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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『ロールズとデザート 現代正義論の一断面』亀本
洋／成文堂

『法理論の再興』Vesting, Thomas／成文堂
『新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成26年度 
第4回』新日本法規財団

『ある比較法学者の歩いた道』五十嵐清／信山社
『法文化論の展開』角田猛之／信山社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『中国子会社管理の実践マニュアル』イーグルマト
リックスコンサルティング株式会社／中央経済社

『アメリカの法曹倫理 第4版』Rotunda, Ronald 
D.／彩流社

『アメリカ渉外裁判法』樋口範雄／弘文堂
『デュー・プロセスと合衆国最高裁6』小早川義則
／成文堂

『中国ビジネス法務の基本がよ〜くわかる本 第2
版』遠藤誠／秀和システム

『台湾ビジネス法務の基本がよ〜くわかる本』遠藤
誠／秀和システム

『中国商業賄賂規制コンプライアンスの実務』北京
市金杜法律事務所／商事法務

『初めての米国特許実務』高岡亮一／中央経済社
『ビジネスマンのための中国労働法』高橋孝治／労
働調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『憲法の基底と憲法論』岡田信弘／信山社
『憲法の規範力とメディア法』ドイツ憲法判例研究
会／信山社

『立憲主義について』佐藤幸治／左右社
『金森徳次郎の憲法思想の史的研究』霜村光寿／
同成社

『日本国憲法の継承と発展』全国憲法研究会／三
省堂

『憲法とわれわれ』徳永俊明／合同フォレスト
『熟慮と討議の民主主義理論』柳瀬昇／ミネルヴ
ァ書房

『憲法』戸松秀典／弘文堂
『「通信の秘密不可侵」の法理』海野敦史／勁草
書房

『マイナンバー制度』渡邉雅之／日本法令
『金融機関のためのマイナンバー対応Q&A50』浅
井弘章／経済法令研究会

『自治体のための特定個人情報保護評価実践ガイ
ドライン』大田区特定個人情報保護評価プロジェ
クトチーム／ぎょうせい

『憲法改正問題資料 上』渡辺治／旬報社
『憲法改正問題資料 下』渡辺治／旬報社

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『選挙権と国民主権』辻村みよ子／日本評論社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『行政書士のための行政法』日本評論社
『勲章と褒章 新版』佐藤正紀／全国官報販売協同
組合

『逐条解説公文書等の管理に関する法律 第3版』
宇賀克也／第一法規

『行政法2 現代行政救済論 第2版』大橋洋一／
有斐閣

『行政救済法論』後藤光男／成文堂
『国家賠償法』宇賀克也／信山社出版
『土地資源をめぐる紛争』山根裕子／日本評論社
『いちばんやさしい建築基準法 改訂版』基準法を
考える設計者の会／新星出版社

『プロのための建築法規ハンドブック 4訂版』建築
規定運用研究会／ぎょうせい

『消費者のための住宅リフォームの法律相談Q&A』
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会／民事
法研究会

 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『建築消防advice2015』建築消防実務研究会
／新日本法規出版

『“消防団基本法”を読み解く』古屋圭司／近代消
防社

『火災予防条例の解説 8訂版』東京法令出版

 防衛法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『逐条検討・戦争法制』自由法曹団／自由法曹団

 財政法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『財政健全化をめぐる法と制度』日本財政法学会
／全国会計職員協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『税務重要計算ハンドブック平成27年度版』日本
税理士会連合会／中央経済社

『判例裁決から見る加算税の実務』佐藤善恵／税
務研究会出版局

『税務形式基準の実務対応』嶋協／清文社
『租税徴収処分と不服申立ての実務 2訂版』中山
裕嗣／大蔵財務協会

『Q&A国税に関する不服申立制度の実務 2訂版』
黒坂昭一／大蔵財務協会

『「出国税」のしくみと手続きQ&A』西村美智子／
中央経済社

『法人税法 11訂版』成松洋一／税務経理協会
『相続税修正申告と更正の請求の実務』平川忠雄
／税務研究会出版局

『判例・裁決例にみる贈与の税務判断』税理士法人
エーティーオー財産相談室／新日本法規出版

『Q&A登録免許税の実務 第2版』藤谷定勝／日
本加除出版

『消費税簡易課税事例による業種区分の手引 改訂
版』神津信一／新日本法規出版

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　  
『自治体のための債権回収Q&A 改訂版』青田悟
朗／第一法規

