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法 律 学・ 法 哲 学
『裁判員時代の法リテラシー』土山希美枝／日本
評論社
『法政策学の試み』神戸大学法政策研究会／信
山社
『司法研修所論集 2017（第127号）
』司法研修所
『法への根源的視座』笹倉秀夫／北大路書房
『責任と法意識の人間科学』唐沢穣／勁草書房

『東日本大震災大規模調査から読み解く災害対
応』稲継裕昭／第一法規

外国法
『近代中華民国法制の構築』西英昭／九州大学
出版会
『中国法制史』寺田浩明／東京大学出版会
『中国ジェンダー史研究入門』小浜正子／京都大
学学術出版会
『国民票決と国民発案 ワイマール憲法の解釈およ
び直接民主制論に関する一考察』Schmitt, Carl
／作品社
『アジア不動産法制』川村隆太郎／商事法務
『民法の倫理的考察 中国の視点から』趙万一／
法律文化社
『弁護士の基本的義務』森勇／中央大学出版部
『米国財務会計基準の実務 第10版』長谷川茂
男／中央経済社
『ドイツ労働法の変容』名古道功／日本評論社
『イギリス環境行政法における市民参加制度』林
晃大／日本評論社

税 法
『新税法理論』図子善信／成文堂
『解説BEPS防止措置実施条約』矢内一好／財
経詳報社
『租税条約入門』木村浩之／中央経済社
『大系租税法 第2版』水野忠恒／中央経済社
『租税憲法学の展開』増田英敏／成文堂
『プロフェッショナルを目指す人の税務判例入門』
中村和洋／経済産業調査会
『
【事例でわかる】不動産の売却にかかる譲渡所得
の税金』武田秀和／税務経理協会
『平成30年度税制改正法律案新旧対照表』第
一法規
『Q&A実務に役立つ法人税の裁決事例選』佐藤
善恵／清文社
『金融・投資商品の税務Q&A』箱田晶子／清文社
『Q&A相続空き家の特例と居住用財産の3,000
万円特別控除』大久保昭佳／清文社
『国別でわかる！海外信託による相続の税務& 法
務』海外信託税務研究会／第一法規
『Q&A 海外に住む相続人がいる場合の相続税の
ポイント』税理士法人タクトコンサルティング／
日本法令
『財産評価基本通達逐条解説 平成30年版』北
村厚／大蔵財務協会
『相続税・贈与税関係租税特別措置法通達逐条
解説 平成30年2月改訂版』野原誠／大蔵財務
協会
『実務の流れがしっかりつかめる相続税における農
地・山林の評価』税理士法人チェスター／清文社
『消費税法基本通達逐条解説 平成30年版』濱
田正義／大蔵財務協会

憲 法
『人権新聞縮刷版 4』自由人権協会／自由人権
協会
『DVはいま』高畠克子／ミネルヴァ書房
『憲法を百年いかす』半藤一利／筑摩書房
『新・判例ハンドブック 憲法 第2版』高橋和之
／日本評論社
『財産権の憲法的保障』平良小百合／尚学社
『個人情報保護法の解説 第2次改訂版』園部逸
夫／ぎょうせい
選挙法
『世界の選挙制度』大林啓吾／三省堂
行政法
『行政法 2 現代行政救済論 第3版』大橋洋一／
有斐閣
『行政法概説 第6版 2 行政救済法』宇賀克也／
有斐閣
『行政上の主体と行政法』北島周作／弘文堂
『法治国原理と公法学の課題』仲野武志／弘文堂
『実務住民訴訟 新版』伴義聖／ぎょうせい
『まちづくりと法』阿部泰隆／信山社
『国立景観裁判・ドキュメント17年』上原公子
／自治体研究社
『建築申請memo 2018』建築申請実務研究会
／新日本法規出版
『逐条解説公営住宅法 第二次改訂版』公営住宅
法令研究会／ぎょうせい
『不動産有効活用のための建築プロジェクトの企
画設計・事業収支計画と投資採算評価の実務 第
3版』上野俊秀／プログレス
『建築法規PRO 2018』図解建築法規研究会／
第一法規
『図解建築法規 2018』国土交通省住宅局／新
日本法規出版
『必携用地補償実務便覧 2018年版』公共用地
補償機構／大成出版社

