消防官のための火災調査の法律知識』関東一
／近代消防社

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『公共工事における契約変更の実際 受発注者の
ための設計変更と工期設定』木下誠也／経済
調査会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『図解株式譲渡をめぐる税務Q&A』野口雅史

／新日本法規出版
『法人税事例選集 問答式 平成26年11月改訂』
森田政夫／清文社

『第二次・第三次相続を見据えた相続対策と遺
産分割 平成27年増税対応版』松岡章夫／清
文社

『事業承継実務ハンドブック 第3版』鈴木義行
／中央経済社

『相続税・贈与税取扱いの手引 平成26年11月
改訂』灘野正規／納税協会連合会

『総説相続税・贈与税 第4版』岩下忠吾／財経
詳報社

『ケースにみる宅地相続の実務 評価・遺産分割・
納税』清田幸弘／新日本法規出版

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　  
『地方自治法の概要 第6次改訂版』松本英昭
／学陽書房

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『民法基本判例集 第3版補訂版』遠藤浩／勁
草書房

『民法総則』石田穣／信山社
『Q&A公益法人・一般法人の運営実務 定期
提出書類作成，変更，登記，会計，税務』片岡
圭太／中央経済社

『債権回収の知識と実務』東京弁護士会弁護
士研修センター運営委員会／ぎょうせい

『民法（債権関係）の改正に関する要綱仮案の
概要』潮見佳男／金融財政事情研究会

『障がいのある人の成年後見人になったら読む
本』大阪弁護士会／大阪弁護士協同組合

『Q&A権利に関する登記の実務 13 第6編 
変更の登記/更正の登記/抹消の登記/抹消
回復の登記』不動産登記実務研究会／日本加
除出版

『供託実務事例集』供託実務研究会（東京法
務局ブロック管内）／日本加除出版

『信託の理論と現代的展開』水野紀子／商事
法務

『戸籍の窓口 3 フローチャートでわかる届書の
審査』山下敦子／日本加除出版

『交通事故損害賠償必携 資料編 2015年』
倉田卓次／新日本法規出版

『民事交通事故訴訟の実務 2』東京弁護士会
弁護士研修センター運営委員会／ぎょうせい

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『平成26年改正会社法 改正の経緯とポイント』
野村修也／有斐閣

『平成26年会社法改正と実務対応』太田洋／
商事法務

『一問一答・平成26年改正会社法』坂本三郎
／商事法務

『実務解説平成26年会社法改正』大江橋法律
事務所／商事法務

『新興国ビジネスと人権リスク 国連原則と事例
から考える企業の社会的責任（CSR）』海野
みづえ／現代人文社

『監査等委員会設置会社の実務 他制度との比
較と移行手続の解説』松浪信也／中央経済社

『コーポレート・ガバナンスからみる会社法 平成
26年改正を踏まえて』桃尾・松尾・難波法
律事務所／商事法務

『招集通知・議案の記載事例 平成27年版』

プロネクサス／商事法務
『株主総会想定問答集 平成26年改正会社法
対応』豊泉貫太郎／商事法務

『退職給付会計実務の手引き 期中及び決算の
実務一巡・数理計算・退職給付制度』井上雅
彦／税務経理協会

 海商法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『海上リスクマネジメント 2訂版』藤沢順／成
山堂書店

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『刑法の論点と解釈』丸山雅夫／成文堂
『未遂犯論の基礎 学理と政策の史的展開』中
野正剛／成文堂

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　  
『近代日本の司法省と裁判官 19世紀日仏比較
の視点から』三阪佳弘／大阪大学出版会

『身近な司法 利用者の期待に応える司法の充
実を目指して』東京弁護士会法友会／現代人
文社

『法律事務所の経理と税務 5訂版』日本弁護
士連合会日弁連税制委員会／新日本法規出版

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　  
『訴訟の心得 円滑な進行のために』中村直人
／中央経済社

『現代裁判を考える 民事裁判のヴィジョンを索
めて』田中成明／有斐閣

『民事手続法の比較法的・歴史的研究』本間
靖規／慈学社出版

『事業再生ADRのすべて』事業再生実務家協
会／商事法務

『倒産・再生訴訟』松嶋英機／民事法研究会
『金融機関が行う私的整理による事業再生の実
務』日本政策金融公庫／金融財政事情研究会

『家事事件手続法 理論 解釈 運用』高田裕成
／有斐閣

『刑事訴訟法刑事訴訟規則対照条文』法曹会
『犯罪事実記載の実務 6訂版 刑法犯』末永秀
夫／実務法規

『公判前整理手続の実務』庭山英雄／青林書院

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　  
『消費者事故調 その実像と将来像』鶴岡憲一
／学文社

