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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　　
『身近な法律問題Q&A』愛知学院大学法学部
同窓会／成文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ケースブック海外重要租税判例 新版』川田剛
／財経詳報社

『イギリス行政訴訟の価値と実態』榊原秀訓／
日本評論社

『アメリカの憲法問題と司法審査』大沢秀介／
成文堂

『中国信託法の研究』神田秀樹／日本加除出版
『EU競争法』笠原宏／信山社
『中国知財実務』洗理恵／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代統治構造の動態と展望』川崎政司／尚学
社

『対話的憲法理論の展開』憲法理論研究会／敬
文堂

『同性パートナーシップ制度』棚村政行／日本加
除出版

『注釈日本国憲法（2） 国民の権利及び義務（1）』
長谷部恭男／有斐閣

『テクストとしての判決 「近代」と「憲法」を読み
解く』駒村圭吾／有斐閣

『憲法と自衛隊』幡新大実／東信堂
『日米安保と戦争法に代わる選択肢』渡辺治／
大月書店

『番号法の逐条解説 第2版』宇賀克也／有斐閣
『皇室法概論 復刻版』園部逸夫／第一法規

 選 挙制度　　　　　　　　　　　　　　　
『現役先生が教える主権者教育授業実例集』国
政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『論点体系判例行政法2 行政訴訟』小早川光
郎／第一法規

『現代行政法の基礎理論』現代行政法講座編集
委員会／日本評論社

『都市再開発実務ハンドブック2016』大成出
版社

『自動車の保管場所の補償 新訂版』公共用地補
償制度研究会／大成出版社

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ヤクザと憲法 「暴排条例」は何を守るのか』東
海テレビ放送株式会社／岩波書店

 財 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『予算と財政法 5訂版』小村武／新日本法規出
版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『業種別税務調査のポイント』渡邊崇甫／新日
本法規出版

『税目別ケースで読み解く！国際課税の税務調
査対応マニュアル』武田恒男／ぎょうせい

『クローズアップ租税行政法 第2版 税務調査・
税務手続を理解する』酒井克彦／財経詳報社

『税法学原論 第7版』北野弘久／勁草書房

『弁護士と税理士の相互質疑応答集』近畿弁護
士会連合会／清文社

『新しい国税不服申立制度の理論と実務』青木
丈／ぎょうせい

『国税通則法の理論と実務』品川芳宣／ぎょう
せい

『家事関連費を中心とした必要経費の実務』平
川忠雄／税務研究会出版局

『PE課税コンパクトガイド』ディーエルエイパイ
パー東京パートナーシップ外国法共同事業法律
事務所／大蔵財務協会

『Q&Aプロ選手・文筆家・芸能人・政治家・馬主・
ホステス等特殊事情に係る所得税実務 改訂増
補版』小田満／税務経理協会

『評価明細書ごとに理解する非上場株式の評価
実務』柴田健次／清文社

『小規模宅地等の特例』吉本覚／新日本法規出
版

『農家と地主のための相続対策マニュアル 7訂
版』柴原一／日本法令

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　
『東京都予算編成に対する要望2017年度』日
本共産党東京都議会議員団

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『民法理論研究』中村哲也／信山社
『新注釈民法15 債権（8）』窪田充見／有斐閣
『企業不動産法』小澤英明／商事法務
『共有不動産の紛争解決の実務』三平聡史／民
事法研究会

『民法（債権関係）部会資料集第3集〈第2巻〉 
第77回〜第79回会議議事録と部会資料』商
事法務／商事法務

『離婚と慰謝料 改訂版』平山信一／自由国民社
『こんなところでつまずかない！離婚事件21の
メソッド』東京弁護士会親和全期会／第一法規

『臨床実務家のための家族法コンメンタール 民
法相続編』大塚正之／勁草書房

『渉外不動産取引に関する法律と税金』山北英
仁／日本加除出版

『わかりやすい信託登記の手続 改訂版』日本法
令不動産登記研究会／日本法令

『工場抵当及び工場財団に関する登記』五十嵐
徹／日本加除出版

『民事信託のための信託監督人の実務』渋谷陽
一郎／日本加除出版

『相続人確定のための戸籍の見方・揃え方』菱
田泰典／近代セールス社

『戸籍の窓口5 フローチャートでわかる届書の審
査』山下敦子／日本加除出版

『Q&A交通事故加害者の賠償実務 被害者から
の過剰請求対応』弁護士法人愛知総合法律事
務所／第一法規

『交通事故 2 損害論』藤村和夫／信山社

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法新判例の分析』永井和之／中央経済社
『会社法』岡伸浩／弘文堂
『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐ
る実務一切 第2版』東京弁護士会親和全期会
／自由国民社

