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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　  
『生と死，そして法律学』町野朔／信山社
『純粋法学 第2版』Kelsen, Hans／岩波書店

 論文集　　　　　　　　　　　　　　　　  
『岩波講座現代法の動態 法の生成/創設』長
谷部恭男／岩波書店

『現代法律実務の諸問題 平成25年度研修版』
日本弁護士連合会／第一法規

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『ドイツ法秩序の欧州化 シュトラインツ教授論
文集』Streinz, Rudolf／中央大学出版部

『 イギリス法 史 入 門 第4版 第1部 総 論 』
Baker, J. H.／関西学院大学出版会

『情報化社会の個人情報保護と影響評価 韓国に
おけるプライバシー影響評価から見るアセスメン
トのあり方』シンヨンジン／勁草書房

『憲法改正の政治過程 ドイツ近現代憲法政治史
から見えてくる憲法の諸相』安章浩／学陽書房

『アメリカ捜査法』Dressler, Joshua／レクシ
スネクシス・ジャパン

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『ヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認めら
れるか』Bleich, Erik／明石書店

『「法の番人」内閣法制局の矜持』阪田雅裕／
大月書店

『集団的自衛権容認を批判する』渡辺治／日本
評論社

『マイナンバー制度と企業の実務対応』榎並利
博／日本法令

『図でわかる！マイナンバー法のすべてQ&A』
みずほ情報総研／中央経済社

 国会・選挙法　　　　　　　　　　　　　  
『国会運営の理論』鈴木隆夫／信山社
『選挙運動違反の警告&検挙実例集』国政情
報センター

『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法 
第15次改訂版』選挙制度研究会／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『判例ナビゲーション行政法』高橋滋／日本評
論社

『行政書士の繁栄講座 司法改革と行政書士の
将来像』坂本廣身／弁護士会館ブックセンター
出版部LABO

『〈検証〉大深度地下使用法』平松弘光／プロ
グレス

『必携住宅の品質確保の促進等に関する法律 改
訂版 2014』国土交通省住宅局／創樹社

 警察・防衛法　　　　　　　　　　　　　  
『反社会的勢力を巡る判例の分析と展開』東京
弁護士会民事介入暴力対策特別委員会／経済
法令研究会

『検証防空法 空襲下で禁じられた避難』水島
朝穂／法律文化社

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『会計検査院法の解説』公会計研究協会／全国
会計職員協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『スイス銀行秘密と国際課税』石黒一憲／信

山社
『組織再編成をめぐる包括否認と税務訴訟』朝
長英樹／清文社

『最近の税務争訟 最近の判決・取消裁決を各税
目毎に分類収録 10』佐藤孝一／大蔵財務協会

『税務訴訟の法律実務 第2版』木山泰嗣／弘
文堂

『借地権課税の基礎』橋本守次／財経詳報社
『減価償却資産の耐用年数表 平成26年版』納
税協会連合会／納税協会連合会

『福利厚生・現物給与の税務 平成26年版』大
山一夫／大蔵財務協会

『一目でわかる小規模宅地特例100 2014年
度版』赤坂光則／税務研究会出版局

『グレーゾーンから考える相続・贈与税の土地適
正評価の実務』風岡範哉／清文社

『相続と相続税・贈与税事例選集』田中章介／
清文社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
      『超実践債権保全・回収バイブル 基本のマインド
と緊急時のアクション』北島敬之／レクシスネ
クシス・ジャパン

『判例Check継続的契約の解除・解約 改訂版』
加藤新太郎／新日本法規出版

『契約書式実務全書 第2版 第1巻』大村多聞
／ぎょうせい

『民事帰責範囲研究 不法行為法における損害賠
償の範囲画定に関する考究』矢澤久純／溪水社

『不法行為法における割合的責任の法理』石橋
秀起／法律文化社

『成年後見 現状の課題と展望』田山輝明／日本
加除出版

『賃貸住居困ったときの法律Q&A 5訂版』東
京弁護士会易水会／住宅新報社

『Q&A権利に関する登記の実務 第5編 仮登記
（下）12』不動産登記実務研究会／日本加除
出版

『渉外不動産登記の法律と実務 相続，売買，準拠
法に関する実例解説』山北英仁／日本加除出版

『読解不動産登記Q&A 4訂版 実務に役立つ登
記簿・公図から権利証までの読み方』杉本幸雄
／清文社

『信託登記の理論と実務 第3版』藤原勇喜／民
事法研究会

『一問一答改正不動産特定共同事業法』不動産
特定共同事業法研究会／金融財政事情研究会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『改訂COSOフレームワークを活用した内部統
制「改善」の実践マニュアル』新日本有限責任
監査法人／同文舘出版

『グローバル化の中の会社法改正』北村雅史／
法律文化社

『会社法コンメンタール 機関（3） 9』岩原紳作
／商事法務

『募集株式と種類株式の実務 第2版』金子登
志雄／中央経済社

『最近の粉飾 第5版 その実態と発見法』井端
和男／税務経理協会

『不正会計調査の実務マニュアル』藤本一夫／
中央経済社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『刑の一部執行猶予 犯罪者の改善更生と再犯防
止』太田達也／慶應義塾大学出版会

