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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　　　
『リーガル・リサーチ 第5版』いしかわまりこ／日本
評論社

『法情報の調べ方入門』ローライブラリアン研究会
／日本図書館協会

『現代国家と市民社会の構造転換と法』角松生史
／日本評論社

『法政策学の試み』神戸大学法政策研究会／信山社
『司法研修所論集 2015（第125号）』司法研修所

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代中国法入門 第7版』高見澤磨／有斐閣
『中国の租税制裁制度』張小平／税務経理協会
『信託と相続の社会史』Friedman, Lawrence Meir
／日本評論社

『憲法裁判所の比較研究』曽我部真裕／信山社出版
『近代民事訴訟法史・オーストリア』鈴木正裕／信
山社

『事例で読み説くアジアフランチャイズ法務戦略』
川本到／レクシスネクシス・ジャパン

『EU競争法の手続と実務 全訂版』井上朗／民事
法研究会

『知的財産法判例教室グローバル版』経済産業調査会
『よくわかる世界の労働法』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

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『法人・制度体・国家』時本義昭／成文堂
『グローバル化時代における民主主義の変容と憲法
学』本秀紀／日本評論社

『五日市憲法草案とその起草者たち』色川大吉／日
本経済評論社

『戦争に抗する』岡野八代／岩波書店
『憲法シンポジウム』長野県弁護士会
『Q&Aでわかりやすく学ぶ平成27年改正個人情報
保護法』辻畑泰喬／第一法規

『沖縄密約をあばく』沖縄密約情報公開訴訟原告団
／日本評論社

『プライバシー保護入門』中川裕志／勁草書房
『マイナンバー法と金融実務』浅井弘章／経済法令
研究会

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『福田博オーラル・ヒストリー「一票の格差」違憲
判断の真意』福田博／ミネルヴァ書房

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法理論の探究』曽和俊文／有斐閣
『新行政不服審査法』ぎょうべんネット／民事法研
究会

『逐条解説土地区画整理法 第二次改訂版』土地区
画整理法制研究会／ぎょうせい

『都市再開発実務ハンドブック 2015』大成出版社
『建築申請memo 2016』建築申請実務研究会／
新日本法規出版

『建築法規PRO 2016』図解建築法規研究会／第
一法規

『図解建築法規 2016』国土交通省住宅局／新日
本法規出版

『逐条解説災害対策基本法 第3次改訂版』防災行
政研究会／ぎょうせい

『東京ひまわり隊活動記録』東京ひまわり隊

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　　　
『警察行政法解説 全訂第2版』田村正博／東京法
令出版

『警備判例解説集 第4版』警備判例研究会／立花
書房

『道路交通法改正Q&A』交通行政研究会／東京法
令出版

『建築消防advice 2016』建築消防実務研究会／
新日本法規出版

 会 計 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『政府調達制度の手引』青木孝德／大蔵財務協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『租税法 第21版』金子宏／弘文堂
『契約書に活かす税務のポイント』永井徳人／中央

経済社
『日税研論集 第67号（2016）』日本税務研究セ
ンター

『投資ストラクチャーの税務 8訂版』鬼頭朱実／税
務経理協会

『M&A・企業組織再編のスキームと税務 第3版』
太田洋／大蔵財務協会

『出向・転籍における税務実務 増補改訂版』永田金
司／大蔵財務協会

『土地評価実務ガイド』武田秀和／税務経理協会
『ここが違う！プロが教える土地評価の要諦』東北
篤／清文社

『詳説/自社株評価Q&A 4訂版』竹内陽一／清文社

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　
『地方公務員法（新基本法コンメンタール）』晴山一
穂／日本評論社

