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 法 制 史　　　　　　　　　　　　　　　
『ローマ法案内 新版 現代の法律家のために』木
庭顕／勁草書房

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『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

『アメリカ代理法 第2版』樋口範雄／弘文堂
『イギリス会社法 解説と条文』イギリス会社法
制研究会／成文堂

『海外刑法の旅』森下忠／成文堂
『イギリスの刑事責任年齢』増田義幸／成文堂
『米国反トラスト法実務講座』植村幸也／公正
取引協会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法学の創造的展開 上巻 戸波江二先生古稀
記念』工藤達朗／信山社

『憲法学の創造的展開 下巻 戸波江二先生古稀
記念』工藤達朗／信山社

『人権条約の解釈と適用』坂元茂樹／信山社
『明治憲法における「国務」と「統帥」 統帥権の
憲法史的研究』荒邦啓介／成文堂

『個人情報保護法制と実務対応』太田洋／商事
法務

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『行政法概説 第6版 1 行政法総論』宇賀克也
／有斐閣

『現代都市法の課題と展望 原田純孝先生古稀
記念論集』楜沢能生／日本評論社

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　　
『警察法の理論と法治主義』島田茂／信山社

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『税務調査と質問検査権の法知識Q&A 第3版』
安部和彦／清文社

『司法書士・行政書士・弁護士が陥りやすい信託
税務の落とし穴』古里貴洋／清文社

『「パナマ文書以後」に対応する国外財産の移転・
管理と税務マネジメント』佐藤臣夫／清文社

『資産税実務問答集 平成29年11月改訂』平
本倫朗／納税協会連合会

『不動産の評価・権利調整と税務 平成29年
10月改訂 土地・建物の売買・賃貸からビル建
設までのコンサルティング』鵜野和夫／清文社

『具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと
見方 第2版』前原真一／税務研究会出版局

『詳解連結納税Q&A 第9版』清文社
『減価償却実務問答集 平成29年11月改訂』
上願敏来／納税協会連合会

『設立・解散 第9次改訂』坂本一／ぎょうせい
『資本戦略 第9次改訂』今西浩之／ぎょうせい
『組織再編 第9次改訂』寺西尚人／ぎょうせい
『法人税法解釈の検証と実践的展開 第3巻』
大淵博義／税務経理協会

『図解組織再編税制 平成29年版』中村慈美／
大蔵財務協会

『図解証券投資の経理と税務 平成29年度版』
SMBC日興証券株式会社／中央経済社

『法人税制 1980年代から現在までの変遷』阿
部泰久／ロギカ書房

『図解事業承継税制 平成29年版』松岡章夫／
大蔵財務協会

『一目でわかる小規模宅地特例100 2017年
度版』赤坂光則／税務研究会出版局

『プロフェッショナル消費税の実務 平成29年
10月改訂』金井恵美子／清文社

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　　
『地方自治体の内部統制 少子高齢化と新たな
リスクへの対応』石川恵子／中央経済社

『「ごみ屋敷条例」に学ぶ条例づくり教室』板垣
勝彦／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『下森定著作集 4 現代的訴訟の諸相』下森定
／信山社