軍 事・ 防 衛 法
『沖縄米軍基地と日米安保』池宮城陽子／東京
大学出版会
『桑江朝幸物語』沖縄県軍用地等地主会連合会
／沖縄県軍用地等地主会連合会

地方自治法
『地方独立行政法人制度改革と今後の展開』有
限責任監査法人トーマツ／第一法規
『分権政策法務の実践』北村喜宣／有斐閣
『Q&A地方公務員の分限処分，懲戒処分の実務』
鵜養幸雄／ぎょうせい
『地方公務員災害補償法逐条解説 3訂版』地方
公務員災害補償制度研究会／ぎょうせい
民 法
『大改正時代の民法学』深谷格／成文堂
『我妻・有泉コンメンタール民法 第5版 総則・
物権・債権』我妻栄／日本評論社
『社会の変容と民法の課題 上巻』松久三四彦／
成文堂
『社会の変容と民法の課題 下巻』松久三四彦／
成文堂
『家族と倒産の未来を拓く』松川正毅／金融財政
事情研究会
『民法総則 第9版』四宮和夫／弘文堂
『新しい公益法人・一般法人の資産運用』梅本洋
一／公益法人協会
『事例でわかる消滅時効Q&A』奥国範／日本法令
『不動産法論点大系』沢野順彦／民事法研究会

