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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　   
『法廷に立つ科学』Jasanoff, Sheila／勁草
書房

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『ヴァイマル憲法とヒトラー』池田浩士／岩波
書店

『動産債権担保 比較法のマトリクス』池田真
朗／商事法務

『「在日」の国際家族法とその本国法を考える』
趙慶済／日本加除出版

『欧州連合（EU）民事手続法』法務省大臣官
房司法法制部／法曹会

『米国財務会計基準の実務 第8版』長谷川
茂男／中央経済社

 公 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『公法の観念』Loughlin, Martin／勁草書房

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『入門・安全と情報』山本龍彦／成文堂
『同性愛と同性婚の政治学』Sullivan, Andrew
／明石書店

『ジェンダーと自己実現』広岡守穂／有信堂
高文社

『配偶者暴力等に関する保護命令事件におけ
る書記官事務の研究 補訂版』司法協会

『「解釈改憲=大人の知恵」という欺瞞』今井
一／現代人文社

『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』木村草太
／晶文社

『人権擁護の最前線 日弁連人権擁護委員会
による人権救済』日本弁護士連合会人権擁
護委員会／日本評論社

『ネット社会と忘れられる権利 個人データ削除
の裁判例とその法理』奥田喜道／現代人文社

『プライバシー権の復権 自由と尊厳の衝突』
宮下紘／中央大学出版部

 国会法・議会制度　　　　　　　　　　   
『代表の本質と民主制の形態変化』Leibholz, 
Gerhard／成文堂

『二院制論 行政府監視機能と民主主義』木
下健／信山社

『一人一票訴訟上告理由書』升永英俊／日本
評論社

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『行政救済法 第2版』高木光／弘文堂
『行政救済法のエッセンス 第1次改訂版』櫻
井敬子／学陽書房

『最新開発許可制度の解説 第3次改訂版』
開発許可制度研究会／ぎょうせい

『日本人の景観認識と景観政策』土岐寛／日
本評論社

『道路構造令の解説と運用 改訂版[2015]』
日本道路協会／日本道路協会

『平成26年改正建築士法の解説』盛山正仁
／大成出版社

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　   
『注釈銃砲刀剣類所持等取締法 第2版』大
塚尚／立花書房

『入門図解最新はじめての消防法』三修社

 防 衛 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『安全保障とは何か（シリーズ日本の安全保
障1）』遠藤誠治／岩波書店

『日米安保と自衛隊（シリーズ日本の安全保
障2）』遠藤誠治／岩波書店

『立憲的ダイナミズム（シリーズ日本の安全保
障3）』遠藤誠治／岩波書店

『沖縄が問う日本の安全保障（シリーズ日本
の安全保障4）』遠藤誠治／岩波書店

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国際課税の基礎知識 9訂版』川田剛／税
務経理協会

『会則・規則類集』東京税理士会
『税金ガイド 27年版 英和対照』川田剛／財
経詳報社

『図解&条文解説税理士法 平成27年最新
版』近畿税理士会／清文社

『外国人及び外国企業の税務の基礎』山脇康
嗣／日本加除出版

『Q&A都市農地税制必携ガイド』柴原一／
清文社

『破産・再生・組織変更 第8次改訂』柳沢
義一／ぎょうせい

『図解+ケースでわかるM&A・組織再編の
会計と税務』小林正和／中央経済社

『合併・分割 第8次改訂』寺西尚人／ぎょう
せい

『増資・減資 第8次改訂』川尻慶夫／ぎょう
せい

『設立・解散 第8次改訂』坂本一／ぎょうせ
い

『小規模事業者が突然の相続であわてないた
めに』白坂博行／大蔵財務協会

『Q&A105新時代の生前贈与と税務 平成
27年改訂版』坪多晶子／ぎょうせい

『印紙税ハンドブック 平成27年10月改訂』
上願敏来／納税協会連合会

『国際取引の消費税QA 5訂版』上杉秀文／
税務研究会出版局

『外形標準課税制度の実務解説』掛川雅仁／
新日本法規出版

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『日本民法学の新たな時代』高翔龍／有斐閣
『民法論集 第10巻』星野英一／有斐閣
『私道の調査・評価と法律・税務 新版』黒沢
泰／プログレス

