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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　
『法化社会のグローバル化と理論的実務的対
応』伊藤壽英／中央大学出版部

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　
『ローマ法案内 新版』木庭顕／勁草書房
『実務で役立つ海外税務ケース・スタディ 改
訂版』太陽グラントソントン税理士法人／税
務研究会出版局

『欧州主要国の税法 第3版』デロイトトーマ
ツ税理士法人／中央経済社

『衆議のかたち アメリカ連邦最高裁判所判例
研究（2005〜2013） 2』藤倉皓一郎／羽
鳥書店

『ノルウェー・スウェーデン・フィンランド犯
罪被害者支援制度に関する調査報告書』日
本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会／日
本弁護士連合会

『白夜の刑法 ソビエト刑法とその周辺』上田
寛／成文堂

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『分類帝國憲法改正審議録』参議院事務局／
新日本法規出版

『LGBTのひろば』大塚隆史／日本評論社
『アジアの中の日本国憲法』李京柱／勁草書
房

『逐条解説マイナンバー法』水町雅子／商事
法務

『性表現規制の文化史』白田秀彰／亜紀書房
『ガイドブック部落差別解消推進法』奥田均
／解放出版社

『情報は誰のもの?』日本弁護士連合会人権
擁護大会／日本弁護士連合会第60回人権擁
護大会シンポジウム第2分科会実行委員会

 国会法　　　　　　　　　　　　　　　
『議員立法の実際』茅野千江子／第一法規

 軍事・防衛法　　　　　　　　　　　　
『沖縄の米軍基地過重負担と土地所有権』阿
波連正一／日本評論社

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『租税法 第15版』金子宏／弘文堂
『クローズアップ課税要件事実論 第4版改訂
増補版』酒井克彦／財経詳報社

『国際税務総覧 2017-2018』高山政信／
財経詳報社

『法律家のための税法 新訂第7版 会社法編』
東京弁護士会／第一法規

『不動産の評価・権利調整と税務 平成29年
10月改訂』鵜野和夫／清文社

『事例詳解資本等取引をめぐる法人税実務 4
訂版』諸星健司／税務研究会出版局

『法人・企業課税の理論』手塚貴大／弘文堂
『企業再生・コーポレートガバナンス 第9次
改訂』柳沢義一／ぎょうせい

『広大地評価はこう変わる』吉村一成／清文
社

『非上場株式の評価ガイドブック』品川芳宣

／ぎょうせい
『地方税取扱いの手引 平成29年10月改訂』
地方税制度研究会／納税協会連合会

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　
『自治体コンプライアンスの基礎』岡田博史／
有斐閣

『自治体政策法務の理論と課題別実践』北村
喜宣／第一法規

『地方自治法への招待』白藤博行／自治体研
究社

『地方公務員制度講義 第6版』猪野積／第
一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『民法の基礎から学ぶ民法改正』山本敬三／
岩波書店

『Q&A法人登記の実務社会福祉法人 第2版』
山中正登／日本加除出版

『practical金融法務債権法改正』井上聡／
金融財政事情研究会

『債権法改正を読む』松尾弘／慶應義塾大学
出版会

『民法改正と請負契約』升田純／大成出版社
『親権・監護権をめぐる法律と実務 改訂増補』
渋谷元宏／清文社

『法人後見のてびき』全国地域生活支援機構
／日本加除出版

『遺産承継の実務と書式』日本財産管理協会
／民事法研究会

『家族信託契約』遠藤英嗣／日本加除出版
『渉外戸籍のための各国法律と要件 全訂新版 
6』篠崎哲夫／日本加除出版

『効率とコンプライアンスを高めるe-文書法電
子化早わかり』日本文書情報マネジメント協
会／日本文書情報マネジメント協会

『交通事故 2 損害論 第2版』藤村和夫／信
山社

『交通事故損害賠償必携 2018年 資料編』
宮原守男／新日本法規出版

『実務交通事故訴訟大系 1 総論』藤村和夫
／ぎょうせい

『実務交通事故訴訟大系 2 責任と保険』藤
村和夫／ぎょうせい

『実務交通事故訴訟大系 3 損害と保険』藤
村和夫／ぎょうせい

 商事法　　　　　　　　　　　　　　　
『企業法とコンプライアンス 第3版』郷原信
郎／東洋経済新報社

『全株懇モデル2』全国株懇連合会／商事法
務

『資金調達ハンドブック 第2版』武井一浩／
商事法務

『株式会社法 第7版』江頭憲治郎／有斐閣
『オーナーのための自社株の税務&実務 10訂
版』辻・本郷税理士法人／税務経理協会

『Q&A株式評価の実務全書 改訂版』OAG
税理士法人／ぎょうせい

『実務家のための役員報酬の手引き 第2版』
高田剛／商事法務

『株主総会日程 平成30年版』別冊商事法務
編集部／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29年版』森
濱田松本法律事務所／商事法務

