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 法 哲 学　　　　　　　　　　　　　　　
『法倫理学探究』増田豊／勁草書房

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『日本とアジアをつなぐ 法整備支援のすすめ』
鮎京正訓／旬報社

『要説中国法』高見沢磨／東京大学出版会
『原爆投下をめぐるアメリカ政治』山田康博／法
律文化社

『教会・基本権・公経済法 エーラース教授名誉
学位授与記念講演集』Ehlers, Dirk／中央大学
出版部

『基本権・環境法・国際法 ディートリッヒ・ム
ルスヴィーク論文集』Murswiek, Dietrich／中
央大学出版部

『近代国家と組織犯罪 近代ドイツ・日本における
歴史的考察を通じて』岡本洋一／成文堂

『なんで, 「あんな奴ら」の弁護ができるのか？』
Smith, Abbe／現代人文社

『米国特許出願書類作成および侵害防止戦略』
Hauptman, Benjamin J.／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法の思想と発展』阪口正二郎／信山社
『世界の人権保障』中村睦男／三省堂
『性のあり方の多様性』二宮周平／日本評論社
『芦部信喜先生記念講演録 平和憲法五十年の
歩み─その回顧と展望─1995（平成7年）10月
21日と日英対訳日本国憲法』芦部信喜／信山社

『個人情報・プライバシーの実務ガイド』EYア
ドバイザリーアンドコンサルティング株式会社／
同文舘出版

『改憲どう考える緊急事態条項・九条自衛隊明
記』梓沢和幸／同時代社

 国 会・ 選 挙 法　　　　　　　　　　　　
『占領政策としての帝国議会改革と国会の成立 
1945-1958』梶田秀／信山社

『衆議院選挙要覧 平成29年度最新版』選挙制
度研究会／国政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『道路法解説 改訂5版』道路法令研究会／大
成出版社

『プロのための主要都市建築法規取扱基準 3訂
版』建築規定運用研究会／ぎょうせい

『公民館における災害対策ハンドブック 新訂』
全国公民館連合会／第一法規

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　　
『入門交通行政処分への対処法』高山俊吉／現
代人文社

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　　　
『軍事情報戦略と日米同盟』松村昌広／芦書房

 財 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A補助金等適正化法』門馬圭一／大蔵財
務協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『租税回避の事例研究 7訂版』八ツ尾順一／清
文社

『29年度税制改正後のタックス・ヘイブン対策
税制』佐和周／中央経済社

『国際課税』中里実／日本評論社
『Q&A国際税務の最新情報』矢内一好／財経
詳報社

『中小企業のための国税書類のスキャナ保存入

門』袖山喜久造／大蔵財務協会
『図解国税通則法 平成29年版』黒坂昭一／大
蔵財務協会

『重加算税の実務入門』田口渉／税務経理協会
『徴収職員のための滞調法の基本と実務』吉国
智彦／第一法規

『図解+ケースでわかるM&A・組織再編の会計
と税務 第2版』小林正和／中央経済社

『組織再編における税制適格要件の実務Q&A 
第4版』佐藤信祐／中央経済社

『法人税法 平成29年度版』渡辺淑夫／中央経
済社

『所得税重要計算ハンドブック 平成29年度版』
日本税理士会連合会／中央経済社

『相続税調査であわてない「名義」財産の税務 
第2版』安部和彦／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29年9月改訂』山本和義／清文社

『Q&A事業承継税制徹底活用マニュアル 3訂
版』今仲清／ぎょうせい

『事例にみる相続税の疑問と解説 平成29年改
訂版』岩下忠吾／ぎょうせい

『路線価による土地評価の実務 平成29年8月
改訂』名和道紀／清文社

『法人税重要計算ハンドブック 平成29年度版』
日本税理士会連合会／中央経済社

『相続税重要計算ハンドブック 平成29年度版』
日本税理士会連合会／中央経済社

『顧客をミスリードしない自社株承継の実務』税
理士法人おおたか／税務経理協会

『財産評価基本通達の適用で注意したい！土地
評価15パターン』芳賀則人／清文社

『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務』牧
口晴一／中央経済社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『東アジア民法学と災害・居住・民族補償』吉
田邦彦／信山社

『民法総則』平野裕之／日本評論社
『債権譲渡法制に関する民法改正と事業再生』
事業再生研究機構／商事法務

『新旧対照でわかる改正債権法の逐条解説』第
一東京弁護士会司法制度調査委員会／新日本
法規出版

『専門講座「債権法改正」資料 平成29年度』
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会／
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会