『改正民法不動産売買・賃貸借契約とモデル書式』
東京弁護士会法友全期会／日本法令
『一問一答・民法（債権関係）改正』筒井健夫／
商事法務
『弁護士が弁護士のために説く債権法改正 改訂
増補版』東京弁護士会法友全期会／第一法規
『表示責任と債権法改正』藤田寿夫／成文堂
『民法債権関係改正で見直す士業者のための実は
危険な委任契約・顧問契約』北浜法律事務所／
清文社
『新民法対応契約審査手続マニュアル』愛知県弁
護士会／新日本法規出版
『契約実務と法 債権法改正対応版』河村寛治／
第一法規
『民間（旧四会）連合協定マンション修繕工事請
負契約約款の解説』民間（旧四会）連合協定工事
請負契約約款委員会／大成出版社
『不当要求・クレーマー撃退のポイント50』深澤
直之／東京法令出版
『事例に学ぶ損害賠償事件入門』損害賠償事件
研究会／民事法研究会
『判例INDEX 侵害態様別に見る名誉毀損・プラ
イバシー侵害300判例の慰謝料算定』第一法規
株式会社／第一法規
『名誉毀損の法律実務 第3版』佃克彦／弘文堂
『こんなところでつまずかない！相続事件21のメ
ソッド』東京弁護士会親和全期会／第一法規
『相続財産管理人，不在者財産管理人に関する実
務』正影秀明／日本加除出版
『マンション登記法 第5版』五十嵐徹／日本加除
出版
『一目でわかる登記嘱託書の作り方 全訂第2版』
藤谷定勝／日本加除出版
『マンション法の現場から』丸山英気／プログレス
『マンション管理のトラブル解決Q&A』犬塚浩／
ぎょうせい
『マンション 判例ハンドブック』犬塚浩／青林書院
『交通事故における素因減額問題』小賀野晶一／
保険毎日新聞社
『こんなところでつまずかない！交通事故事件の実務
用語辞典』東京弁護士会親和全期会／第一法規
商事法
『民商法の課題と展望』大塚龍児先生古稀記念
論文集刊行委員会／信山社
『商法総則・商行為法 第7版』近藤光男／有斐閣
『会社法 第20版』神田秀樹／弘文堂
『会社法の基礎 改訂第2版』荒木源徳／第一法規
『現代の実践的内部監査 6訂版』川村眞一／同
文舘出版
『窓口担当者のための「消費者庁・内部通報処理
新ガイドライン」実務解説Q&A』東京弁護士会
公益通報者保護特別委員会／法律情報出版
『個人情報管理ハンドブック 第4 版』TM I総合
法律事務所／商事法務
『新株予約権ハンドブック 第4版』太田洋／商事
法務
『コーポレートガバナンスと企業・産業の持続的
成長』神作裕之／商事法務
『実例に学ぶ企業の実情を踏まえたガバナンスの
開示』樋口達／商事法務
『会社補償の実務』会社補償実務研究会／商事
法務
『企業価値向上のための実務指針』経済産業省／
経済産業調査会
『新株主総会実務なるほどQ&A 平成30年版』
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三菱UFJ信託銀行株式会社／中央経済社
『株主総会のポイント 平成30年版』三井住友信
託銀行株式会社／財経詳報社
『役員のための株主総会運営法 第3版』中村直
人／商事法務
『判例法理 取締役の監視義務』近藤光男／中央
経済社
『事業報告記載事項の分析』三菱UFJ信託銀行
株式会社／商事法務
『財務・非財務情報の実効的な開示』井口譲二／
商事法務
『会社法決算書作成ハンドブック 2018 年版』
太田達也／商事法務
『会社法計算書類の作成実務と記載事例 第5版』
東陽監査法人／清文社
『会社法決算書の読み方・作り方 第12版』新日
本有限責任監査法人／中央経済社
『退職給付会計実務の手引き 第2版』井上雅彦
／税務経理協会
『会社法計算書類作成ハンドブック 第12版』有
限責任監査法人トーマツ／中央経済社
『会社法決算の実務 第12版』あずさ監査法人／
中央経済社
『不適切会計対応の実務』長島・大野・常松法
律事務所／商事法務
『国際評価基準 改題版』日本不動産鑑定士協会
連合会／住宅新報社
『社債のリストラクチャリング』行岡睦彦／有斐閣
『シチュエーション別提携契約の実務 第3版』淵
邊善彦／商事法務
刑 法
『宮城浩藏の人と刑法思想』川端博／成文堂
『市民的自由のための市民的熟議と刑事法』伊東
研祐／勁草書房
『刑法各論 第7版』西田典之／弘文堂
『量刑調査報告集 5』第一東京弁護士会刑事弁
護委員会／第一東京弁護士会
『性暴力被害者の法的支援』性暴力救援センター
大阪SACHICO／信山社
『死刑判決と日米最高裁』小早川義則／成文堂
『DNA 鑑定は魔法の切札か』本田克也／現代人
文社
司 法 制 度・ 司 法 行 政
『司法権・憲法訴訟論 上』君塚正臣／法律文化社
『司法権・憲法訴訟論 下』君塚正臣／法律文化社
『裁判所沿革誌 第7巻』最高裁判所／最高裁判所
『裁判の原点』大屋雄裕／河出書房新社
『ライブ講義弁護士実務の最前線 Vol.1』東京弁
護士会法友全期会／LABO
『法律事務職員研修「中級講座」テキスト 2018
年度』東京弁護士会弁護士業務改革委員会／東
京弁護士会弁護士業務改革委員会
『法律事務職員研修「基礎講座」テキスト 2018
年度』東京弁護士会弁護士業務改革委員会／東
京弁護士会弁護士業務改革委員会
訴訟手続法
『訴訟と専門知』渡辺千原／日本評論社
『裁判官の視点 民事裁判と専門訴訟』門口正人
／商事法務
『要件事実民法 第4版 3 担保物権 補訂版』大
江忠／第一法規
『要件事実論30講 第4版』村田渉／弘文堂
『倒産法実務大系』今中利昭／民事法研究会
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『離婚後の子の監護と面会交流』梶村太市／日本
評論社
『実践訴訟戦術』東京弁護士会春秋会／民事法
研究会
『刑事訴訟法 第3版』三井誠／日本評論社
『刑事裁判における人間行動科学の寄与』須藤明
／日本評論社
『入門・覚せい剤事件の弁護 改訂版』東京弁護
士会期成会／現代人文社
『先を見通す捜査弁護術』服部啓一郎／第一法規
『GPS捜査とプライバシー保護』指宿信／現代人
文社
『殺傷犯捜査全書』城祐一郎／立花書房
『少年事件のしおり』第一東京弁護士会子ども法
委員会／第一東京弁護士会
『エビデンスに基づくインターネット青少年保護政
策』齋藤長行／明石書店
『少年警察ハンドブック』大塚尚／立花書房
経済産業法
『ロボット・A Iと法』弥永真生／有斐閣
『ロボット法』Pagallo, Ugo／勁草書房
『ロボットと生きる社会』角田美穂子／弘文堂
『A Iの法律と論点』福岡真之介／商事法務
『インターネットビジネスの法務と実務』石井美
緒／三協法規出版
『競争者排除型行為規制の目的と構造』早川雄
一郎／商事法務
『独占禁止法 第6版』金井貴嗣／弘文堂
『独占禁止法と損害賠償・差止請求』向宣明／中
央経済社
『優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析 第
3版』長澤哲也／商事法務
『事業承継ガイドラインを読む』山本昌弘／経済
法令研究会
『漁業権とはなにか』熊本一規／日本評論社
『わかりやすい建設業法Q&A 改訂3版』建設業
適正取引推進機構／大成出版社
『弁護士・技術士が答える建設現場のトラブル相
談』江副哲／清文社
『第二種金融商品取引業の手引き』矢田悠／商事
法務
『最近の金融商品取引法の改正について』金融商
品取引法研究会／日本証券経済研究所
『金融商品取引法 第5版』松尾直彦／商事法務
『逐条解説・2017年金融商品取引法改正』野
崎彰／商事法務
『M&Aの人事デューデリジェンス』野中健次／中
央経済社
『M&A契約』戸嶋浩二／商事法務
『Q&A開示検査と会計不祥事対応の実務』三宅
英貴／金融財政事情研究会
『先物取引裁判例集』先物取引被害全国研究会
／先物取引被害全国研究会
『改正民法に基づく業種別定型約款のつくり方・
見直し方』渡邉雅之／日本法令
『先端消費者法問題研究』消費者市民ネットとう
ほく／民事法研究会
『実務解説特定商取引法 第2版』上柳敏郎／商
事法務
『クレジットカード事件対応の実務』阿部高明／
民事法研究会
『民法（債権関係）改正に伴う金融実務における法的
課題』金融法務研究会／金融法務研究会事務局
『デリバティブ取引に係る諸問題と金融規制の在
り方』金融法務研究会／金融法務研究会事務局

