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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　
『源流からたどる翻訳法令用語の来歴』古田裕清
／中央大学出版部

『小学校で法を語ろう』Cassidy, Wanda／成文堂
『グローバル化と公法・私法関係の再編』浅野有紀
／弘文堂

『チャレンジする東大法科大学院生』太田勝造／
商事法務

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　　　
『法を通してみたロシア国家』渋谷謙次郎／ウェッジ

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『アジア地域における会社情報提供制度の実情と
課題』国際民商事法センター／商事法務

『創生期のアメリカ少年司法』Tanenhaus David 
S.／成文堂

『インド企業法務実践の手引』小山洋平／中央経
済社

『中国商標法と実務』馬彦華／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『対話と憲法理論』憲法理論研究会／敬文堂
『脱原発と平和の憲法理論』澤野義一／法律文化社
『基本判例憲法25講 第4版』初宿正典／成文堂
『ポイント解説平成27年改正個人情報保護法』
関啓一郎／ぎょうせい

『異質性社会における「個人の尊重」』齊藤愛／弘
文堂

『この1冊でできるマイナンバーの業務と規程の
つくり方』野村総合研究所／中央経済社

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『18歳選挙権に対応した先生と生徒のための公職
選挙法の手引』国政情報センター

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法講座』桜井敬子／第一法規
『アクチュアル行政法 第2版 2』市橋克哉／法律
文化社

『行政法』高木光／有斐閣
『公務員の賃金』早川征一郎／旬報社
『国家賠償訴訟』深見敏正／青林書院
『工事中建築物の仮使用認定手続きマニュアル』
国土交通省住宅局／日本建築防災協会

『公共用地標準地比準評価法の実務』公共用地補
償研究会／大成出版社

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国外転出時課税制度・財産債務調書制度の実務
Q&A』佐々木誠／税務研究会出版局

『国際課税の新展開』日本租税理論学会／日本租
税理論学会

『Q&Aと解説でわかる等価交換と事業用資産の買
換えの税務』松本好正／大蔵財務協会

『大系租税法』水野忠恒／中央経済社
『Q&A税務調査・税務判断に役立つ裁判・審査
請求読本』佐藤善恵／清文社

『租税訴訟ハンドブック』山下清兵衛／第一法規
『税理士・会計士のための基礎からよくわかる国際
課税』川田剛／ぎょうせい

『租税徴収実務と民法 3訂版』中山裕嗣／大蔵財
務協会

『減価償却実務問答集 平成27年12月改訂』灘
野正規／納税協会連合会

『修繕費・改良費及び増改築費用の税務』小林磨
寿美／大蔵財務協会

『実務のための貸倒損失判例・裁決例集』林仲宣
／税務経理協会

『事例詳解広大地の税務評価 新版』日税不動産
鑑定士会／プログレス

『事例で理解する！小規模宅地特例の活用』高橋
安志／ぎょうせい

『Q&A事業承継をめぐる非上場株式の評価と相続
対策』デロイトトーマツ税理士法人／清文社

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　
『住民訴訟の理論と実務』阿部泰隆／信山社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『民法における強行法・任意法』椿寿夫／日本評
論社

『一般社団・財団法人の税務と相続対策活用Q&A』
平松慎矢／清文社

『下森定著作集 2 履行障害法再構築の研究』下
森定／信山社

『迫りつつある債権法改正』加藤雅信／信山社
『民法改正案の評価 債権関係法案の問題点と解決
策』加賀山茂／信山社

『身近な損害賠償関係訴訟』園部厚／青林書院
『民法概論 補訂版 5 親族・相続』川井健／有斐閣
『臨床実務家のための家族法コンメンタール』大塚
正之／勁草書房

『事実婚・内縁同性婚2人のためのお金と法律』
今井多恵子／日本法令

『夫婦の財産的独立と平等』坂本圭右／成文堂
『要約離婚判例171 新版』本橋美智子／学陽書房
『権利擁護支援と法人後見』全国権利擁護支援ネ
ットワーク／ミネルヴァ書房

