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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　　　
『法学の誕生』内田貴／筑摩書房
『法文化論序説 上』池田政章／信山社出版

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『違憲審査基準 アメリカ憲法判例の現在』山本龍
彦／弘文堂

『アメリカ連邦議会の憲法解釈』土屋孝次／有信
堂高文社

『アメリカ憲法入門 第8版』松井茂記／有斐閣
『ドイツ連邦共和国基本法』初宿正典／信山社出版
『フランス近代憲法理論の形成』時本義昭／成文堂
『アジアの司法アクセス 2017』日本司法支援セ
ンター

『米国刑事判例の動向 2』椎橋隆幸／中央大学出
版部

『フランス競争法における濫用規制』長尾愛女／日
本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『比較憲法 第3版』辻村みよ子／岩波書店
『比較不能な価値の迷路 増補新装版』長谷部恭男
／東京大学出版会

『トランスジェンダーと現代社会』石井由香理／明
石書店

『総点検日本国憲法の70年』宍戸常寿／岩波書店
『最新憲法資料集』辻村みよ子／信山社
『憲法判例 第8版』戸松秀典／有斐閣
『Q&Aで学ぶGDPRのリスクと対応策』中崎尚
／商事法務

『行政情報の法理論』村上裕章／有斐閣

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『地方選挙要覧 平成30年版』国政情報センター
／国政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『公務員法と労働法の交錯』小嶌典明／ジアース
教育新社

『これでよいのか！インフラ専門技術者』高木千太
郎／ぎょうせい

『よくわかる河川法 第3次改訂版』河川法令研究
会／ぎょうせい

『災害発生時における自治体組織と人のマネジメン
ト』市川宏雄／第一法規

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　　　
『沖縄 憲法なき戦後 講和条約三条と日本の安全
保障』古関彰一／みすず書房

 会 計 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『官公庁契約法精義 2018』有川博／全国官報販
売協同組合

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『「税源浸食と利益移転（BEPS）」対策税制』日本
税務研究センター／日本税務研究センター

『人事労務担当者のための企業税務講座』橋森正
樹／労働調査会

『税制改正Q&A 平成30年度』ABC税務研究会
／ビジネス教育出版社

『租税条約はこう変わる！BEPS条約と企業の国
際取引』矢内一好／第一法規

『外国子会社合算税制コンパクトガイド 平成30
年版』ディーエルエイパイパー東京パートナーシップ
外国法共同事業法律事務所／大蔵財務協会

『国税不服申立制度活用の教科書』余郷太一／日
本法令

『国税徴収法基本通達逐条解説 平成30年版』小
林徹／大蔵財務協会

『国税徴収法精解 平成30年改訂』吉国二郎／大
蔵財務協会

『農地の納税猶予の特例のすべて 平成30年版』
若木裕／大蔵財務協会

『申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通
達逐条解説 平成30年版』樫田明／大蔵財務協会

『減価償却資産の耐用年数表 平成30年版』納税
協会連合会／納税協会連合会

『金融マン・FPのための相続税相談ノート』重邦
宜／中央経済社

『ここが違う！プロが教える土地評価の要諦 新版』
東北篤／清文社

『これで安心！院長先生の医業承継と相続税対策 
改訂版』アフェックス／税務経理協会

『Q&A小規模宅地特例の活用』高橋安志／ぎょう
せい

『相続税贈与税土地評価の実務 平成30年版』犬
丸伸浩／大蔵財務協会

『税理士の相続業務強化マニュアル』山本和義／
中央経済社

『覚えておきたい自治体徴収実務の定石』日澤邦
幸／第一法規

『固定資産税の課税の誤りと他方面への影響』森
田純弘／税務研究会出版局

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『業務場面でつかむ！民法改正で企業実務はこう
変わる』小田大輔／第一法規