『詐害行為取消訴訟 第2版』飯原一乗／日本
評論社サービスセンター

『契約法』中田裕康／有斐閣
『実践！！契約書審査の実務』出澤総合法律事
務所／学陽書房

『Q&A住宅紛争解決ハンドブック』第二東京弁
護士会住宅紛争審査会運営委員会／ぎょうせい

『親子関係の決定─血縁と意思』新・アジア家
族法三国会議／日本加除出版

『親権と子ども』榊原富士子／岩波書店
『市民後見入門』飯間敏弘／誠信書房
『すぐに役立つ入門図解最新アパート・マンショ
ン・民泊経営をめぐる法律と税務』三修社

『平成29年改正住宅セーフティネット法の解説
Q&A』住宅セーフティネット法制研究会／ぎょ
うせい

『筆界特定事例集』大阪法務局不動産登記部門
／日本加除出版

『わかりやすい不動産登記簿の見方・読み方 4訂
版 3』日本法令不動産登記研究会／日本法令

『民事信託の実務と書式』渋谷陽一郎／民事法
研究会

『交通事故物的損害の認定の実際 改訂版』園
部厚／青林書院

『交通関係訴訟の実務』森冨義明／商事法務
『交通賠償実務の最前線』日弁連交通事故相談
センター／ぎょうせい

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法実務大系』成和明哲法律事務所／民事
法研究会

『会社法』黒沼悦郎／商事法務
『会社法判例の読み方』飯田秀総／有斐閣
『外国人・外資系企業の日本進出支援実務Q&A』
汐留パートナーズグループ／日本法令

『ケース別非上場会社の株価決定の実務』税理
士法人AKJパートナーズ／中央経済社

『非上場株式の評価の仕方と記載例 平成29年
版』松本好正／大蔵財務協会

『従業員持株会導入の手引 改訂版』三菱UFJ
リサーチ&コンサルティング株式会社／三菱
UFJリサーチ&コンサルティング

『種類株式ハンドブック』太田洋／商事法務
『役員報酬をめぐる法務・会計・税務 第4版』
田辺総合法律事務所／清文社

『取締役の義務と責任』森本滋／商事法務
『自己資本利益率（ROE）の分析』西山賢吾／
商事法務

『合併の法務』谷口明史／中央経済社
『最新組織再編の法律・会計・税務ハンドブック 
7訂版 合併・買収, 会社分割, 事業譲渡, 株式
交換・移転』山田ビジネスコンサルティング株
式会社／日本法令

『弁護士のための保険相談対応Q&A』茨城県
弁護士会／ぎょうせい

『役に立つ損害保険英語例文集 改訂版』保険
毎日新聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法 第2版（新基本法コンメンタール 250）』
浅田和茂／日本評論社

『近代刑法の史的展開』山中敬一／信山社
『刑事法学の未来』高橋則夫／信山社
『犯罪被害者と刑事司法』指宿信／岩波書店
『現代危機管理論』前田雅英／立花書房
『司法精神医学の現在』武井満／日本評論社
『統合失調症の責任能力なぜ罪が軽くなるのか』
岡江晃／dZERO

『宅間守精神鑑定書』岡江晃／亜紀書房
『犯罪精神医学拾遺』小畠秀吾／時空出版
『臨床医のための司法精神医学入門 改訂版』日
本精神神経学会／新興医学出版社

『精神に疾患は存在するか』北村俊則／星和書店
『不正薬物・銃砲の密輸入の動向 平成28年版』
財務省関税局調査課総括係

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟の現在位置』福田剛久／日本評論社
『民事訴訟判例読み方の基本』田中豊／日本評
論社

『民事訴訟法（新基本法コンメンタール 251） 2』
加藤新太郎／日本評論社

『民事控訴審の判決と審理 第3版』井上繁規／
第一法規

『新時代の刑事弁護』浦功／成文堂
『逮捕手続の実務』東山太郎／立花書房
『白熱・刑事事実認定』門野博／青林書院
『ママは殺人犯じゃない 冤罪・東住吉事件』青
木惠子／インパクト出版会

『緊急提言！刑事再審法改正と国会の責任』九
州再審弁護団連絡会／日本評論社
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『裁判員裁判の量刑 2』日本弁護士連合会刑事
弁護センター／現代人文社