『公益通報者保護制度の実効性の向上に関する
検討会 最終報告書』公益通報者保護制度の実
効性の向上に関する検討会

『入門不正調査Q&A』不正調査研究会／清文社
『企業法の進路』黒沼悦郎／有斐閣
『組織再編・事業承継 第2版』会社法実務研
究会／ぎょうせい

『設立・解散・清算 第2版』会社法実務研究
会／ぎょうせい

『株式・種類株式・新株予約権 第2版』会社
法実務研究会／ぎょうせい

『株主総会・取締役・監査役 第2版』会社法
実務研究会／ぎょうせい

『株主代表訴訟とD&O保険』弁護士法人大江
橋法律事務所／金融財政事情研究会

『平成27・28年の政策保有株式の比較』後藤
晃輔／商事法務

『コードに対応したコーポレート・ガバナンス報
告書の記載事例の分析平成28年版』森濱田松
本法律事務所／商事法務

『コーポレート・ガバナンス改革の提言』宍戸善
一／商事法務

『新・株主総会物語』田路至弘／商事法務
『株主総会の準備実務・想定問答平成29年』
日比谷パーク法律事務所／中央経済社

『コンメンタール会社計算規則・商法施行規則 
第3版』弥永真生／商事法務

『貨物保険の損害対応実務』東京海上日動火災
保険株式会社／保険毎日新聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『賄賂罪の理論』川端博／成文堂
『全国犯罪被害者支援フォーラム 採録版 2016 
犯罪被害者支援の展望』全国被害者支援ネッ
トワーク

『ソーシャルワーカーのための更生保護と刑事法』
野崎和義／ミネルヴァ書房

『治安維持法の教訓』内田博文／みすず書房

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『30周年記念誌』神奈川県弁護士会／神奈川
県弁護士会

『頼りがいのある司法を目指して 信頼される弁
護士会・弁護士であるために』東京弁護士会法
友会／現代人文社

『重要課題と私たちの取組み 2017』東京弁護
士会法曹親和会／東京弁護士会法曹親和会

『人権と平和の担い手として 弁護士の信頼を高
め，憲法の価値をあまねく社会へ』東京弁護士
会期成会／東京弁護士会期成会

『勝ち残るための法律事務所経営ガイド』法律
事務所経営ガイド制作チーム／東京都弁護士協
同組合

『職域拡大時代の法曹倫理』森際康友／商事法
務

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『示談・調停・和解の手続と条項作成の実務』
園部厚／青林書院

『民事執行実務の論点』竹田光広／商事法務
『執行手続による債権回収 強制執行手続・担保
権実行・強制競売』虎門中央法律事務所／民
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事法研究会
『新刑法犯・特別法犯犯罪事実記載要領 改訂
第4版』高森高徳／立花書房

『わかりやすい少年警察活動 3訂版』少年非行
問題研究会／東京法令出版

 訴訟 記 録　　　　　　　　　　　　　　　
『神兵隊事件 別巻5』専修大学今村法律研究
室／専修大学出版局

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A詐欺・悪徳商法相談対応ハンドブック』
村千鶴子／ぎょうせい

『サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 第2
版』清水陽平／弘文堂

『イノベーション時代の競争政策 研究・特許・プ
ラットフォームの法と経済』小田切宏之／有斐閣

『弁護士会による中小企業法律支援活動（事例
集） 中小企業法律支援活動の更なる充実のため
に』日本弁護士連合会／日本弁護士連合会

『金融法概説』神田秀樹／有斐閣

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『デザイン保護法制の現状と課題』麻生典／日
本評論社

『年報知的財産法 2016-2017』高林竜／日
本評論社

『国際特許管理の日本的展開 GEと東芝の提携
による生成と発展』西村成弘／有斐閣

『特許訴訟の実務 第2版』高部眞規子／商事
法務

『標準著作権法 第3版』高林竜／有斐閣

 農 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『逐条解説農業協同組合法』農業協同組合法令
研究会／大成出版社

 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務 
発信者情報開示請求と削除請求』清水陽平／
新日本法規出版

『放送制度概論 新・放送法を読みとく』鈴木秀
美／商事法務

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『労働法 第11版補正版』菅野和夫／弘文堂
『雇用差別禁止法制の展望』浅倉むつ子／有斐閣
『判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハ
ラ』吉川英一郎／文眞堂

『モデル賃金・年収と昇給・賞与 2017年版』
労務行政研究所／労務行政

『キーワードで規制と対策早わかり！企業担当者
のための労働安全衛生法』村木宏吉／第一法規

『新しい労働者派遣法の解説』中野麻美／旬報社
『労災事件救済の手引』古川拓／青林書院
『2016改正育児・介護休業法 実務・運用に
活かす本』廣江淳哉／労働調査会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『介護者支援政策の国際比較』三富紀敬／ミネ
ルヴァ書房

『福祉行政の基礎』山口道昭／有斐閣

『改正社会福祉法対応のための規程集 第1弾 
定款変更と評議員選任のポイント』東京都社会
福祉協議会／東京都社会福祉協議会

『子どもの貧困の解決へ』浅井春夫／新日本出
版社

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『患者の権利オンブズマン勧告集 新版』患者の
権利オンブズマン／明石書店