『裁判例に見る「非正規公務員」の現状と課題』東
京弁護士会労働法制特別委員会／法律情報出版

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『私道・境界・近隣紛争の法律相談』野辺博／学
陽書房

『最新根抵当権実務 補訂版』青山修／金融財政事
情研究会

『担保書式便覧』小林明彦／金融財政事情研究会
『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

『新民法典成立への扉』石崎泰雄／信山社
『事業者が知っておくべき「保証」契約Q&A』東京
弁護士会親和全期会／清文社

『最新請負・業務委託・下請契約の法律と書式40』
三修社

『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理
論と実務』松尾剛行／勁草書房

『新技術活用のための法工学』近藤惠嗣／民事法研
究会

『市民法と不法行為法の理論』吉村良一／日本評
論社

『離婚をめぐる相談100問100答 第2次改訂版』
第一東京弁護士会人権擁護委員会／ぎょうせい

『離別後の親子関係を問い直す』小川富之／法律文
化社

『離婚をめぐる親権・監護権の実務』近藤ルミ子／
学陽書房

『親権と監護』許末恵／日本評論社
『高齢者をめぐる法律問題入門』高齢者をめぐる法
律問題研究会／大成出版社

『相続・遺言ガイドブック』第二東京弁護士会法律
相談センター運営委員会／第二東京弁護士会

『相続法の立法的課題』水野紀子／有斐閣
『事例にみる特別受益・寄与分・遺留分主張のポイ
ント』近藤ルミ子／新日本法規出版

『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

『遺留分減殺請求事件処理マニュアル』野々山哲郎
／新日本法規出版

『継続地代の実態調べ 平成27年版』日税不動産
鑑定士会

『Q&A自治体のための空家対策ハンドブック』西口
元／ぎょうせい

『借地借家事件処理マニュアル』清水俊順／新日本
法規

『空き家対策の実務』北村喜宣／有斐閣
『信託登記の実務 第3版』信託登記実務研究会／
日本加除出版

『信託の理論と実務入門』田中和明／日本加除出版
『新しい家族信託 新訂』遠藤英嗣／日本加除出版
『信託が拓く新しい実務』第一東京弁護士会司法研
究委員会／商事法務

『交通事故における過失相殺率 第2版』伊藤秀城
／日本加除出版

『交通事故裁定例集 33（平成26年度）』交通事
故紛争処理センター／ぎょうせい

 会 社 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法 第18版』神田秀樹／弘文堂
『会社法1 第2版（新基本法コンメンタール） 1』
奥島孝康／日本評論社

『改正会社法下における実務のポイント』塚本英巨
／商事法務

『危機管理法大全』西村あさひ法律事務所／商事
法務

『逐条解説公益通報者保護法』消費者庁消費者制
度課／商事法務

『会社法コンメンタール 20』岩原紳作／商事法務
『逐条解説会社法 9』酒巻俊雄／中央経済社
『内部統制システムと株主代表訴訟』新谷勝／民事
法研究会

『監査等委員会設置会社の実務とQ&A』重泉良徳
／同文舘出版

『株主総会ハンドブック 第4版』中村直人／商事
法務

『ベストプラクティス株主総会』渡辺顕／商事法務
『株主総会』阿部井窪片山法律事務所／商事法務
『新株主総会実務なるほどQ&A 平成28年版』三
菱UFJ信託銀行株式会社／中央経済社

『株主総会のポイント 平成28年版』三井住友信
託銀行株式会社／財経詳報社

『2016年株主総会機関投資家対応』倉橋雄作／
商事法務

『親子会社・グループ企業監査役等の実務対応』古
田清和／弁護士会館ブックセンター出版部LABO

『監査役・監査委員・監査等委員』弁護士法人大江
橋法律事務所／商事法務

『事業報告記載事項の分析』三菱UFJ信託銀行株
式会社／商事法務

『会社法計算書類の作成実務と記載事例 第4版』
東陽監査法人／清文社

『新しい事業報告・計算書類 全訂版』石井裕介／
商事法務

『会社法決算書作成ハンドブック 2016年版』太
田達也／商事法務

『組織再編』シティユーワ法律事務所／商事法務

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『自由の普遍的保障と哲学的刑法理論』飯島暢／
成文堂

『刑法研究 上巻（総論）』野村稔／成文堂
『刑法研究 下巻（各論）』野村稔／成文堂
『刑法総論 第3版』山口厚／有斐閣
『電子証拠の理論と実務』町村泰貴／民事法研究会
『名古屋拘置所における実務マニュアル 第4版』愛
知県弁護士会

