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 法社会学　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『共生の法社会学 フクシマ後の〈社会と法〉』塩谷
弘康／法律文化社

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『アメリカ憲法判例 続』憲法訴訟研究会／有斐閣
『中国のビジネス実務 判例から学ぶ契約書の作成と
運用Q&A100』韓晏元／第一法規

『アメリカ不法行為法 第2版』樋口範雄／弘文堂
『越境する司法 ドイツ連邦憲法裁判所の光と影』
Jestaedt, Matthias／風行社

『中国ビジネス法体系』藤本豪／日本評論社
『アメリカ著作権法の形成』松川実／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『人権は二つの顔をもつ』金泰明／トランスビュー
『同性婚，あなたは賛成？反対？ フランスのメディア
から考える』浅野素女／パド・ウィメンズ・オフィス

『ルポ京都朝鮮学校襲撃事件 〈ヘイトクライム〉に抗
して』中村一成／岩波書店

『ヘイト・スピーチの法的研究』金尚均／法律文化社
『セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 同性愛，
性同一性障害を理解する』針間克己／岩崎学術出
版社

『憲法講義 1 第3版』大石真／有斐閣
『ディベート憲法』新井誠／信山社
『日本憲法民主化の焦点』金森徳次郎／慈学社出版
『統治構造の憲法論』毛利透／岩波書店
『新憲法の精神 憲法制定議会の前後』金森徳次郎
／慈学社出版

『徹底解剖！イチからわかる安倍内閣の集団的自衛
権』自由法曹団／合同出版

『「集団的自衛権で本当に国民の命と暮らしが守れる
か？」閣議決定を検証する』東京弁護士会／東京
弁護士会

『表現の自由 理論と解釈』橋本基弘／中央大学出
版部

『マイナンバー制度で企業実務はこう変わる』梅屋
真一郎／中央経済社

『改憲を問う:民主主義法学からの視座』日本評論社

 選挙法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『自由にできる選挙活動 第4版 ネット選挙対応/選
挙法の解釈と実践』自由法曹団／かもがわ出版

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『杉村敏正先生の人と学問』杉村敏正先生追悼文集
編集委員会／杉村敏正先生追悼文集編集委員会

『条解行政事件訴訟法 第4版』南博方／弘文堂
『景観法と地域政策を考える』高崎経済大学地域政
策研究センター／勁草書房

『基本を学ぶ建築法規 建築基準法・関連法令の基
本事項を学ぶ』町田修二／大成出版社

『建築・設備のあってはならない不完全性事例大全
集130』日本環境管理学会／オーム社

『日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説
（新築住宅） 住宅性能表示制度 2014』日本住宅
性能表示基準・評価方法基準技術解説（新築住宅）
編集委員会／工学図書

『建設住宅性能評価解説（既存住宅・現況検査） 住
宅性能表示制度 2014』建設住宅性能評価解説

（既存住宅・現況検査）編集委員会／全国官報販
売協同組合

『日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説
（既存住宅・個別性能） 住宅性能表示制度 2014』
日本住宅性能表示基準・評価方法基準技術解説

（既存住宅・個別性能）編集委員会／工学図書
『中小企業経営者のためのQ&AでわかるBCP策定
の実務』京盛真信／税務経理協会

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『防犯・防災・警備用語事典』鈴木康弘／明石書店
『道路交通法改正Q&A 一定の病気等に係る運転者
対策 悪質・危険運転者対策，自転車利用者対策』
交通行政研究会／東京法令出版

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『地方公共契約の手引き』奥村勇雄／建設物価調査会

 国有財産法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『自治体公有財産管理の実務』江原勲／学陽書房

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『後発的事由の税務Q&A 申告後の事情変更への対
応策』小林磨寿美／中央経済社

『都市農地税制必携ガイド 平成26年度』柴原一／
清文社

『ケースで理解する交際費・接待費の税務ポイント』
小林俊道／ぎょうせい

『事例式資産をめぐる複数税目の実務 改訂版』平川
忠雄／新日本法規出版

『租税徴収における事実認定の実務』中山裕嗣／大
蔵財務協会

『保険税務Q&A 7訂版』保険税務事例研究グルー
プ／税研情報センター

『役員給与損金算入判断の手引』伊東博之／新日本
法規出版

『株式の評価』税理士法人日本税務総研／中央経済社
『土地等の評価』樋沢武司／中央経済社
『贈与税の各種特例』飯塚美幸／中央経済社
『相続税・贈与税のアウトライン』田中一／中央経
済社