『バイオバンクの展開 人間の尊厳と医科学研究』
奥田純一郎／Sophia University Press上智
大学出版

『Q&A医療法人を取り巻くリスクとコンプライ
アンス ガバナンス強化と法務・税務・会計・労
務』岩崎文昭／大蔵財務協会

 薬 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『医薬品の安全性のための法システム 情報をめ
ぐる規律の発展』秋元奈穂子／弘文堂

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『"平和学"としてのスポーツ法入門』辻口信良
／民事法研究会

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『21世紀の国際法と海洋法の課題』松井芳郎
／東信堂

『営業・企画担当者のための英文契約・交渉入門』
小澤薫／同文舘出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　　
『EBM血液疾患の治療 2017-2018』金倉譲
／中外医学社

『睡眠時無呼吸症候群の診療メソッド』佐藤公
則／中外医学社

『大腸がん診療における遺伝子関連検査のガイ
ダンス 第3版』日本臨床腫瘍学会／金原出版

『肝硬変のマネジメント 改訂3版』西口修平／
医薬ジャーナル社

『今日の精神疾患治療指針 第2版』樋口輝彦
／医学書院

『脳血管障害』伊藤義彰／中外医学社
『てんかんの診かた』兼子直／新興医学出版社
『食物アレルギーのすべて』伊藤浩明／診断と治
療社

『小児整形外科テキスト 改訂第2版』日本小児
整形外科学会／メジカルビュー社

『死にゆく患者（ひと）と，どう話すか』國頭英
夫／医学書院

『新心臓血管外科テキスト』安達秀雄／中外医
学社

『腹腔鏡下大腸癌手術の要点と盲点』杉原健一
／文光堂

『皮膚科学 第10版』上野賢一／金芳堂
『今日の眼疾患治療指針 第3版』大路正人／
医学書院

『眼科検査ガイド 第2版』飯田知弘／文光堂
『ストレスチェック面接医のための「メンタル産
業医」入門』櫻澤博文／日本医事新報社

『神経内科ハンドブック 第5版』水野美邦／医
学書院

『耳鼻咽喉科・頭頸部外科レジデントマニュアル』

楯谷一郎／医学書院
『潰瘍性大腸炎の診療ガイド 第3版』日本炎症
性腸疾患協会／文光堂

『クローン病の診療ガイド 第2版』日本炎症性
腸疾患協会／文光堂

『リウマチ・膠原病診療ガイド』廣畑俊成／文
光堂

『麻酔科医のための周術期危機管理と合併症へ
の対応』横山正尚／中山書店

『炎症性腸疾患（IBD）診療ガイドライン 2016』
日本消化器病学会／南江堂

『網膜変性疾患診療のすべて』村上晶／医学書
院

『分子標的治療薬とケア』遠藤久美／医学書院
『アナフィラキシー 虚血再灌流障害に対するガ
スの医療応用を巡る最近の動向』メディカル・
サイエンス・インターナショナル

『肝臓専門医テキスト 改訂第2版』日本肝臓学
会／南江堂

『がん治療の疑問をメーリングリストで解決した
件。』日本臨床腫瘍薬学会／南江堂

『これでわかるピロリ除菌療法と保険適用 改訂
第5版』高橋信一／南江堂

『診察と検査』飯田知弘／メジカルビュー社
『ゼロから始めるパーキンソン病診療』川上忠孝
／文光堂

『ダウン症児の学びとコミュニケーション支援ガ
イド』玉井浩／診断と治療社

『ピロリ菌陰性時代の上部消化管内視鏡 これだ
けはおさえたい腫瘍性疾患の診かた』山本頼正
／文光堂

『やさしい運動生理学 改訂第2版』杉晴夫／南
江堂

『やさしく学べるがん免疫療法のしくみ』玉田耕
治／羊土社

『健診・人間ドックハンドブック 改訂6版』小
川哲平／中外医学社

『国立障害者リハビリテーションセンター社会復
帰をめざす高次脳機能障害リハビリテーション』
飛松好子／南江堂

『前立腺癌診療マニュアル』Kirby, Roger S.／
医学図書出版

『低形成・異形成腎を中心とした先天性腎尿路
異常（CAKUT）の腎機能障害進行抑制のため
のガイドライン』厚生労働省／診断と治療社

『徹底ガイド小児の呼吸管理Q&A 第3版』植
田育也／総合医学社

『脳疾患によるアパシー（意欲障害）の臨床 改
訂版』小林祥泰／新興医学出版社

『卵巣・卵管腫瘍病理アトラス 改訂・改題第2版』
森谷卓也／文光堂

『臨床脳波学 第6版』大熊輝雄／医学書院
『膵癌診療ガイドライン 2016年版』日本膵臓
学会／金原出版

『分子腫瘍マーカー診療ガイドライン』日本分子
腫瘍マーカー研究会／金原出版

『遺伝性大腸癌診療ガイドライン 2016年版』
大腸癌研究会／金原出版

『大腸癌治療ガイドライン 2016年版』大腸癌
研究会／金原出版

『がん診療レジデントマニュアル 第7版』国立
がん研究センター中央病院／医学書院