『理論刑法学の探究 7』川端博／成文堂
『近代刑法の現代的論点』石塚伸一／社会評論社
『未遂犯と中止犯』吉田敏雄／成文堂
『人格犯の理論』川端博／成文堂
『サイバー犯罪対策概論』四方光／立花書房
『Q&A心神喪失者等医療観察法解説 第2版』
日本弁護士連合会刑事法制委員会／三省堂

『ルポ刑期なき収容 医療観察法という社会防衛
体制』浅野詠子／現代書館

『矯正心理学』法務省矯正研修所／矯正協会
『特定秘密保護法のパブコメを出そう！』情報公開
クリアリングハウス／情報公開クリアリングハウス

『秘密保護法何が問題か』海渡雄一／岩波書店
『21世紀日中刑事法の重要課題』山口厚／成
文堂

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　  
『絶望の裁判所』瀬木比呂志／講談社
『崩壊している司法 横浜事件再審免訴判決と仕
事をしない裁判官たち』吉永満夫／日本評論社

『個別意見が語るもの ベテラン元裁判官による
コメント』田原睦夫／商事法務

『検証司法改革』大阪弁護士会／大阪弁護士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　  
『ライブ争点整理』林道晴／有斐閣
『不動産競売マニュアル 3訂版 売却・配当手続
編』園部厚／新日本法規出版

『不動産競売マニュアル 3訂版 申立・売却準備
編』園部厚／新日本法規出版

『倒産法全書 第2版 上』森・濱田松本法律事
務所／商事法務

『倒産法全書 第2版 下』森・濱田松本法律事
務所／商事法務

『新・更生計画の実務と理論』松下淳一／商事
法務

『刑事訴訟の諸問題』石井一正／判例タイムズ社
『令状請求ハンドブック』廣上克洋／立花書房
『袴田事件・冤罪の構造』高杉晋吾／合同出版
『教養としての冤罪論』森炎／岩波書店

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　  
『産業競争力強化法逐条解説』経済産業省／
経済産業調査会

『不正競争防止法』渋谷達紀／発明推進協会
『入札談合と独占禁止法 平成26年5月改訂
版』公正取引協会／公正取引協会

『実務に効く審決判例精選』泉水文雄／有斐閣
『中小企業のための法律相談Q&A35』熊本県
弁護士会／熊本県弁護士会

『「人類は核と共存できない〜脱原発と核兵器
廃絶国際ネットワーク」報告集』日本国際法
律家協会／日本国際法律家協会

『中小企業のための会社売却（M&A） の手続・
評価・税務と申告実務』岸田康雄／清文社

『M&A・組織再編スキーム発想の着眼点50』
宮口徹／中央経済社

『金融商品ガイドブック 2014年度版』金融
財政事情研究会／金融財政事情研究会

『ゼミナール外為実務Q&A 5訂版』経済法令
研究会／経済法令研究会

『最新シンジケート・ローン契約書作成マニュ
アル 第2版』渥美坂井法律事務所 ・外国法
共同事業／中央経済社

『会計士監査の法的意義と責任』柳田美恵子
／財経詳報社
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 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　  
『デジタルコンテンツの著作権Q&A』結城哲彦
／中央経済社

『知的財産法講義 改訂版』牧野和夫／税務経
理協会

『知的財産訴訟実務大系 1 知財高裁歴代所長
座談会,特許法・実用新案法（1）』牧野利秋／
青林書院

『知的財産訴訟実務大系 2 特許法・実用新案
法（2），意匠法，商標法，不正競争防止法』牧
野利秋／青林書院

『知的財産訴訟実務大系 3 著作権法,その他,
全体問題』牧野利秋／青林書院

『職務発明規定変更及び相当対価算定の法律
実務』高橋淳／経済産業調査会

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『判例ナビゲーション労働法』道幸哲也／日本
評論社

『職場のいじめ・パワハラと法対策 第4版』水
谷英夫／民事法研究会

『裁判事例から見える労務管理の対応策』山口
寛志／新日本法規出版

『判例から探る不利益変更の留意点』河本毅／
経団連出版

『労働時間・休日・休暇・休業 第3版』中山
慈夫／中央経済社

『実践就業規則見直しマニュアル』荒井太一／
労務行政

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　  
『比較福祉国家 理論・計量・各国事例』鎮目
真人／ミネルヴァ書房

『Q&A実務家が知っておくべき社会保障』佐々
木育子／日本加除出版

『社会保障法』菊池馨実／有斐閣
『代読裁判 声をなくした議員の闘い』川崎和代
／法律文化社

『改正生活保護法・生活困窮者自立支援法の
ポイント』中央法規出版／中央法規出版

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『わかりやすい救急救命士法』喜熨斗智也／へ
るす出版

 衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『新・食品表示の法律・実務ガイドブック』石
川直基／レクシスネクシス・ジャパン

