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 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『米国の一般否認規定の法定化とその意義に
関する研究』新谷幹雄／中央大学出版部

『法廷通訳人の倫理』水野真木子／松柏社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『男女共同参画政策』内藤和美／晃洋書房
『アジアのなかのジェンダー 第2版』川島典子
／ミネルヴァ書房

『新憲法四重奏』大津浩／有信堂高文社
『マイナンバー制度 改訂版』渡邉雅之／日本
法令

『Q&A改正個人情報保護法』第二東京弁護
士会情報公開個人情報保護委員会／新日本
法規出版

『改正マイナンバー法対応のための業務フロー
とチェックリスト』影島広泰／商事法務

『トピックからはじめる統治制度 憲法を考える』
笹田栄司／有斐閣

『安倍流改憲にNOを！』樋口陽一／岩波書店

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　
『実務のための行政法・地方自治法・地方公
務員法』宝金敏明／日本加除出版

『改正行政不服審査法と不服申立実務』日本
弁護士連合会行政訴訟センター／民事法研究会

『早わかり！大災害対策・復興をめぐる法と政
策』坂和章平／民事法研究会

 防衛法　　　　　　　　　　　　　　　
『安全保障関連法』読売新聞政治部／信山社
『米兵犯罪と日米密約』山本英政／明石書店

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際税務の実務ハンドブックQ&A』デロイト
トーマツ税理士法人／中央経済社

『図解国税通則法 平成27年版』黒坂昭一／
大蔵財務協会

『図解国税徴収法 平成27年版』安藤裕／大
蔵財務協会

『勘定科目別法人税完全チェックマニュアル』
小林磨寿美／ぎょうせい

『有価証券取引』須田和彦／中央経済社
『記載例でわかる法人税申告書プロの読み方・
作り方 新版』菊地康夫／清文社

『会社解散・清算手続と法人税申告実務 第2
版』植木康彦／商事法務

『弁護士のための確定申告と税務 平成28年
用』天賀谷茂／レクシスネクシス・ジャパン

『Q&A生命保険・損害保険の活用と税務 平
成27年10月改訂』三輪厚二／清文社

『詳細相続税 4訂版』岩下忠吾／日本法令
『弁護士の業務に役立つ相続税 改訂版』遠藤
常二郎／三協法規出版

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　
『自治体法務の多元的統制』田中孝男／第一
法規

『自治体財務の実務と理論』橋本勇／ぎょう
せい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『民法 3 設題解説』法曹会
『日本民法学史・続編』平井一雄／信山社出版
『民事精神鑑定の本質』西山詮／新興医学出
版社

『迫りつつある債権法改正』加藤雅信／信山社
『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』田島
正広／日本加除出版

『中途解除と契約の内容規制』丸山絵美子／
有斐閣

『公益財団法人自動車製造物責任相談センタ
ー20年史』自動車製造物責任相談センター

『製品開発メーカーのリスクマネジメント』製
品安全研究会(弁護士)／レクシスネクシス・
ジャパン

『製造物責任における欠陥の主張立証の実務』
伊藤崇／民事法研究会

『親族(別冊法学セミナー 240 新基本法コン
メンタール)』松川正毅／日本評論社

『限定相続の実務 改訂2』服部廣志／オブア
ワーズ

『遺言実務入門 改訂版』遠藤常二郎／三協
法規出版

『要約借地借家判例154 新版』荒木新五／
学陽書房

『時効取得の裁判と登記』大場浩之／民事法
研究会

『渉外戸籍のための各国法律と要件 全訂新版』
篠崎哲夫／日本加除出版

『マンション建替えがわかる本』日下部理絵／
学芸出版社

『民事交通事故訴訟の実務』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

『自賠責保険・共済紛争処理事例集 第13巻
(平成26年度)』自賠責保険共済紛争処理機
構／自賠責保険・共済紛争処理機構

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　
『事業承継に活かす持分会社・一般社団法人・
信託の法務・税務』牧口晴一／中央経済社

『コンメンタール会社法施行規則・電子公告
規則 第2版』弥永真生／商事法務

『製品事故・不祥事対応の企業法務』山崎良
太／民事法研究会

『事業承継に活かす従業員持株会の法務・税
務 第3版』牧口晴一／中央経済社

『コーポレートガバナンスの新しいスタンダード』
森濱田松本法律事務所／日本経済新聞出版社

『開示事例から考える「コーポレートガバナン
ス・コード」対応』樋口達／商事法務

『コードに対応したコーポレート・ガバナンス
報告書の記載事例の分析 平成27年版』森
濱田松本法律事務所／商事法務

『Q&Aコーポレートガバナンス・コードとスチュ
ワードシップ・コード』EYジャパン／第一法規

『監査等委員会設置会社の実務 第2版』松
浪信也／中央経済社

『監査等委員会設置会社移行会社の事例分
析』塚本英巨／商事法務

『独立取締役の教科書』日本取締役協会／中
央経済社

『組織再編 第2版』森濱田松本法律事務所
／中央経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『生命保険事業概況 平成26年度版』生命保
険協会／生命保険協会