『新債権法が重要判例に与える影響』松尾博憲／
金融財政事情研究会

『論点解説民法（債権法）改正と不動産取引の実務』
鎌野邦樹／日本加除出版

『債権法改正と税務実務への影響』西中間浩／税
務研究会出版局

『《詳解》民法〈債権法〉改正による不動産実務の
完全対策』柴田龍太郎／プログレス

『改正民法保証法』宗宮英俊／日本法令
『標準実用契約書式全書 改訂版』寺本吉男／日
本法令

『判例にみる慰謝料算定の実務』升田純／民事法
研究会

『超高齢社会の家族法と法律実務 無縁 後見 遺言 
遺留分』大阪司法書士会／日本加除出版

『相続の仕事の現場で使える民法』弁護士法人
Y&P法律事務所／税務経理協会

『遺留分の法律と実務 第2次改訂版』埼玉弁護
士会／ぎょうせい

『すぐに役立つ民法改正対応！図解とQ&Aでわかる
賃貸経営のための不動産賃貸・管理の法律とトラ
ブル実践的解決法150』三修社

『市区町村長限りの職権訂正記載例集 新版 コン
ピュータシステム編』長山康彦／日本加除出版

『分譲マンション区分所有建物紛争の法律実務』
柄澤昌樹／青林書院

『マンション管理組合の総会運営の実務』渡辺晋
／大成出版社

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『事例で学ぶ会社法実務 全訂版』東京司法書士
協同組合／中央経済社

『バリューアップ内部監査Q&A』日本内部監査協会
／同文舘出版

『内部統制と会社役員の法的責任』伊勢田道仁／
中央経済社

『グループ会社リスク管理の法務 第3版』高橋均
／中央経済社

『立場別・ステージ別ストック・オプションの活用
と実務 第4版』税理士法人AKJパートナーズ／
中央経済社

『実務に役立つQ&A中小会社における戦略的役員

報酬と税務』小林磨寿美／大蔵財務協会
『変わる株主総会』森・濱田松本法律事務所／日
本経済新聞出版社

『機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析 平
成30年版』森・濱田松本法律事務所／商事法務

『独立取締役の意義と導入制度』曽我政弘／日本
評論社

『執行役員の実務』倉橋雄作／商事法務
『IFRS国際会計基準の基礎 第5版』中央経済社
『不正会計リスクにどう立ち向かうか！ 内部統制の
視点と実務対応』宇澤亜弓／清文社

『保険法 上』山下友信／有斐閣
『傭船契約の実務的解説 2訂版』谷本裕範／成山
堂書店

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑事政策 第7版』岩井宜子／尚学社
『矯正教育学 全訂版』法務省矯正研修所／矯正
協会

『犯罪学と精神医学史研究 2』影山任佐／金剛出版
『実務のための軽犯罪法解説』井阪博／東京法令
出版

 司 法 制 度 ･ 司 法 行 政　　　　　　　　　
『鉄路紀行 本林健一郎遺稿集』本林健一郎先生
を偲ぶ会呼びかけ人一同／本林健一郎先生を偲ぶ
会呼びかけ人一同

『祖父三輪寿壮 大衆と歩んだ信念の政治家』三輪
建二／鳳書房

『必携実務家のための法律相談ハンドブック』第一
東京弁護士会全期会／新日本法規出版

『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「中級講座」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

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『安心できる競売物件の見方・買い方 第6版』競
売実務研究会／民事法研究会

『事業者破産の理論・実務と書式』相沢光江／民
事法研究会

『民事再生の運用指針』舘内比佐志／金融財政事
情研究会

『会社非訟申立ての実務+申立書式集 改訂』池田
浩一郎／日本加除出版

『一問一答・平成28年刑事訴訟法等改正』吉田
雅之／商事法務

『ケースブック刑事訴訟法 第5版』井上正仁／有
斐閣

『裁判例コンメンタール刑事訴訟法 4 §351〜§
507』河村博／立花書房

『監視型捜査手続の分析』松代剛枝／日本評論社
『天文館強姦えん罪事件・高裁逆転無罪判決の報
告』天文館事件控訴審弁護人

『裁判員裁判と刑法』松澤伸／成文堂

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『人工知能・ロボットと労働・雇用をめぐる視点』
国立国会図書館調査及び立法考査局／国立国会
図書館

『データ活用社会を支えるインフラ』国立国会図書
館調査及び立法考査局／国立国会図書館

『独禁法講義 第8版』白石忠志／有斐閣
『入札談合と独占禁止法 平成30年4月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会

『独占禁止法 第3版』菅久修一／商事法務
『適時開示の理論・実務』久保幸年／中央経済社
『企業価値評価の実務Q&A 第4版』プルータス・
コンサルティング／中央経済社
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『事業担当者のための逆引きビジネス法務ハンドブ
ック』塩野誠／東洋経済新報社

