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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『次世代への挑戦 法学部半世紀の伝統を糧に─北海学
園大学法学部50周年記念論文集』 北海学園大学法学
部／草間秀樹

『岩波講座現代法の動態 5 法の変動の担い手』 長谷部
恭男／岩波書店

『法と実務 11』 日弁連法務研究財団／商事法務

 法哲学　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法哲学講義』 森村進／筑摩書房

 法制史　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『日本近現代法史（資料 ・年表） 第2版』 藤田正／信山社出版
『イギリス法史入門 第4版 第2部 各論』 Baker, John 
Hamilton／関西学院大学出版会

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『ポスト ・スハルト期インドネシアの法と社会 裁くことと裁
かないことの民族誌』 高野さやか／三元社

『Q&A新 ・韓国家族法 第2版』 在日コリアン弁護士協会
／日本加除出版

『ドイツ借家法概説』 藤井俊二／信山社
『ドイツ刑事法入門』 金尚均／法律文化社
『フランスにおける憲法裁判』 植野妙実子／中央大学出
版部

『中国商標法の解説 第三次改正対応版』 河野英仁／発
明推進協会

『中国商標法逐条解説 第三次改正完全対応版』 遠藤誠
／日本機械輸出組合

『中国特許法逐条解説』 遠藤誠／日本機械輸出組合
『アメリカの最高裁判例を読む 21世紀の知財 ・ビジネス
判例評釈集』 知的財産研究所／知的財産研究所

『インド知的財産法 特許 ・意匠 ・商標 ・著作権法及び各規
則の英日対照表付き』 遠藤誠／日本機械輸出組合

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『ドラえもん社会ワールド憲法って何だろう』 小学館／小
学館

『明治憲法の起草過程 グナイストからロェスラーへ』 堅
田剛／御茶の水書房

『ドメスティック ・バイオレンスと民間シェルター 被害当事
者支援の構築と展開』 小川真理子／世織書房

『不当な暴言 ・暴力から組織的に身を守る』 医学書院
『関係性の憲法理論 現代市民社会と結社の自由』 岡田
順太／丸善プラネット

『憲法劣化の不経済学 日本とドイツの戦後から考える』 
相沢幸悦／日本経済評論社

『実践 ! 企業のためのマイナンバー取扱実務』 榎並利博
／日本法令

『企業 ・団体のためのマイナンバー制度への実務対応』 
影島広泰／清文社

『機密を開示せよ 裁かれた沖縄密約』 西山太吉／岩波
書店

『今，あらためて「個人の尊重」（憲法13条）を考える』 四
会憲法記念行事実行委員会

 議会制度 ・選挙法　　　　　　　　　　　　   
『21世紀デモクラシーの課題 意思決定構造の比較分
析』 佐々木毅／吉田書店

『地方選挙の手引 平成27年』 選挙制度研究会（東京都）
／ぎょうせい

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『行政法学と主要参照領域』 原田大樹／東京大学出版会
『行政法概説 第5版 2 行政救済法』 宇賀克也／有斐閣
『行政による紛争処理の新動向 行政不服審査 ・ADR ・苦
情処理等の展開』 大橋真由美／日本評論社

『知る ・学ぶ ・分かる建築監理の実務』 天野禎蔵／大成出
版社

『建築訴訟』 小久保孝雄／青林書院
『建築申請 memo 2015』 建築申請実務研究会／新日
本法規出版

『大規模震災と行政活動』 鈴木庸夫／日本評論社

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　　　   
『警察安全相談対処ハンドブック』 篠崎進士法律事務所
／立花書房

『消防関係判例100』 全国消防長会／全国消防協会

 会計法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『会計検査制度 会計検査院の役割と仕組み』 重松博之
／中央経済社

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『日税研論集 第66号（2015） 企業支援税制』 日本税務
研究センター／日本税務研究センター

『これならわかる！租税条約 3訂版』 藤井恵／清文社
『課税庁職員と税理士のための税務調査における事実認
定』 髙松謙悟／清文社

『新税理士法 4訂版』 日本税理士会連合会／税務経理
協会

『租税法と数理』 関本大樹／成文堂
『国際租税法における定式所得配賦法の研究 多国籍企
業への定式配賦法適用に関する考察』 伊藤公哉／中央
経済社

『グローバル ・タックスの構想と射程』 上村雄彦／法律文
化社

『租税法概説 第2版』 中里実／有斐閣
『Q&A国税通則法詳解 3訂版』 黒坂昭一／清文社
『法人税関係納税者有利通達の適用判断』 寺内正夫／
清文社

『Q&A海外勤務者に係る税務 改訂版 出入国 ・相続贈与 ・
海外投資』 川田剛／税務経理協会

『減価償却資産の耐用年数表 平成27年版』 納税協会
連合会／納税協会連合会

『成功する物納 正しい知識で成功に導く相続増税後の納
税戦略』 右山昌一郎／清文社

『借地権相続 ・贈与と譲渡の税務』 武田秀和／税務経理
協会

『法人住民税のしくみと実務 5訂版』 吉川宏延／税務経
理協会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　　   
『地方自治制度 第7次改訂版』 久世公尭／学陽書房
『地方自治法概説 第6版』 宇賀克也／有斐閣