『刑法と戦争』内田博文／みすず書房

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　
『裁判員裁判・関連して死刑存廃論を中心に』萩原
金美／中央大学出版部

『裁判官の理想像』渋川満／日本評論社
『広島弁護士会史』広島弁護士会
『横浜弁護士会から神奈川県弁護士会へ』神奈川
県弁護士会

『至誠』法友会第6部至誠会
『弁護士懲戒事件議決例集 第17集（平成26年）』
日本弁護士連合会懲戒委員会／日本弁護士連合会

『弁護士懲戒事件議決例集 第18集（平成27年）』
日本弁護士連合会懲戒委員会／日本弁護士連合会

『弁護士研修講座 2016年度前期』東京弁護士会
弁護士研修センター運営委員会

『超高齢社会におけるホームロイヤーマニュアル 改
訂』日本弁護士連合会／日本加除出版

『今日から弁護士秘書』日本弁護士連合会弁護士
業務改革委員会

『若手弁護士のための初動対応の実務』長瀬佑志／
レクシスネクシス・ジャパン

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　
『大阪弁護士会と大阪地方裁判所各部との懇談会 
平成26年度』大阪弁護士会

『コンメンタール民事訴訟法 7』菊井維大／日本評
論社

『民事手続原則の限界』長谷部由起子／有斐閣
『最新裁判実務大系 3』須藤典明／青林書院
『実務ガイド新・会社非訟 増補改訂版』松田亨／金
融財政事情研究会

『明治初期伺・指令裁判体制の一掬』霞信彦／慶應
義塾大学出版会
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『実践訴訟戦術』東京弁護士会春秋会／民事法研
究会

『刑事上訴審における弁護活動』岡慎一／成文堂
『告訴・告発事案の捜査要領 第3版』小川賢一／
東京法令出版

『盗犯捜査全書』城祐一郎／立花書房
『公判審理から見た捜査』高内寿夫／成文堂

 訴 訟 記 録　　　　　　　　　　　　　　　　
『神兵隊事件 別巻4』専修大学今村法律研究室／
専修大学出版局

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　
『消費者相談マニュアル 第3版』東京弁護士会消
費者問題特別委員会／商事法務

『ネット取引被害の消費者相談 第2版』東京弁護
士会消費者問題特別委員会／商事法務

『クラウド・リスク・マネジメント』PwCあらた監査
法人／同文舘出版

『発信者情報開示請求の手引』電子商取引問題研
究会／民事法研究会

『実務解説景品表示法 第2版』波光巌／青林書院
『福島原発事故と法政策』高橋滋／第一法規
『詳解大量保有報告制度』町田行人／商事法務
『「M&Aスキーム」選択の実務』森山保／中央経
済社

