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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　　
『法と実務 14』日弁連法務研究財団／商事法務

 法 制 史　　　　　　　　　　　　　　　　
『日本法史から何がみえるか 法と秩序の歴史を学
ぶ』高谷知佳／有斐閣

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『フランス法 第5版』滝沢正／三省堂
『「自己決定権」の構造』上田宏和／成文堂
『中国契約法』王利明／早稲田大学出版部
『もう悩まない！現地駐在者直伝！アジア進出企業
の税務トラブルQ&A』伊藤雄二／第一法規

『米国特許手続ハンドブック 第2版 図表を多用し，
フォームを用いて分かりやすく解説』大坂雅浩／
発明推進協会

『中国賃金決定法の構造 社会主義秩序と市場経
済秩序の交錯』森下之博／早稲田大学出版部

『歴史と向き合う理念の国，ドイツの十日間 日本
弁護士連合会「人権と報道」調査団・ドイツ視察
報告書』日本弁護士連合会人権擁護委員会／日
本弁護士連合会人権擁護委員会人権と報道に関
する特別部会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『近代日本立憲主義と制憲思想』林尚之／晃洋書房
『行政ビッグデータの取得・活用マニュアル』水町
雅子／日本法令

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ケーススタディ行政不服審査法 自治体における
審査請求実務の手引き』中村健人／第一法規

 警 察・ 消 防 法　　　　　　　　　　　　　
『飲食・風俗営業許可申請業務 行政書士の実務』
中村麻美／法学書院

『建築消防advice 2018』建築消防実務研究会
／新日本法規出版

 財 政・ 国 有 財 産 法　　　　　　　　　　　
『財政と金融の法的構造』中里実／有斐閣
『森友・国有地払下げ不正の構造』小川敏夫／緑
風出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『税務調査の実際と対応 行動経済学からの視点で』
永田金司／法令出版

『役員給与』濱田康宏／中央経済社
『評価明細書ごとに理解する非上場株式の評価実
務 改正評価通達対応版』柴田健次／清文社

『これだけはおさえておきたい相続税の実務Q&A 
平成30年3月改訂』笹岡宏保／清文社

『Q&A遺言・遺産分割の形態と課税関係 相続に
絡む相続税・所得税・法人税』渡邉正則／大蔵
財務協会

『ケース別でわかりやすい定期借地権・借家権課税
の実務』細川総合パートナーズ／第一法規

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　　
『自治体政策法務講義 改訂版』礒崎初仁／第一
法規

『要説地方自治法 第10次改訂版 新地方自治制
度の全容』松本英昭／ぎょうせい

『自治体議会改革の固有性と普遍性』広瀬克哉／
法政大学現代法研究所

『2017年地方公務員法改正 会計年度任用職員
制度の導入等に向けた実務』地方公務員法研究
会／第一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『民事判例 16 2017年後期』現代民事判例研究
会／日本評論社

『21世紀民事法学の挑戦 上巻 加藤雅信先生古
稀記念』加藤新太郎／信山社

『21世紀民事法学の挑戦 下巻 加藤雅信先生古
稀記念』加藤新太郎／信山社

『民法講義 第7版 1 民法総則』近江幸治／成文
堂

『18歳成人社会ハンドブック 制度改革と教育の課
題』田中治彦／明石書店

『Q&A抵当権の法律と登記』青山修／新日本法
規出版

『債権法改正契約条項見直しの着眼点』遠藤元一
／中央経済社

『Q&A財産分与と離婚時年金分割の法律実務 離
婚相談の初動対応から裁判手続まで』小島妙子／
民事法研究会

『養育費・扶養料・婚姻費用実務処理マニュアル』
冨永忠祐／新日本法規出版

『婚姻費用・養育費の算定 裁判官の視点にみる算
定の実務』松本哲泓／新日本法規出版

『Q&A未分割遺産の管理・処分をめぐる実務』
野々山哲郎／新日本法規出版

『深刻化する「空き家」問題 全国実態調査からみた
現状と対策』日本弁護士連合会公害対策・環境
保全委員会／明石書店

『民法改正と賃貸借契約 賃貸管理業者への影響』
升田純／大成出版社

『逐条解説住宅セーフティネット法』住宅セーフティ
ネット法制研究会／第一法規

『実務裁判例借地借家契約における各種特約の効
力 第2版』伊藤秀城／日本加除出版

『不動産賃貸借契約の実務Q&A 債権法改正対応』
シティユーワ法律事務所／商事法務

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『会社法実務問答集 2』前田雅弘／商事法務
『取締役・監査役のトレーニング 平成30年版』
有限責任監査法人トーマツ／商事法務

