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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　
『境界線の法と政治 12』中野勝郎／法政大
学現代法研究所

『法と実務』日弁連法務研究財団／商事法務
『法と社会科学をつなぐ』飯田高／有斐閣
『振舞いとしての法 知と臨床の法社会学』西
田英一／法律文化社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『 大 惨 事 後の経 済 的 困 窮と公 正な補 償 』
Feinberg, Kenneth R.／中央大学出版部

『ヨーロッパ私法の展望と日本民法典の現代
化』川角由和／日本評論社

『韓国家族法』青木清／信山社
『中国子会社の清算・持分譲渡の実務』森村
元／税務経理協会

『憲法と裁判官』鵜飼信成／日本評論社
『デュー・プロセスと合衆国最高裁 奴隷制度，
言論・出版等の自由』小早川義則／成文堂

『公共訴訟の救済法理』川嶋四郎／有斐閣
『イタリアにおける刑事手続改革と参審制度』
松田岳士／大阪大学出版会

『ドイツ進出企業の税制と実務』池田良一／
税務経理協会

『はじめてのイスラム金融』吉田悦章／金融財
政事情研究会

『商標〈一問一答〉世界の不使用取消制度』
R&C／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『立法手続と権力分立』奥村公輔／信山社
『選択議定書批准推進協議会20年史』大阪
弁護士会／大阪弁護士会

『憲法の理性』長谷部恭男／東京大学出版会
『憲法学教室』浦部法穂／日本評論社
『判例憲法』大石真／有斐閣
『憲法』辻村みよ子／日本評論社
『個人情報保護法の知識』岡村久道／日本経
済新聞出版社

『やさしいマイナンバー法入門』水町雅子／商
事法務

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　
『地方選挙の手引 平成28年』選挙制度研究
会／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　
『司法改革と行政裁判』木佐茂男／日本評論
社

『改正行政不服審査法』中村健人／第一法規
『目からウロコの建築確認のポイントQ&A 改
訂版』日本ERI 株式会社／ぎょうせい

『非常時対応の社会科学』斉藤誠／有斐閣
『災害復興の法と法曹』松岡勝実／成文堂

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『日本とアジア・大洋州・米州・旧ソ連諸国
との租税条約』矢内一好／財経詳報社

『税理士が使いこなす改正国税通則法』東京
税理士会／清文社

『解散・清算実務必携』朝長英樹／法令出版
『債権の税務と法務 平成28年版』桜井光照
／大蔵財務協会

『税法上の配当概念の展開と課題』小塚真啓
／成文堂

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　
『自治体職員の働く権利Q&A』中尾誠／日本
評論社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A重要裁判例にみる私道と通行権の法律
トラブル解決法』宮崎裕二／プログレス

『公道・私道のトラブル解決法 第3版』高井
和伸／自由国民社

『史料・明治担保物権法』平井一雄／信山社
出版

『金融担保の法理』鳥谷部茂／信山社
『締約強制の理論』谷江陽介／成文堂
『子どもの遊び場のリスクマネジメント』松野
敬子／ミネルヴァ書房

『憲法と家族』辻村みよ子／日本加除出版
『両性の平等をめぐる家族法・税・社会保障』
遠藤みち／日本評論社

『別居・離婚後の子の最善の利益の実現と親子
関係の再構築』家庭問題情報センター

『未成年者・精神障害者の監督者責任』今西
順一／新日本法規出版

『事例解説境界紛争』大阪土地家屋調査士会
／日本加除出版

『信託の会計と税務』鯖田豊則／税務経理協
会

『「でんさい」のすべて 第2版』全銀電子債権
ネットワーク／金融財政事情研究会

『自動車保険の概況』損害保険料率算出機構

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法の継受と収斂』高橋英治／有斐閣
『ベンチャー経営を支える法務ハンドブック』
橘大地／レクシスネクシス・ジャパン

『事業者の内部通報トラブル』東京弁護士会
／法律情報出版

『会社法の議事録作成実務』桃尾松尾難波法
律事務所／商事法務

『Q&A監査等委員会設置会社の実務』太子
堂厚子／商事法務

『会社議事録の作り方 第2版』松井秀樹／中
央経済社

『コーポレートガバナンス・コードの実務』沢
口実／商事法務

『コーポレート・ガバナンスの実践』経済産業
省／経済産業調査会

『経営支配権をめぐる法律実務』二木康晴／
新日本法規出版

『株主総会の財務会計に関する想定問答』太
田達也／清文社

『取締役・取締役会・執行役』北浜法律事務
所／商事法務

『会社法決算書の読み方・作り方 第10版』
新日本有限責任監査法人／中央経済社

『会社法決算の実務 第10版』あずさ監査法
人／中央経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　
『生命保険の法務と実務 第3版』日本生命保
険／金融財政事情研究会

 手形法　　　　　　　　　　　　　　　
『手形法における悪意の抗弁』河本一郎／成
文堂

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『責任概念と責任要素』吉田敏雄／成文堂
『刑法原論』曽根威彦／成文堂
『刑罰はどのように決まるか』森炎／筑摩書房
『アディクションと加害者臨床』藤岡淳子／金
剛出版