『非典型担保法の課題』道垣内弘人／有斐閣
『民法（債権関係）改正法案のポイント解説』
東京弁護士会法曹親和会／信山社

『Q&A要綱に基づく民法（債権法）改正が不
動産取引に与える影響』深沢綜合法律事務
所／大成出版社

『欠陥住宅裁判実戦・実録』新家守／一粒書房
『 不 法 行 為 法の立 法 的 課 題（ 別 冊NBL 
155）』現代不法行為法研究会／商事法務

『活動状況報告 2015年度上半期』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

『親族法相続法講義案 7訂補訂版』司法協会

『離婚・内縁解消の法律相談 第3版』山之
内三紀子／青林書院

『簡易算定表だけでは解決できない養育費・
婚姻費用算定事例集』森公任／新日本法規
出版

『Q&A成年後見実務全書 2 法定後見2』赤
沼康弘／民事法研究会

『相続相談 法律税務の実践対応』山名隆男
／清文社

『新しい相続法制の行方』平田厚／金融財政
事情研究会

『遺言法体系 補訂版 1』蕪山厳／慈学社出版
『遺言モデル文例と実務解説』満田忠彦／青
林書院

『これで解決！困った老朽貸家・貸地問題 第
3版』坪多晶子／清文社

『境界確認・鑑定の手引 改訂版』北條政郎
／新日本法規出版

『信託&一般社団法人を活用した相続対策ガ
イド』岸田康雄／中央経済社

『逐条解説不動産特定共同事業法』松本岳
人／金融財政事情研究会

『マンション管理・改修ガイドブック』佐藤
貴美／大成出版社

『マンション建替法の解説 改訂』マンション
建替法研究会／大成出版社

 会 社 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『非公開会社のためのやさしい会社法』高田
剛／商事法務

『新会社法エッセンス 第4版補正版』宮島司
／弘文堂

『平成26年改正会社法のポイントと実務』
改正会社法研究会／財経詳報社

『会社法3 第2版（新基本法コンメンタール） 
3』奥島孝康／日本評論社

『海外子会社管理の実践ガイドブック』有限
責任監査法人トーマツ／中央経済社

『法務リスク・コンプライアンスリスク管理実
務マニュアル』阿部井窪片山法律事務所／
民事法研究会

『内部統制システムの法的展開と実務対応』
大塚和成／青林書院

『改正会社法で変わるファイナンス・M&Aの
実務』中村慎二／中央経済社

『株式・種類株式 第2版』戸嶋浩二／中央
経済社

『株式・種類株式 第2版』神崎満治郎／中
央経済社

『立場別・ステージ別ストック・オプションの
活用と実務 第3版』税理士法人AKJパート
ナーズ／中央経済社

『コーポレートガバナンス・コードの実務』沢
口実／商事法務

『監査等委員会設置会社の活用戦略』日比谷
パーク法律事務所／商事法務

『会計規制の研究』大石桂一／中央経済社
『スクイーズ・アウトの法務と税務』松尾拓
也／中央経済社

 刑法・刑事法　　　　　　　　　　　　   
『佐伯千仭著作選集 第4巻 刑事法の歴史と
思想，陪審制』佐伯千仭／信山社出版
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『刑事不法論の再構成』振津隆行／成文堂
『刑法各論講義 第6版』前田雅英／東京大
学出版会

『デジタル証拠の法律実務Q&A』高橋郁夫
／日本加除出版

『犯罪統制と空間の社会学』山本奈生／ミネ
ルヴァ書房

『矯正医療』法務省矯正局／矯正協会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『検事よもやまばなし』廣瀬哲彦／司法協会
『無名戦士の墓 新装版』岡村親宜／学習の
友社

『不祥事防止マニュアル』日本弁護士連合会
弁護士職務の適正化に関する委員会／日本
弁護士連合会弁護士職務の適正化に関する
委員会

『リーガルマーケットの展開と弁護士の職業
像』森勇／中央大学出版部

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　   
『実戦民事訴訟の実務 第5版』升田純／民
事法研究会

『訴訟の技能 会社訴訟・知財訴訟の現場から』
門口正人／商事法務

『民事訴訟の理論と実務』三好一幸／司法協
会

『手続保障論集』本間靖規／信山社
『要件事実民法 第4版 6 法定債権』大江忠
／第一法規

『民事再生法（新基本法コンメンタール ）』山
本克己／日本評論社

『接見交通権マニュアル 第16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

『刑事弁護Frontier 季刊刑事弁護新人賞全
作品（2004-2015）』現代人文社

『裁判員裁判の評議デザイン』三島聡／日本
評論社

 少 年 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『司法福祉入門 第2版増補 非行・犯罪への
対応と被害者支援』伊藤富士江／Sophia 
University Press上智大学出版

『非行少年の立ち直り支援』廣井いずみ／金
剛出版

『ファンタジーマネジメント “生きづらさ”を
和らげる対話術』小栗正幸／ぎょうせい

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　   
『ネット炎上対策の教科書』小林直樹／日経
BP社

『ビジネスを促進する独禁法の道標』池田毅
／レクシスネクシス・ジャパン

『持株会社の運営・移行・解消の実務』新日
本有限責任監査法人／中央経済社

『「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」
資料 [平成27年度後期]平成27年度』東
京弁護士会中小企業法律支援センター／東
京弁護士会中小企業法律支援センター