『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブッ
ク 平成26年10月改訂』山本和義／清文社

『相続税の債務控除の留意点Q&A 遺言，遺産分割
に知っておきたい』遠山敏之／大蔵財務協会

『最適解のための事例詳説相続税・贈与税Q&A』
深代勝美／清文社

『【短期】・【中期】・【長期】の10年スパンで考える事
業承継・相続の税金対策』甲田義典／清文社

『相続税贈与税の実務と申告 平成26年版』酒井
満男／大蔵財務協会

『相続等発生における法人の処理 相続遺贈があった
場合の法人が知っておきたい』遠山敏之／税務研究
会出版局

『裁判例からみる消費税法』池本征男／大蔵財務協会
『Q&A固定資産税は見直せる 適正納税の方法と実
践』林弘明／清文社

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『自治体職員のための番号法解説 制度編』宇賀克
也／第一法規

『実務解説直接請求制度』直接請求実務研究会／
ぎょうせい

『地方自治の深化』日本地方自治研究学会／清文社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『民法判例集 第3版 担保物権・債権総論』瀬川信
久／有斐閣

『表見法理の帰責構造』中舎寛樹／日本評論社
『速報！現行条文比較債権法改正』東京弁護士会
法友全期会／第一法規

『契約書式実務全書 第3巻 第2版』大村多聞／ぎ
ょうせい

『契約締結過程における正当な信頼』山城一真／有
斐閣

『取引基本契約書の作成と審査の実務 第5版』滝
川宜信／民事法研究会

『家族法と社会保障法の交錯』古橋エツ子／信山社
『プラクティカル家族法 判例・理論・実務』平田厚
／成文堂

『成年後見監督人の手引き』成年後見センター・リ
ーガルサポート／日本加除出版

『遺産分割 改訂版』上原裕之／青林書院
『不動産登記法 増補』山野目章夫／商事法務
『願いが叶う！！想いが実る！！究極の財産管理ツー
ル民事信託超入門 改正信託法をフル活用するため
の基礎知識と21の活用事例』河合保弘／日本加
除出版

『信託制度のグローバルな展開』新井誠／日本評論社
『住民基本台帳法逐条解説 全訂』市町村自治研究
会／日本加除出版

『新しい不動産特定共同事業法の実務対応』田村幸
太郎／大成出版社

『マンション・団地の法律実務』横浜弁護士会／ぎ
ょうせい

『自賠責保険・共済紛争処理事例集 第12巻（平
成25年度）』自賠責保険・共済紛争処理機構／自

賠責保険・共済紛争処理機構

 商法・会社法　　　　　　　　　　　　　　　  
『商法判例集 第6版』山下友信／有斐閣
『ビジネス法務の部屋からみた会社法改正のグレーゾ
ーン』山口利昭／レクシスネクシス・ジャパン

『現代株式会社と私有財産』Berle, Adolf Augustus
／北海道大学出版会

『不正リスク管理・有事対応 経営戦略に活かすリス
クマネジメント』山口利昭／有斐閣

『リスクマネジメントの教科書 50の事例に学ぶ"不
祥事"への対応マニュアル』白井邦芳／東洋経済新
報社

『企業と法の現代的課題』柴田潤子／成文堂
『株主総会日程 会社規模・決算月別/中間決算 平
成27年版』商事法務

『会計不正が株主総会に与える影響の事例分析 関
係書類の特殊記載と直前発覚時の運営方法』樋口
達／商事法務

『監査基準論 第3版』長吉真一／中央経済社
『企業はなぜ，会計不正に手を染めたのか 「会計不
正調査報告書」を読む』米澤勝／清文社

『債務超過会社の会社分割Q&A 法務・会計・税務』
貝沼彩／中央経済社

 海商法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『船舶保険の譲渡担保』藤井卓治／保険毎日新聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
『刑法各論 第4版』大谷実／成文堂
『法務総合研究所研究部報告 50 無差別殺傷事犯
に関する研究』法務総合研究所

