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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　
『《法と文学》の法理論』林田清明／北海道大
学出版会

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『中国環境法概説』桑原勇進／信山社出版
『求職者支援と社会保障 イギリスにおける労
働権保障の法政策分析』丸谷浩介／法律文
化社

『タバコの政治学』Fritschler, A. Lee／勁草
書房

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『「表現の自由」入門』Warburton, Nigel／
岩波書店

『平山朝治著作集 憲法70年の真実 第6巻』
平山朝治／中央経済社

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　
『指名停止モデルの解説』工事契約制度研究
会／新日本法規出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国税徴収法基本通達逐条解説 平成28年
版』小林徹／大蔵財務協会

『国外親族の扶養控除と企業の対応』三又修
／大蔵財務協会

『繰越欠損金と含み損の引継ぎを巡る法人税
実務Q&A 2訂版』税理士法人高野総合会
計事務所／税務研究会出版局

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『不動産調査実務ガイドQ&A 第3版』杉本
幸雄／清文社

『コモンズ訴訟と環境保全』中尾英俊／法律
文化社

『弁護士が弁護士のために説く債権法改正 改
訂版』東京弁護士会法友全期会／第一法規

『ペットの法律相談』    堀竜児／青林書院
『婚姻法における意思と事実の交錯』高橋忠
次郎／信山社出版

『婚姻成立過程の研究』宮崎幹朗／成文堂
『遺産分割実務マニュアル 第3版』東京弁護
士会法友全期会／ぎょうせい

『遺言・信託のすすめ 増補改訂版』久島和夫
／大蔵財務協会

『限界マンション』米山秀隆／日本経済新聞
出版社

『区分所有法の探究』片桐善衛／成文堂

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　
『企業不祥事の緊急事態対応「超」実践ハンド
ブック』エスピーネットワーク／レクシスネク
シス・ジャパン

『会社法実務スケジュール 新版』橋本副孝／
新日本法規出版

『株主総会想定問答集 平成28年版』豊泉貫
太郎／商事法務

『招集通知・議案の記載事例 平成28年版』
プロネクサス／商事法務

『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

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『役に立つ損害保険英語例文集』保険毎日新
聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『新・犯罪論』荻上チキ／現代人文社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『弁護士会照会制度 第5版』東京弁護士会
／商事法務

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『法廷通訳人』丁海玉／港の人
『新・実践刑事弁護』東京弁護士会刑事弁護
委員会／現代人文社

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　
『［年表］子どもの事件1945-2015』山本健
治／柘植書房新社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『実務原子力損害賠償』第一東京弁護士会災
害対策本部／勁草書房

『証券取引被害判例セレクト 50』全国証券
問題研究会／全国証券問題研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　
『やらまいか魂 デジタル時代の著作権20年
戦争』三野明洋／文藝春秋企画出版部

『著作権・著作隣接権論文集 第10回』著作
権情報センター

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　
『農林水産予算の概要（未定稿）』大成出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『労働法 第11版』菅野和夫／弘文堂
『弁護士・社労士が答える社長のための労働相
談』大西隆司／経済産業調査会

『労働法の知識と実務 3』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

『役割等級人事制度のための賃金設計実務講
義』西村聡／日本法令

『労働者派遣の実務事典 第2版』小見山敏
郎／労務行政

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　
『高齢者と家族のためのQ&A 法的トラブルから
医療・介護支援まで』延命法律事務所／法学
書院

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　
『医療過誤訴訟鑑定書集 第27集』医療事故
情報センター／医療事故情報センター

『医療事故調運用ガイドライン』日本医療法
人協会／へるす出版

『医と法の邂逅 第2集』いほうの会／尚学社

『医療事件の実務（DVD） その2 訴訟編』東
京法律相談運営連絡協議会

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　
『支援のかたち 復興のかたち 宮崎県口蹄疫被
害復興ボランティア支援団体連絡協議会5年
間の活動の記録』宮崎県口蹄疫被害復興ボラ
ンティア支援団体連絡協議会／宮崎県口蹄疫
被害復興ボランティア支援団体連絡協議会

『たばこ訴訟の法社会学』棚瀬孝雄／世界思
想社

『たばこ産業を裁く』禁煙ジャーナル編集部／
実践社

『たばこ規制戦略ガイド』アメリカがん協会／
日本対がん協会

『住まいの化学物質』室内環境学会／東京電
機大学出版局

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　
『年金相談員のための被用者年金一元化と共
済年金の知識』長沼明／日本法令

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『貿易売買契約とリスク対応実務』大貫雅晴
／同文舘出版

『国際商事仲裁判断の承認及び執行に関する
序説的研究』楊曄／クロスカルチャー出版事
業部

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　
『神経内科クリニカルスタンダード』望月秀樹
／文光堂

