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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　 
『グローバル化と社会国家原則 日独シンポジ
ウム』高田昌宏／信山社

『岩波講座現代法の動態4 国際社会の変動
と法』長谷部恭男／岩波書店

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　 
『MPEPの要点が解る米国特許制度解説』
丸島敏一／エイバックズーム

『ベトナム・タイ・インドネシア・マレーシア・
インド編（外国意匠制度概説）』創英IPラボ
／日本評論社

『フランスの生命倫理法 生殖医療の用いられ
方』小門穂／ナカニシヤ出版

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　      
『平等権のパラドクス』吉田仁美／ナカニシヤ
出版

『ヘイト・スピーチという危害』Waldron, Jeremy
／みすず書房

『「憲法物語」を紡ぎ続けて』奥平康弘／かも
がわ出版

『憲法とリスク 行政国家における憲法秩序』
大林啓吾／弘文堂

『最新！ここまでわかった企業のマイナンバー
実務Q&A』牧野二郎／日本法令

『マイナンバー制度』白石孝／自治体研究社
『担当者の疑問に答えるマイナンバー法の実務
Q&A』影島広泰／レクシスネクシス・ジャパン

『金融機関のためのマイナンバーへの義務的対
応&利活用ガイド』大野博堂／金融財政事
情研究会

『伊藤真が問う日本国憲法の真意』森英樹／
日本評論社

『「安全保障」法制と改憲を問う』山内敏弘／
法律文化社

『安保関連法総批判』森英樹／日本評論社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　 
『官民ファンド活用ガイド』川村雄介／金融
財政事情研究会

『歴史学が問う公文書の管理と情報公開 特定
秘密保護法下の課題』安藤正人／大月書店

『独立行政法人制度の解説 第3版』独立行
政法人制度研究会／第一法規

『公務員の退職手当法詳解 第6次改訂版』
退職手当制度研究会／学陽書房

『解説行政不服審査法関連三法』宇賀克也／
弘文堂

『建築紛争から学ぶ設計実務』日本建築学会
／丸善出版

『必携住宅の品質確保の促進等に関する法律 
改訂版2015』国土交通省住宅局／創樹社

『Q&A改正建築基準法のポイント』建築基
準法研究会／新日本法規出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　      
『租税回避と濫用法理』今村隆／大蔵財務協
会

『図解国際税務 平成27年版』望月文夫／大

蔵財務協会
『要説所得税法 平成27年度版』野水鶴雄
／税務経理協会

『図解・詳解組織再編税制』渡邊崇甫／清文社
『源泉所得税の実務 平成27年版』秀島友和
／納税協会連合会

『所得税法』池本征男／税務経理協会
『Q&Aでわかる相続時精算課税制度と各贈与
税特例制度の活用』渡邉正則／税務研究会
出版局

『中小企業の事業承継 6訂版』牧口晴一／
清文社

『路線価による土地評価の実務 平成27年8
月改訂』小野山匠海／清文社

『相続・贈与の実務 2015年度版』松本繁雄
／経済法令研究会

『相続税務・法務相談シート集 平成27年度版』
辻本郷税理士法人／銀行研修社

『図解財産評価 平成27年版』香取稔／大蔵
財務協会

『図解消費税 平成27年版』佐藤明弘／大蔵
財務協会

『図解地方税 平成27年版』逸見幸司／大蔵
財務協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　   
『逐条地方自治法 新版, 第8次改訂版』松
本英昭／学陽書房

『自治会，町内会等法人化の手引 第2次改
訂版』地縁団体研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　      
『公益法人・一般法人の運営と立入検査対応
Q&A110』新日本有限責任監査法人／清文社