『中小企業経営者のための事業の「終活」実
践セミナー』LM法律事務所／清文社

『原発災害はなぜ不均等な復興をもたらすの

か』除本理史／ミネルヴァ書房
『原子力損害賠償制度の成立と展開』小柳春
一郎／日本評論社

『M&Aにおける第三者委員会の理論と実務』
白井正和／商事法務

『金融商品取引法 第3版 資本市場と開示編』
中村聡／商事法務

『金融商品取引被害救済の手引 6訂版』日
本弁護士連合会消費者問題対策委員会／民
事法研究会

『コモディティ取引のすべて』可児滋／日本
評論社

『Q&A市街地近郊土地の評価 改訂版』松本
好正／大蔵財務協会

『Q&A過払金返還請求の手引 第5版』名古
屋消費者信用問題研究会／民事法研究会

『年次報告書 平成26年度』日本貸金業協
会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　   
『知的財産法入門 第15版』土肥一史／中央
経済社

『プロダクトデザイン保護法』冨宅恵／日本
加除出版

『新・不正競争防止法概説 第2版』小野昌
延／青林書院

『進歩性規定法的判断の実務』高橋淳／レク
シスネクシス・ジャパン

『実務詳説商標関係訴訟』高部眞規子／金融
財政事情研究会

『著作権法入門 2015-2016』文化庁／著
作権情報センター

 交 通 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『踏切事故はなぜなくならないか』安部誠治
／高文研

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『有期労働契約締結・更新・雇止めの実務と
就業規則 改訂版』高仲幸雄／日本法令

『訴訟リスクを劇的にダウンさせる就業規則の
考え方，作り方。』堀下和紀／労働新聞社

『職場における受動喫煙防止対策の手引』労
働調査会／労働調査会

『よくわかる！ストレスチェック制度の業務フ
ローと実務』ウエルフルジャパン／日本法令

『Q&Aストレスチェック実施ガイド』小笠原
六川国際総合法律事務所／清文社

『労働組合法・労働関係調整法 6訂新版』
厚生労働省労政担当参事官室／労務行政

『経営者の労働災害防止責任安全配慮義務
Q&A』中央労働災害防止協会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　   
『最新版介護ビジネス進出の実務と手続きの
すべて』大内俊一／日本実業出版社

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 
2015年版指定基準編』中央法規出版

『高齢者福祉施設の夜間火災時の防火・避難
マニュアル』日本防火技術者協会／近代消
防社

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 
2015年版報酬編』中央法規出版

『精神障害者の経済的支援ガイドブック』青
木聖久／中央法規出版

『大人の発達障害と就労支援・雇用の実務』
田中建一／日本法令

『事例でみる生活困窮者』社会的包摂サポー
トセンター／中央法規出版

『生活困窮者自立支援ハンドブック』岡部卓
／中央法規出版

『「子どもをめぐる法律問題専門講座」資料 
平成27年度』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

『乳幼児虐待のアセスメントと支援』青木豊
／岩崎学術出版社

 薬 事 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『薬害肝炎裁判史』薬害肝炎全国弁護団／日
本評論社

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『これは廃棄物？だれが事業者？お答えしま
す！廃棄物処理』龍野浩一／第一法規

『環境法政策の発想』北村喜宣／レクシスネ
クシス・ジャパン

『アスベストに奪われた花嫁の未来』北穂さ
ゆり／アットワークス

『環境リスク管理の法原則』藤岡典夫／早稲
田大学出版部

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　   
『厚生年金基金解散手続&退職金制度の見
直し』宮原英臣／日本法令

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『事例から学ぶ「養護教諭のヒヤリ・ハット」 
アレルギー編』養護教諭ヒヤリ・ハット研究
会／ぎょうせい

『近代公教育の陥穽（おとしあな） 「体罰」を
読み直す』鈴木麻里子／流通経済大学出版
会

『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

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　   
『日韓交渉 新装新版 請求権問題の研究』太
田修／クレイン

『国際違法行為責任の研究』萬歳寛之／成文
堂

『国際経済法』松下満雄／東京大学出版会
『テロ・誘拐・脅迫海外リスクの実態と対策』
加藤晃／同文舘出版

『海外進出のしかたと実務知識 改訂版』軽森
雄二／中央経済社

『わかりやすい入管手続 第3版』入管協会／
入管協会

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　   
『Electrocardiography A to Z 心電図の
リズムと波を見極める』清水渉／日本医師会

 一 般 書　　　　　　　　　　　　　　　   
『ドローン・ビジネスの衝撃』小林啓倫／朝
日新聞出版