『法務総合研究所研究部報告 52 知的障害を有す
る犯罪者の実態と処遇』法務総合研究所

『地域警察官のための被害届・実況見分調書作成の
手引き 第2版』地域実務研究会／立花書房

『デジタル・フォレンジック事典 改訂版』舟橋信／
日科技連出版社

『袴田再審から死刑廃止へ』年報・死刑廃止編集委
員会／インパクト出版会

『国防保安法の歴史的考察と特定秘密保護法の現代
的意義』小田中聡樹／東北大学出版会

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　　　   
『法廷のための統計リテラシー』石黒真木夫／近代
科学社

『事件類型別弁護士会照会』愛知県弁護士会／日
本評論社

『弁護士倫理 第2版』飯村佳夫／慈学社出版
『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25年度』大阪弁護士会司
法委員会／大阪弁護士会

『弁護士10年目までの相談受任力の高め方』中里
妃沙子／レクシスネクシス・ジャパン

『法律事務職員基本研修テキスト 下』日本弁護士
補助職協会／日本弁護士補助職協会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『ケースでわかる民事訴訟法』小林秀之／日本評論社
『民事司法実情調査アンケート結果報告書』東京弁
護士会民事司法改革実現本部／東京弁護士会

『プラクティス民事保全法』梶村太市／青林書院
『日米ADRシンポジウム 日本におけるより良きADR
の実現と飛躍的普及を目指して』日米ADRシンポ
ジウム実行委員会／日米ADRシンポジウム実行委
員会

『仲裁法』小島武司／日本評論社
『あるべき私的整理手続の実務』事業再編実務研究
会／民事法研究会

『破産法・民事再生法 第3版』伊藤真／有斐閣
『会社更生の実務 上  新版』東京地裁会社更生実
務研究会／金融財政事情研究会

『現代の刑事裁判』渡辺修／成文堂
『証人尋問ノート 第2版』大塚武一／東京図書出版

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『非行・犯罪とそだち』滝川一広／日本評論社
『法務総合研究所研究部報告 51 来日外国人少年
の非行に関する研究（第2報告）』法務総合研究所
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『非行・犯罪心理臨床におけるグループの活用』藤
岡淳子／誠信書房

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『情報セキュリティ入門 第3版』羽室英太郎／慶應
義塾大学出版会

『インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか』
吉富康成／ミネルヴァ書房

『Q&A高齢社会の消費者トラブル』石戸谷豊／日
本加除出版

『Q&Aインターネットの法的論点と実務対応 第2
版』東京弁護士会インターネット法律研究部／ぎょ
うせい

『条解独占禁止法』村上政博／弘文堂
『カルテル規制とリニエンシー 課徴金減免制度の考
察と活用』入江源太／三協法規出版

『解説中小企業協同組合法 第2版』村山光信／日
本評論社

『「原発」文献事典 1951-2013』文献情報研究会
／日本図書センター

『原子力損害賠償法』豊永晋輔／信山社出版
『自然災害・土壌汚染等と不動産取引 現代型リスク
をめぐる判例』升田純／大成出版社

『金融マンのための再生ファイナンス講座』山下章太
／中央経済社

『プロジェクトファイナンスの理論と実務 第2版』
Yescombe, E. R／金融財政事情研究会

『多重債務カウンセリング事例・相談者からのたより』
日本クレジットカウンセリング協会／日本クレジット
カウンセリング協会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『商標法 新版 第4版』末吉亙／中央経済社

 通信法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『情報通信の規制と競争政策 市場支配力規制の国
際比較』岸井大太郎／白桃書房

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『基本労働法 3』三井正信／成文堂
『個別労働紛争あっせん制度の実務と実践 60の事
例から学ぶ和解のポイント』小林包美／第一法規