『東証一部上場会社の役員報酬設計 平成30年版 
2017年開示情報版』澁谷展由／商事法務

『保険法概説 第2版』潘阿憲／中央経済社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法 第4版』木村光江／東京大学出版会
『判例刑法総論 第7版』西田典之／有斐閣
『未遂犯論の諸問題』原口伸夫／成文堂
『量刑調査報告集 2 量刑不当破棄編』第一東京
弁護士会刑事弁護委員会／第一東京弁護士会

『判例刑法各論 第7版』西田典之／有斐閣
『詐欺罪の保護法益論』足立友子／弘文堂
『仮釈放の理論 矯正・保護の連携と再犯防止』太
田達也／慶應義塾大学出版会

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　　
『50周年記念誌 東京都弁護士協同組合』東京都
弁護士協同組合／東京都弁護士協同組合

『新たな弁護士自治の研究 歴史と外国との比較を
踏まえて』弁護士自治研究会／商事法務

『難しい依頼者と出会った法律家へ パーソナリティ
障害の理解と支援』岡田裕子／日本加除出版

『弁護士業務書式文例集 5訂版』弁護士業務書
式研究会／日本法令

『法律事務職員研修「基礎講座」資料 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

『判例・先例研究 平成29年度版』東京司法書士
会／東京司法書士会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『簡裁民事ハンドブック：民事保全編 4』近藤基
／民事法研究会

『要件事実の基本問題』橋本昇二／成文堂
『刑事訴訟法講義 第6版』池田修／東京大学出
版会

『国選弁護活動の手引き 公判前整理手続編』第
一東京弁護士会刑事弁護委員会／第一東京弁護
士会

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『ネットトラブルの法律相談Q&A 第2版』神奈川
県弁護士会／法学書院

『情報法入門 第4版 デジタル・ネットワークの法
律』小向太郎／NTT出版

『広島の被爆と福島の被曝 両者は本質的に同じも
のか似て非なるものか』斎藤紀／かもがわ出版

『建設業の許可の手びき 改訂25版 新規・更新・追
加・変更等』建設業許可行政研究会／大成出版社

『適時開示の実務Q&A 第2版』宝印刷株式会社
／商事法務

『M&Aリスク管理の最前線 国内外の最新実務』
滝川佳代／商事法務

『ファンド契約の実務Q&A 第2版』本柳祐介／
商事法務

『新消費者法研究 脆弱な消費者を包摂する法制度
と執行体制』菅富美枝／成文堂

『基本講義消費者法 第3版』中田邦博／日本評
論社

『債権法改正とローン契約』樋口孝夫／金融財政
事情研究会

『金融機関行職員のためのマネー・ローンダリング
対策Q&A』國吉雅男／経済法令研究会

『最速解説相続法改正と金融実務Q&A 要綱版』
堀総合法律事務所／金融財政事情研究会

『最新シンジケート・ローン契約書作成マニュアル 
第3版 国内・海外協調融資の実務』渥美坂井法
律事務所／中央経済社

『マイナンバー利用本格化で変わる金融取引』梅
屋真一郎／銀行研修社

『銀行法精義』小山嘉昭／金融財政事情研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務
審査基準 改訂第17版』特許庁／発明推進協会

 交 通 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『自動運転技術の動向と課題』国立国会図書館調
査及び立法考査局／国立国会図書館

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『労働法 第2版』川口美貴／信山社
『AI 時代の雇用・労働と法律実務Q&A クラウド
ソーシング/HRテック/ライドシェア/テレワーク
/働き方改革』水谷英夫／日本加除出版

『新・正社員論 共稼ぎ正社員モデルの提言』久本
憲夫／中央経済社

『労働事件使用者のための“反論”マニュアル 改訂
版』弁護士法人マーシャルアーツ／日本法令

『労働関係訴訟の実務 第2版』白石哲／商事法務
『有期契約社員の無期転換制度実務対応のすべて』
村林俊行／日本加除出版

『精神科産業医が明かす職場のメンタルヘルスの正
しい知識 3訂版』吉野聡／日本法令

『求職者支援制度の解説 改訂第2版』労働新聞
社／労働新聞社

『新労災保険実務問答 労災実務担当者必携』労
働調査会／労働調査会

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　　
『大人の発達障害と就労支援・雇用の実務 改訂版』
山下喜弘／日本法令