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『連帯債務論攷』 成田博／日本評論社
『養育費等をめぐる関係機関の役割と連携について 1 明
石市におけるこども養育支援ネットワークについて』 養育
費相談支援センター

『信託の法務と実務 6訂版』 三菱UFJ信託銀行株式会
社／金融財政事情研究会

『信託の理念と活用』 トラスト未来フォーラム
『高齢者の交通事故と補償問題』 堀田一吉／慶應義塾大
学出版会

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『会社法 第17版』 神田秀樹／弘文堂
『リーガルマインド会社法 第14版』 弥永真生／有斐閣
『新会社法 第4版』 青竹正一／信山社出版
『非公開会社 ・子会社のための会社法実務ハンドブック』 
辺見紀男／商事法務

『Q&A平成26年改正会社法 第2版』 二重橋法律事務所
／金融財政事情研究会

『平成26年会社法改正と実務対応 改訂版』 太田洋／商
事法務

『企業統治の法と経済 比較制度分析の視点で見るガバ
ナンス』 田中亘／有斐閣

『内部統制システム構築の実務 平成26年改正会社法対
応』 中村直人／商事法務

『子会社管理の法務 ・税務』 あさひ法律事務所／中央経
済社

『非上場会社の事業承継における安定株主活用の法務 ・
税務 導入から解消まで』 森井昭仁／税務経理協会

『種類株式&民事信託を活用した戦略的事業承継の実践
と手法』 河合保弘／日本法令

『最新株式会社の議事録事例集 改訂版』 星野文仁／日
本法令

『記載例で理解する株主総会 ・取締役会 ・監査役会の議
事録作成』 三菱UFJ信託銀行株式会社／清文社

『Q&A社外取締役 ・社外監査役ハンドブック』 岩田合同
法律事務所／日本加除出版

『Q&A監査等委員会設置会社 ・社外取締役の実務』 太
子堂厚子／商事法務

『日本企業の招集通知とガバナンス』 石田猛行／商事法務
『新株主総会実務なるほど Q&A 平成27年版』 三菱

UFJ 信託銀行株式会社／中央経済社
『株主総会のポイント 株式実務 平成27年版』 三井住友
信託銀行株式会社／財経詳報社

『株主総会の財務会計に関する想定問答 取締役 ・監査
役必携 平成27年版』 太田達也／清文社

『実践平成26年会社法改正後のIR総会とガバナンス』 
今井和男／商事法務

『取締役会の法と実務』 森本滋／商事法務
『取締役会報告事項の実務』 中村直人／商事法務
『機関設計 ・取締役 ・取締役会』 三浦亮太／中央経済社
『監査等委員会導入の実務』 塚本英巨／商事法務
『会社法決算の実務 第9版 計算書類等の作成方法と開
示例』 あずさ監査法人／中央経済社

『会計不正はこう見抜け』 Schilit, Howard Mark／日経
BP社

『会計不正 平時における監査役の対応』 竹村純也／弁
護士会館ブックセンター出版部LABO

『株式交換 ・株式移転ハンドブック』 宇野総一郎／商事法務
『会社法 ・商業登記規則の改正と登記手続』 山中正登／
日本法令

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『日韓の刑事司法上の重要課題 日本比較法研究所 ・韓国
法務部との交流30周年記念シンポジウム』 椎橋隆幸／
中央大学出版部

『暴力の解剖学 神経犯罪学への招待』 Raine, Adrian／
紀伊國屋書店

『刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義』 丸
山泰弘／日本評論社

『更生保護入門 第4版』 松本勝／成文堂

 司法制度 ・司法行政　　　　　　　　　　   
『士業の業績革新マニュアル 「選ばれ続ける事務所」に
変わるマーケティングとマネジメント』 船井総合研究所／
ダイヤモンド社

