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 法律学・法哲学　　　　　　　　　　　
『民主主義法学と研究者の使命』大島和夫／
日本評論社

『逞しきリベラリストとその批判者たち』瀧川
裕英／ナカニシヤ出版

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『図解&ケースASEAN諸国との国際税務』
朝日税理士法人／中央経済社

『Affirmative Action正当化の法理論 アメ
リカ合衆国の判例と学説の検討を中心に』茂
木洋平／商事法務

『住居の転貸借をめぐる法規範 ドイツ裁判例
研究からの模索』田中英司／日本評論社

『中国近世の罪と罰』太田出／名古屋大学出
版会

『法務担当者による米国民事訴訟対応マニュ
アル』三輪泰右／商事法務

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『世紀転換期の憲法論』赤坂正浩／信山社
『現代社会と憲法学』佐々木弘通／弘文堂
『立憲主義の「危機」とは何か』林尚之／すず
さわ書店

『同性愛をめぐる歴史と法』三成美保／明石
書店

『憲法』木下智史／日本評論社
『憲法9条の解釈に関する報告書』東京弁護
士会憲法問題対策センター／東京弁護士会

『どうなるどうする自治体マイナンバー対応』
大山水帆／ぎょうせい

『新個人情報保護法とマイナンバー法への対
応はこうする！』牧野二郎／日本実業出版社

『特定個人情報保護評価のための番号法解説』
水町雅子／第一法規

『マイナンバー制度パート・アルバイト対応の
ポイントと法的リスク対策』渡邉雅之／日本
法令

『Q&Aマイナンバーのセキュリティ対策 ITを利
活用した安全管理のすべて』武本敏／清文社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法概説 第4版 行政組織法/公務員法/
公物法』宇賀克也／有斐閣

『道路管理瑕疵判例ハンドブック 第3次改訂
版』道路管理瑕疵研究会／ぎょうせい

『土地法の歴史と課題』田山輝明／成文堂
『建築法規 第2版増補』矢吹茂郎／共立出版
『弁護士のための水害・土砂災害対策QA』
日本弁護士連合会災害復興支援委員会／第
一法規

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　
『ルポ風営法改正』神庭亮介／河出書房新社

 財政・会計法　　　　　　　　　　　　
『補助金等適正化法講義』青木孝徳／大蔵財
務協会

『物品管理法講義』青木孝德／大蔵財務協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『議事録・稟議書・契約書の書き方実務マニ
ュアル 税務調査の事前対策』長部弘／税務
経理協会

『レクチャー租税法解釈入門』酒井克彦／弘
文堂

『租税回避研究の展開と課題』岡村忠生／ミ
ネルヴァ書房

『税務判例が読めるようになる』木山泰嗣／大
蔵財務協会

『クローズアップ課税要件事実論 第4版』酒
井克彦／財経詳報社

『国際租税法 第3版』増井良啓／東京大学
出版会

『図表でわかる金融商品課税の要点解説 平成
27年11月改訂』小田満／大蔵財務協会

『相続税・贈与税における名義預金・名義株
の税務判断』風岡範哉／清文社

『難解事例から探る財産評価のキーポイント 
第2集』笹岡宏保／ぎょうせい

『事例で理解する相続税トラブルの原因と防止
策』小池正明／清文社

『図解とQ&Aで実務がわかる法定調書のすべ
て 所得税法 相続税法 租税特別措置法 国外
送金等調書提出法』佐藤和助／大蔵財務協会

『登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明
の手引き 7次改訂』民間住宅税制研究会／
第一法規

『Q&A国境を越える電子商取引等に関する消
費税の実務』秋山高善／日本加除出版

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　
『非正規公務員の現在』上林陽治／日本評論社
『Q&A非正規地方公務員の雇用実務』鵜養
幸雄／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『民法学を語る』大村敦志／有斐閣
『一般社団法人・財団法人制度と登記の実務』
吉岡誠一／日本加除出版

『各種法人関係議事録モデル文例集』内藤卓
／新日本法規出版

『ベーシック不動産実務ガイド 第2版』東京
都不動産鑑定士協会／中央経済社

『新旧対照逐条解説民法(債権関係)改正法
案』兵庫県弁護士会／新日本法規出版

『性質保証責任の研究』渡邉拓／成文堂
『生命侵害の損害賠償』田井義信／信山社
『民法読解 親族編』大村敦志／有斐閣
『離婚判例ガイド 第3版』二宮周平／有斐閣
『Q&A権利に関する登記の実務 14 第7編 
信託に関する登記/判決による登記/代位に
よる登記』不動産登記実務研究会／日本加
除出版

『Q&A表示登記オンライン申請の実務 第2
版』表示登記オンライン申請実務研究会／日
本加除出版

『Q&Aマンションリフォームのツボ』マンション
維持管理支援・専門家ネットワーク／民事法
研究会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　
『企業法務のための判例活用マニュアル』花
野信子／中央経済社