『注釈少年法 第4版』田宮裕／有斐閣

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『広告法』電通／商事法務
『ICT実務のためのインターネット政策論の基礎
知識』Yoo, Christopher S.／勁草書房

『図解最新ネットビジネスの法律とトラブル解決
法がわかる事典』三修社

『競争政策論 第2版』小田切宏之／日本評論社
『M&A担当者のための独禁法ガン・ジャンピング
の実務』井本吉俊／商事法務

『TXT（テクスト）経済法』鈴木加人／法律文化社
『「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」資
料 平成29年度後期』東京弁護士会中小企業
法律支援センター／東京弁護士会中小企業法律
支援センター

『日本のエクイティ・ファイナンス』鈴木健嗣／
中央経済社

『消費者委員会の挑戦』河上正二／信山社
『消費者法実務ハンドブック』安達敏男／日本
加除出版

『外為法ハンドブック』三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング株式会社／三菱UFJリサーチ&
コンサルティング

『アパートローンのリスク管理』小野兵太郎／金
融財政事情研究会

『金融機関コンプライアンス・オフィサーQ&A』
香月裕爾／金融財政事情研究会

『詳説犯罪収益移転防止法・外為法 第2版』
中崎隆／中央経済社

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『特許の取り方・守り方・活かし方』岩永利彦
／日本能率協会マネジメントセンター

『新・注解特許法 第2版 上巻』中山信弘／青
林書院

『新・注解特許法 第2版 中巻』中山信弘／青
林書院

『新・注解特許法 第2版 下巻』中山信弘／青
林書院

『商標審査基準 改訂第13版』特許庁／発明推
進協会

『世界の商標ハンドブック』三枝国際特許事務
所／発明推進協会

『商標の法律相談 Ⅰ』小野昌延／青林書院
『商標の法律相談 Ⅱ』小野昌延／青林書院

 農 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『JA役員の職務執行の手引き』明田作／経済
法令研究会

 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　
『放送の自由 増補第2版』鈴木秀美／信山社

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『労働実務事例研究 平成29年版』労働新聞社
／労働新聞社

『ステージ別ベンチャー企業の労務戦略』GVA
法律事務所／中央経済社

『非正規雇用の待遇差解消に向けて』労働政策
研究・研修機構／労働政策研究・研修機構

『これで安心！障害者雇用の新しい進め方』布
施直春／労働調査会

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　　
『社会福祉の手引 2017』東京都福祉保健局／
東京都生活文化局広報広聴部都民の声課

『介護保険制度の強さと脆さ』鏡諭／公人の友社
『虐待の援助法に関する文献研究（第8報） 児童
虐待に関する法制度および法学文献資料の研究』
子どもの虹情報研修センター／横浜博萌会子ど
もの虹情報研修センター

『児童相談所における弁護士の役割と位置づけ
に関する研究』子どもの虹情報研修センター／
横浜博萌会子どもの虹情報研修センター

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『医療過誤訴訟における裁判所とのコミュニケー
ション』伊藤紘一法律事務所／伊藤紘一法律
事務所

『医療関連死 医事紛争をめぐる法医学者の視
点』藤田眞幸／医歯薬出版

『医療法人制度Q&A』安部勝一／税務経理協会

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　
『環境による健康リスク』村田勝敬／日本医師会

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『難民認定実務マニュアル 第2版』日本弁護士
連合会人権擁護委員会／現代人文社

『英文契約書の理論と実務』大塚章男／中央経
済社

『越境犯罪の国際的規制』石井由梨佳／有斐閣
『国際的民事紛争と仮の権利保護』野村秀敏／
信山社

『出入国管理制度ガイドブック』畠山学／日本
加除出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　
『腸疾患診療の現在』佐々木裕／中山書店
『子宮体癌取扱い規約 第4版 病理編』日本産
科婦人科学会／金原出版

『子宮頸癌取扱い規約 第4版 病理編』日本産
科婦人科学会／金原出版

『子宮頸癌治療ガイドライン 2017年版』日本
婦人科腫瘍学会／金原出版

『小児, 思春期・若年がん患者の妊孕性温存に
関する診療ガイドライン 2017年版』日本癌治
療学会／金原出版

『食道癌診療ガイドライン 2017年版』日本食
道学会／金原出版

『認知症疾患診療ガイドライン 2017』認知症
疾患診療ガイドライン作成委員会／医学書院

『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライ
ン 2017』多発性硬化症・視神経脊髄炎診療
ガイドライン作成委員会／医学書院