『早わかり食品表示法 食品表示法逐条解説』
日本食品衛生協会

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国立大学法人と労働法』小嶌典明／ジアース
教育新社

『スポーツガバナンス実践ガイドブック』スポーツ
におけるグッドガバナンス研究会／民事法研究会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『国際法上の自衛権』田岡良一／勁草書房
『債権・動産を活用した金融取引と国際私法』
藤澤尚江／同友館

『マテリアルズ国際取引法 第3版』沢田寿夫
／有斐閣

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　  
『マンモグラフィガイドライン 第3版増補版』

日本医学放射線学会／医学書院
『乳房超音波診断ガイドライン 改訂第3版』日
本乳腺甲状腺超音波医学会／南江堂

『 がん疼 痛の薬 物 療 法に関するガイドライン 
2014年版』日本緩和医療学会／金原出版

『造血細胞移植学会ガイドライン 第1巻』日本
造血細胞移植学会／医薬ジャーナル社

『小児の咳嗽診療ガイドライン』日本小児呼吸
器学会／診断と治療社

『糖尿病治療ガイド 2014 - 2015』日本糖尿
病学会／文光堂

『てんかん症候群 第5版 乳幼児・小児・青年
期のてんかん学』Bureau, Michelle／中山書
店

『てんかん専門医ガイドブック てんかんにかか
わる医師のための基本知識』日本てんかん学会
／診断と治療社

『MASA日本語版嚥下障害アセスメント』Mann, 
Giselle／医歯薬出版

『これだけは気をつけたい高齢者への薬剤処方』
今井博久／医学書院

『間質性肺疾患診療マニュアル 改訂第2版』
久保惠嗣／南江堂

『高齢者の嚥下障害診療メソッド』西山耕一郎
／中外医学社

『糖尿病治療の手びき 改訂第56版』日本糖
尿病学会／南江堂

『病棟血糖管理マニュアル 第2版』松田昌文
／金原出版

『ジェネラリストを目指す人のための画像診断パ
ワフルガイド』山下康行／メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

『食物アレルギー』医薬ジャーナル社
『マクギーの身体診断学 改訂第2版 エビデンス
にもとづくグローバル・スタンダード』McGee, 
Steven／エルゼビア・ジャパン

『経鼻内視鏡による胃がん検診マニュアル』日
本消化器がん検診学会／日本消化器がん検診
学会

『結核・非結核性抗酸菌症診療Q&A』日本結
核病学会／南江堂

『放射線治療学 改訂5版』井上俊彦／南山堂
『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』
米国精神医学会／医学書院

『MEの基礎知識と安全管理 改訂第6版』南江
堂

『Minds診療ガイドライン作成の手引き 2014』
森実敏夫／医学書院

『T IAと脳卒中』Pendlebury, Sarah T.／医
学書院

『基礎看護技術 2』堀良子／医歯薬出版
『ドレーン・チューブ管理&ケアガイド』佐藤
憲明／中山書店

『はじめての心電図 第2版増補版』兼本成斌
／医学書院

『プライマリケアのためのうつ病再発予防10ス
テップガイド』Howell, Cate／中山書店

『レジデントのための糖尿病・代謝・内分泌内
科ポケットブック』田中隆久／中山書店

『医学生・研修医のための神経内科学 改訂2版』
神田隆／中外医学社

『改訂コルポスコピースタンダードアトラス 4版 
日本婦人科腫瘍学会2014』日本婦人科腫瘍
学会／中外医学社

『感染症プラクティス 72症例で鍛える診断・治
療力』Caplivski, Daniel／メディカル・サイエ

ンス・インターナショナル
『漢方薬の考え方，使い方』加島雅之／中外医
学社

『救急救命士標準テキスト』救急救命士標準テ
キスト編集委員会／へるす出版

『血管外科基本手技アトラス 改訂2版』古森
公浩／南山堂

『抗悪性腫瘍薬安全使用マニュアル』西条長宏
／医薬ジャーナル社

『産婦人科研修ノート 改訂第2版』綾部琢哉
／診断と治療社

『心臓手術の麻酔 第4版』Hensley, Frederick 
A.／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『神経症状の診かた・考えかた』福武敏夫／医
学書院

『発達障害医学の進歩 26（2014） 発達障害児
の幼児期からの支援』郷間英世／診断と治療
社

『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 1』蜂須賀研二／金芳堂

『高血圧治療ガイドライン 2014』日本高血圧
学会／日本高血圧学会

『機能性消化管疾患診療ガイドライン 過敏性
腸症候群（I BS） 2014』日本消化器病学会／
南江堂

『機能性消化管疾患診療ガイドライン 機能性
ディスペプシア（FD） 2014』日本消化器病学
会／南江堂

『NAFLD/NASH診 療ガイドライン 2014』
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』日
本消化器病学会／南江堂

『GIST診療ガイドライン 2014年4月改訂
第3版』日本癌治療学会／金原出版

『脳神経外科診療プラクティス 1 脳血管障害
の急性期マネジメント』飯原弘二／文光堂

『脳神経外科診療プラクティス 2 脳神経外科
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