『裁判例から学ぶ介護事故対応 利用者・家族・ス
タッフ別にポイント解説！』外岡潤／第一法規

『現場から考える愛着障害』金井剛／日本評論社

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『医療法実務必携 条文別に医療法人関係法令を
整理』鈴木克己／税務経理協会

『医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医療と
司法の対立 被害者救済に対する司法の積極的な
役割の歴史と未来展望』畑中綾子／晃洋書房

『手術動画の録画・保存に関する調査研究報告書』
愛知県弁護士会
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 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ISO環境法クイックガイド 2018』ISO環境法
研究会／第一法規

『化学毒物マヒ がん・アレルギーの真因に迫る』
渡辺雄二／緑風出版

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　　
『自治体担当者のための第三者行為求償の実務
Q&A 代位取得から示談・交渉まで』牧山秀登／
第一法規

『療養費の支給基準 平成29年10月版』社会保
険研究所

『医療保険改革の日仏比較 医療費抑制か，財源拡
大か』尾玉剛士／明石書店

 宗 教 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『宗教法人会計のすべて 第3版 「宗教法人会計の
指針」逐条解説と会計・監査・税務実務』田中
義幸／税務経理協会

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『教育と修復的正義 学校における修復的実践へ』
竹原幸太／成文堂

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代国際ビジネス法』浜辺陽一郎／日本加除出版
『現代国際刑事法 国内刑事法との協働を中心とし
て』城祐一郎／成文堂

『外国判決の承認』芳賀雅顯／慶應義塾大学出版会

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　　
『高齢者上肢骨折に対する手術』岩崎倫政／メジ

カルビュー社
『帝王切開の強化書 Kaiserを極める』西島浩二
／金原出版

『抗血栓薬クリニカルクエスチョン100 改訂第2
版 直接経口抗凝固薬時代の抗血小板・抗凝固薬
の使い方』藤堂謙一／診断と治療社

『小児救命救急・ICUピックアップ 1 ショック』
日本小児集中治療研究会／メディカル・サイエン
ス・インターナショナル

『ヘルニアの外科』諏訪勝仁／南江堂
『義肢装具学テキスト 改訂第3版』細田多穂／南
江堂

『股関節の再建法 成功への準備とコツ』中村茂／
メジカルビュー社

『緩和ケア 改訂第2版 尊厳ある生と死，大切な生
活をつなぐ技と心』梅田恵／南江堂

『精神医療からみたわが国の特徴と問題点』原田
誠一／中山書店

『オートファジー 分子メカニズムの理解から病態の
解明まで』吉森保／南山堂

『眼炎症』大鹿哲郎／中山書店
『循環器疾患最新の治療 2018-2019』伊藤浩
／南江堂

『神経疾患最新の治療 2018-2020』水沢英洋
／南江堂

『肺癌』三嶋理晃／中山書店
『肺癌診療ガイドライン 2017年版 Ⅳ期非小細胞
肺癌薬物療法』日本肺癌学会／金原出版

『がん患者の消化器症状の緩和に関するガイドライ
ン 2017年版』日本緩和医療学会／金原出版

『頭頸部癌診療ガイドライン 2018年版』日本頭
頸部癌学会／金原出版

『図解看護・医学事典 第8版』医学書院／医学書
院

『絵でみる脳と神経 第4版 しくみと障害のメカニ
ズム』馬場元毅／医学書院

『新しいめまいの診断と治療 改訂第2版 一過性め
まいからメニエール病まで』伊藤文英／診断と治
療社

『レジデントのためのこれだけ心電図』佐藤弘明／
日本医事新報社

『認知症診療実践ハンドブック』山田正仁／中外
医学社

『発達障害支援の実際 診療の基本から多様な困難
事例への対応まで』内山登紀夫／医学書院

『成人スチル病診療ガイドライン 2017年版』厚
生労働省／診断と治療社

『小児腎臓病学 改訂第2版』日本小児腎臓病学
会／診断と治療社

『先天性骨髄不全症診療ガイドライン 2017』日
本小児血液・がん学会／診断と治療社

『自己炎症性疾患診療ガイドライン 2017』日本
小児リウマチ学会／診断と治療社

『てんかん学用語事典 改訂第2版』日本てんかん
学会／診断と治療社

『老年脳神経外科診療マニュアル』井川房夫／メ
ジカルビュー社

『小児内分泌学会ガイドライン集』日本小児内分
泌学会／中山書店

『高次脳機能障害の理解と診察』平山和美／中外
医学社

『頭部外傷と高次脳機能障害』日本高次脳機能障
害学会／新興医学出版社