『自治体政策立案入門』宇那木正寛／ぎょうせい
『よい自治体とは何か? 財務分析からわかる地方
自治体の現在と将来』尾藤剛／金融財政事情研
究会

『要説地方自治法 第9次改訂版』松本英昭／ぎょ
うせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『新世紀民法学の構築』池田真朗／慶應義塾大学
出版会

『民事責任の法理』滝沢昌彦／成文堂
『新版注釈民法4 総則(4)』於保不二雄／有斐閣
『時効判例の研究』松久三四彦／信山社
『新・判例ハンドブック 物権法』松岡久和／日本
評論社

『Q&A道路・通路に関する法律と実務』末光祐一
／日本加除出版

『要綱から読み解く債権法改正』第一東京弁護士
会司法制度調査委員会／新日本法規出版

『Q&A消費者からみた民法改正』日本弁護士連合
会消費者問題対策委員会／民事法研究会

『民法改正と不動産実務』土地総合研究所／土地
総合研究所

『判例にみる詐害行為取消権・否認権』高須順一
／新日本法規出版

『契約書作成の実務と書式』阿部・井窪・片山法
律事務所／有斐閣

『現代型契約と倒産法』現代型契約と倒産法実務
研究会／商事法務

『活動状況報告2014年度 平成26年4月1日〜
平成27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

『民法講義 第2版7 親族法・相続法』近江幸治
／成文堂

『別れてもふたりで育てる 子どもを犠牲にしない離婚
と養育の方法』Pedro-Carroll, JoAnne／明石書店

『身上監護の成年後見法理』渡部朗子／信山社
『成年後見人の医療代諾権と法定代理権』田山輝
明／三省堂

『これからの後見人の行動指針』成年後見センター
リーガルサポート／日本加除出版

『専門職後見人と身上監護 第3版』上山泰／民事
法研究会

『未成年後見の実務』日本司法書士会連合会／民
事法研究会

『建物明渡事件の実務と書式 第2版』大阪青年司
法書士会／民事法研究会

『借地借家契約における信頼関係の破壊』伊藤秀
城／日本加除出版

『ケーススタディにみる専門家のための家族信託活
用の手引』石垣雄一郎／新日本法規出版

『交通事故における過失相殺率』伊藤秀城／日本
加除出版

『判例をよむ簡裁交通事故損害賠償訴訟の実務』
岡﨑昌吾／司法協会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『改正会社法・施行規則等の解説』岡伸浩／中央
経済社

『立案担当者による平成26年改正会社法関係法
務省令の解説』坂本三郎／商事法務

『平成26年改正会社法 規則対応補訂版』野村修
也／有斐閣

『改正会社法解説と実務への影響』上田純子／三
協法規出版

『論点体系会社法補巻』江頭憲治郎／第一法規
『会社法詳解 第2版』柴田和史／商事法務
『会社法罰則の検証』山田泰弘／日本評論社
『論点詳解平成26年改正会社法』神田秀樹／商
事法務

『Q&Aグループガバナンスの実務』奥山健志／商
事法務

『企業責任と法』企業法学会／文眞堂
『会社法・倒産法の現代的展開』田辺光政／民事
法研究会

『類型別中小企業のための会社法 第2版』柴田和
史／三省堂

『株式会社法 第6版』江頭憲治郎／有斐閣
『企業金融と会社法・資本市場規制』久保田安彦
／有斐閣

『定款・各種規則の作成実務 第3版』森濱田松本
法律事務所／中央経済社

『詳解株式実務ガイドブック』東京証券代行株式
会社／中央経済社

『役員報酬の法務・税務』石山卓磨／中央経済社
『コーポレートガバナンス・コードの実践』武井一浩
／日経BP社

『実践コーポレートガバナンス・コード作成ハンドブ
ック』今井祐／文眞堂

『上場会社におけるコーポレート・ガバナンスの現状
分析平成27年版』中西敏和／商事法務

『株主総会の準備事務と議事運営 第4版』森濱
田松本法律事務所／中央経済社

『取締役ガイドブック 全訂第3版』経営法友会／
商事法務

『実務家のための取締役の競業取引・利益相反取引
規制 第2版』野口葉子／商事法務

『監査役監査の実務と対応 第4版』高橋均／同文
舘出版

『監査役ガイドブック 全訂第3版』経営法友会／
商事法務

『IFRS国際会計の実務 Japan Edition 5上巻』
アーンストアンドヤングLLP／レクシスネクシス・ジャパン

『IFRS国際会計の実務 Japan Edition 5 中巻』
アーンストアンドヤングLLP／レクシスネクシス・ジャパン

『IFRS国際会計の実務 Japan Edition 5 下巻』
アーンストアンドヤングLLP／レクシスネクシス・ジャパン
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『会計監査人論』弥永真生／同文舘出版
『Q&A株式・組織再編の実務1』代宗剛／商事法務
『Q&A株式・組織再編の実務2』森田恒平／商事法
務