『DCF法の数学』松村昌人／インプレスR&D
『逐条解説消費者契約法 第3版』消費者庁消費
者制度課／商事法務

『Q&A連鎖販売取引の法律実務』千原曜／中央
経済社

『フランチャイズ契約の実務と書式 改訂版』神田
孝／三協法規出版

『ビットコイン&ブロックチェーン』岡田仁志／東
洋経済新報社

『事例で学ぶビットコインの会計・税務Q&A50選』
延平昌弥／清文社

『デリバティブ入門講義』根岸康夫／金融財政事
情研究会

『コンプライアンスのための金融取引ルールブック 
第17版』銀行研修社

『保険業法』細田浩史／弘文堂

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『技術系ベンチャー企業の経営・知財戦略』関水
信和／中央経済社

『特許権侵害紛争の実務』小松陽一郎先生古稀記
念論文集刊行会／青林書院

『職務発明制度規程の作り方と書式例』太田大三
／日本法令

『JASRACと著作権，これでいいのか』城所岩生
／ポエムピース

 観 光・ 交 通 法　　　　　　　　　　　　
『民泊のすべて』石井くるみ／大成出版社
『貸切バス事業更新申請・適正化の手引』道路運
送法令研究会／ぎょうせい

 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『プロバイダ責任制限法 改訂増補第2版』総務省
総合通信基盤局／第一法規

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『職場のハラスメント 第2版』中井智子／労務行政
『労働法』野川忍／日本評論社
『労働関係訴訟の実務 第2版』白石哲／商事法務
『企業の労基署対応の実務 改訂版』布施直春／産
労総合研究所出版部経営書院

『賃金・労働条件総覧 2018年版 賃金交渉編』産
労総合研究所／産労総合研究所出版部経営書院

『病院賃金実態資料 2018年版』産労総合研究
所／産労総合研究所出版部経営書院

『裁量労働制はなぜ危険か』今野晴貴／岩波書店
『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる最新労働安全
衛生をめぐる法律と疑問解決マニュアル108』三
修社

『働く人の健康状態の評価と就業措置・支援 改訂
2版』森晃爾／労働調査会

『トランスジェンダーと職場環境ハンドブック』東
優子／日本能率協会マネジメントセンター

『職場にいるメンタル疾患者・発達障害者と上手に
付き合う方法』久保修一／日本法令

『労働組合法の基礎と活用』道幸哲也／日本評論社
『労災保険給付基礎日額の手引 改訂7版』労働
調査会／労働調査会

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　　
『触法障害者の地域生活支援』生島浩／金剛出版
『高齢者・障がい者権利擁護の集い 資料集 第15
回』高齢者障がい者権利擁護の集い実行委員会／
東京弁護士会多摩支部

『高齢者・障がい者権利擁護の集い 報告書 第15
回』高齢者障がい者権利擁護の集い実行委員会／
東京弁護士会多摩支部

『Q&A児童虐待防止ハンドブック 全訂』児童虐
待問題研究会／ぎょうせい

『「創作子どもポルノ」と子どもの人権』渡辺真由
子／勁草書房

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『生命科学と法の近未来』米村滋人／信山社
『メディカルサービス法人をめぐる法務と税務 改訂
増補』佐々木克典／清文社

『医療事件の実務』青野博晃／東京法律相談運営
連絡協議会

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ラムサール条約の国内実施と地域政策』佐藤寛
／成文堂

『動物の権利入門』Francione, Gary L.／緑風出
版

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『現代的学校マネジメントの法的論点厳選10講 
改訂版』高橋洋平／第一法規

『Q&A保育所・幼稚園のための法律相談所』岩月
泰頼／日本加除出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際法遵守の管理モデル』Chayes, Abram／
中央大学出版部

『サイバー攻撃の国際法』中谷和弘／信山社
『国際責任の履行における賠償の研究』大森正仁
／慶應義塾大学法学研究会

『国際的難民保護と負担分担』杉木明子／法律文
化社

『1冊でおさえる英文・和文契約実務の基本』寺
村淳／中央経済社

『国際取引の現代的課題と法』柏木昇／信山社
『Q&A介護職種の技能実習生受入れの手引』日
本介護福祉士会／新日本法規出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　　
『放射化学 改訂第2版』福士政広／メジカルビュ
ー社

『血液細胞アトラス 第6版』通山薫／文光堂
『標準微生物学 第13版』神谷茂／医学書院
『医動物学 改訂7版』吉田幸雄／南山堂
『すぐ役立つ救急のCT・MRI 改訂第2版』井田
正博／学研メディカル秀潤社