『インターネットの法律実務』東京弁護士会弁
護士研修センター運営委員会／ぎょうせい

『国際カルテルが会社を滅ぼす 司法取引，クラ
スアクションの実態と日本企業の対応』山口利
昭／同文舘出版

『証券取引被害判例セレクト 48』全国証券問
題研究会／全国証券問題研究会

『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運営委員会／ぎょうせい

『逐条解説2014年金融商品取引法改正』齊
藤将彦／商事法務

『企業買収後の統合プロセス すらすら読める
PM I入門』前田絵理／中央経済社

『近時の預金等に係る取引を巡る諸問題』金融
法務研究会／金融法務研究会事務局

『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 
平成26年度版』検査マニュアル研究会／金融
財政事情研究会
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 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　  
『実務家のための知的財産権判例70選 2014
年度版』弁理士クラブ／発明推進協会

『外国公務員贈賄規制と実務対応 海外進出企
業のためのグローバルコンプライアンス』森・
濱田松本法律事務所／商事法務

『特許出願の中間手続基本書 第3版』大貫進
介／発明推進協会

『標準特許法 第5版』高林龍／有斐閣
『早わかり意匠判例集 侵害編』創英I Pラボ／
日本評論社

『実演家概論 権利の発展と未来への道』日本
芸能実演家団体協議会／勁草書房

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法律から見た農業支援の実務 農地の確保・
利用から，農業生産法人設立，6次産業化支援
まで』髙橋宏治／日本加除出版

『農地法講義 補訂版』宮崎直己／大成出版社

 交通・通信法　　　　　　　　　　　　　  
『高度物流社会と法』沢喜司郎／海文堂出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『めざせ！最強の管理職 弁護士が教える賢い労
務管理・トラブル対応』三上安雄／民事法研
究会

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

『Q&A弁護士社労士税理士が書いた労働事件
と労働保険・社会保険・税金  加入・解雇・未払
賃金・労災』大橋さゆり／日本加除出版

『ブラック企業と奨学金問題』川村遼平／ゆい
ぽおと

『労災保険給付基礎日額算定の実務 改訂5版』
労務行政／労務行政

『業務災害及び通勤災害認定の理論と実際 上
巻 労災保険 改訂4版』労務行政研究所／労
務行政

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　  
『最低生活保障と社会扶助基準 先進8ケ国に
おける決定方式と参照目標』山田篤裕／明石
書店

『厚生労働省の政策過程分析』佐藤満／慈学
社出版

『知的・発達障害児者の人権 差別・虐待・人権
侵害事件の裁判から』児玉勇二／現代書館

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『トラブルに巻き込まれないための医事法の知識』
福永篤志／医学書院

『生命倫理と医療倫理 改訂3版』伏木信次／
金芳堂

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『 環 境 法 令 改 正パーフェクトガイド ISO 
14001審査・監査対応 2014』レクシスネ
クシス・ジャパン株式会社／レクシスネクシス・
ジャパン

『建設現場従事者のための残土・汚染土取扱
ルール』産業廃棄物処理事業振興財団／大成
出版社

『戦後日本公害史論』宮本憲一／岩波書店
『建設リサイクルハンドブック 2014-15』建設

副産物リサイクル広報推進会議／大成出版社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　  
『年金相談員が必ず押さえておきたい加給年金
額・加算額と振替加算』渡辺幸夫／日本法令

『障害年金相談標準ハンドブック 事例に学ぶ
請求代理の実務』障害年金実践研究会／日本
法令

『年金相談に役立つ周辺知識・雑学・複雑例』
三宅明彦／日本法令

 マスコミ関係法　　　　　　　　　　　　  
『犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研
究 ジェンダーとメディアの視点から』四方由
美／学文社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国際法における緊急避難』山田卓平／有斐閣
『国際法学者がよむ尖閣問題 紛争解決への展
望を拓く』松井芳郎／日本評論社