『戦争体験 沖縄弁護士会会員記録』 沖縄弁護士会／沖
縄弁護士会

『法律事務職員研修「中級講座」資料 2015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

『弁護士倫理の勘所』 官澤里美／第一法規
『弁護士転ばぬ先の経営失敗談』 北周士／第一法規

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　   
『判例からみた書証の証拠力』 大阪地裁民事事実認定研
究会／新日本法規出版

『民事尋問技術 第3版』 加藤新太郎／ぎょうせい
『競売不動産評価の理論と実務 第2版』 金融財政事情
研究会

『倒産法概説 第2版補訂版』 山本和彦／弘文堂
『代理人のための面会交流の実務』 片山登志子／民事法
研究会

『借地非訟の実務』 植垣勝裕／新日本法規出版
『二重危険の法理』 中野目善則／中央大学出版部
『再審制度の研究』 福島弘／中央大学出版部
『マスコミが伝えない裁判員制度の真相』 猪野亨／花伝社

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『家裁調査官が見た現代の非行と家族』 廣井亮一／創元
社

『子どものネットトラブルに悩む親の法律知識 Q&A』 牧
野和夫／中央経済社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　   
『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新ネットトラブルの
法律知識とプロバイダへの削除依頼 ・開示請求の仕方』 
三修社

『情報法入門 第3版 デジタル ・ネットワークの法律』 小
向太郎／NTT出版

『ケーススタディ経済法』 大久保直樹／有斐閣
『独占禁止法 第5版』 金井貴嗣／弘文堂
『解説独占禁止法』 波光巌／青林書院
『経済法 第7版補訂 独占禁止法と競争政策』 岸井大太
郎／有斐閣

『逐条解説平成25年改正独占禁止法 審判制度の廃止
と意見聴取手続の整備』 岩成博夫／商事法務

『新しい建設業経営事項審査申請の手引 改訂10版』 建
設業許可行政研究会／大成出版社
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『金融商品取引法入門 第4版』 近藤光男／商事法務
『図解実務がわかる金融商品取引法の基本知識 4訂版』 
小谷融／税務経理協会

『有価証券報告書の見方 ・読み方 第9版』 あずさ監査法
人／清文社

『財務デュー ・ディリジェンスと企業価値評価』 日本公認
会計士協会／清文社

『Q&A投資取引被害救済の実務 改訂』 荒井哲朗／日本
加除出版

『実務分析M&A判例ハンドブック』 阿南剛／商事法務
『金融商品取引法制の潮流』 金融商品取引法研究会／日
本証券経済研究所

『M&A実務の基礎』 柴田義人／商事法務
『賃貸不動産管理の知識と実務 改訂版』 賃貸不動産経
営管理士協議会／大成出版社

『地域金融機関の保険業務』 鈴木仁史／金融財政事情
研究会

『信用保証協会の保証 第5版』 金融財政事情研究会
『海外腐敗行為防止法制と国際仲裁法制の戦略的活用』 
早川吉尚／商事法務

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　　   
『知的財産法判例集 第2版』 大渕哲也／有斐閣
『海外贈収賄防止コンプライアンスプログラムの作り方』 
國廣正／レクシスネクシス ・ジャパン

『バイオ特許実務ハンドブック』 辻丸国際特許事務所／経
済産業調査会

『知っておきたい特許法 20訂版』 工業所有権法研究グ
ループ／朝陽会

『コンテンツビジネスと著作権法の実務』 井奈波朋子／
三協法規出版

 交通 ・通信法　　　　　　　　　　　　　   
『詳解逐条解説港湾法 改訂版』 多賀谷一照／第一法規
『航空安全の歩み，成田空港の現況と将来等 平成26年度』 

航空の安全及び経済に関する研究会／航空保安協会
『実務電気通信事業法』 髙嶋幹夫／NTT出版

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『労働法理論変革への模索 毛塚勝利先生古稀記念』 山
田省三／信山社

『労働者像の多様化と労働法 ・社会保障法』 村中孝史／
有斐閣

『労働者の権利』 鵜飼良昭／旬報社
『ケースで学ぶ社員の不祥事 ・トラブルの予防と対策』 本
間邦弘／日本経済新聞出版社

『統合人事管理 グローバル化対応の法律実務』 統合人
事管理研究会／経団連出版

『問題社員対応マニュアル 上』 倉重公太朗／労働調査会
『問題社員対応マニュアル 下』 倉重公太朗／労働調査会
『改正パートタイム労働法の詳解 平成27年4月1日施行
の改正法に対応』 労働法令協会／労働法令