『実践 IT 監査ガイドブック』岩下廣美／中央
経済社

『監査役監査の基本がわかる本 第3版』新日
本有限責任監査法人／同文舘出版

『<実務入門> IFRSの新保険契約』PwCあ
らた有限責任監査法人／中央経済社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『性暴力と修復的司法』小松原織香／成文堂
『法務総合研究所研究部報告 57 窃盗事犯
者に関する研究』法務総合研究所／法務総合
研究所

『法務総合研究所研究部報告 56 高齢者及び
精神障害のある者の犯罪と処遇に関する研究』
法務総合研究所／法務総合研究所

『犯罪学リテラシー』岡本英生／法律文化社
『あらためて問う「犯罪被害者の権利」とは』
日本弁護士連合会人権擁護大会／日本弁護
士連合会第60回人権擁護大会シンポジウム
第1分科会実行委員会

『テキスト司法・犯罪心理学』越智啓太／北
大路書房

『記録としての写真技法』小池恒裕／司法協会
『年報・死刑廃止 2017』年報死刑廃止編集
委員会／インパクト出版会

『逐条解説刑事収容施設法 第3版』林眞琴
／有斐閣

『更生支援における「協働モデル」の実現に向
けた試論』吉間慎一郎／LABO

『軍法会議のない「軍隊」』霞信彦／慶應義塾
大学出版会

 司法行政・司法制度　　　　　　　　　
『変貌する法科大学院と弁護士過剰社会』森
山文昭／花伝社

『権利保護保険のすべて』LAC研究会／商事
法務

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　
『判例にみる債務不存在確認の実務』中里和
伸／新日本法規出版

『最新裁判実務大系 6』齋藤繁道／青林書院
『主文例からみた請求の趣旨記載例集』弁護
士法人佐野総合／日本加除出版

『事実認定体系 1』村田渉／第一法規
『事実認定体系 2』村田渉／第一法規
『文書提出命令申立の手引』大阪弁護士会／
大阪弁護士協同組合

『民事執行法の改正に関する中間試案』きん
ざい／金融財政事情研究会

『破産申立代理人の地位と責任』全国倒産処
理弁護士ネットワーク／金融財政事情研究会

『実践フォーラム破産実務』野村剛司／青林
書院

『民事再生の手引 第2版』鹿子木康／商事法
務
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『民事再生の実務』森純子／商事法務
『家事法の理論・実務・判例 1』道垣内弘人
／勁草書房

『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実
務 第3版』片岡武／日本加除出版

『元家裁調査官が提案する面会交流はこう交
渉する』小泉道子／民事法研究会

『家事調停条項例集』日本調停協会連合会
『もう待てない！逮捕段階からの全件弁護の実
現を』日本弁護士連合会／日本弁護士連合
会

『挑戦する交通事件弁護』高山俊吉／現代人
文社

『Q&A実例交通事件捜査における現場の疑問 
第2版』城祐一郎／立花書房

『実例中心捜査法解説 第3版補訂版』幕田
英雄／東京法令出版

『ビギナーズ少年法 第3版』守山正／成文堂
『少年審判通訳ハンドブック 英語 改訂補訂
版』法曹会

『少年審判通訳ハンドブック 中国語 改訂版』
法曹会

『少年審判通訳ハンドブック 韓国語 改訂版』
法曹会

『少年審判通訳ハンドブック スペイン語 改訂
版』法曹会

『少年審判通訳ハンドブック ポルトガル語 改
訂版』法曹会

『少年審判通訳ハンドブック フィリピノ （タガ
ログ） 語 改訂版』法曹会

『少年審判通訳ハンドブック タイ語 改訂版』
法曹会

『少年審判通訳ハンドブック ベトナム語 改訂
版』法曹会

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　
『A I がつなげる社会』福田雅樹／弘文堂
『A I ビジネスの法律実務』人工知能法務研究
会／日本加除出版

『サクラサイト被害救済の実務』サクラサイト
被害全国連絡協議会／民事法研究会

『サイバーセキュリティマネジメント入門』鎌
田敬介／金融財政事情研究会

『金融法講義 新版』神田秀樹／岩波書店
『独禁法事例集』白石忠志／有斐閣
『原発被曝労働者の労働・生活実態分析』高
木和美／明石書店

『わかりやすい建設業のためのコンプライアンス 
改訂4版』建設業適正取引推進機構

『金融商品取引法』鈴木克昌／商事法務
『取引ステップで考える実践的M&A入門』三
笘裕／商事法務

『消費者庁・消費者委員会創設に込めた想い』
原早苗／商事法務

『銀行法』佐藤則夫／金融財政事情研究会

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　
『ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノ
ウハウ管理法』高橋政治／経済産業調査会