『新EU法 政策篇』庄司克宏／岩波書店
『国際社会における法と裁判』東寿太郎／国際
書院

『戦争責任とは何か 清算されなかったドイツの
過去』木佐芳男／中央公論新社

『ケースで学ぶ国際私法 第2版』野村美明／
法律文化社

『初歩からきちんと英文契約書』仲谷栄一郎／
中央経済社

『不公正貿易報告書 WTO協定及び経済連携
協定・投資協定から見た主要国の貿易政策 
2014年版』経済産業省通商政策局／進英プ
リント

『「国際商事法」の事件簿 過去の有名事件から
学ぶ国際ビジネス紛争の解決策』長谷川俊明
／経済法令研究会

『国際仲裁と企業戦略』三木浩一／有斐閣
『新在日韓国・朝鮮人読本』梁泰昊／緑風出版

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国際頭痛分類 第3版 beta版』国際頭痛学
会／医学書院

『赤ちゃんと子どもの応急処置マニュアル 原書
第5版』イギリス赤十字社／南江堂

『スタンダード検査血液学 第3版』日本検査
血液学会医歯薬出版

『神経眼科診療のてびき 病歴と診察から導く鑑
別疾患』石川弘／金原出版

『胃がんリスク検診（ABC検診）マニュアル 
改訂2版 胃がんを予知して，予防するために』
日本胃がん予知診断治療研究機構／南山堂

『生体ドナーの安全性を考える 腎移植連絡協
議会からの提言』吉村了勇／医学図書出版

『認知症者の転倒予防とリスクマネジメント 第
2版 病院・施設・在宅でのケア』武藤芳照／
日本医事新報社

『肛門疾患（痔核・痔瘻・裂肛）診療ガイドラ
イン 2014年版』日本大腸肛門病学会／南
江堂

『骨粗鬆症治療薬の選択と使用法 骨折の連鎖
を防ぐために』萩野浩／南江堂

『種目別にみるスポーツ外傷・障害とリハビリ
テーション』渡会公治医歯薬出版

『消化器病診療 第2版』日本消化器病学会／
医学書院

『注意と意欲の神経機構』日本高次脳機能障
害学会／新興医学出版社

『脳動脈コンプリート 開頭手術と血管内治療の
ために』波出石弘／中外医学社

『浮腫 塩・水過剰，新たな展開とは?』石川三
衛／医薬ジャーナル社

『症例で学ぶ高次脳機能障害 病巣部位からの
アプローチ』鈴木匡子／中外医学社

『脳神経外科研修診療心得』森田明夫／メジカ
ルビュー社

『整形外科サージカルアプローチ 体位から到達
術野まで』井樋栄二／メジカルビュー社

『形成外科エキスパートたちの基本手術 合併症
回避のコツ』野崎幹弘／克誠堂出版

『消化器外科minimal requirements 実践応
用編』白石憲男／メジカルビュー社

『小児・若年者の起立性頭痛と脳脊髄液減少症』
中川紀充／金芳堂

『EBMの手 法による肺 癌 診 療ガイドライン 
2014年版』日本肺癌学会／金原出版

『脳神経外科医のための脳機能と局在診断』深
谷親／文光堂

『神経救急診療の進め方』清水宏明／文光堂
『DSM-5を読み解く 伝統的精神病理, DSM-
Ⅳ, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 1』
神庭重信／中山書店

『DSM-5を読み解く 伝統的精神病理, DSM-
Ⅳ, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 2』
神庭重信／中山書店

『DSM-5を読み解く 伝統的精神病理, DSM-
Ⅳ, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 3』
神庭重信／中山書店

『DSM-5を読み解く 伝統的精神病理, DSM-
Ⅳ, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 4』
神庭重信／中山書店

『DSM-5を読み解く 伝統的精神病理, DSM-
Ⅳ, ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 5』
神庭重信／中山書店

『高齢者外来診療』和田忠志／中山書店
『摂食嚥下障害学』熊倉勇美／医学書院
『腹腔鏡・子宮鏡手術 応用編』平松祐司／メ
ジカルビュー社

『よくわかる血栓・止血異常の診療』金倉譲／
中山書店

『救急・当直で使える外科的処置のコツ』山畑
佳篤／文光堂

『ウィリアムス臨床産科マニュアル 改訂第2版』
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