『MGH麻酔の手引 第7版』Pino, Richard M.
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『目でみるERと麻酔』高崎真弓／文光堂
『麻酔偶発症A to Z』高崎真弓／文光堂
『非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処
方ガイドライン 改訂第2版』日本ペインクリニ
ック学会／真興交易（株）医書出版部

『誰にでもできる薬物依存症の診かた』成瀬暢
也／中外医学社

『精神科治療薬ハンドブック 改訂7版』上島国
利／中外医学社

『新合併症患者の麻酔スタンダード』武田純三
／克誠堂出版

『小児臨床肝臓学』済生会横浜市東部病院／東
京医学社

『周術期医療安全Q&A70』駒沢伸泰／中外医
学社

『現代リハビリテーション医学 改訂第4版』椿
原彰夫／金原出版

『機能評価診断とその技法』片寄正樹／文光堂

『角膜, 結膜』大鹿哲郎／中山書店
『外来で診る不明熱』國松淳和／中山書店
『ワンランク上の産科麻酔に必要なエビデンス』
松田祐典／克誠堂出版

『ライフサイクルに沿った発達障害支援ガイドブ
ック』斉藤万比古／診断と治療社

『デヴィータ がんの分子生物学 第2版』DeVita, 
Vincent T.／メディカル・サイエンス・インター
ナショナル

『がんの生物学 原書第2版』Weinberg, Robert 
A.／南江堂

『PCI 基本ハンドブック』伊苅裕二／南江堂
『Non-Surgical 美容医療超実践講座』宮田成
章／全日本病院出版会

『人工心肺・補助循環装置』新ME早わかりQ&A
編集委員会／南江堂

『上部消化管内視鏡スクリーニング検査マニュア
ル』医学図書出版

『産婦人科・新生児領域の血液疾患診療の手引
き』日本産婦人科・新生児血液学会／メジカル
ビュー社

『肺炎診療』青島正大／羊土社
『皮膚科医・形成外科医のためのレーザー治療
スタンダード』河野太郎／羊土社

『認知症治療薬の考え方, 使い方』中島健二／
中外医学社

『統合失調症の臨床病理』熊倉伸宏／新興医学
出版社

『成人脊柱変形治療の最前線』日本側弯症学会
／南江堂

『消化器外科専門医へのminimal requirements 
改訂第2版』白石憲男／メジカルビュー社

『肝疾患治療マニュアル』竹原徹郎／南江堂
『運動器スペシャリストのための整形外科保存療
法実践マニュアル』日本臨床整形外科学会／中
山書店

『イラスト手術手技のコツ耳鼻咽喉科・頭頸部
外科 改訂第2版 耳・鼻編』小川郁／東京医学
社

『ESDのための食道癌術前診断』小山恒男／南
江堂

『放射線治療学 改訂6版』井上俊彦／南山堂
『皮膚科診断トレーニング』医学書院／医学書院
『一冊でわかる婦人科腫瘍・疾患』片渕秀隆／
文光堂

『脳解剖から学べる高次脳機能障害リハビリテー
ション入門 改訂第2版』橋本圭司／診断と治
療社

『糖尿病学 2017』門脇孝／診断と治療社
『アルポート症候群診療ガイドライン 2017』
日本小児腎臓病学会／診断と治療社

『熱中症 改訂第2版』三宅康史／へるす出版
『小児耳鼻咽喉科 第2版』日本小児耳鼻咽喉
科学会／金原出版

『うつ病の医学と法学』村松太郎／中外医学社
『てんかんとその境界領域』Reuber, Markus
／医学書院

『気管支喘息』三嶋理晃／中山書店
『うつ病治療ガイドライン 第2版』気分障害の
治療ガイドライン作成委員会／医学書院

『単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン 2017』
「単純ヘルペス脳炎診療ガイドライン」作成委員
会／南江堂

『ゲノム情報と遺伝子治療』日本臨牀社
『統合失調症UPDATE』医歯薬出版
『ベッドサイド型人工膵臓取り扱いマニュアル』
中條大輔／診断と治療社

『今日の診療プレミアム 27 DVD-ROM for 
Windows』医学書院