『心エコー図』筒井裕之／メジカルビュー社
『消化管EUSパーフェクトガイド』藤城光弘／日
本医事新報社

『救急・集中治療最新ガイドライン 2018 -'19』
岡元和文／総合医学社

『ステロイドの選び方・使い方ハンドブック 改訂第
3版』山本一彦／羊土社

『NANDA-I看護診断 2018-2020』Herdman, 
T. Heather／医学書院

『いまさら訊けない！水電解質異常の診かた，考え
かた』加藤明彦／中外医学社

『1型糖尿病治療・ケアのエッセンス』馬場園哲也
／医歯薬出版

『高齢者糖尿病治療ガイド 2018』日本糖尿病学
会／文光堂

『診療所/一般病院の血液診療Do&Don't』岡田
定／日本医事新報社

『そうだったのか！症例でみる循環器病態生理』古
川哲史／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『患者さんへの説明の仕方もわかる冠攣縮性狭心
症の見方と考え方』末田章三／総合医学社

『心不全』小室一成／中山書店
『末梢血管疾患診療マニュアル』東谷迪昭／南江堂
『リンパ浮腫診療ガイドライン 2018年版』日本

リンパ浮腫学会／金原出版
『急性呼吸不全』藤野裕士／中山書店
『肺高血圧症』筒井裕之／メジカルビュー社
『膵・胆道疾患診療の最前線』佐々木裕／中山書店
『胃癌治療ガイドライン 2018年1月改訂第5版』
日本胃癌学会／金原出版

『膵癌・胆道癌』齋浦明夫／メジカルビュー社
『IPMN国際診療ガイドライン 2017年版』国際
膵臓学会／医学書院

『運動ニューロン疾患』青木正志／中外医学社
『標準精神医学 第7版』尾崎紀夫／医学書院
『神経感染症』亀井聡／中外医学社
『中枢脱髄性疾患』吉良潤一／中外医学社
『末梢神経障害』神田隆／中外医学社
『臨床・病理脳腫瘍取扱い規約 第4版』日本脳
神経外科学会／金原出版

『頭部の鑑別診断のポイント』青木茂樹／学研メ
ディカル秀潤社

『PTSD・物質乱用治療マニュアル』Najavits, 
Lisa M.／金剛出版

『 誰もが知りたいADHDの疑 問に答える本 』
Hinshaw, Stephen P.／星和書店

『わかりやすい予防接種 改訂第6版』渡辺博／診
断と治療社

『標準麻酔科学 第7版』稲田英一／医学書院
『合併症ゼロを目指した最新の低侵襲内視鏡外科
手術』金原出版

『がん患者の心臓を守る！腫瘍循環器学Q&A』伊
藤浩／文光堂

『ICD・CRTの考えかた，使いかた』清水昭彦／
中外医学社

『胃癌』佐野武／メジカルビュー社
『消化管ストーマ関連合併症の予防と治療・ケア
の手引き』日本ストーマ排泄リハビリテーション学
会／金原出版

『肩関節手術のすべて』菅谷啓之／メジカルビュー
社

『Q&A・フローチャートによる下肢切断の理学療法 
第4版』原和彦／医歯薬出版

『あたらしい皮膚科学』清水宏／中山書店
『ガスレス・シングルポート泌尿器手術 基盤・上級
編』木原和徳／医学図書出版

『腹腔鏡手術』荒井陽一／メジカルビュー社
『産婦人科感染症マニュアル』日本産婦人科感染
症学会／金原出版

『MEAマイクロ波子宮内膜アブレーションの臨床』
浅川恭行／メジカルビュー社

『図説よくわかる臨床不妊症学 第3版 生殖補助
医療編』柴原浩章／中外医学社

『心疾患合併妊娠の管理』吉松淳／メジカルビュ
ー社

『事例から学ぶ産科医療補償制度と助産リスクマ
ネジメント』村上明美／医歯薬出版

『わかりやすい感覚器疾患』前田直之／日本医師会
『現代の眼科学 改訂第13版』吉田晃敏／金原出
版

『眼科インフォームド・コンセント』國吉一樹／金
芳堂

『頭頸部癌取扱い規約 第6版』日本頭頸部癌学
会／金原出版

『音声障害診療ガイドライン 2018年版』日本音
声言語医学会／金原出版

『日本版重症患者の栄養療法ガイドライン』日本
集中治療医学会／真興交易（株）医書出版部

『HCR-20コンパニオン・ガイド 暴力のリスク・
マネージメント』DouglasKevin S.／星和書店
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調査及び立法考査局／国立国会図書館