『現代私法規律の構造 伊藤進先生傘寿記念論
文集』「伊藤進先生傘寿記念論文集」編集委員
会／第一法規

『民法概論 民法総則』山野目章夫／有斐閣
『こんなところでつまずかない！不動産事件21の
メソッド』東京弁護士会親和全期会／第一法規

『不動産売買の紛争類型と事案分析の手法』岡
本正治／大成出版社

『隣り近所の法律知識 第5版 相隣関係，生活
環境，近所づきあいの紛争に』自由国民社

『民法（債権関係）部会資料集 第3集〈第6巻〉 
第93回～第96回会議議事録と部会資料』商
事法務／商事法務

『民法（債権関係）部会資料集 第3集〈第7巻〉 
第97回～第99回会議議事録と部会資料』商
事法務／商事法務

『講義債権法改正』中田裕康／商事法務
『新民法（債権関係）の要件事実 1 改正条文
と関係条文の徹底解説』伊藤滋夫／青林書院

『新民法（債権関係）の要件事実 2 改正条文
と関係条文の徹底解説』伊藤滋夫／青林書院

『基本講義債権各論 2 不法行為法 第3版』潮
見佳男／新世社

『売買・請負における履行・追完義務』原田剛
／成文堂

『心の問題と家族の法律相談 離婚・親権・面会
交流・DV・モラハラ・虐待・ストーカー』森
公任／日本加除出版

『家族のための総合政策 4 家族内の虐待・暴力
と貧困』本沢巳代子／信山社

『空家法施行と自治体空き家対策 空家法実施
上の論点・条例対応と実践実務』北村喜宣／
地域科学研究会

『先例から読み解く！土地の表示に関する登記の
実務』後藤浩平／日本加除出版

『信託法制の新時代 信託の現代的展開と将来展
望』能見善久／弘文堂

『条解信託法』道垣内弘人／弘文堂
『マンション法案内 第2版』鎌野邦樹／勁草書房
『交通事故判例解説 実務精選100』新美育文
／第一法規

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『検証判例会社法』石山卓磨／財経詳報社
『判例法理から読み解く企業間取引訴訟』加藤
新太郎／第一法規

『企業の価値を向上させる実効的な内部通報制
度』山口利昭／経済産業調査会

『株式評価実務必携 平成29年11月改訂 図解
と個別事例による』岡本和之／納税協会連合会

『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

『はじめて学ぶ社外取締役・社外監査役の役割』
松山遙／商事法務

『インセンティブ報酬の法務・税務・会計 株式
報酬・業績連動型報酬の実務詳解』松尾拓也
／中央経済社

『葛藤するコーポレートガバナンス改革』日本総
合研究所／金融財政事情研究会

『コーポレート・ガバナンス改革の国際比較 多
様化するステークホルダーへの対応』佐久間信
夫／ミネルヴァ書房

『実践 IT監査ガイドブック フレームワークから
D&A,サイバーセキュリティ監査まで』岩下廣美
／中央経済社

『<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

『詳解会社の解散・清算をめぐる法務と税務』
阿部徳幸／三協法規出版

『船舶油濁損害賠償・補償責任の構造 海洋汚
染防止法との連関』小林寛／成文堂

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『講義刑法総論』関哲夫／成文堂
『講義刑法各論』関哲夫／成文堂
『犯罪学ハンドブック』Walsh, Anthony／明
石書店

『性暴力と修復的司法 対話の先にあるもの』小
松原織香／成文堂

『ケーススタディ被害者参加制度 2訂版 損害賠
償命令制度』犯罪被害者支援弁護士フォーラム
／東京法令出版

  司法制度・司法行政　　　　　　　　　
『刑事裁判修習読本：これからの刑事裁判を担
う人たちへ 平成24年版』司法研修所刑事裁
判教官室

『弁護実務修習指導のしおり』日本弁護士連合
会司法修習委員会／日本弁護士連合会

『検察講義案 平成24年版』司法研修所検察教
官室

『検察講義案 平成21年版』司法研修所検察教
官室

『検察講義案 平成18年版』司法研修所検察教
官室

『“地域密着型”モデルで勝ち抜く実践！法律事
務所経営マニュアル』松本常広／ぎょうせい

『社会の中の新たな弁護士・弁護士会の在り方』
司法改革研究会／商事法務

『これって非弁提携?弁護士のための非弁対策
Q&A』深澤諭史／第一法規

『若手弁護士のための初動対応の実務 新版』長
瀬佑志／日本能率協会マネジメントセンター

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟第一審手続の解説 第3版 別冊記録』
司法研修所

『逐条破産法・民事再生法の読み方』岡伸浩／
商事法務

『家事事件手続法 1 家事審判・家事調停』佐
上善和／信山社出版

『講座実務家事事件手続法 上』金子修／日本
加除出版

『講座実務家事事件手続法 下』金子修／日本
加除出版

『刑事弁護実務 平成24年版 別冊書式編』司
法研修所刑事弁護教官室／司法研修所刑事弁
護教官室

『勾留準抗告に取り組む 99事例からみる傾向
と対策』愛知県弁護士会／現代人文社

『警察官のための充実・犯罪事実記載例 第4版 
刑法犯』小川賢一／立花書房

『少年審判手続について』司法研修所刑事裁判
教官室／司法研修所

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『ロボット法 A Iとヒトの共生にむけて』平野晋
／弘文堂

