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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　
『法のデザイン』水野祐／フィルムアート社

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『アメリカ行政法』Pierce, Richard J.／勁草
書房

『ロクシン=アッヘンバッハドイツ刑事訴訟法演
習』Roxin, Claus／成文堂

『アメリカ有害物質規制法の改正』辻信一／昭
和堂

 公 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『政治, 社会の変化に法はいかに対応しているか』
横山信二／成文堂

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『日本国国憲案の研究』中村克明／関東学院大
学出版会

『先住民族と国際法』小坂田裕子／信山社
『ストーカー 改訂』長谷川京子／日本加除出版
『国際規範としての人権法と人道法』篠原梓／
東信堂

『みんなに伝えたい日本国憲法』東京弁護士会
憲法問題対策センター／東京弁護士会憲法問題
対策センター

『論点解説個人情報保護法と取扱実務』宇賀克
也／日本法令

『士業のための改正個人情報保護法の法律相談』
松尾剛行／学陽書房

『なぜ表現の自由か』阪口正二郎／法律文化社
『最新判例にみるインターネット上のプライバシ
ー・個人情報保護の理論と実務』松尾剛行／
勁草書房

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『行政訴訟の活発化と国民の権利重視の行政へ』
佐藤幸治／日本評論社

『都市計画のキホン』佐々木晶二／ぎょうせい
『建物漏水をめぐる法律実務』匠総合法律事務
所／新日本法規出版

 消 防 法　　　　　　　　　　　　　　　
『危険物取扱者のための危険物まるわかり辞典』
危険物法令実務研究会／第一法規

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　　
『核密約から沖縄問題へ 小笠原返還の政治史』
真崎翔／名古屋大学出版会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『企業・市場 第3巻 現代租税法講座』中里実
／日本評論社

『BEPSの実務 1』BEPS実務研究会／商事法
務

『都市農家・地主の税金ガイド 平成29年度』
清田幸弘／税務研究会出版局

『図解法人税 平成29年版』白井純夫／大蔵財
務協会

『所得税法 11訂版』池本征男／税務経理協会
『図解源泉所得税 平成29年版』白井純夫／大
蔵財務協会

『税務コストをへらす組織再編のストラクチャー
選択』佐藤信祐／中央経済社

『平成29年度税制改正の解説』第一法規
『相続・贈与の実務 2017年度版』松本繁雄
／経済法令研究会

『税理士・公証人による相続税と信託ガイドブッ
ク』東京税理士会／大蔵財務協会

『実務印紙税 平成29年版』藤田伸一／大蔵財
務協会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　　
『自治体職員のための図解でわかる外部委託・
民営化事務ハンドブック』松村享／第一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『早稲田民法学の現在』浦川道太郎先生・内田
勝一先生・鎌田薫先生古稀記念論文集編集委
員会／成文堂

『すぐに使える不動産契約書式例60選』黒沢
泰／プログレス

『民法(債権関係)改正と司法書士実務』日本司
法書士会連合会／民事法研究会

『民法[債権法]大改正要点解説』阿部泰久／
清文社

『民法改正と金融実務Q&A』岩田合同法律事
務所／銀行研修社

『民法改正の解説』渡辺晋／住宅新報社
『新しい債権法を読みとく』山野目章夫／商事
法務

『実務解説改正債権法』日本弁護士連合会／弘
文堂

『新債権総論 2』潮見佳男／信山社出版
『実務解説民法改正』大阪弁護士会／民事法研
究会

『債権法改正事例にみる契約ルールの改正ポイ
ント』東京弁護士会法制委員会／新日本法規
出版

『事務管理の構造・機能を考える』平田健治／
大阪大学出版会

『2分の1ルールだけでは解決できない財産分与
額算定・処理事例集』森公任／新日本法規出版

『養育費・婚姻費用の新算定表マニュアル』日
本弁護士連合会両性の平等に関する委員会／日
本加除出版

『借地借家契約における正当事由・立退料』伊
藤秀城／日本加除出版

『抹消登記申請MEMO』青山修／新日本法規
出版

『不動産登記実務の視点 6』テイハン／テイハン
『所有者の所在の把握が難しい土地に関する
探索・利活用のためのガイドライン+事例集 
Ver.2』所有者の所在の把握が難しい土地への
対応方策に関する検討会／大成出版社