『投資信託・投資法人の法務』森濱田松本法律事務
所／商事法務

『企業法制の将来展望 2016年度版』神作裕之／
資本市場研究会

『Q&AでわかるM&A実務のすべて』GCA FAS株
式会社／中央経済社

『財務会計論』滝田輝己／税務経理協会
『金融グループにおける証券関連業務を巡る諸問題』
金融法務研究会事務局

『金融商品取引法 第4版』松尾直彦／商事法務
『論点詳解係争事案における株式価値評価』池谷
誠／中央経済社

『先物取引裁判例集 74』先物取引被害全国研究会
『宅地建物取引の知識 平成28年版』不動産取引
研究会／住宅新報社

『シチュエーション別フランチャイズ契約のトラブル
防止・対応策』淵邊善彦／レクシスネクシス・ジャパ
ン

『フランチャイズ事件処理の手引』日本弁護士連合
会消費者問題対策委員会／民事法研究会

『輸出令Q&A 改訂2版』輸出令Q&A編集委員会
／化学工業日報社

『金融情報システム白書 平成28年版』金融情報
システムセンター／財経詳報社

『金融機関役員の法務』岩田合同法律事務所／金
融財政事情研究会

『必携デリバティブ・ドキュメンテーション 実戦編』
植木雅広／近代セールス社

『銀行取引と相続・資産承継を巡る諸問題』金融法
務研究会事務局

『設立20周年記念誌』東京都不動産鑑定士協会
『債権法改正と保険実務』保険業法に関する研究会
／損保ジャパン日本興亜福祉財団

『保険業務のコンプライアンス 第3版』中原健夫／
金融財政事情研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　
『知的財産権を用いた資金提供・調達』川瀬真／日
本評論社

『知的財産・コンピュータと法』中山信弘／商事法務
『秘密保持契約の実務』森本大介／中央経済社
『特許法 第3版』中山信弘／弘文堂
『実務解説職務発明』深津拓寛／商事法務
『シミュレーション特許侵害訴訟 改訂4版』伊原友
己／経済産業調査会

 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『オーラルヒストリー電気通信事業法』林秀弥／勁
草書房

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『労働社会の変容と格差・排除』櫻井純理／ミネル
ヴァ書房

『QA労働・家族・ケアと法』水谷英夫／信山社
『労働法 第6版』水町勇一郎／有斐閣
『企業労働法実務入門』倉重公太朗／日本リーダー
ズ協会

『2015年派遣法改正と実務対応』第二東京弁護
士会労働問題検討委員会／第二東京弁護士会

『日本の雇用紛争』濱口桂一郎／労働政策研究・
研修機構

『労務管理・風評対策Q&A』中澤佑一／中央経済社
『図解労働・社会保険の書式・手続完全マニュアル 
6訂版』高志会／日本法令

『賃金・労働条件総覧 2016年版』産労総合研究
所／産労総合研究所出版部経営書院

『賃金・人事データ総覧 2016年版』労務行政研
究所／労務行政

『知っておきたい建設業の労務知識Q&A 改訂3版』
村木宏吉／大成出版社

『解雇・退職』宮里邦雄／旬報社
『配転・出向・降格の法律実務 第2版』石崎信憲／
中央経済社

『賃金』宮里邦雄／旬報社
『最低賃金決定要覧 平成28年度版』労働調査会
／労働調査会

『産業医と弁護士が解決する社員のメンタルヘルス
問題』メンタルヘルス実務研究会／中央経済社

『安全衛生・労働災害』宮里邦雄／旬報社
『弁護士&産業医が教えるストレスチェック制度の
運用とメンタルヘルス対策の実務』倉重公太朗／
日本法令

『ユニオンへの加入・結成と活用』宮里邦雄／旬報社
『春季労使交渉・労使協議の手引き 2016年版』
日本経済団体連合会／経団連出版

『派遣労働者・労働組合のための派遣労働相談マニ
ュアル』日本労働弁護団

『労働市場における労働者派遣法の現代的役割』本
庄淳志／弘文堂

『今日からできる障害者雇用』大胡田誠／弘文堂
『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書 平
成27年度』東京都産業労働局／東京都産業労働
局雇用就業部労働環境課

『男女雇用機会均等法のポイント』東京都産業労働
局／東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　
『介護施設運営・管理ハンドブック』鳥羽稔／日本
法令

『介護保険事業運営の手引 4訂版』介護保険事業
運営の手引編集委員会／中央法規出版

『介護保険制度の解説』社会保険研究所
『Q&A障害者差別解消法』野村茂樹／生活書院

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　　　
『医事法講義 新編第3版』前田和彦／信山社
『医療機関のトラブルQ&A』平沼直人／労災保険
情報センター

『薬事ハンドブック 2016』じほう

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『地域自然資産法の解説』盛山正仁／ぎょうせい
『日本の大気汚染状況 平成26年版』環境省水大
気環境局／経済産業調査会

『住環境トラブル解決実務マニュアル』東京弁護士会
『動物愛護管理業務必携 改訂版』動物愛護管理法
令研究会／大成出版社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『障害年金審査請求・再審査請求事例集』安部敬
太／日本法令