『AIがつなげる社会 A Iネットワーク時代の法・
政策』福田雅樹／弘文堂

『打消し表示の実態と景品表示法の考え方 調査
報告書と要点解説』大元慎二／商事法務

『はじめて学ぶ下請法』鎌田明／商事法務
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『企業再建ADRの仕組みと活用法 新たなる金
融調整手法の登場』企業再建・承継コンサルタ
ント協同組合／銀行研修社

『福島第一原発事故の法的責任論 2 低線量被
曝と健康被害の因果関係を問う』丸山輝久／明
石書店

『損失補てん規制』橋本円／商事法務
『エクイティ・ファイナンスの理論と実務 第2版』
鈴木克昌／商事法務

『金融機関の相続手続』北川展子／金融財政事
情研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『知的財産契約実務ガイドブック 第3版 各種知
財契約の戦略的考え方と作成』石田正泰／発
明推進協会

『標準特許法 第6版』高林龍／有斐閣
『会社の商標実務入門 第2版』中央経済社
『商標の類否 改訂版』櫻木信義／発明推進協会

 交 通 法　　　　　　　　　　　　　　　
『国際観光振興と航空の役割，航空会社の国際
的な事業展開とそれに関わる制度設計の動向，
ICAOに係る最新の動向について，航空行政の
現状と展望 平成28年度（最終号）』航空の安
全及び経済に関する研究会／航空保安協会

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『書式労働事件の実務 本案訴訟・仮処分・労
働審判・あっせん手続まで』労働紛争実務研究
会／民事法研究会

『書式と就業規則はこう使え！ 使用者側弁護士
が教える65の書式例』向井蘭／労働調査会

『同一労働同一賃金ガイドライン案に沿った待遇

基準・賃金制度の作り方』菊谷寛之／第一法規
『長時間労働対策の実務 いま取り組むべき働き方
改革へのアプローチ』労務行政研究所／労務行政

『心療内科産業医と向き合う職場のメンタルヘル
ス不調 事例で解説会社と社員が最適解を導く
方法』石澤哲郎／第一法規

『企業の精神疾患社員への対応実務 採用選考か
ら私傷病休職，リハビリ勤務，退職まで』布施
直春／産労総合研究所出版部経営書院

『過労死ゼロの社会を 高橋まつりさんはなぜ亡
くなったのか』高橋幸美／連合出版

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　　
『実例弁護士が悩む高齢者に関する法律相談 専
門弁護士による実践的解決のノウハウ』第一東
京弁護士会法律相談運営委員会／日本加除出版

『Q&A生活保護手帳の読み方・使い方』吉永純
／明石書店

『社会的養護の子どもと措置変更 養育の質とパーマ
ネンシー保障から考える』伊藤嘉余子／明石書店

『子どもの虐待防止・法的実務マニュアル 第6
版』日本弁護士連合会子どもの権利委員会／
明石書店

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『終末期医療と刑法』甲斐克則／成文堂
『医療法人の相続・事業承継と税務対策 3訂版』
青木惠一／税務研究会出版局

『医療基本法 患者の権利を見据えた医療制度
へ』医療基本法会議／エイデル研究所

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　　
『健康保険法の解釈と運用 第12版 平成29年
度版』法研

 宗 教 法　　　　　　　　　　　　　　　
『寺院法務の実務と書式 基礎知識から運営・管
理・税務まで』横浜関内法律事務所／民事法研
究会

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　
『平成28年改正教育公務員特例法等の一部改
正の解説 学校教育を担う教員の資質能力向上
をめざして』教員の資質向上研究会／第一法規

『Q&A学校部活動・体育活動の法律相談 事故
予防・部活動の運営方法・注意義務・監督者責任・
損害賠償請求』白井久明／日本加除出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『核兵器のない世界を求めて 反核・平和を貫い
た弁護士池田眞規』池田眞規／日本評論社

『外国人のための国際結婚手続マニュアル 改訂』
佐野誠／日本加除出版

『国際結婚と多文化共生 多文化家族の支援にむ
けて』佐竹真明／明石書店

『国籍法違憲判決と日本の司法』秋葉丈志／信
山社

『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

 法 令 集　　　　　　　　　　　　　　　
『認定こども園運営ハンドブック 平成29年版 
公定価格の単価表収載』中央法規出版株式会
社／中央法規出版

 統 計　　　　　　　　　　　　　　　　
『賃金決定のための物価と生計費資料 2018年
版 物価と家計，標準生計費の総合年報』労務
行政研究所／労務行政