『新類型の信託ハンドブック』田中和明／日本
加除出版

『相続対策イノベーション！ 家族信託に強い弁
護士になる本』Martial Arts／日本法令

『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手
引き 2017年版』斎藤博明／保険毎日新聞社

『交通事故』東京弁護士会法友全期会／創耕舎
『交通事故の損害賠償と解決 改訂第4版』薄
金孝太郎／新星出版社

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『金融から学ぶ会社法入門』大垣尚司／勁草書房

『会社法の知識と実務』東京弁護士会弁護士研
修センター運営委員会／ぎょうせい

『これからの内部通報システム』中原健夫／金融
財政事情研究会

『新しい株式報酬制度の設計と活用』中村慎二
／中央経済社

『機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析 
平成29年版』森・濱田松本法律事務所／商
事法務

『判例から考えるグループ会社の役員責任』川
西拓人／中央経済社

『新しい役員責任の実務 第3版』沢口実／商事
法務

『IFRS「株式に基づく報酬」プラクティス・ガイド』
PwCあらた有限責任監査法人／中央経済社

『株式所有構造の変遷と経営財務』鳥居陽介／
中央経済社

『生命保険支払専門士テキスト 平成29年度』
生命保険協会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『法学叢書刑法各論』橋本正博／新世社
『犯罪をどう防ぐか』指宿信／岩波書店
『新しい視点で考える犯罪と刑事政策』鮎川潤
／昭和堂

『犯罪被害者支援実務ハンドブック』第一東京
弁護士会犯罪被害者に関する委員会／東京法
令出版

『共謀罪の何が問題か』高山佳奈子／岩波書店

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　　
『司法事務協議会協議結果要旨 平成28年度』
大阪弁護士会

『裁判の非情と人情』原田國男／岩波書店
『弁護士職務便覧 平成29年度版』東京弁護士
会／日本加除出版

『東京弁護士会夏期合同研究 2017(平成29)
年度』東京弁護士会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『紛争解決のための合意・和解条項作成の弁護
士実務』滝沢孝臣／青林書院

『現代訴訟法 液状化する司法』町村泰貴／放送
大学教育振興会

『ケースブック保全・執行のための不動産の調査』
曽我一郎／民事法研究会

『破産管財人の債権調査・配当』岡伸浩／商事
法務

『家事事件手続』矢尾和子／有斐閣
『審判例にみる家事事件における事情変更』平
田厚／新日本法規出版

『憲法的刑事弁護』木谷明／日本評論社
『死刑捏造』藤原聡／筑摩書房

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『システム開発訴訟』飯田耕一郎／中央経済社
『反トラスト法と協同組合』高瀬雅男／日本経
済評論社

『証券事典』証券経済学会／金融財政事情研究会
『証券業務の基礎 2017年度版』三井住友信
託銀行株式会社／経済法令研究会

『適時開示実務入門 第2版』鈴木広樹／同文
舘出版
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『大量保有報告制度の理論と実務』根本敏光／
商事法務

『金融商品取引法概説 第2版』山下友信／有
斐閣

『消費者教育学の地平』西村隆男／慶應義塾大
学出版会

『実務解説資金決済法 第3版』堀天子／商事
法務

『デリバティブ(金融派生商品)の仕組み及び関
係訴訟の諸問題』宮坂昌利／司法研修所

『図解でわかる不動産担保評価額算出マニュア
ル 改訂』神山大典／経済法令研究会

『信用保証協会保証付融資の債権管理』両部美
勝／金融財政事情研究会

『過払金返還請求・全論点網羅 2017』瀧康
暢／民事法研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『知的財産権法概論』紋谷暢男／発明推進協会
『知財相談ハンドブック 第3版』大阪弁護士会
／大阪弁護士協同組合