『企業法務のための訴訟マネジメント』笹川豪
介／中央経済社

『なぜ，企業は不祥事を繰り返すのか』樋口
晴彦／日刊工業新聞社

『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

『株主総会・取締役会・監査役会の議事録作
成ガイドブック 第2版』三井住友信託銀行
株式会社／商事法務

『株主総会招集通知作成の実務Q&A』宝印
刷株式会社／商事法務

『役員のための株主総会運営法 第2版』中村
直人／商事法務

『株主総会日程 平成28年版』別冊商事法務
編集部／商事法務

『最新！会社清算の実務70問70答 4訂版』
ひかりアドバイザーグループ／清文社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『リーディングス刑法』伊東研祐／法律文化社
『刑事実体法演習』江見健一／立花書房
『現代刑法の理論と課題 二元的結果無価値
論の提唱』名和鐵郎／成文堂

『大コンメンタール刑法 第3版 第6巻』大塚
仁／青林書院

『特別刑法入門』安富潔／慶應義塾大学出版会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『釧路弁護士会の歩み』釧路弁護士会
『航跡 飯畑正男著作集』飯畑正男／緑蔭書房
『法律家のためのWEBマーケティングマニュ
アル 改訂版』船井総合研究所／第一法規

『こんなところでつまずかない！弁護士21の
ルール』東京弁護士会親和全期会／第一法規

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『完全講義民事裁判実務の基礎』大島眞一／
民事法研究会

『刑事訴訟法』酒巻匡／有斐閣
『公判に強い捜査実務ハンドブック』河村博／
立花書房

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『インターネット法』松井茂記／有斐閣
『IT・インターネットの法律相談』TMI総合
法律事務所／青林書院

『インターネットの法律とトラブル解決法 第3
版』自由国民社

『成功する事業承継のしくみと実務 第2版』
東京弁護士会親和全期会／自由国民社

『オムニバス技術者倫理 第2版』オムニバス
技術者倫理研究会／共立出版

『実務のための金融商品取引法 第2版』平下
美帆／民事法研究会

『注釈金融商品取引法 2』金融財政事情研究会
『投資信託の法制と実務対応』本柳祐介／商
事法務

『事例研究アセット・ベースト・ソリューション』
ゴードンブラザーズジャパン／金融財政事情
研究会

『金融機関行職員のための預金相続事務手続
活用マニュアル』桜井達也／金融財政事情研
究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　
『営業秘密の管理と保護』結城哲彦／成文堂
『特許出願のてびき 第37版』創英IPラボ／
発明推進協会
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『特許権行使の制限法理』愛知靖之／商事法務
『最新判例からみる商標法の実務 2（2012）』
小林十四雄／青林書院

『著作権法コンメンタール 第2版 1』半田正
夫／勁草書房

『著作権法コンメンタール 第2版 2』半田正
夫／勁草書房

『著作権法コンメンタール 第2版 3』半田正
夫／勁草書房

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『事例に学ぶ労働事件入門』労働事件研究会
／民事法研究会

『会社経営者・人事労務担当者のための労働
法実務ハンドブック』辺見紀男／商事法務

『労働法』川口美貴／信山社
『タブーの労務管理』服部英治／労働新聞社
『日米比較競業禁止特約』樫原義比古／関西
学院大学出版会

『最新パート・派遣・請負をめぐる法律知識』
三修社

『ゼロから始めるストレスチェック制度導入
マニュアル』亀田高志／労務行政

『職場のメンタルヘルス対策』錦戸典子／新
日本法規出版

『これからの集団的労使関係を問う』仁田道
夫／エイデル研究所

『日本労働運動史事典』教育文化協会／明石
書店

『まる分かり平成27年改正労働者派遣法』

労働新聞社／労働新聞社

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　
『サ高住の探し方』消費生活マスター介護問
題研究会／信山社

『訪問看護実務相談Q&A 平成27年度改定
版』全国訪問看護事業協会／中央法規出版

『生活保護「改革」と生存権の保障』吉永純
／明石書店

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　
『死ぬとはどのようなことか』Borasio, Gian 
Domenico／みすず書房

『医事法学』久々湊晴夫／成文堂
『海外の安楽死・自殺幇助と法』甲斐克則／
慶應義塾大学出版会

『入門・医療倫理 公衆衛生倫理』赤林朗／
勁草書房

 薬事法　　　　　　　　　　　　　　　
『逐条解説医薬品医療機器法 第一部』薬事
法規研究会／ぎょうせい

『逐条解説医薬品医療機器法 第二部』薬事
法規研究会／ぎょうせい

『逐条解説医薬品医療機器法 第三部』薬事
法規研究会／ぎょうせい

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　
『水俣病の民衆史 第6巻』岡本達明／日本評
論社

『環境法令パーフェクトガイド 第2版』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

 宗教法　　　　　　　　　　　　　　　
『裁判例からみた祭祀承継の審判・訴訟の実務』
梶村太市／日本加除出版

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　
『どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法』
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員
会／現代人文社

『子どものいじめ問題ハンドブック』日本弁護
士連合会子どもの権利委員会／明石書店

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『国内避難民の国際的保護』墓田桂／勁草書房
『国際海洋法の現代的形成』田中則夫／東信堂
『はじめてのEU法』庄司克宏／有斐閣
『戦争と国際人道法』井上忠男／東信堂

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　
『統合失調症の治療ポイント』平井孝男／創
元社

 一般書　　　　　　　　　　　　　　　
『東京今昔物語 企業と東京』東京都不動産
鑑定士協会／実業之日本社

『気象災害の事典』酒井重典／朝倉書店