『受刑者の皆さんへ 第5版』日本弁護士連合
会／日本弁護士連合会

『地域で支える出所者の住まいと仕事』水野
有香／法律文化社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『法律事務職員研修「基礎講座」資料 2016
年度』東京弁護士会弁護士業務改革委員会
／東京弁護士会弁護士業務改革委員会

『公務員弁護士のすべて』岡本正／レクシスネ
クシス・ジャパン

『判例・先例研究』東京司法書士会／東京司
法書士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『民事手続法制の展開と手続原則』徳田和幸
／弘文堂

『民事訴訟法の現代的課題』山本和彦／有斐閣
『執行関係訴訟の理論と実務』内田義厚／民
事法研究会

『法的整理計画策定の実務』西村あさひ法律
事務所／商事法務

『事業再生におけるスポンサー選定のあり方』
山本和彦／商事法務

『子どもと離婚』二宮周平／信山社
『判例講座刑事訴訟法 捜査・証拠篇』川出
敏裕／立花書房

『挑戦する交通事件弁護』高山俊吉／現代人
文社

『刑事弁護人のための隠語・俗語・実務用語
辞典』下村忠利／現代人文社

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　
『少年法講義』永田三郎／現代人文社
『少年法講義』丸山雅夫／成文堂
『少年事件ハンドブック』第一東京弁護士会
少年法委員会／青林書院

『塀の中の少年たち』斎藤充功／洋泉社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『機密情報の保護と情報セキュリティ』畠中伸
敏／日科技連出版社

『インターネットと人権侵害』佐藤佳弘／武蔵
野大学出版会

『最新ネットビジネス・通販サイト運営のため
の法律知識』服部真和／三修社

『基本講義消費者法』中田邦博／日本評論社
『景品表示法ガイドブック 平成28年4月改
訂版』公正取引協会／公正取引協会

『原子力発電と会計制度』金森絵里／中央経
済社

『詳解金融商品取引法 第4版』日野正晴／中
央経済社

『金融商品取引法の新潮流』柳明昌／法政大
学現代法研究所

『証券市場における情報開示の理論』湯原心
一／弘文堂

『適時開示の実務Q&A』宝印刷株式会社総
合ディスクロージャー&IR 研究所／商事法務
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 知的財産法　　　　　　　　　　　　　
『不正競争の法律相談 1』小野昌延／青林書
院

『不正競争の法律相談 2』小野昌延／青林書
院

『職務発明規定変更及び相当利益決定の法律
実務 改訂版』高橋淳／経済産業調査会

『写真著作権 第2版』日本写真家協会／太田
出版

『映像の著作権 第2版』二瓶和紀／太田出版

 交通法　　　　　　　　　　　　　　　
『旅行のトラブル相談Q&A』兵庫県弁護士会
／民事法研究会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『平成27年改正労働法の企業対応』岩出誠
／中央経済社

『企業変動における労働法の課題』野川忍／
有斐閣

『休職・復職』渡邊岳／労務行政
『人事』宮里邦雄／旬報社
『労働契約成立の法構造』新屋敷恵美子／信
山社出版

『労働契約・有期労働契約』宮里邦雄／旬報社
『企業組織再編と労働契約』宮里邦雄／旬報社
『平均賃金の解説』労働調査会／労働調査会
『定額残業制と労働時間法制の実務』峰隆之

／労働調査会
『この1冊でストレスチェックの基本と応用が
分かる』鈴木安名／労働開発研究会

『企業のためのがん就労支援マニュアル』高橋
都／労働調査会

『不当労働行為と救済』宮里邦雄／旬報社
『人材派遣・紹介業 許可申請・設立運営ハン
ドブック』小岩広宣／日本法令

『労災保険適用事業細目の解説 平成28年版』
労働新聞社／労働新聞社

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　
『社会保障法における自立支援と地方分権』
石橋敏郎／法律文化社

『トピック社会保障法』本沢巳代子／不磨書房
『施設内暴力』市川和彦／誠信書房
『金融機関における障がい者差別解消Q&A』
宗形徹也／経済法令研究会

『障害差別禁止の法理』杉山有沙／成文堂
『十代の自殺の危険』King, Cheryl A. Polewach
／金剛出版

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　
『Q&A医療訴訟』大島眞一／判例タイムズ社
『美容医療・歯科治療・近視矯正の判例と実務』
小田耕平／民事法研究会

『東京三弁護士会医療ADR第二次検証報告
書』東京三弁護士会仲裁センター連絡協議会

／東京弁護士会
『危険ドラッグ大全』阿部和穂／武蔵野大学
出版会

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　
『レクチャー環境法』富井利安／法律文化社
『環境法講義』高橋信隆／信山社
『ISO環境法クイックガイド 2016』ISO環
境法研究会／第一法規

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　
『学校・大学リスクマネジメントの実践』本間
基照／同文舘出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際私法』木棚照一／成文堂
『初めての人のための英文契約書の実務』牧
野和夫／中央経済社

『無差別テロ』金惠京／岩波書店
『永住市民の人権』後藤光男／成文堂
『外国人技能実習生受入れ実践ガイド』岸本
和博／明石書店

『自治体担当者のための外国人住民基本台帳
事務Q&A集』市町村自治研究会／日本加除
出版

 その他　　　　　　　　　　　　　　　
『放射線生物学 新版』窪田宜夫／医療科学社