『非正規社員の法律実務 第3版』 石崎信憲／中央経済社
『わかりやすい労働安全衛生管理』 角森洋子／産労総合
研究所出版部経営書院

『ジェンダー ・ハラスメントに関する心理学的研究』 小林
敦子／風間書房

『働く女性と労働法 2015年版』 東京都産業労働局／東
京都産業労働局雇用就業部労働環境課

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　　   
『社会保障の権利救済 イギリス審判所制度の独立性と
積極的職権行使』 山下慎一／法律文化社

『トピック社会保障法 2015第9版』 本沢巳代子／不磨
書房

『レクチャー社会保障法 第2版』 河野正輝／法律文化社
『社会保障の手引 施策の概要と基礎資料 平成27年版』 
中央法規出版

『社会福祉協議会の実態と展望 法学 ・社会福祉学の観
点から』 橋本宏子／日本評論社

『ひとめでわかる! 介護事業者のための2015年介護保
険制度改正のポイント』 第一法規

『アジアの社会保障』 増田雅暢／法律文化社
『改正介護保険実務ガイド』 田中尚輝／明石書店
『社会福祉と権利擁護』 秋元美世／有斐閣
『福祉現場のトラブル ・事故の法律相談Q&A』 平田厚／
清文社

『発達障害と発達論的理解』 滝川一広／日本評論社

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『医療法人の設立 ・運営 ・承継と税務対策 全訂5版』 青木
惠一／税務研究会出版局

『医事法入門 第4版』 手嶋豊／有斐閣
『専門委員制度アンケート結果報告書』 東京三弁護士会
医療関係事件検討協議会／東京弁護士会

 薬事法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『医薬品の安全性と法』 鈴木利広／エイデル研究所
『危険ドラッグ対策』 医学書院

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『食品公害と被害者救済 カネミ油症事件の被害と政策
過程』 宇田和子／東信堂

『ISO環境法クイックガイド 2015』 ISO環境法研究会
／第一法規

『環境法のフロンティア』 黒川哲志／成文堂
『環境条例の制度と運用』 田中充／信山社
『コンパクト環境法政策』 柳憲一郎／清文社
『市街地土壌汚染問題の政治経済学』 佐藤克春／旬報社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　　   
『社会保険手続誤りやすい事例 100』 佐竹康男／清文
社

『年金Q&A680 第6版』 秋保雅男／税務経理協会

 図書館法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『図書館の法令と政策』 後藤敏行／樹村房

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『集団的自衛権とその適用問題 「穏健派」ダレスの関与
と同盟への適用批判』 肥田進／成文堂

『亡命と家族 戦後フランスにおける外国人法の展開』 水
鳥能伸／有信堂高文社

『EU権限の判例研究』 中西優美子／信山社
『これだけは知っておきたい国際金融』 高田創／金融財
政事情研究会

『国際技術ライセンス契約 3訂版』 大貫雅晴／同文舘出
版

『入管法大全 立法経緯 ・判例 ・実務運用 1』 多賀谷一照
／日本加除出版

『入管法大全 立法経緯 ・判例 ・実務運用 2』 多賀谷一照
／日本加除出版

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『大腸外科学書』 楠正人／金芳堂
『内科レジデント実践マニュアル 第10版』 三井記念病院
／文光堂

『美容外科 ・抗加齢医療 ─基本から最先端まで─』 百束
比古／全日本病院出版会

『臨床検査ガイド これだけは必要な検査のすすめかた ・
データのよみかた 2015年改訂版』 三橋知明／文光堂

『嚥下障害と誤嚥性肺炎』 香取幸夫／全日本病院出版会
『エキスパートが答える ！ アトピー性皮膚炎Q&A55』 加
藤則人／診断と治療社

『血液浄化療法ハンドブック 2015』 透析療法合同専門
委員会／協同医書出版社

『急性膵炎診療ガイドライン 2015』 急性膵炎の診療ガ
イドライン作成委員会／金原出版

『精巣腫瘍診療ガイドライン 2015年版』 日本泌尿器科
学会／金原出版

『外反母趾診療ガイドライン 2014』 日本整形外科学会
／南江堂

『医用機器安全管理学 第2版』 篠原一彦／医歯薬出版
『標準精神医学』 野村総一郎／医学書院
『標準微生物学』 中込治／医学書院
『プロメテウス解剖学アトラス 胸部 /腹部 ・骨盤部』 
Schünke, Michael／医学書院