『ベーシック金融実務用語集 改訂版』きんざい
『金融規制とコーポレートガバナンスのフロンティア』
神田眞人／財経詳報社
『支払決済法 第3版』小塚荘一郎／商事法務
『金融情報システム白書』金融情報システムセン
ター／財経詳報社
『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 平
成29年度版』金融財政事情研究会／金融財政
事情研究会
『ブロックチェーンをめぐる実務・政策と法』久保
田隆／中央経済社
『経営者保証ガイドラインの実務と課題』小林信
明／商事法務
知的財産法
『知的財産権訴訟要論 不正競業・商標編 第4版』
竹田稔／発明推進協会
『攻めの農林水産業のための知財戦略』農水知財
基本テキスト編集委員会／経済産業調査会
『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務 第2版』
高部眞規子／商事法務
『知的財産権訴訟要論』竹田稔／発明推進協会
『職務発明の実務Q&A』高橋淳／勁草書房
『 よくわかる音 楽 著 作 権ビジネス 基 礎 編 5th
Edition』安藤和宏／リットーミュージック
『 よくわかる音 楽 著 作 権ビジネス 実 践 編 5th
Edition』安藤和宏／リットーミュージック
『詳解著作権法 第5版』作花文雄／ぎょうせい
農事法
『稼ぐ農家・農業法人のための経営継承コンサルテ
ィング』全国農業経営コンサルタント協会／清文社
『農業委員・農地利用最適化推進委員必携 農地・
農業の法律相談ハンドブック』本木賢太郎／新
日本法規出版
『種子法廃止でどうなる？』農山漁村文化協会／
農山漁村文化協会
交通法
『標準旅行業約款解説 第2版』三浦雅生／自由
国民社
『貨物自動車運送事業書式全書』鈴木隆広／日
本法令
労働法
『最新重要判例200労働法第5版』大内伸哉／
弘文堂
『日本的雇用システムのゆくえ』労働政策研究・
研修機構／労働政策研究・研修機構
『労働法 第7版』水町勇一郎／有斐閣
『賃金・人事データ総覧 2018年版』労務行政
研究所／労務行政
『SNSをめぐるトラブルと労務管理』高井・岡芹
法律事務所／民事法研究会
『解雇規制を問い直す』大内伸哉／有斐閣
『裁判例の要点からつかむ解雇事件の訴訟実務』
東京弁護士会二一会／第一法規
『規模別・地区別・年齢別等でみた職種別賃金の
実態 2018年版』労務行政研究所／労務行政
『
「同一労働同一賃金」のすべて』水町勇一郎／
有斐閣
『最低賃金決定要覧 平成30年度版』労働調査
会／労働調査会
『現代先進諸国の労使関係システム』労働政策研
究・研修機構／労働政策研究・研修機構
『春季労使交渉・労使協議の手引き 2018年版』

