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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　
『日本人はどのように法学を受容したのか 開館
20周年事業合同図書館講演会(DVD)』内田
貴／東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図
書館

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『発展するアジアの政治・経済・法』松尾弘／
日本評論社

『台湾法入門』蔡秀卿／法律文化社
『おまえがガンバれよ モンゴル最高裁での法整
備支援2045日』岡英男／司法協会

『近代国家と市民権・市民的権利 ─ 米国におけ
る市民権・市民的権利の発展』松澤幸太郎／
信山社出版

『オランダ会社法』田邉真敏／商事法務
『アメリカの司法と政治』大沢秀介／成文堂
『ベトナムの会計・税務・法務Q&A 第2版』
新日本有限責任監査法人／税務経理協会

『中国知財戦略』山田勇毅／白桃書房

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法学のゆくえ』宍戸常寿／日本評論社
『概説ジェンダーと法 第2版』辻村みよ子／信
山社

『憲法と民主主義を学びなおす』山口二郎／岩
波書店

『立憲主義と民主主義を回復するために』日本
弁護士連合会人権擁護大会／日本弁護士連合
会第59回人権擁護大会シンポジウム第1分科
会実行委員会

『新・情報公開法の逐条解説 第7版』宇賀克
也／有斐閣

 議 会 制 度　　　　　　　　　　　　　　
『選挙と議会の比較政治学』岩崎美紀子／岩波
書店

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『建築物の防火避難規定の解説 2016』日本建
築行政会議／ぎょうせい

『用地取得と補償 新訂9版』全国建設研修セン
ター／全国建設研修センター

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A企業のための反社会的勢力排除実践マニ
ュアル』長崎県弁護士会／商事法務

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『金融取引と課税 4』トラスト未来フォーラム
『アクセス税務通達の読み方』酒井克彦／第一
法規

『日税研論集 第69号(2016) 減価償却課税制度』
日本税務研究センター／日本税務研究センター

『Q&A新しい国税不服申立手続ハンドブック』
黒坂昭一／大蔵財務協会

『不動産の評価・権利調整と税務 平成28年
10月改訂』鵜野和夫／清文社

『株式報酬の税務と法務 平成28年版』桜井光
照／大蔵財務協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　
『ケーススタディ図解自治体政策法務』新保浩
一郎／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『改正民法正解 上卷・下卷』林金次郎／信山
社出版

『下森定著作集 3 民法解釈学の諸問題』下森

定／信山社
『加藤雅信著作集 3 不当利得論』加藤雅信／
信山社

『法人登記の手続 6訂版』日本法令法人登記研
究会／日本法令

『応用自在！覚書・合意書作成のテクニック』
みらい総合法律事務所／日本法令

『民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の解
説 第5版』民間(旧四会)連合協定工事請負契
約約款委員会／大成出版社

『民間(旧四会)連合協定小規模建築物・設計
施工一括用工事請負等契約約款及びリフォーム
工事請負契約約款の解説』民間(旧四会)連合
協定工事請負契約約款委員会／大成出版社

『ドキュメント離婚事件』杉井静子／新日本法
規出版

『事例解説成年後見の実務』赤沼康弘／青林書
院

『ハンドブック成年後見2法』大口善徳／創英社
『Q&Aで学ぶ空き家問題対策がよくわかる本』
経済法令研究会／経済法令研究会

『信託と民事手続法の交錯』トラスト未来フォー
ラム

『事業承継・相続対策に役立つ家族信託の活用
事例』長崎誠／清文社

『前科登録と犯歴事務 5訂版』冨永康雄／日本
加除出版

『交通事故加害者家族の現状と支援』阿部恭子
／現代人文社

『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

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法論集』岩原紳作／商事法務
『会社法』田中亘／東京大学出版会
『会社法重要判例 第2版』酒巻俊雄／成文堂
『企業の情報管理』上村哲史／労務行政
『安定株主の分析』上田亮子／商事法務
『取引手法別資本戦略の法務・会計・税務』
EY Japan／中央経済社