『プロメテウス解剖学コアアトラス』 Gilroy, Anne 
M.／医学書院

『ネフローゼ症候群診療ガイドQ&A 改訂第2版』 西慎一
／診断と治療社

『IgA腎症診療ガイドQ&A 改訂第2版』 湯澤由紀夫／診
断と治療社

『急速進行性腎炎症候群診療ガイド Q&A』 松尾清一／
診断と治療社

『多発性囊胞腎診療ガイドQ&A』 松尾清一／診断と治療
社

『高次脳機能障害学』 藤田郁代／医学書院
『失語症学』 藤田郁代／医学書院
『川崎病のすべて』 五十嵐隆／中山書店
『骨粗鬆症』 杉本利嗣／医薬ジャーナル社
『頭痛外来』 荒木信夫／メジカルビュー社
『遺伝子 ・染色体検査学』 池内達郎／医歯薬出版
『今日の臨床検査 2015-2016』 桜林郁之介／南江堂
『緑内障の診療』 三村治／金原出版
『誤嚥性肺炎の呼吸 ・嚥下リハビリテーション』 医学書院
『看護 ・医学事典 第7版増補版』 看護 ・医学事典編集委
員会／医学書院

『看護のための臨床検査』 浅野嘉延／南山堂
『救急白熱セミナー頭部外傷実践マニュアル』 並木淳／
中外医学社

『高齢者の脊髄障害』 加藤真介／全日本病院出版会
『児頭下降度の評価と鉗子遂娩術 安全 ・確実な吸引 ・鉗
子分娩のために』 竹田省／メジカルビュー社

『手術領域医療機器の操作 ・管理術』 日本臨床工学技士
会／メジカルビュー社

『小児滲出性中耳炎診療ガイドライン 2015年版』 日本
耳科学会／金原出版

『生命科学のためのウイルス学 感染と宿主応答のしくみ，
医療への応用』 Harper, David R.／南江堂

『脊髄損傷理学療法マニュアル 第2版』 岩崎洋／文光堂
『見逃したくない境界領域の疾患』 金原出版
『法医学 改訂3版』 福島弘文／南山堂
『エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライン 改訂第
2版』 日本肝胆膵外科学会／医学図書出版

『癌の遺伝医療 遺伝子診断に基づく新しい予防戦略と生
涯にわたるケアの実践』 新井正美／南江堂

『細菌性髄膜炎診療ガイドライン 2014』 「細菌性髄膜炎
診療ガイドライン」作成委員会／南江堂

『現代の眼科学 改訂第12版』 吉田晃敏／金原出版
『ICU完全攻略 トラブルシューティング162』 清水敬樹
／中外医学社

『NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）ガイドライン 改訂第
2版』 日本呼吸器学会／南江堂

『食物アレルギーの考えかた』 谷内昇一郎／中外医学社
『ME機器安全使用 ・管理マニュアル虎の巻 国家資格取
得から臨床現場におけるME機器の使用目的，操作方法，
トラブル対処まで』 竹田晋浩／克誠堂出版

『現代生命科学』 東京大学／羊土社
『脳血管内治療の進歩 2015 ステント型血栓回収機器
は急性再開通治療をどう変えるか？どう活用するか？』 
坂井信幸／診断と治療社

『精神科の薬がわかる本 第3版』 姫井昭男／医学書院
『定番皮膚科外来検査のすべて』 宮地良樹／文光堂
『造血細胞移植学会ガイドライン 第2巻』 日本造血細胞
移植学会／医薬ジャーナル社

『上級医がやっている危ない心電図の見分け方』 築島直
紀／日本医事新報社

『妊娠高血圧症候群の診療指針 2015』 日本妊娠高血
圧学会／メジカルビュー社

『当直医マニュアル 第18版 2015』 小畑達郎／医歯薬
出版

『マイナーエマージェンシー 原著第3版』 Buttaravoli, 
Philip M.／医歯薬出版

『Autopsy imaging検査マニュアル 第2版 診療放射線
技師の教育 ・研修内容のすべて』 阿部一之／ベクトル ・
コア

『EBM皮膚疾患の治療 up‐to‐date』 宮地良樹／中外
医学社

『ER ・ICUスタッフ必携マニュアル』 今泉均／南江堂
『FFRのすべて Fractional Flow Reserve』 田中信大
／メジカルビュー社

『がんエマージェンシー 化学療法の有害反応と緊急症へ
の対応』 中根実／医学書院

『人工股関節全置換術 [THA]のすべて 改訂第2版』 伊
藤浩／メジカルビュー社

『医療従事者のための災害対応アプローチガイド 改訂
版』 佐々木勝／新興医学出版社

『一冊できわめるステロイド診療ガイド』 田中廣壽／文光
堂

『画像診断 + IVRヒヤリ ・ハット』 放射線診療安全向上研
究会／南江堂

『医学生とその時代 東京大学医学部卒業アルバムにみ
る日本近代医学の歩み』 東京大学医学部／中央公論社