 商業登記法　　　　　　　　　　　　　
『改正会社法と商業登記の最新実務論点』金
子登志雄／中央経済社

『株式会社の登記全実務』田口真一郎／清文社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法総論』日高義博／成文堂
『刑法総論の基礎と応用』佐久間修／成文堂
『法務総合研究所研究部報告 53 外国人犯
罪に関する研究』法務総合研究所

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『私の最高裁判所論 憲法の求める司法の役割』
泉徳治／日本評論社

『法律実務家が知っておきたい作法』原秋彦
／商事法務

『弁護士という生き方』丸山輝久／明石書店
『法律家のためのITマニュアル 新訂版』日本弁
護士連合会弁護士業務改革委員会／第一法規

『企業のための弁護士活用術』弁護士活用術
研究会／日本加除出版

『友  埼玉弁護士会と仁川弁護士会交流の歩
み』埼玉弁護士会／埼玉弁護士会

『執行官実務の手引 第2版』執行官実務研
究会／民事法研究会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『破産管財人の財産換価』岡伸浩／商事法務
『ターンアラウンド・マネージャーの実務』フロ
ンティアマネジメント株式会社／商事法務

『刑事訴訟法 2』法曹会
『死刑冤罪』里見繁／インパクト出版会

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　
『法務総合研究所研究部報告 53 非行少年と
保護者に関する研究』法務総合研究所

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『EU・米・日・中・韓の事例で読み説く情報
セキュリティパーフェクトガイド』石井夏生利
／レクシスネクシス・ジャパン

『アプリ法務ハンドブック』小野斉大／レクシス
ネクシス・ジャパン

『コンテンツ・セキュリティと法』山本隆司／
商事法務

『消費者取引の法務』森濱田松本法律事務所
／商事法務

『独占禁止法概説 第5版』根岸哲／有斐閣
『よくわかる独禁法グローバル実務』フレッシュ
フィールズブルックハウスデリンガー法律事務
所／商事法務

『詳解テキスト医療放射線法令 第2版』西澤
邦秀／名古屋大学出版会

『原子力商業利用の国際管理』魏栢良／関西
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学院大学出版会
『島根核発電所』山本謙／三和書籍
『税務・法務を統合したM&A戦略 第2版』
森濱田松本法律事務所／中央経済社

『金融機関のための後見人の見方』後見の杜
／金融財政事情研究会

『個人情報保護法と金融機関 4訂』田島正広
／経済法令研究会

『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 
平成27年度版』検査マニュアル研究会／金
融財政事情研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　
『特許調査入門 改訂版』酒井美里／発明推
進協会

『著作権法概説 第16版』半田正夫／法学書院
『著作権法実戦問題』椙山敬士／日本加除出版

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　
『わが国の狩猟法制 修訂版』小柳泰治／青林
書院

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A+書式で解説職場のトラブル防止100』
山田亨／労務行政

『海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A 
5訂版』藤井恵／清文社

『事例で分かる外食・小売業の労務戦略』神
田孝／レクシスネクシス・ジャパン

『雇用多様化時代の労務管理』布施直春／産
労総合研究所出版部経営書院

『モデル賃金・年収と昇給・賞与』労務行政
研究所／労務行政

『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモ
デル就業規則策定マニュアル 2016年版』
寺前隆／日本法令

『図解ストレスチェック実施・活用ガイド』植
田健太／中央経済社

『ストレスチェック制度の実務対応Q&A』増
田陳彦／日本法令

『アジアの労使関係と労働法』熊谷謙一／日
本生産性本部生産性労働情報センター

 児童福祉　　　　　　　　　　　　　　
『子ども虐待への心理臨床』海野千畝子／誠
信書房

『摂食障害とそだち』滝川一広／日本評論社

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　
『逐条解説難病の患者に対する医療等に関する
法律』中央法規出版

『危険ドラッグの人体への影響』医歯薬出版

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　
『B型肝炎』奥泉尚洋／岩波書店
『これからの土壌汚染対策のあり方』木暮敬二
／鹿島出版会

『廃棄物処理早わかり帖 3訂版』英保次郎／
東京法令出版

『ダイオキシンと「内・外」環境』川尻要／
九州大学出版会

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　
『図解テキスト社会保険の基礎』長沼建一郎
／弘文堂

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　
『事例から学ぶ児童・生徒への指導と援助 第
2版』杉本希映／ナカニシヤ出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『小田滋・回想の法学研究』小田滋／東信堂
『尖閣問題の起源』Eldridge, Robert D.／名
古屋大学出版会

