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 法哲学　　　　　　　　　　　　　　　　
『遵法責務論』横濱竜也／弘文堂

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末
期ドイツの諸国家学』松本尚子／有斐閣

『ドイツ法研究』広渡清吾／日本評論社
『イギリス憲法』田島裕／信山社
『憲法的思惟 アメリカ憲法における「自然」と「知
識」』蟻川恒正／岩波書店

『スノーデン・ショック 民主主義にひそむ監視の
脅威』Lyon, David／岩波書店

『憲法改正とは何か アメリカ改憲史から考える』
阿川尚之／新潮社

『独仏指図の法理論』隅谷史人／慶應義塾大学
出版会

『フランス法における返還請求の諸法理』齋藤
哲志／有斐閣

『スペイン刑事施設視察視察報告書』第二東京
弁護士会刑事法制・刑事被拘禁者の権利に関
する委員会

『中国人民陪審員制度研究』孔暁鑫／日本評論社
『アジアにおけるシンジケート・ローンの契約実
務と担保法制』西村あさひ法律事務所／金融財
政事情研究会

『アフリカ・ビジネスと法務』角田進二／中央経
済社

『日本企業のためのインド進出戦略ガイドQ&A 
第2版』武井一浩／中央経済社

『ベトナムのビジネス法務』西村あさひ法律事務
所／有斐閣

『オーストラリア移民法解説』浅川晃広／日本
評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法用語の源泉をよむ』大林啓吾／三省堂
『日本憲法史』小路田泰直／かもがわ出版
『Q&Aヘイトスピーチ解消法』外国人人権法連
絡会／現代人文社

『統治機構の憲法構想』大石真／法律文化社
『個人として尊重』小泉良幸／勁草書房
『なぜ日本型統治システムは疲弊したのか』県公
一郎／ミネルヴァ書房

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代行政法の構造と展開』宇賀克也／有斐閣
『行政不服審査法の使いかた』幸田雅治／法律
文化社

『行政不服審査機関の研究』碓井光明／有斐閣
『辺野古訴訟と法治主義 行政法学からの検証』
紙野健二／日本評論社

 消防法　　　　　　　　　　　　　　　　
『違反事例から学ぶ危険物取扱者の免状返納命
令に係る法令の運用と適用 4訂版』査察行政
研究会／東京法令出版

 防衛法　　　　　　　　　　　　　　　　
『安保法制とどう向き合うか』奈良弁護士会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『税金ガイド 28年版 英和対照』川田剛／財経
詳報社

『改正電子帳簿保存法完全ガイド 平成28年度
改正対応』袖山喜久造／税務研究会出版局

『図解国税通則法 平成28年版』黒坂昭一／大
蔵財務協会

『スッキリわかる不動産の税金ガイドブック 平成
28年度版』「税金ガイドブック」制作グループ

／清文社
『交際費の税務 平成28年版』駒崎清人／大蔵
財務協会

『事例で理解するオーナーと同族会社間の税務』
伊藤正彦／税務研究会出版局

『PE（恒久的施設）課税の実務』東京共同会計
事務所／中央経済社

『図解組織再編税制 平成28年版』中村慈美／
大蔵財務協会

『固定資産の税務と法務 平成28年版』桜井光
照／大蔵財務協会

『裁判例からみる所得税法』酒井克彦／大蔵財
務協会

『法人税の理論と実務 平成28年度版』山本守
之／中央経済社

『実例解説税理士のSOSに答える土地評価の
実務対応 減価要因の「見つけ方」「気付き方」』
鎌倉靖二／清文社

『詳細相続税 資料収集・財産評価・申告書作
成の実務 5訂版』岩下忠吾／日本法令

『Q&A農地の評価 画地計算と固定資産税算定
の実務』内藤武美／プログレス

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『一般社団法人一般財団法人の実務 改訂版 設
立・運営・税務から公益認定まで』熊谷則一／
全国公益法人協会

『事例にみる一般社団法人活用の実務 第2版 
法務・会計・税務・登記』後藤孝典／日本加
除出版

『逐条解説不動産登記事務取扱手続準則』金融
財政事情研究会

『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる道路・境界・
建築・住環境の法律とトラブル解決マニュアル
140』三修社