『意匠の理論』吉田親司／経済産業調査会

 農 地 法　　　　　　　　　　　　　　　
『事例解説農地の相続，農業の承継』高橋宏治
／日本加除出版

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『講座労働法の再生 第6巻』日本労働法学会
／日本評論社

『解雇ルールと紛争解決』菅野和夫／労働政策
研究・研修機構

『募集・採用・内定・入社・試用期間』労務行
政研究所／労務行政

『アルバイト・パートのトラブル相談Q&A』岩
出誠／民事法研究会

『社労士がすぐに使える！メンタルヘルス実務対
応の知識とスキル』亀田高志／日本法令

『「普段着の労働組合」に 全司法労働組合に期
待するもの』後藤卓也／後藤卓也

『成功する精神障害者雇用』刎田文記／第一法
規

『労災保険・民事損害賠償』太田恒久／青林書
院

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『新医療法人制度の解説』表宏機／日本法令

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　
『環境法総論と自然・海浜環境』阿部泰隆／信
山社

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　　
『社会保険・労働保険の事務手続』五十嵐芳樹
／清文社

『年金相談標準ハンドブック 17訂版』井村丈
夫／日本法令

『年金相談マニュアル 2017』原令子／日本法令

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際交渉の法律英語』中村秀雄／日本評論社
『実務英文契約書文例集 第2版』黒河内明子
／日本加除出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　
『結腸癌・直腸癌』上野雅資／メジカルビュー社
『脊椎固定術』西良浩一／メジカルビュー社
『原発性アルドステロン症診療マニュアル 改訂
第3版』成瀬光栄／診断と治療社

『肝疾患レジデントマニュアル 第3版』柴田実
／医学書院

『内分泌代謝疾患レジデントマニュアル 第4版』
吉岡成人／医学書院

『耳鼻咽喉科標準治療のためのガイドライン活用
術』小林俊光／中山書店

『全身性強皮症・限局性強皮症・好酸球性筋膜
炎・硬化性萎縮性苔癬の診断基準・重症度分類・
診療ガイドライン』強皮症・皮膚線維化疾患の
診断基準・重症度分類・診療ガイドライン作成
委員会／金原出版

『患者さん・ご家族・一般市民のための膵がん
診療ガイドライン2016の解説 第2版』日本
膵臓学会／金原出版

『橈骨遠位端骨折診療ガイドライン 改訂第2版 
2017』日本整形外科学会／南江堂

『日本整形外科学会症候性静脈血栓塞栓症予防
ガイドライン 2017』日本整形外科学会／南江堂

『認知症の本人・家族の困りごとを解決する医療・
介護連携の秘訣』山口晴保／協同医書出版社

『日本プライマリ・ケア連合学会基本研修ハンド
ブック 改訂2版』日本プライマリ・ケア連合学
会／南山堂

『専門医の整形外科外来診療』富士武史／南江
堂

『正しいリンパ浮腫の診断・治療』広田彰男／
日本医事新報社

『人間ドック健診の実際』篠原幸人／文光堂
『診療・研究にダイレクトにつながる遺伝医学』
渡邉淳／羊土社

『神経障害性疼痛の緩和術』後藤文夫／真興交
易(株)医書出版部

『新肺高血圧症診療マニュアル』伊藤浩／南江堂
『子どものための精神医学』滝川一広／医学書院
『 呼 吸 器 疾 患：Clinical-Radiological-
Pathological アプローチ』藤田次郎／南江堂