『成年後見における意思の探求と日常の事務』松
川正毅／日本加除出版

『Q&A成年後見実務全書 3 法定後見3』赤沼康
弘／民事法研究会

『よくわかる空き家対策と特措法の手引き』弁護
士法人リレーション／日本加除出版

『家族信託活用マニュアル』河合保弘／日本法令
『Q&Aマンション管理紛争解決の手引』第一東京
弁護士会司法研究委員会／新日本法規出版

『マンション建替えモデル事例集』経済調査会／経
済調査会出版事業部

『交通事故物的損害の認定の実際』園部厚／青林
書院

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2016
上巻』日弁連交通事故相談センター／日弁連交通
事故相談センター東京支部

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2016
下巻』日弁連交通事故相談センター／日弁連交通
事故相談センター東京支部

『交通事故損害額算定基準 25訂版 2016年』
日弁連交通事故相談センター／日弁連交通事故相
談センター

 商 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『下級審商事判例評釈 第10巻（平成16年−20
年）』慶応義塾大学商法研究会／慶應義塾大学法
学研究会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『新・日本の会社法』河本一郎／商事法務
『アドバンス会社法』長島大野常松法律事務所／
商事法務

『会社法関係法務省令逐条実務詳解 改正会社法
対応版』阿部泰久／清文社

『内部統制システムの見直しのポイントと記載事例』
石井裕介／商事法務

『リスクマネジメント実務の法律相談』竹内朗／青
林書院

『コーポレートガバナンス・コードが求める取締役会
のあり方』樋口達／商事法務

『監査役・監査委員会・監査等委員会』森濱田松
本法律事務所／中央経済社

『招集通知等見直しの実務』倉橋雄作／商事法務

『株主総会の準備実務・想定問答 平成28年』日
比谷パーク法律事務所／中央経済社

『社外取締役・社外監査役の兼職等状況の分析』
柗田由貴／商事法務

『収益認識』PwCあらた監査法人／第一法規

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『生命保険の法律相談』大高満範／青林書院

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法特別講義・講演録』川端博／成文堂
『法の奥底にあるもの』前田雅英／羽鳥書店
『二元的犯罪論序説』鈴木茂嗣／成文堂
『新実例刑法』池田修／青林書院
『性暴力と刑事司法』大阪弁護士会／信山社
『リベンジポルノ 性を拡散される若者たち』渡辺
真由子／弘文堂

『尼崎事件支配・服従の心理分析』村山満明／現
代人文社

『刑事司法における薬物処遇の社会学』Moore 
Dawn／現代人文社

『触法精神障害者をめぐる実証的考察』深谷裕／
日本評論社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　
『弁護士と隣接士業の業務範囲 改訂版』愛知県弁
護士会／

『全国法律事務所ガイド 2016』商事法務／商事法務
『新時代を切り拓く弁護士』本林徹／商事法務
『平和主義と人権を守る司法』東京弁護士会法友
会／現代人文社

『2016重要課題と私たちの取組み』東京弁護士
会法曹親和会／東京弁護士会法曹親和会

『照会の手引 6訂版』第一東京弁護士会業務改革
委員会／第一東京弁護士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　
『事実認定体系 契約各論編2』村田渉／第一法規
『新債権法の要件事実』大江忠／司法協会
『執行文講義案 改訂再訂版』司法協会
『民事保全法 新訂版』瀬木比呂志／日本評論社
『破産法大系 第1巻 破産手続法』竹下守夫／青
林書院

『担保権消滅請求の理論と実務』佐藤鉄男／民事
法研究会

『実務に学ぶ倒産訴訟の論点』滝澤孝臣／青林書院
『民事再生』佐村浩之／青林書院
『日本版「司法取引」を問う』白取祐司／旬報社
『生きている刑事訴訟法』佐伯千仭／信山社出版
『刑事訴訟法講義案 4訂補訂版』司法協会
『刑事弁護の基礎知識』岡慎一／有斐閣
『実践・財務捜査』清野憲一／立花書房

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『「家栽の人」から君への遺言』毛利甚八／講談社
『性加害行動のある少年少女のためのグッドライフ・
モデル』Print Bobbie／誠信書房

 経 済 産 業 法 　　　　　　　　　　　　　　
『情報法概説』曽我部真裕／弘文堂
『消費者事件歴史の証言』及川昭伍／民事法研究会
『条解消費者の財産的被害の集団的な回復のため
の民事の裁判手続の特例に関する規則』法曹会