『抵当権・根抵当権に関する登記と実務』山田
猛司／日本加除出版

『民法（債権関係）部会資料集 第3集〈第1巻〉 
第72回〜第76回会議議事録と部会資料』商
事法務

『四会連合協定建築設計・監理等業務委託契約
約款の解説』四会連合協定建築設計監理等業
務委託契約約款調査研究会／大成出版社

『四会連合協定建築設計・監理業務委託契約約
款（小規模向け）の解説』四会連合協定建築設
計監理等業務委託契約約款調査研究会／大成
出版社

『三角･多角取引と民法法理の深化』椿寿夫／
商事法務

『日常生活支援から始まる成年後見事業』尾川
宏豪／金融財政事情研究会

『社会福祉士がつくる身上監護ハンドブック 第
2版 2016』小賀野晶一／民事法研究会

『不動産登記実務の視点 5』登記研究編集室／
テイハン

『山林の境界と所有』宝金敏明／日本加除出版
『所有者の所在の把握が難しい土地に関する探
索・利活用のためのガイドライン+事例集』所
有者の所在の把握が難しい土地への対応方策に
関する検討会／大成出版社

『所有者の所在の把握が難しい土地に関する探
索・利活用のためのガイドライン』所有者の所
在の把握が難しい土地への対応方策に関する検
討会／日本加除出版

『事例と関係図でわかる相続税対策としての家族
信託』奥村真吾／清文社

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 戸籍訂正各論
編（2） 出生（下） 親子関係存否確認』竹沢雅二
郎／日本加除出版

『すぐに役立つ図解とQ&Aマンション管理の法
律とトラブル解決』三修社

『弁護士に聞きたい！分譲マンションの紛争Q&A』
馬場澤田法律事務所／中央経済社

『はじめの一歩が踏みだせる弁護士のためのマン
ショントラブルQ&A』東京弁護士会親和全期
会／第一法規

 商事法　　　　　　　　　　　　　　　　
『「会社法専門講座」資料 平成28年度』東京
弁護士会弁護士研修センター運営委員会

『会社法判例百選 第3版』岩原紳作／有斐閣
『企業不祥事事後対応の手引き 社内調査・マス
コミ対応・第三者委員会』木曽裕／経済法令
研究会

『非上場株式の評価の仕方と記載例 平成28年
版』松本好正／大蔵財務協会

『コーポレート・ガバナンスの法律相談』竹内朗
／青林書院

『ベストプラクティス取締役会 コーポレートガバ
ナンス・コード対応』渡辺顕／商事法務

『取締役会付議事項の実務 第2版』山田和彦
／商事法務

『監査役の覚悟』高桑幸一／同文舘出版
『中小会社の監査役業務とQ&A 6訂版』重泉
良徳／税務経理協会

『「不正会計」対応はこうする・こうなる』内田
正剛／中央経済社

『資本・業務提携の実務 第2版』太田洋／中央
経済社

『外国会社のためのインバウンド法務 事業拠点
開設・不動産取引』鈴木龍介／商事法務

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『浅田和茂先生古稀祝賀論文集 上巻』井田良
／成文堂

『浅田和茂先生古稀祝賀論文集 下巻』井田良
／成文堂

『妄想の医学と法学』村松太郎／中外医学社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『法テラスの10年 司法アクセスの歴史と展望』
司法アクセス推進協会／弁護士会館ブックセン
ター出版部LABO

『裁判の心調停のこころ』川口冨男／法曹会
『弁護士業務妨害対策マニュアル 5訂版』日本
弁護士連合会弁護士業務妨害対策委員会

『弁護士・事務職員のための法律事務所の確定
申告入門』横田寛／日本加除出版

『事件類型別・依頼者対応の勘所 選ばれる弁護
士になるために』官澤里美／第一法規

『法的交渉の技法と実践』日本弁護士連合会法
科大学院センター／民事法研究会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『大阪弁護士会と大阪地方裁判所各部・大阪簡易
裁判所との懇談会 平成27年度』大阪弁護士会

『要件事実民法 第4版 4』大江忠／第一法規
『倒産法の実践』伊藤真／有斐閣
『法人破産申立て実践マニュアル』野村剛司／
青林書院

『私的整理の実務Q&A140問』全国倒産処理
弁護士ネットワーク／金融財政事情研究会

『プロセス講義刑事訴訟法』亀井源太郎／信山
社出版

『ストーリーでわかる！パラリーガル実務ガイド 
刑事弁護・被害者支援』西垣貴文／現代人文社

『共犯者の自白と証人対面権』小早川義則／成
文堂
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『冲方丁のこち留 こちら渋谷警察署留置場』冲
方丁／集英社インターナショナル