『論点体系判例労働法 2 賃金・労働時間・休暇』菅
野和夫／第一法規

『論点体系判例労働法 3 人事・労災補償・安全衛生』
菅野和夫／第一法規

『タイ・シンガポール・インドネシア・ベトナム駐在員
の選任・赴任から帰任まで完全ガイド 改訂新版』
藤井恵／清文社

『企業のための労働契約の法律相談 改訂版』下井
隆史／青林書院

『懲戒処分をめぐる法律実務 Q&Aと事例』弁護士
法人御堂筋法律事務所／新日本法規出版

『注目の「改正動向」「裁判例」「実務」がわかる徹
底解説！労働時間』日本法令

『わかりやすい語法による英文就業規則のつくり方 
逐条解説付』倉田哲郎／日本法令

『図解よくわかる労働安全衛生法 改訂4版』木村
嘉勝／労働調査会

『労働者派遣をめぐる裁判例50』渡辺岳／労働調
査会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『神経発達症（発達障害）と思春期・青年期』古荘
純一／明石書店

『精神保健福祉法改正』太田順一郎／批評社
『現場発！生活保護自立支援川崎モデルの実践』川
崎市／ぎょうせい

『必携法律家・支援者のための生活保護申請マニュ
アル 2014年版』生活保護問題対策全国会議／全
国クレサラ・生活再建問題対策協議会

『災害救助の運用と実務 平成26年版』災害救助
実務研究会／第一法規

『知的障害・発達障害のある子どもの面接ハンドブ
ック 犯罪・虐待被害が疑われる子どもから話を聴く
技術』Cederborg, Ann-Christin／明石書店

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『ハンセン病絶対隔離政策と日本社会 無らい県運動

の研究』無らい県運動研究会／六花出版

 衛生法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『食材偽装 メニュー表示のグレーゾーン』森田満樹
／ぎょうせい

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『環境保全の法と理論』高橋信隆／北海道大学出版会

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『年金基金のためのプライベート・エクイティ』日本
バイアウト研究所／きんざい

 宗教法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『葬儀・墓地のトラブル相談Q&A 基礎知識から具
体的解決策まで』長谷川正浩／民事法研究会

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『Q&A学校法人の新会計実務 第3次改訂版 平成
25年改正学校法人会計基準対応』有限責任監査
法人トーマツ／第一法規

『アカデミック・ハラスメントの社会学 学生の問題経
験と「領域交差」実践』湯川やよい／ハーベスト社

 出版関係法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『法とジャーナリズム 第3版』山田健太／学陽書房

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『越境的な規範の形成と執行』杉浦章介／慶應義塾
大学出版会

『日米安保条約と事前協議制度』信夫隆司／弘文堂
『国際関係と国際法 日本の安全保障と歴史問題の
闇』沢喜司郎／成山堂書店

『西松安野友好基金和解事業報告書』西松安野友
好基金運営委員会／西松安野友好基金運営委員会

『国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の
実施に関する法律執務資料』法曹会

『国際刑事裁判所 第2版』村瀬信也／東信堂

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『遺伝子診断の未来と罠』増井徹／日本評論社
『診療ガイドライン 産科編2014』医学書院
『ランニングのスポーツ医学』文光堂
『どこまで対応する？救急疾患 最初に診る医者がや
るべきことから最新治療まで』南山堂

『性同一性障害の治療の現状』克誠堂出版
『高齢者脆弱性骨折の予防と治療』南江堂
『間質性肺炎の診断と治療』金原出版
『うつ病の早期介入, 予防 ⑴』医学書院
『NICUマニュアル 第5版』新生児医療連絡会／
金原出版