『実務からみた公益法人・一般法人の理事の
役割と責任 第2版』鈴木勝治／公益法人協会

『不動産実務百科Q&A 第18版』杉本幸雄
／清文社

『実務に効く担保・債権管理判例精選』道垣
内正人／有斐閣

『条文から分かる民法改正の要点と企業法務
への影響』青山大樹／中央経済社

『民法（債権関係）改正法案の概要』潮見佳
男／金融財政事情研究会

『与信管理論 第2版』リスクモンスター株式
会社／商事法務

『プラクティス金銭消費貸借訴訟』梶村太市
／青林書院

『子ども中心の面会交流』梶村太市／日本加
除出版

『事例でみる親権・監護権をめぐる判断基準』
冨永忠祐／新日本法規出版

『法人後見実務ハンドブック』池田恵利子／
民事法研究会

『財産管理の理論と実務』水野紀子／日本加
除出版

『Q&A遺言・信託・任意後見の実務』雨宮
則夫／日本加除出版

『遺産分割のための相続分算定方法』梶村太
市／青林書院

『遺言実務入門 改訂版』遠藤常二郎／三協
法規出版

『境界紛争事件処理マニュアル』境界紛争実
務研究会／新日本法規出版

『新マンション建替え法逐条解説・実務事例』
犬塚浩／商事法務

『マンション管理の知識 平成27年度版』マン
ション管理センター／マンション管理センター

『認容事例にみる後遺障害等級判断の境界』
九石拓也／新日本法規出版

『Q&Aハンドブック交通事故診療 全訂新版』
日本臨床整形外科学会／創耕舎

『わかりやすい物損交通事故紛争解決の手引 
第3版』園部厚／民事法研究会

『交通事故物的損害の認定の実際』園部厚／
青林書院

『損害賠償における休業損害と逸失利益算定
の手引き 2015年版』斎藤博明／保険毎日
新聞社

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　 
『税理士が知っておきたい50のポイント創業
支援』東京税理士会／大蔵財務協会

『平成26年会社法改正』岩原紳作／有斐閣
『ここが変わった！改正会社法の要点がわかる
本』三原秀哲／翔泳社

『平成26年必携改正会社法の実務』東京弁
護士会親和全期会／自由国民社

『会社法・同施行規則主要改正条文の逐条解
説』第一東京弁護士会総合法律研究所／新
日本法規出版

『一問一答・平成26年改正会社法 第2版』
坂本三郎／商事法務

『平成26年改正会社法商業登記理論・実務と
書式』日本司法書士会連合会／弁護士会館
ブックセンター出版部LABO

『変わるコーポレートガバナンス』森濱田松本
法律事務所／日本経済新聞出版社

『最新株式会社法』近藤光男／中央経済社
『新株予約権ハンドブック 第3版』太田洋／
商事法務

『新株予約権・社債 第2版』森濱田松本法律
事務所／中央経済社

『中小企業における株式管理の実務』後藤孝
典／日本加除出版

『監査等委員会設置会社のフレームワークと
運営実務』福岡真之介／商事法務

『コーポレート・ガバナンスからみる会社法 第
2版』桃尾松尾難波法律事務所／商事法務

『監査等委員会設置会社のフレームワークと
運営実務』福岡真之介／商事法務

『監査役・監査委員ハンドブック』中村直人
／商事法務

『会社の計算 第2版』森濱田松本法律事務
所／中央経済社

『監査人の職業的懐疑心』増田宏一／同文舘
出版

 商業登記法　　　　　　　　　　　　　   
『特例有限会社の登記Q&A』神崎満治郎／
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『詳解商業登記 全訂第2版 上巻』筧康生／
金融財政事情研究会

『詳解商業登記 全訂第2版 下巻』筧康生／
金融財政事情研究会

 刑法・刑事法　　　　　　　　　　　　  
『修復的正義の諸相』西村春夫／成文堂
『実践犯罪被害者支援と刑事弁護』兵庫県弁
護士会／民事法研究会

『デジタル・フォレンジック概論』羽室英太郎
／東京法令出版

『逐条解説特定秘密保護法』青井未帆／日本
評論社

『刑事コンプライアンスの国際動向』甲斐克
則／信山社

 司法制度･司法行政　　　　　　　　　      
『市民の法的ニーズ調査報告書』日本弁護士
連合会弁護士業務総合推進センター／日本
弁護士連合会弁護士業務推進センター

『日弁連六十年』日本弁護士連合会／日本弁
護士連合会

『法曹倫理』日本法律家協会／商事法務
『公正会ニュースでみる活動記録（DVD） 東京
弁護士会法友会第5部公正会90周年記念』
東京弁護士会法友会第5部公正会

『なせばなる 頭脳も磨けば質量共に育つ私の
体験物語』伊藤末治郎／日本図書刊行会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　   
『民事訴訟実務・制度要論』瀬木比呂志／日
本評論社

『証拠保全の実務 新版』森冨義明／金融財
政事情研究会

『不動産明渡・引渡事件の手続と書式』堂島
法律事務所／新日本法規出版

『裁判手続による債権回収』虎門中央法律事
務所／民事法研究会

『民事保全の実務 第3版増補版 上』八木一
洋／金融財政事情研究会

『民事保全の実務 第3版増補版 下』八木一
洋／金融財政事情研究会

『業界別事業再生事典』鈴木学／金融財政事
情研究会

『家事事件処理手続の改革』新・アジア家族
法三国会議／日本加除出版

『養育費政策の源流 家庭裁判所における履行
確保制度の制定過程』下夷美幸／法律文化社

『プラクティス刑事裁判』司法研修所刑事裁
判教官室／法曹会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　   
『サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル』
清水陽平／弘文堂