『ケーススタディ危険運転致死傷罪』城祐一郎
／東京法令出版

『現行犯人逮捕手続書・緊急逮捕手続書・被害
届作成ハンドブック』殿井憲一／立花書房

『公判手続と調書 増補改訂』裁判所書記官研
修所／法曹会

『道徳感情はなぜ人を誤らせるのか 冤罪，虐殺，
正しい心』管賀江留郎／洋泉社

『少年非行と修復的司法 被害者と加害者の対話
がもたらすもの』山田由紀子／新科学出版社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『個人情報保護法と金融実務 第4版』浅井弘
章／金融財政事情研究会

『消費者法の現代化と集団的権利保護』中田邦
博／日本評論社

『企業担当者のための消費者法制実践ガイド』
森田多恵子／日経BP社

『クラウド情報管理の法律実務』松尾剛行／弘
文堂

『すべてわかるセキュリティ大全 2017 攻撃手
法と対策，最新技術動向まで』日経BP

『「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」資
料 平成28年度後期』東京弁護士会中小企業
法律支援センター／東京弁護士会中小企業法律
支援センター

『公害から福島を考える』除本理史／岩波書店
『建設業の許可の手びき 改訂24版 新規・更新・
追加・変更等』建設業許可行政研究会／大成
出版社

『コモディティハンドブック 第2版 貴金属編』
日本商品先物取引協会／金融財政事情研究会

『ザ・クラウドファンディング』佐々木敦也／金
融財政事情研究会

『外資系金融の英語』齋藤浩史／中央経済社
『不動産の取引と評価のための物件調査ハンドブ
ック』黒沢泰／プログレス

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『知的財産・知的財産権・知的財産戦略』羽藤
秀雄／同文舘出版

『企業経営に資する知的財産』石田正泰／経済
産業調査会

『Q&A商標・意匠・不正競争防止法 大阪の弁
護士が解説する知的財産権』大阪弁護士会／
経済産業調査会

『新・注解商標法 上巻』小野昌延／青林書院
『新・注解商標法 下巻』小野昌延／青林書院
『Q&A引用・転載の実務と著作権法 第4版』
北村行夫／中央経済社

『情報・コンテンツの公正利用の実務』齋藤浩
貴／青林書院

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ケーススタディ労働事件の実務』広島弁護士
会／ぎょうせい

『こじらせないための労務トラブル初動対応と解
決のテクニック』岸田鑑彦／日本法令

『労働実務事例研究 平成28年版』労働新聞社
／労働新聞社

『労働法の基礎構造』西谷敏／法律文化社
『企業の労基署対応の実務』布施直春／産労総
合研究所出版部経営書院

『労働条件変更の基本と実務』石嵜信憲／中央
経済社

『労働時間・休日・休暇』宮里邦雄／旬報社
『実務の疑問に答える労働者派遣のトラブル防

止と活用のポイント』安西愈／日本法令
『よくわかる労災補償と裁判』外井浩志／中央
労働災害防止協会

『林業・建設業の労災保険率適用必携 改訂9
版』労務行政研究所／労務行政

『育児・介護休業法，均等法，雇用保険法』小
磯優子／労務行政

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『合理的配慮』川島聡／有斐閣
『社会福祉法改正のポイント これからの社会福
祉法人経営のために』全国社会福祉協議会／全
国社会福祉協議会

『保育士のための発達障害児の見つけかた』久
我利孝／同成社

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&Aで理解する医療法人のための法務・労務・
税務』木村英治／税務研究会出版局

『医療と子どもの権利 子どもの成長発達と自己
決定』関東弁護士会連合会／関東弁護士会連
合会

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　　
『詳解感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律 4訂版』中央法規出版

『化学物質総合管理法制 官主導に捉われた半鎖
国状態をただす方策』星川欣孝／日本評論社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　
『確定拠出年金の活用と企業年金制度の見直し』
可児俊信／日本法令

『Q&A第三者行為求償事務ハンドブック』高田
橋厚男／ぎょうせい

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　
『学校事故の法務と対処法Q&A 改訂版』関口
博／三協法規出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　
『海賊対処法の研究』鶴田順／有信堂高文社