『子どものPTSD 診断と治療』友田明美／診断と治
療社

『レビー小体型認知症 臨床と病態』井関栄三／中
外医学社

『外傷専門診療ガイドライン』日本外傷学会／へる
す出版

『実践アトラス美容外科注入治療』征矢野進一／全
日本病院出版会

『造血細胞移植学会ガイドライン 第3巻』日本造血
細胞移植学会／医薬ジャーナル社

『ACECガイドブック 意識障害の初期診療の標準化 
2014』『ACECガイドブック』編集委員会／へるす
出版

『器官の異常と誤嚥・摂食嚥下のメカニズム』医歯
薬出版

『大人の発達障害診療マニュアル 7つのステップで
わかる大人のASD・ADHD』姜昌勲／中外医学社

『いまさら訊けない！透析患者検査値のみかた, 考え
かた』加藤明彦／中外医学社

『ガイドラインには載っていない消化管がんPractical 
Treatment』山田康秀／メジカルビュー社

『がん薬物療法キードラッグ65』古瀬純司／中外医
学社

『シンプル薬理学 改訂第5版』野村隆英／南江堂
『間違いだらけの褥瘡・フットケア 変容する創傷管
理の常識』宮地良樹／中山書店

『高血圧専門医ガイドブック 改訂第3版 高血圧専
門医ならびに専門医をめざす医師のための』日本高

血圧学会／診断と治療社
『手術適応か？否か？救急でもう迷わない！』杉野
達也／羊土社

『小切開硝子体手術入門！』米田一仁／メジカルビ
ュー社

『摂食障害という生き方 その病態と治療』瀧井正人
／中外医学社

『日常診療に必要な認知症症候学』池田学／新興医
学出版社

『乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の
手引き 2014年版』厚生労働省／金原出版

『Up to date加齢黄斑変性』高橋寛二／全日本病
院出版会

『野球ヒジ診療ハンドブック 肘の診断から治療, 検
診まで』柏口新二／全日本病院出版会

『鍼灸 改訂2版』篠原昭二／金芳堂
『胃癌治療ガイドライン 2014年5月改訂第4版 
医師用』日本胃癌学会／金原出版

『患者さんのための大腸癌治療ガイドライン 2014
年版』大腸癌研究会／金原出版

『患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2014
年版』日本乳癌学会／金原出版

『急性陰囊症診療ガイドライン 2014年版』日本泌
尿器科学会／金原出版

『産婦人科内視鏡手術ガイドライン 2013年版』日
本産科婦人科内視鏡学会／金原出版

『NEWエッセンシャル眼科学 第8版』丸尾敏夫／
医歯薬出版

『発達障害の理解と対応 改訂第2版』五十嵐隆／
中山書店

『呼吸器疾患診療最新ガイドライン』弦間昭彦／総
合医学社

『腹腔鏡・子宮鏡手術 基本編』平松祐司／メジカ
ルビュー社

『麻酔科研修ノート 改訂第2版』稲田英一／診断
と治療社

『小児科研修ノート 改訂第2版』五十嵐隆／診断
と治療社

『神経ブロックに必要な画像解剖』表圭一／文光堂
『消化器外科レジデントマニュアル 第3版』力山敏
樹／医学書院

『新腹部画像診断の勘ドコロ』兼松雅之／メジカル
ビュー社

『人体解剖カラーアトラス 原書第6版』Abrahams, 
P. H.／南江堂

『解剖学カラーアトラス 第7版』Rohen, Johannes 
W.／医学書院

『プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭頸部』Baker, 
Eric W.／医学書院

『グレイ解剖学 原著第2版』Drake, Richard L.／
エルゼビア・ジャパン

『もっとよくわかる！幹細胞と再生医療』長船健二
／羊土社

『コリンズのVINDICATE鑑別診断法』Collins, R. 
Douglas／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル

『消化器疾患の臨床分類 改訂版 一目でわかる分類
95と内視鏡アトラス』長浜隆司／羊土社

『エキスパートによる消化器外科静脈血栓塞栓症診
療指針』左近賢人／南江堂

『新脊椎インストゥルメンテーション テクニカルポイ
ントと合併症対策』野原裕／メジカルビュー社

『神経因性膀胱ベッドサイドマニュアル』榊原隆次／
中外医学社

『子宮筋腫こんなときどうする？ 叡智を結集して安
全手術』平松祐司／メジカルビュー社

『合併症対策&知っておきたい他科の手術手技 困難
な状況に対処するために』平松祐司／メジカルビュ
ー社

『よりよい婦人科手術のための器具の使い方 この操
作ではこの手術器具をこう使う』平松祐司／メジカ
ルビュー社

『今日の不妊診療 新版』鈴木秋悦／医歯薬出版
『産科実践ガイド 改訂第2版 国立成育医療研究セ
ンター』塚原優己／診断と治療社

『プリンシプル産科婦人科学 1 第3版 婦人科編』
メジカルビュー社

『前眼部の画像診断』大鹿哲郎／中山書店
『網膜硝子体手術』竹内忍／金原出版