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
日本経済団体連合会／経団連出版
『派遣労働契約法の試み』鄒庭雲／日本評論社
『詳説障害者雇用促進法 増補補正版』永野仁美
／弘文堂
『建設現場責任者のための労災ハンドブック』労
災保険情報センター
『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書
平成29年度』東京都産業労働局／東京都産業
労働局雇用就業部労働環境課
『働きながら出産・育児・介護』東京都産業労働
局／東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
『職場の女性のたばこ（喫煙）対策』高橋裕子／
東京法規出版

衛 生・ 環 境 法
『早わかり食品衛生法 新訂第6版 2018』日本
食品衛生協会
『わか〜る環境法』西尾哲茂／信山社
『製造・輸出国別でわかる！化学物質規制ガイド』
松浦徹也／第一法規

社会保障法
『社会保障と税の一体改革』第一法規株式会社
／第一法規
『新・初めての社会保障論 第2版』古橋エツ子
／法律文化社
『<概観>社会福祉法』伊奈川秀和／信山社
『高齢者と家族のためのQ&A 第2版』延命法律
事務所／法学書院

教育法
『Q&A 学校法人の新会計実務 第 4 次改訂版』
有限責任監査法人トーマツ／第一法規
『法人職員・公務員のための労働法』小嶌典明／
ジアース教育新社
『キャンパスハラスメント対策ハンドブック 改訂2版』
弁護士法人飛翔法律事務所／経済産業調査会
『Q&Aスポーツの法律問題 第4 版』スポーツ問
題研究会／民事法研究会
『
「ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム」
講演録 平成29年度』日本体育協会日本スポー
ツ少年団／日本体育協会日本スポーツ少年団
『登山者のための法律入門』溝手康史／山と溪谷社

医 事・ 薬 事 法
『先端医療と刑事法の交錯』林弘正／成文堂
『医師民事責任の構造と立証責任』平野哲郎／日
本評論社
『治療行為と刑法』天田悠／成文堂
『再生医療と医事法』甲斐克則／信山社
『薬事ハンドブック』じほう

社会保険法
『法律家のための障害年金実務ハンドブック』日
弁連高齢者・障害者権利支援センター／民事法
研究会
『社会保険・労働保険の基本手続』みらいコンサ
ルティング／労務行政

国際法
『国際法講義』鶴田順／成文堂

『変転する国際社会と国際法の機能』柳原正治／
信山社
『宇宙ビジネスのための宇宙法入門 第2版』小塚
荘一郎／有斐閣
『国際司法裁判所 第5巻（2011-16年）
』横田
洋三／国際書院
『事例で解く国際取引訴訟 第2版』大塚章男／
日本評論社
『負けない英文契約書』熊木明／清文社
『国際商取引紛争解決の法と実務』大貫雅晴／同
文舘出版
『在日コリアンの人権白書』在日本大韓民国民団
／明石書店
『在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ』
鄭栄鎭／法律文化社
医学書
『こころの治療薬ハンドブック 第11版』井上猛
／星和書店
『むち打ち損傷ハンドブック 第3版』遠藤健司／
丸善出版
判例評釈集
『新・判例解説Watch 22』新判例解説編集委
員会／日本評論社
一般書
『コミュニティ・アプローチ』高畠克子／東京大
学出版会
『事業を創る。
』青嶋稔／中央経済社
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