『キーワード式消費者法事典 第2版』日本弁
護士連合会消費者問題対策委員会／民事法
研究会

『条解消費者三法』後藤巻則／弘文堂
『独占禁止法の意見聴取手続および抗告訴訟

の実務』井上朗／民事法研究会
『下請法ガイドブック 平成27年8月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『景品表示法 第4版』真渕博／商事法務
『ケースブックM&A』Ramseyer, J. Mark
／商事法務

『Q&Aよくわかる証券検査・課徴金調査の実
務』大久保暁彦／金融財政事情研究会

『東京証券取引所会社情報適時開示ガイドブ
ック 2015年6月版』東京証券取引所／東
京証券取引所

『不動産取引の実務』千葉喬／週刊住宅新聞
社

『仮想通貨』岡田仁志／東洋経済新報社
『融資契約 第3版』関沢正彦／金融財政事
情研究会

『銀行の不良債権処理と会計・監査』児嶋隆
／中央経済社

『保険業法 2015』石田満／文眞堂

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　   
『システム開発紛争ハンドブック』松島淳也
／レクシスネクシス・ジャパン

『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務』高
部眞規子／商事法務

『秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談』
高谷知佐子／青林書院

『弁理士が基礎から教える特許翻訳のテクニ
ック 第2版』奥田百子／中央経済社

『ライブイベント・ビジネスの著作権』福井健
策／著作権情報センター

『出版をめぐる法的課題』上野達弘／日本評
論社

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　 
『食料・農業・農村基本計画 2015年3月閣
議決定』食料・農業・農村基本計画2015
年3月閣議決定編集委員会／大成出版社

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　 
『経営側弁護士による精選労働判例集 第5
集』石井妙子／労働新聞社

『労働契約締結過程』小宮文人／信山社
『非正規社員をめぐるトラブル相談ハンドブック』
非正規社員問題研究会／新日本法規出版

『チャート安衛法 改訂6版』労働調査会／労
働調査会

『労働保険の実務相談 平成27年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社

『精神疾患・過労死 第2版』佐久間大輔／
中央経済社

『労災事故と示談の手引』秋永憲一／労働調
査会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　   
『身体障害認定基準及び認定要領 新訂第3
版』中央法規出版

『社会福祉施設・事業者のための規程集 2015
年版 人事労務編』社会福祉施設事業者のた
めの規程集人事労務編編集委員会／東京都

社会福祉協議会
『社会福祉施設・事業者のための規程集 2015
年版 運営編』社会福祉施設事業者のための
規程集運営編編集委員会／東京都社会福祉
協議会

『社会福祉施設・事業者のための規程集 2015
年版 会計経理編』東京都社会福祉協議会

『Q&A高齢者施設・事業所の法律相談』介
護事業法務研究会／日本加除出版

『生活保護手帳 2015年度版』中央法規出版
『生活保護手帳別冊問答集 2015』中央法
規出版

『子どもの権利と人権保障 いじめ・障がい・
非行・虐待事件の弁護活動から』児玉勇二
／明石書店

『子どもの権利』喜多明人／エイデル研究所

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　 
『裁判例から学ぶインフォームド・コンセント』
福崎博孝／民事法研究会

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　   
『社会保険・労働保険・人事労務の事務手続』
五十嵐芳樹／清文社

『社会保険の実務相談 平成27年度』全国
社会保険労務士会連合会／中央経済社

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　 
『教育と法のフロンティア』伊藤良高／晃洋書房
『スポーツ法務の最前線』エンターテインメント
ロイヤーズネットワーク／民事法研究会

『スポーツ団体のマネジメント入門』新日本有
限責任監査法人／同文舘出版

『Q&Aスポーツの法律問題 第3版補訂版』
スポーツ問題研究会／民事法研究会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　 
『実践国際法 第2版』小松一郎／信山社
『国際法実践論集』小松一郎／信山社
『国際法の実践』柳井俊二／信山社
『南シナ海の領土問題』浦野起央／三和書籍
『国際関係私法講義 改題補訂版』松岡博／
法律文化社

『武力紛争における国際人権法と国際人道法
の交錯』髙嶋陽子／専修大学出版局

『国際私法原論』笠原俊宏／文眞堂
『実務に効く国際ビジネス判例精選』道垣内
正人／有斐閣

『英文契約一般条項の基本原則Q&A』長谷
川俊明／中央経済社

『英文契約書・社内文書の用語・用例ハンド
ブック』結城哲彦／中央経済社

『国際ビジネス法務』吉川達夫／レクシスネク
シス・ジャパン

『これだけは知っておきたい！外国人相談の基
礎知識』杉澤経子／松柏社

 判例評釈集　　　　　　　　　　　　　   
『私法判例リマークス 2015 下』椿寿夫／日
本評論社