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『生命保険支払専門士テキスト平成27年度』生
命保険協会

 商業登記法　　　　　　　　　　　　　　　  
『商業登記ハンドブック 第3版』松井信憲／商事
法務

『商業登記の手続 14訂版』日本法令商業登記研
究会／日本法令

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『刑法 第4版』小林充／立花書房
『大コンメンタール刑法 第3版第1巻』大塚仁／
青林書院

『私の刑法研究』西原春夫／成文堂
『理論刑法学の探究8』川端博／成文堂
『違法性と犯罪類型，共犯論』佐伯千仭／信山社
出版

『加害者家族支援の理論と実践』阿部恭子／現代
人文社

『犯罪分析ステップ60』Clarke, Ronald V.／成
文堂

『非行・犯罪心理学』松浦直己／明石書店
『刑事政策概論 全訂第7版』藤本哲也／青林書院
『刑務所改革』澤登文治／集英社
『弁護人のための更生支援ハンドブック』金沢弁護
士会／金沢弁護士会刑事弁護センター更生支援プ
ロジェクトチーム

 裁判事件　　　　　　　　　　　　　　　　  
『裁判に尊厳を懸ける』大川真郎／日本評論社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　  
『日本の最高裁判所』市川正人／日本評論社
『弁護士のワークライフバランス』中村真由美／明
石書店

『法曹の倫理 2.1版』森際康友／名古屋大学出版会
『弁護の技術と倫理』Parry, Sir Edward Abbott
／日本評論社

『弁護士経営ノート』弁護士業務研究所／レクシ
スネクシス・ジャパン

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　  
『民事実務講義案 5訂版3』司法協会
『スラップ訴訟とは何か』ウガヤヒロミチ／現代人文社
『事実認定体系 契約各論編1』村田渉／第一法規
『事実認定体系 契約各論編2』村田渉／第一法規
『調停にかかわる人にも役立つメディエーション入門』
安藤信明／弘文堂

『倒産法実務の理論研究』岡伸浩／慶應義塾大学
出版会

『再建型倒産手続実務ハンドブック』古川和典／
ぎょうせい

『実践企業・事業再生ハンドブック』KPMG FAS
／日本経済新聞出版社

『業界別事業再生事典』鈴木学／金融財政事情研
究会

『企業再生の現場から』渡辺顕／商事法務
『事業譲渡・会社分割による事業再生Q&A』村
上博一／中央経済社

『クロスボーダー事業再生』アンダーソン毛利友常
法律事務所／商事法務

『家事事件・人事訴訟事件の実務』東京家事事件
研究会／法曹会

『相続関係事件の実務』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

『子の親権・監護の実務』髙橋信幸／青林書院
『離婚調停・遺産分割調停の実務』日本司法書士

会連合会／民事法研究会
『家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務 
第2版』片岡武／日本加除出版

『「子どもの引渡し」の法律と実務 3訂版』大江千
佳／清文社

『逐条解説非訟事件手続法』金子修／商事法務
『刑事訴訟法 第5版』小林充／立花書房
『それでもボクは会議で闘う』周防正行／岩波書店
『警察官のための刑事訴訟法講義 第2版補訂版』
津田隆好／東京法令出版

『刑事手続における審判対象』辻本典央／成文堂
『刑事訴訟法理論の探究』川崎英明／日本評論社
『事件記録教材第16号』法務省法務総合研究所
『責任能力弁護の手引き』日本弁護士連合会刑事
弁護センター／現代人文社

『Q&A実例適正捜査の分かれ道』伊丹俊彦／立
花書房

『裁判員裁判の臨床的研究』林弘正／成文堂
『裁判員裁判時代の刑事裁判』安廣文夫／成文堂

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『少年法入門 第6版』沢登俊雄／有斐閣

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　  
『消費者集団訴訟特例法の概要と企業の実務対応』
太田洋／商事法務

『独占禁止法 第2版』菅久修一／商事法務
『独占禁止法ガイドブック 平成27年5月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『逐条解説平成26年11月改正景品表示法』黒
田岳士／商事法務