『社会保険核論』加藤智章／旬報社
『相談員の疑問に答える年金相談事例集』澤山秀
明／日本法令

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『学校法人会計のすべて 第3版』斎藤力夫／税務
経理協会

『防げ！学校事故』内野令四郎／第一法規
『逐条学校教育法 第8次改訂版』鈴木勲／学陽書房
『法人職員・公務員のための労働法72話』小嶌典
明／ジアース教育新社

『「ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム」
講演録 平成27年度』日本体育協会日本スポーツ
少年団

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際法原理論』Kelsen, Hans／信山社
『BEYOND PROOF』国連難民高等弁務官駐日事
務所

『国際投資仲裁ガイドブック』末冨純子／中央経済社
『はじめての英文契約書の読み方』寺村淳／アルク
『WTO・FTA法入門』小林友彦／法律文化社
『国際取引紛争 第2版』中村達也／成文堂
『外国人の法律相談Q&A 第3次改訂版』第一東
京弁護士会人権擁護委員会／ぎょうせい

『旅券法逐条解説』旅券法研究会／有斐閣
『外国人技能実習生・研修生の入国・在留手続Q&A 
第4版2』国際研修協力機構／国際研修協力機構
教材センター

『高度人材ポイント制』高宅茂／日本加除出版

 辞 典　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『法令用語辞典 第10次改訂版』角田礼次郎／学
陽書房

『法律学小辞典 第5版』高橋和之／有斐閣

 法 令 集　　　　　　　　　　　　　　　　　
『六法全書 平成28年版1』山下友信／有斐閣
『六法全書 平成28年版2』山下友信／有斐閣
『金融六法 平成28年版1』学陽書房
『金融六法 平成28年版2』学陽書房
『会計監査六法 平成28年版』日本公認会計士協
会／日本公認会計士協会出版局

『消費者六法 2016年版』甲斐道太郎／民事法研
究会

『経済産業六法 2015』経済産業省／東洋法規出版
『外国為替・貿易小六法 平成28年版』外国為替
研究協会

『金融会計監査六法 平成28年版』日本公認会計
士協会／日本公認会計士協会出版局

『農林水産六法 平成28年版』農林水産法令研究
会／学陽書房

『トラック関係法令便覧 改訂4版』大成出版社
『環境六法 平成28年版1』中央法規出版
『環境六法 平成28年版2』中央法規出版
『法令全書 平成28年2月号（1）』国立印刷局
『法令全書 平成28年2月号（2）』国立印刷局
『国会制定法律集 第187回-第189回』衆議院
法制局

 条 約 集　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際条約集 2016年版』岩沢雄司／有斐閣

 判 例 集 等　　　　　　　　　　　　　　　　
『交通事故民事裁判例集 48-1』不法行為法研究
会／ぎょうせい

『行政関係判例解説 平成26年』行政判例研究会
／ぎょうせい

『新・判例解説Watch 18』新判例解説編集委員
会／日本評論社

『地方公務員人事判定集 第64集（平成28年版）』
全国人事委員会連合会／ぎょうせい

『公正取引委員会審決集 61』公正取引委員会／
公正取引協会

 白 書　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『女性労働の分析 2014年』21世紀職業財団

 図 書 館 学　　　　　　　　　　　　　　　　
『情報資源組織法 第2版』志保田務／第一法規

 地 図　　　　　　　　　　　　　　　　 　 
『ブルーマップⅡ東村山市  201603』ゼンリン
『ブルーマップ横浜市港北区  201603』ゼンリン
『ブルーマップ横浜市栄区  201603』ゼンリン
『ブルーマップ鎌倉市  201603』ゼンリン
『ブルーマップ成田市1[成田]  201603』ゼンリン
『ブルーマップ熊谷市[熊谷]  201603』ゼンリン
『ブルーマップⅡ中央区  201603』ゼンリン
『ブルーマップⅡ渋谷区  201603』ゼンリン