『著作権法不正競争防止法改正解説』著作権
法令研究会／有斐閣

『事例に見る特許異議申立ての実務』千葉成
就／経済産業調査会

『統一的に考える進歩性とクレーム解釈』影山
光太郎／経済産業調査会

『揉め事なしのソフトウエア開発契約』英繁雄
／日経BP社

 農事法　　　　　　　　　　　　　　　
『設例農地民法解説』宮崎直己／大成出版社

 交通法　　　　　　　　　　　　　　　
『海上衝突予防法史概説 資料集』岸本宗久
／成山堂書店

『海上衝突予防法史概説』岸本宗久／成山堂
書店

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　
『M&Aにおける労 働 法 務DDのポイント 』
東京弁護士会労働法制特別委員会／商事法
務

『企業ができるがん治療と就労の両立支援実
務ガイド』遠藤源樹／日本法令

『雇用関係助成金申請・手続マニュアル 7訂
版』深石圭介／日本法令

『担当者必携障害者雇用入門』丹下一男／経
団連出版

『職業能力開発促進法 改訂8版』労務行政
研究所／労務行政

『多様な派遣形態とみなし雇用の法律実務』
安西愈／労働調査会

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　
『合理的配慮義務の横断的検討』九州弁護士
会連合会／現代人文社

『発達障害とトラウマ』滝川一広／日本評論
社

 医事・薬事法　　　　　　　　　　　　
『医療過誤の処罰とその制限』于佳佳／成文
堂

『薬害エイズ事件の真相』長山淳哉／緑風出
版

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　
『廃棄物処理法虎の巻 2017年改訂版』堀
口昌澄／日経BP社

『解説悪臭防止法』村頭秀人／慧文社
『琵琶湖がつなぐ人と生きものたち』日本弁護
士連合会人権擁護大会／日本弁護士連合会
第60回人権擁護大会シンポジウム第3分科
会実行委員会

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際不法行為法の研究』種村佑介／成文堂
『国際債権契約と回避条項』寺井里沙／信山
社

『外国人をつくりだす』朴沙羅／ナカニシヤ出
版

『渉外家族法実務からみた在留外国人の身分
登録』日本司法書士会連合会／民事法研究
会

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　
『精神疾患の光トポグラフィー検査ガイドブッ
ク 改訂第2版』西村幸香／中山書店

『Advanced脳血管内治療』吉村紳一／メジ
カルビュー社

『医学思想史』八木剛平／金原出版
『頭痛』清水利彦／中外医学社
『図解薬理学』鍋島俊隆／南山堂
『臨床神経生理検査入門』宇川義一／中山書
店

『救急外科手術アトラス』へるす出版
『骨折（四肢・脊椎脊髄外傷）の診断と治療 
その1』遠藤直人／南江堂

『図解薬害・副作用学 改訂2版』川西正祐／
南山堂

『心臓病の病態生理 第4版』Lilly, Leonard 
S.／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル

『呼吸器感染症』三嶋理晃／中山書店
『外科レジデントマニュアル 第4版』松藤凡
／医学書院

『心筋症』筒井裕之／メジカルビュー社
『弁膜症』筒井裕之／メジカルビュー社
『肝疾患診療に役立つ肝線維化評価テキスト』
泉並木／文光堂

『 ペコリーノがんの分 子 生 物 学 第3版 』
Pecorino, Lauren／メディカル・サイエンス・
インターナショナル

『透析療法必須知識：第61回日本透析医学
会開催記念』武本佳昭／東京医学社

『全身性エリテマトーデス臨床マニュアル 第3
版』橋本博史／日本医事新報社

『ナースの外科学 改訂7版』磯野可一／中外
医学社

『ゼロから始める認知症診療』川上忠孝／文
光堂

『必携脳卒中ハンドブック 改訂第3版』高嶋
修太郎／診断と治療社

『認知症等意思決定能力低下患者の診療にお
ける法的問題への処方箋』長谷部圭司／日本
医事新報社

『甲状腺クリーゼ診療ガイドライン 2017』日
本甲状腺学会／南江堂

『小児神経専門医テキスト 2017』日本小児
神経学会／診断と治療社

『小児けいれん重積治療ガイドライン』日本小
児神経学会／診断と治療社

『エビデンスに基づく多発性囊胞腎（PKD）
診療ガイドライン 2017』厚生労働省／東京
医学社

『エビデンスに基づく急速進行性腎炎症候群
（RPGN）診療ガイドライン 2017』厚生労
働省／東京医学社

『エビデンスに基づくネフローゼ症候群診療ガ
イドライン 2017』厚生労働省／東京医学社

『エビデンスに基づくIgA腎症診療ガイドライ
ン 2017』厚生労働省／東京医学社

『神経症状の診かた・考えかた 第2版』福武
敏夫／医学書院

『KPUM小児ICUマニュアル 改訂第7版』
京都府立医科大学／永井書店