『消費者法講義 第4版』日本弁護士連合会／日
本評論社

『独占禁止法の歴史 下』平林英勝／信山社
『回想独占禁止法改正』竹島一彦／商事法務
『中小企業の事業承継M&A活用の手引き』藤原
宏高／経済法令研究会

『ポイント解説建設業法令遵守ガイドライン 改訂
3版』建設業許可行政研究会／大成出版社
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『M&A法大系』森濱田松本法律事務所／有斐閣
『成功する！M&Aのゴールデンルール』奥山倫行
／民事法研究会

『逐条解説2015年金融商品取引法改正』梅村元
史／商事法務

『証券訴訟を巡る近時の諸問題』日本証券経済研
究所／日本証券経済研究所

『金融取引における約款等をめぐる法的諸問題』
金融法務研究会事務局

『フランチャイズ契約』西口元／青林書院
『現代の金融機関と法 第5版』川口恭弘／中央経
済社

『リスク対応と金融法』吉田光碩／日本評論社
『金融取引法実務大系』現代金融取引研究会／民
事法研究会

『不動産担保実務』小野兵太郎／金融財政事情研
究会

 知 的 財 産 法 　　　　　　　　　　　　　　
『知的財産訴訟実務大系 1』牧野利秋／青林書院
『知的財産訴訟実務大系 2』牧野利秋／青林書院
『知的財産訴訟実務大系 3』牧野利秋／青林書院
『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

『進歩性欠如の拒絶理由通知への対応ノウハウ』
高橋政治／経済産業調査会

『特許情報調査と検索テクニック入門』野崎篤志
／発明推進協会

『新・注解特許法 上巻』中山信弘／青林書院
『新・注解特許法 下巻』中山信弘／青林書院
『注解意匠法』満田重昭／青林書院
『アンブッシュ・マーケティング規制法』足立勝／
創耕舎

『商標法の解説と裁判例 改訂版』工藤莞司／マス
ターリンク

『年報知的財産法 2015−2016』高林龍／日本
評論社

『著作権の法律相談 1』TMI総合法律事務所／青
林書院

『著作権の法律相談 2』TMI総合法律事務所／青
林書院

 社 会 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『社会法総論』柴田滋／大学教育出版

 労 働 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『企業のための労働契約の法律相談 改訂版』下井
隆史／青林書院

『最低賃金法の詳解 改訂4版』労働調査会／労
働調査会

『新・労働組合Q&A』東京南部法律事務所／日
本評論社

『詳説障害者雇用促進法』永野仁美／弘文堂

 社 会 福 祉 法 　　　　　　　　　　　　　　
『超高齢社会の介護制度』加藤久和／中央経済社
『日本の児童虐待防止・法的対応資料集成』吉田
恒雄／明石書店

『認定こども園運営ハンドブック 平成27年版』中
央法規出版／中央法規出版

『子どものための法律相談 第2版』第一東京弁護
士会少年法委員会／青林書院

 医 事 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『「医療事故調査制度」早わかりハンドブック』小
田原良治／日本医療企画

『精神科診療の現状（DVD）』東京法律相談運営
連絡協議会

 環 境 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『環境法令パーフェクトガイド 遵守事項編』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

『化学物質規制の形成過程 EU・ドイツ・日本の
比較政策論』安達亜紀／岩波書店

 教 育 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『子どもの「命」の守り方』掛札逸美／エイデル研
究所

 国 際 法 　　　　　　　　　　　　　　　　
『崩壊国家と国際安全保障』遠藤貢／有斐閣
『国連安全保障理事会と憲章第7章』佐藤哲夫／
有斐閣

『国際家族法研究』大村芳昭／成文堂

 法 令 集 　　　　　　　　　　　　　　　　
『倉庫業実務必携 8訂』倉庫法令研究会／ぎょう
せい

『保育所運営ハンドブック 平成27年版』中央法
規出版／中央法規出版

 白  書 　　　　　　　　　　　　　　　　　
『世界経済の潮流 2015年2 2015年下半期世
界経済報告』内閣府政策統括官室／日経印刷

 そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　
『業種別業界情報 2015年版』中小企業動向調
査会／経営情報出版社