『景品表示法ガイドブック 27年2月改訂版』公
正取引協会／公正取引協会

『福島原発事故賠償の研究』淡路剛久／日本評論社
『建設業の許可の手びき 改訂23版』建設業許可
行政研究会／大成出版社

『親族外事業承継の考え方・進め方』永松博幸／
清文社

『ファンド契約の実務Q&A』本柳祐介／商事法務
『金融商品ガイドブック2015年度版』金融財政
事情研究会／金融財政事情研究会

『貿易実務の基本と三国間貿易完全解説』中矢一
虎／中央経済社

『決済から金融を考える』木下信行／金融財政事
情研究会

『Q&Aそこが知りたいこれからの金融モニタリング
続』江平享／金融財政事情研究会

『民法改正で金融実務はこう変わる！』三井住友
信託銀行株式会社／清文社

『金融取引からの反社会的勢力排除』日本弁護士
連合会／金融財政事情研究会

『Q&A土砂災害と土地評価』内藤武美／プログレス
『逐条詳解不動産鑑定評価基準 新版』黒沢泰／
プログレス

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　  
『はばたき-21世紀の知的財産法』小泉直樹／弘
文堂

『新しい商標と商標権侵害』青木博通／青林書院
『商標審査基準 改訂第11版』特許庁／発明推進
協会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『労働法実務講義 第3版』大内伸哉／日本法令
『労働法の世界 第11版』中窪裕也／有斐閣
『最先端の議論に基づく人事労務担当者のための
書式・規定例』倉重公太朗／日本法令

『ダイバーシティマネジメントの実践 豊富な事例で
学ぶ，多様な雇用の実際』東京都社会保険労務士
会／労働新聞社

『労働問題を読み解く民法の基礎知識』森井利和
／労働調査会

『変貌する雇用・就労モデルと労働法の課題』野

川忍／商事法務
『労務管理の理論と実践』河野順一／産労総合研
究所出版部経営書院

『パートタイム労働法Q&A 改訂版』労働調査会
／労働調査会

『労働組合の結成・運営 第2版』君和田伸仁／中
央経済社

『労働協約法』野川忍／弘文堂
『元厚生労働事務官が解説する労災保険実務標準
ハンドブック』高橋健／日本法令

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　  
『わかりやすく役に立つ介護専門用語集 4訂版』
山中健次郎／介護労働安定センター

『徹底解説！介護保険制度のすべて』金野充博／
日本法令

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『アドバンス・ディレクティブ 終末期医療の事前指示』
浅井正行／多賀出版

『循環器疾患の治療の現場から（東京法律相談運
営連絡協議会研修DVD）』廣井透雄／東京法律
相談運営連絡協議会

 薬事法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『毒物及び劇物取締法解説 第38版』毒劇物安全
性研究会／薬務公報社

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『廃棄物処理法Q&A 7訂版』英保次郎／東京法
令出版

『水俣病の民衆史 第1巻』岡本達明／日本評論社
『水俣病の民衆史 第2巻』岡本達明／日本評論社
『水俣病の民衆史 第3巻』岡本達明／日本評論社
『水俣病の民衆史 第4巻』岡本達明／日本評論社
『水俣病の民衆史 第5巻』岡本達明／日本評論社
『環境訴訟法』越智敏裕／日本評論社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　  
『社会保険・労働保険の事務百科平成27年4月
改訂』社会労働保険実務研究会／清文社

『年金相談標準ハンドブック 15訂版』井村丈夫
／日本法令

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『教育管理職のための法常識講座』梅野正信／上
越教育大学出版会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『国際儀礼の基礎知識』寺西千代子／全国官報販
売協同組合

『ニュルンベルク裁判』芝健介／岩波書店
『自分で読み書きできる英文ビジネス契約書』野副
靖人／中央経済社

『現代の国際刑事法』森下忠／成文堂
『外国人の人権へのアプローチ』近藤敦／明石書店
『外国人雇用の実務』近藤秀将／中央経済社
『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 15訂版』
出入国管理関係法令研究会／日本加除出版

『外国人雇用実戦ガイド』佐野誠／レクシスネクシ
ス・ジャパン

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　    
『婦人科ロボット支援手術』平松祐司／メジカルビ
ュー社

『CT・MRI 画像解剖ポケットアトラス 第4版 1』
Möller, Torsten B.／メディカル・サイエンス・
インターナショナル

『CT・MRI 画像解剖ポケットアトラス 第4版 2』
Möller, Torsten B.／メディカル・サイエンス・
インターナショナル

『ロコモティブシンドロームのすべて』大江隆史／
日本医師会