『死亡直前と看取りのエビデンス』森田達也／
医学書院

『脳神経外科診療プラクティス 6』三國信啓
／文光堂

『眼感染症診療マニュアル』薄井紀夫／医学
書院

『緑内障治療のアップデート』杉山和久／医学
書院

『検査と診療』一瀬白帝／金芳堂
『制吐薬適正使用ガイドライン 第2版』日本
癌治療学会／金原出版

『白血病/骨髄異形成症候群』直江知樹／医
薬ジャーナル社

『膵がん 改訂3版』船越顕博／医薬ジャーナ
ル社

『胃がん 改訂版』笹子三津留／医薬ジャーナ
ル社

『手・手関節の骨折・外傷の手術』岩崎倫政／
メジカルビュー社

『股関節周囲の骨折・外傷の手術』中村茂／メ
ジカルビュー社

『婦人科腫瘍』青笹克之／中山書店
『人工心肺』四津良平／南江堂
『肝硬変診療ガイドライン 改訂第2版 2015』
日本消化器病学会／南江堂

『胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン 
改訂第2版』日本消化器病学会／南江堂

『臨床・病理食道癌取扱い規約 第11版』日
本食道学会／金原出版
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『整形外科・病理悪性骨腫瘍取扱い規約 第4
版』日本整形外科学会／金原出版

『甲状腺癌取扱い規約 第7版』日本甲状腺外
科学会／金原出版

『スポーツ外傷・障害ハンドブック』Bahr, Roald
／医学書院

『EBウイルス 改訂第3版』柳井秀雄／診断
と治療社

『徹底攻略！病理解剖カラー図解』清水道生
／金芳堂

『骨・軟部腫瘍 改訂第2版』大塚隆信／診断
と治療社

『血液内科クリニカルスタンダード 第3版』
東原正明／文光堂

『よくある副作用症例に学ぶ降圧薬の使い方 
改訂4版』後藤敏和／金芳堂

『血液疾患診療ハンドブック 改訂3版』吉田
弥太郎／医薬ジャーナル社

『ICUブック 第4版』Marino, Paul L.／メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル

『大動脈弁形成術のすべて』國原孝／文光堂
『整形外科手術進入路マニュアル 原著第2版』
Dubrana, Frédéric／医歯薬出版

『血液疾患診断・治療指針』金倉譲／中山書
店

『外傷外科手術パーフェクト』葛西猛／診断
と治療社

『臨床てんかん学』兼本浩祐／医学書院

『門脈圧亢進症診療マニュアル』日本門脈圧
亢進症学会／南江堂

『不妊治療・体外受精のすすめ 改訂2版』成
田収／南山堂

『複合性局所疼痛症候群（CRPS）をもっと
知ろう』堀内行雄／全日本病院出版会

『頻用薬の落とし穴』宮地良樹／文光堂
『人工股関節全置換術 改訂2版』菅野伸彦
／金芳堂

『神経症の臨床病理』熊倉伸宏／新興医学出
版社

『自律神経機能検査 第5版』日本自律神経
学会／文光堂

『緩和医療の今』細川豊史／真興交易株式会
社医書出版部

『医療・介護スタッフのための高齢者の転倒・
骨折予防』萩野浩／医薬ジャーナル社

『救急救命士標準テキスト 改訂第9版 上巻』
救急救命士標準テキスト編集委員会／へるす
出版

『救急救命士標準テキスト 改訂第9版 下巻』
救急救命士標準テキスト編集委員会／へるす
出版

『感染症』嘉糠洋陸／羊土社
『患者さんと家族のための放射線治療Q&A 
2015年版』日本放射線腫瘍学会／金原出版

『未破裂脳動脈瘤Japan standard』井川
房夫／中外医学社

『呼吸器疾患診断Clinical Pearls』宮城征
四郎／南江堂

『ビジュアル麻酔の手引』Atchabahian, Arthur
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『研修医のための見える・わかる外科手術』畑
啓昭／羊土社

『悪性リンパ腫治療マニュアル 改訂第4版』
飛内賢正／南江堂

『医療安全』石井トク／医歯薬出版
『救急画像診断のすべて』金原出版
『有害事象をいかに防止するか？』金原出版
『先天異常症候群』東京医学社
『ギラン・バレー症候群のすべて』医学書院
『高次脳機能障害の診断とリハビリテーション』
医学書院

『現代精神医学事典 縮刷版』加藤敏／弘文
堂

 判例評釈集　　　　　　　　　　　　　
『私法判例リマークス 2016 上』椿寿夫／日
本評論社

 図書館学　　　　　　　　　　　　　　
『全国図書館大会東京大会記録 図書館は地
域の広場生きる力 平成27年度（第101回）』
第101回全国図書館大会組織委員会

『IFLA公共図書館サービスガイドライン 第2
版』日本図書館協会