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　
『医系免疫学 改訂14版』矢田純一／中外医学社
『臨床医マニュアル 第5版』臨床医マニュアル
編集委員会／医歯薬出版

『内科救急診療指針 2016』日本内科学会／日
本内科学会

『救命救急のディシジョン・メイキング 実践のた
めのEBMハンドブック』Arbo, John E.／メデ
ィカル・サイエンス・インターナショナル

『実践鎮痛・鎮静・せん妄管理ガイドブック 日
本版・集中治療室における成人重症患者に対す
る痛み・不穏・せん妄』日本集中治療医学会／
総合医学社

『胸部X線・CTの読み方やさしくやさしく教え
ます！』中島啓／羊土社

『日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケ
ア看護学 基礎編』日本プライマリケア連合学会
／南山堂

『糖尿病診療ガイドライン 2016』日本糖尿病
学会／南江堂

『CQで学ぶ骨粗鬆症治療薬の安全対策』竹内
靖博／医薬ジャーナル社

『カプラン臨床精神医学テキスト 第3版 DSM-5
診断基準の臨床への展開』Sadock, Benjamin 
J.／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『DSM-5ガイドブック 診断基準を使いこなすた
めの指針』Black, Donald W.／医学書院

『神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン 改訂第
2版』日本ペインクリニック学会／真興交易（株）
医書出版部

『高次脳機能障害 その評価とリハビリテーション 
第2版』武田克彦／中外医学社

『不随意運動の診断と治療 改訂第2版』梶竜
児／診断と治療社

『統合失調症薬物治療ガイドライン』日本神経
精神薬理学会／医学書院

『新生児のプライマリ・ケア』日本小児科学会
／診断と治療社

『ペインクリニック治療指針 改訂第5版』日本
ペインクリニック学会／真興交易（株）医書出版部

『がんの補完代替療法クリニカル・エビデンス 
2016年版』日本緩和医療学会／金原出版

『変形性股関節症診療ガイドライン 2016』日
本整形外科学会／南江堂

『臨床疫学 EBM実践のための必須知識 第3版』
Fletcher, Robert H.／メディカル・サイエンス・
インターナショナル

『スポーツ診療ビジュアルブック』Miller, Mark 
D.／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『患者さん・介護する方々と医療従事者をつな
ぐ脳卒中ガイドライン』東京医学社

『がん患者の泌尿器症状の緩和に関するガイドラ
イン 2016年版』日本緩和医療学会／金原出版

『膵癌取扱い規約 第7版』日本膵臓学会／金
原出版

『卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約 第1版 
病理編』日本産科婦人科学会／金原出版

『みんなに役立つ造血幹細胞移植の基礎と臨床 
改訂3版』神田善伸／医薬ジャーナル社

『肩・肘の骨折・外傷の手術』岩崎倫政／メジ
カルビュー社

『脳神経外科レジデントマニュアル』夏目敦至／
医学書院

『ロビンス基礎病理学』Kumar, Vinay／エルゼ
ビア・ジャパン

『グレイ解剖学 原著第3版』Drake, Richard 
L.／エルゼビア・ジャパン

『臨床頭頸部癌学 系統的に頭頸部癌を学ぶため
に』田原信／南江堂

『医療に役立つ遺伝子関連Web情報検索』中山
智祥／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『高次脳機能障害のリハビリテーション 第3版』
本田哲三／医学書院

『高次脳機能障害者の自動車運転再開とリハビリ
テーション 3』蜂須賀研二／金芳堂

『術前評価と予測因子からみた周術期合併症対策』
稲垣喜三／克誠堂出版

『整形外科専攻ハンドブック』山下敏彦／中外
医学社

『絶対成功する腎不全・PD診療TRC』石橋由
孝／中外医学社

『糖尿病治療薬クリニカルクエスチョン120』
寺内康夫／診断と治療社

『保護者からの質問に自信を持って答える小児食
物アレルギーQ&A』海老沢元宏／日本医事新
報社

『小児がん診療ガイドライン 2016年版』日本
小児血液・がん学会／金原出版

『脳腫瘍診療ガイドライン1 2016年版』日本
脳腫瘍学会／金原出版

『 患 者さんのための乳がん診 療ガイドライン 
2016年版』日本乳癌学会／金原出版

『がん患者の呼吸器症状の緩和に関するガイド
ライン 2016年版』日本緩和医療学会／金原
出版

『皮膚疾患ペディア』浅井俊弥／日本医師会