『研修医になったら必ずこの手技を身につけてく
ださい。』上嶋浩順／羊土社

『結核・非結核性抗酸菌症を日常診療で診る』
佐々木結花／羊土社

『医療現場ですぐに役立つ外国人患者対応マニ
ュアル』高山赤十字病院／メジカルビュー社

『パーキンソン病 発症機序に基づく治療』水野
美邦／中外医学社

『大腿骨頚部・転子部骨折の治療と管理』安藤
謙一／南江堂

『ENGアトラス めまい・平衡機能障害診断のた
めに』小松崎篤／医学書院

『小児臨床検査ガイド 第2版』水口雅／文光堂
『小児・思春期1型糖尿病の診療ガイド』日本
糖尿病学会／南江堂

『手術の流儀』國土典宏／南江堂
『最新NICUマニュアル 改訂第6版』徳田幸子
／診断と治療社

『学校保健マニュアル 改訂9版』衛藤隆／南山
堂

『グロスマン・ベイム心臓カテーテル検査・造影・
治療法』Moscucci, Mauro／南江堂

『かぜ診療の基本』橋本浩／中外医学社
『NEW薬理学 改訂第7版』田中千賀子／南江
堂

『糖尿病治療の手びき 2017』日本糖尿病学会
／日本糖尿病協会

『総合診療専門医マニュアル』伴信太郎／南江堂
『先天性難治性稀少泌尿生殖器疾患群(総排泄
腔遺残症, 総排泄腔外反症, MRKH症候群)に
おけるスムーズな成人期医療移行のための分類・
診断・治療ガイドライン』先天性難治性稀少泌
尿生殖器疾患群(総排泄腔遺残総排泄腔外反
MRKH症候群)におけるスムーズな成人期医療
移行のための分類・診断・治療ガイドライン作
成研究班／メジカルビュー社

『失神外来を始めよう！』古川俊行／文光堂
『子どもの心を診る医師のための発達検査・心
理検査入門』橋本浩／中外医学社

『眼瞼・眼窩・涙道の外科』細川亙／克誠堂出版
『感染症専門医テキスト 改訂第2版 第1部解
説編』日本感染症学会／南江堂

『咳のみかた, 考えかた』倉原優／中外医学社
『メディカルスタッフのための腎臓病学 改訂2
版』富野康日己／中外医学社

『トンプソン&トンプソン遺 伝 医 学 第2版 』
Nussbaum, Robert L.／エルゼビア・ジャパン

『データから考える不妊症・不育症治療』竹田
省／メジカルビュー社

『目でみる耳鼻咽喉科疾患』池田勝久／文光堂
『骨折(四肢・脊椎脊髄外傷)の診断と治療 そ
の2』遠藤直人／南江堂

『外科系医師が知っておくべき創傷治療のすべ
て』鈴木茂彦／南江堂

『スタンダード小児がん手術』田口智章／メジカ
ルビュー社

『がん・放射線療法 2017』大西洋／学研メデ
ィカル秀潤社

『神経原性発声発語障害dysarthria』苅安誠／
医歯薬出版

『めまいを診る』北原糺／金芳堂
『パーキンソン病における下部尿路機能障害診療
ガイドライン』日本排尿機能学会／中外医学社

『標準的神経治療しびれ感』福武敏夫／医学書
院

『造血細胞移植学会ガイドライン 第4巻』日本
造血細胞移植学会／医薬ジャーナル社

『神経外傷診療ガイドブック』三宅康史／メジカ
ルビュー社

『原発性免疫不全症候群診療の手引き』日本免
疫不全症研究会／診断と治療社

『稀少てんかんの診療指標』日本てんかん学会
／診断と治療社

『シェーグレン症候群診療ガイドライン 2017
年版』厚生労働省／診断と治療社

『小児消化器内視鏡ガイドライン 2017』日本
小児栄養消化器肝臓学会／診断と治療社

『高齢者糖尿病診療ガイドライン 2017』日本
老年医学会／南江堂

『腎疾患患者の妊娠:診療ガイドライン 2017』
日本腎臓学会／診断と治療社

『改正道路交通法と医療の視点』医学書院
『出生前診断と遺伝カウンセリング』金原出版
『乳癌学』日本臨牀社
『うつ病から相模原事件まで』井原裕／批評社