『国際相続の税務・手続Q&A 第2版』税理
士法人山田&パートナーズ／中央経済社

『勝者の裁きか，正義の追求か 国際刑事裁判
の使命』Schabas, William A.／岩波書店

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　
『DSM-5 私はこう思う』医学書院
『腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)の最新手技』
金原出版

『感染制御学』矢野邦夫／文光堂
『凝固と炎症』一瀬白帝／金芳堂
『肘関節手術のすべて』今谷潤也／メジカルビ
ュー社

『やさしい自律神経生理学』鈴木郁子／中外
医学社

『メディカルスタッフのためのカテーテルアブレ
ーション必須知識』浅野拓／メジカルビュー社

『よくわかる精神科治療薬の考え方，使い方 
3版』大森哲郎／中外医学社

『研修医に絶対必要な器具・器械がわかる本。』
野村悠／羊土社

『呼吸器診療の疑問，これでスッキリ解決！』
羽白高／羊土社

『甲状腺疾患のクリニカルクエスチョン』田上
哲也／中外医学社

『新生児医学』河井昌彦／金芳堂
『職業アレルギーと職業・環境関連免疫異常
疾患』医薬ジャーナル社

『新先天奇形症候群アトラス 改訂第2版』成
富研二／南江堂

『アンチエイジング医学の基礎と臨床 第3版』
日本抗加齢医学会／メジカルビュー社

『診療情報学 第2版』日本診療情報管理学
会／医学書院

『小児の薬の選び方・使い方 改訂4版』横田
俊平／南山堂

『ウィリアムス産科学』東京慈恵会医科大学
／南山堂

『科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 
第3版 2015年版1』日本乳癌学会／金原
出版

『科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン 
第3版 2015年版2』日本乳癌学会／金原
出版

『外陰がん・腟がん治療ガイドライン 2015
年版』日本婦人科腫瘍学会／金原出版

『科学的根拠に基づく皮膚悪性腫瘍診療ガイド
ライン 第2版』日本皮膚科学会／金原出版

『がん薬物療法における曝露対策合同ガイド

ライン 2015年版』日本がん看護学会／金
原出版

『患者さんのための膵がん診療ガイドラインの
解説』日本膵臓学会／金原出版

『臨床・病理原発性肝癌取扱い規約 第6版』
日本肝癌研究会／金原出版

『卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約 第1版』
日本産科婦人科学会／金原出版

『基本開頭術と頭蓋底開頭術』菊田健一郎／
メジカルビュー社

『細胞診ガイドライン 2015年版5』日本臨
床細胞学会／金原出版

『形成外科診療ガイドライン 頭蓋顎顔面疾患
(主に先天性)』日本形成外科学会／金原出版

『形成外科診療ガイドライン 頭蓋顎顔面疾患
(主に後天性)』日本形成外科学会／金原出版

『聴覚障害学 第2版』中村公枝／医学書院
『発達障害，児童・思春期，てんかん，睡眠障害，
認知症』原田誠一／中山書店

『今日の小児治療指針 第16版』水口雅／医
学書院

『今日の診療プレミアム 25』医学書院
『糖尿病治療薬の最前線 改訂第2版』稲垣
暢也／中山書店

『専門医がやさしく語るはじめての精神医学 改
訂第2版』渡辺雅幸／中山書店

『小児心身医学会ガイドライン集 改訂第2版』
日本小児心身医学会／南江堂

『これからの乳癌診療 2015-2016』福田護
／金原出版

『眼科診療と関連法規』大鹿哲郎／中山書店
『研修医のための輸液・水電解質・酸塩基平衡』
藤田芳郎／中外医学社

『多胎妊娠』村越毅／メジカルビュー社
『臨床医のための静脈血栓塞栓症(深部静脈
血栓症・急性肺塞栓症)診断・治療マニュアル』
福田幾夫／医薬ジャーナル社

『末梢神経障害による痛みの病態とその治療』
真興交易医書出版部

『NASH・NAFLDの診療ガイド 2015』日本
肝臓学会／文光堂

『熱中症の現状と予防』澤田晋一／杏林書院
『肝癌診療マニュアル 第3版』日本肝臓学会
／医学書院

『医療現場における職業感染予防と曝露後の
対処』木村哲／医薬ジャーナル社

『認知症の脳画像診断』西村恒彦／メジカル
ビュー社

『新臨床腫瘍学 改訂第4版』日本臨床腫瘍
学会／南江堂

『Autopsy imagingガイドライン 第3版』
今井裕／ベクトル・コア

『小児脳神経外科学 改訂2版』山崎麻美／
金芳堂

『口腔咽頭の臨床 第3版』吉原俊雄／医学書院
『医療従事者のための同意能力評価の進め方・
考え方』Kim, Scott Y. H.／新興医学出版社

『結核』克誠堂出版
『てんかん』東京医学社
『睡眠時無呼吸症候群(SAS)』医学書院
『体外受精治療の行方』医学書院