『最新株式会社の議事録事例集 3訂版』星野
文仁／日本法令

『新・取締役会ガイドライン 第2版』東京弁護
士会会社法部／商事法務

『取締役会報告事項の実務 第2版』中村直人
／商事法務

『これならわかる決算書キホン50！ 2017年版』
木村直人／中央経済社

『最近の粉飾 第7版』井端和男／税務経理協会
『内部留保の実態調査』西山賢吾／商事法務
『詳解アライアンス契約の実務と条項』奈良輝
久／青林書院

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法総論講義案 4訂版』司法協会
『性暴力被害者への支援』小西聖子／誠信書房
『被害者学』諸沢英道／成文堂
『法務総合研究所研究部報告 55 性犯罪に関す
る総合的研究』法務総合研究所

『犯罪心理学事典』日本犯罪心理学会／丸善出版
『終身刑の導入について考えよう 死刑制度も含
め，日本の刑罰の在り様に向き合おう』東京弁
護士会／東京弁護士会

『死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 寛容と共生
の社会をめざして』日本弁護士連合会人権擁護
大会／日本弁護士連合会第59回人権擁護大
会シンポジウム第3分科会実行委員会

『刑事政策の国際的潮流』藤本哲也／中央大学
出版部

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『いま，司法が果たすべき役割とは 法の支配の
確立をめざして』日本弁護士連合会／日本弁護
士連合会

『日本弁護士連合会の人権擁護活動』日本弁護
士連合会人権擁護大会／日本弁護士連合会

『日弁連・弁護士会の活動報告 立憲主義と民主
主義を回復するために』日本弁護士連合会人権
擁護大会／日本弁護士連合会第59回人権擁
護大会シンポジウム第1分科会実行委員会

『なぜ弁護士は訴えられるのか』升田純／民事
法研究会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『企業法務のための民事訴訟の実務解説』圓道
至剛／レクシスネクシス・ジャパン

『必要的共同訴訟の理論と判例』井上繁規／第
一法規

『民事実務講義案 5訂版』司法協会
『民事訴訟法講義案 3訂版』司法協会
『完全講義民事裁判実務の基礎 新版 発展編』
大島眞一／民事法研究会

『民事執行・保全15講』内田義厚／成文堂
『社長・税理士・弁護士のための私的再建の手
引き 第2版』徳永信／税務経理協会

『夫婦関係調停条項作成マニュアル 第6版』小
磯治／民事法研究会

『民事調停の理論と実務』三好一幸／司法協会
『刑事事件における証拠等関係カードの記載に関
する実証的研究 新訂』司法協会

『新交通事件供述調書記載例集 第4版』木村
昇一／立花書房

『公判手続と調書講義案 3訂版』司法協会
『こう直さなければ裁判員裁判は空洞になる』五
十嵐二葉／現代人文社

『裁判員制度はなぜ続く』織田信夫／花伝社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『解説消費者裁判手続特例法 第2版』山本和
彦／弘文堂

『再生可能エネルギー法務』第一東京弁護士会
環境保全対策委員会／勁草書房

『金融商品取引法』黒沼悦郎／有斐閣
『公開買付けの理論と実務 第3版』長島大野常
松法律事務所／商事法務

『先物取引裁判例集 75』先物取引被害全国研
究会／先物取引被害全国研究会

『フランチャイズ契約の実務と理論』遠藤隆／日
本法令

『外為法ハンドブック 2016』三菱UFJリサー
チ&コンサルティング株式会社／三菱UFJリサ
ーチ&コンサルティング

『実務解説資金決済法 第2版』堀天子／商事
法務

『ファイナンス法』酒井俊和／商事法務
『国際弁護士が教える海外進出やっていいこと，
ダメなこと』絹川恭久／レクシスネクシス・ジャパン

『よくわかるグローバルインベスティゲーション』
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

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『著作物を楽しむ自由のために』岡邦俊／勁草
書房

『Google Books裁判資料の分析とその評価 ナ
ショナルアーカイブはどう創られるか』松田政行
／商事法務

『グローバルビジネスロー基礎研修 知的財産編』
飯田浩司／レクシスネクシス・ジャパン
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 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　
『戦後日本の放送規制』村上聖一／日本評論社

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『労働法 第3版』荒木尚志／有斐閣
『労働法』ビジネス法体系研究会／レクシスネク
シス・ジャパン

『税務と労務をまるごと解決する 海外勤務者・
来日外国人の給与実務ダブルガイド 第2版』
あいわ税理士法人／中央経済社

『過労死・過労自殺の救済Q&A 第2版』大阪
過労死問題連絡会／民事法研究会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『入門図解これだけは知っておきたい介護施設の
法律問題・施設管理マニュアル』三修社

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 2016
年版報酬編』中央法規出版

『障害者総合支援法事業者ハンドブック 2016
年版指定基準編』中央法規出版

『心の専門家が出会う法律 新版』津川律子／誠
信書房

『新・子どもの権利擁護マニュアル』東京弁護
士会／東京弁護士会

『児童相談所における子ども虐待事案への法的
対応』久保健二／日本加除出版

『子どもへの司法面接』仲真紀子／有斐閣

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『わが国の小児医療・小児保健の課題』五十嵐
隆／東京法律相談運営連絡協議会

『医療における公共的決定』飯島祥彦／信山社
『WMA医の倫理マニュアル 2015年改訂』日
本医師会／日本医師会

『医療法人・社会福祉法人の内部統制ハンドブ
ック』東日本税理士法人グループ／中央経済社

『なぜ，無実の医師が逮捕されたのか 医療事故
裁判の歴史を変えた大野病院裁判』安福謙二
／方丈社

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　
『事件に学ぶ廃棄物処理法』堀口昌澄／日経
BP社

『日本の動物法 第2版』青木人志／東京大学出
版会

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　
『精神科産業医が教える障害年金請求に必要な
精神障害の知識と具体的対応 改訂版』宇佐見
和哉／日本法令

『はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金
の知識と請求手続ハンドブック 3訂版』高橋裕
典／日本法令

『法律と実務が体系的に分かる社会保険のセオ
リー』西島徹／レクシスネクシス・ジャパン

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　
『主権者教育における弁護士・弁護士会の役割』
日本弁護士連合会人権擁護大会／日本弁護士
連合会第59回人権擁護大会シンポジウム第2
分科会実行委員会

『学校内弁護士』神内聡／日本加除出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際行政法の存立基盤』山本草二／有斐閣
『移動と生存 国境を越える人々の政治学』柄谷
利恵子／岩波書店

『入門国際機構』滝澤美佐子／法律文化社
『英文契約書レビューに役立つアメリカ契約実務
の基礎』石原坦／レクシスネクシス・ジャパン

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　
『ムーア臨床解剖学 第3版』Moore, Keith L. 
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『実地医家のための結核診療の手引き』日本結
核病学会／南江堂

『診療実践小児神経科 改訂第3版』鳥取大学
医学部／診断と治療社

『メディカルスタッフのための臨床医学』吉澤篤
人／医薬ジャーナル社

『結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫診療ガイド
ライン 2016年版』日本泌尿器科学会／金原出版

『腎・尿路/男性生殖器腫瘍』青笹克之／中山
書店

『肝・胆・膵腫瘍』青笹克之／中山書店
『みんなに役立つ血友病の基礎と臨床 改訂3版』
白幡聡／医薬ジャーナル社

『新微生物学』舘田一博／日本医事新報社
『キーワードで読む発達障害研究と実践のための
医学診断/福祉サービス/特別支援教育/就労
支援』日本発達障害学会／福村出版

『発達障害支援ハンドブック』金子書房
『発達障害ベストプラクティス─子どもから大人
まで』「精神科治療学」編集委員会／星和書店


