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 法 律 学・ 法 哲 学　　　　　　　　　
『噓の効用 新装版』末弘厳太郎／日本評論
社

『法教育教材わたしたちの社会と法』関東弁
護士会連合会／商事法務

『現代法律実務の諸問題 平成29年度研修
版』日本弁護士連合会／第一法規

『法の支配のヒストリー』戒能通弘／ナカニ
シヤ出版

『平等主義基本論文集』広瀬巌／勁草書房
『境界線上の法/主体 屈託のある正義へ』
江口厚仁／ナカニシヤ出版

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『プロボノ活動の原則と実務 公共奉仕と専
門職』Rhode, Deborah L.／早稲田大学
比較法研究所

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『ヘイト・クライムと植民地主義 反差別と
自己決定権のために』木村朗／三一書房

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　　　
『選挙ガバナンスの実態 日本編 「公正・公
平」を目指す制度運用とその課題』大西裕
／ミネルヴァ書房

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『改正税法のすべて 平成30年版』寺崎寛
之／大蔵財務協会

『契約書作成に役立つ税務知識Q&A 第2
版』森濱田松本法律事務所／中央経済社

『税務コンプライアンスのための企業法務戦
略』第一東京弁護士会総合法律研究所／民
事法研究会

『Q&A空き家をめぐる税務 空き家譲渡の
3,000万円控除の特例を中心に』塩野入
文雄／新日本法規出版

『債務超過会社における組織再編・資本等
取引の会計・税務Q&A』佐藤信祐／中央
経済社

『試験研究費の法人税務 7訂版』成松洋一
／大蔵財務協会

『税制改正の解説 平成30年度』第一法規
『目的別 生前贈与のポイントと活用事例』
飯塚美幸／新日本法規出版

『税務署もうなずく相続税の税務調査対応テ
クニック』税理士法人チェスター／中央経
済社

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　
『都道府県出先機関の実証研究 自治体間連
携と都道府県機能の分析』水谷利亮／法律
文化社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『法学講義民法総則 第3版』奥田昌道／勁
草書房

『土地所有権の空洞化 東アジアからの人口
論的展望』飯國芳明／ナカニシヤ出版

『債権総論 第5版』潮見佳男／信山社出版
『ケーススタディで学ぶ債権法改正』弁護士

法人大江橋法律事務所／商事法務
『判決例・審判例にみる婚姻外関係保護基
準の判断 不当解消・財産分与・死亡解消等』
平田厚／新日本法規出版

『ヒアリングシートを活用した遺言書作成聴
取事項のチェックポイント』伊東大祐／新
日本法規出版

『詳解民事信託 実務家のための留意点とガ
イドライン』田中和明／日本加除出版

『マンション管理組合の総会運営の実務 民
泊サービスなど最新の課題に対応するために』
渡辺晋／大成出版社

『損害賠償における休業損害と逸失利益算
定の手引き2018年版』斎藤博明／保険
毎日新聞社

『裁判例にみる交通事故物的損害第3集』
海道野守／保険毎日新聞社

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『企業不祥事事典2 ケーススタディ2007-
2017』日外アソシエーツ株式会社／日外ア
ソシエーツ

『クレーム対応の「超」基本エッセンス』エ
スピーネットワーク／第一法規

『企業危機・不祥事対応の法務 第2版』森
濱田松本法律事務所／商事法務

『株主代表訴訟の終了制度』顧丹丹／成文
堂

『何が変わる？収益認識の実務 影響と対応』
新日本有限責任監査法人／中央経済社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『大コンメンタール刑法 第3版第13巻 第
246条〜第264条』大塚仁／青林書院

『概説サイバー犯罪 法令解説と捜査・公判
の実際』河村博／青林書院

『相模原事件が私たちに問うもの』太田順一
郎／批評社

『共謀罪コンメンタール 組織犯罪処罰法6
条の2の徹底解説と対応策』小池振一郎／
現代人文社

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　
『『検証・司法制度改革Ⅰ，Ⅱ』その後 自分
史的記述を兼ねて』萩原金美／中央大学出
版部

『なさねばならぬ 人権擁護と社会正義実現
の回想』伊藤末治郎／ぎょうせい

『東京弁護士会夏期合同研究 2018（平成
30）年度』東京弁護士会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　
『民事紛争解決の基本実務』木納敏和／日
本評論社

『新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版』
後藤昭／日本評論社

『当番弁護士マニュアル本文編』東京三弁
護士会刑事弁護センター／東京三弁護士会
刑事弁護センター

『当番弁護士マニュアル書式・資料編』東
京三弁護士会刑事弁護センター／東京三弁
護士会刑事弁護センター

『先を見通す捜査弁護術』服部啓一郎／第
一法規

『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

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　
『システム開発紛争ハンドブック 新版 発注
から運用までの実務対応』松島淳也／第一
法規

『流通・取引慣行ガイドライン』佐久間正哉
／商事法務

『景品表示法の法律相談 改訂版』加藤公司
／青林書院

 観 光・ 交 通 法　　　　　　　　　　
『Q&A旅館ホテル業トラブル解決の手引 改
訂版』雨宮真也／新日本法規出版

『よくわかる民泊事業Q&A 平成30年6月
施行対応！』住宅宿泊事業法研究会／ぎょ
うせい

『鉄道トンネル火災事故の検証 避難行動の
心理と誘導のあり方』吉田裕／ミネルヴァ
書房

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『労働契約解消の法律実務 第3版』石崎信
憲／中央経済社

『職場のメンタルヘルス』診断と治療社

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　
『障害者総合支援法事業者ハンドブック
2018年版指定基準編』中央法規出版

『自殺対策の政治学』森山花鈴／晃洋書房
『ケアとしての就労支援』日本評論社
『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

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『変貌する「難民」と崩壊する国際人道制度 
21世紀における難民・強制移動研究の分
析枠組み』小泉康一／ナカニシヤ出版

『世界の難民をたすける30の方法』滝澤三
郎／合同出版

『「外国人の人権」の社会学 外国人へのまな
ざしと偽装査証，少年非行，LGBT，そして
ヘイト』丹野清人／吉田書店

『産業構造の変化と外国人 労働者労働現場
の実態と歴史的視点』津崎克彦／明石書店

『外国人技能実習生法的支援マニュアル 今
後の外国人労働者受入れ制度と人権侵害の
回復』外国人技能実習生問題弁護士連絡
会／明石書店

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『異常値の出るメカニズム 第7版 KAWAI's 
LABORATORY MEDICINE』山田俊幸／
医学書院

『尿検査のみかた，考えかた』金子一成／中
外医学社

『よくわかる輸血学 第3版 必ず知っておきた
い輸血の基礎知識と検査・治療のポイント』
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大久保光夫／羊土社
『救急診療指針 改訂第5版』日本救急医学
会／へるす出版

『柔道整復学 改訂第6版』全国柔道整復学
校協会／南江堂

『慢性疼痛治療ガイドライン』慢性疼痛治
療ガイドライン作成ワーキンググループ／真
興交易㈱医書出版部

『糖尿病治療ガイド2018-2019』日本糖
尿病学会／文光堂

『消化管内視鏡診断テキスト 第4版2』藤
城光弘／文光堂

『医学生・研修医のための神経内科学 改訂
3版』神田隆／中外医学社

『てんかん診療ガイドライン2018』日本神
経学会／医学書院

『知っておきたい改正道路交通法と認知症診
療』川畑信也／中外医学社

『小児全身性エリテマトーデス（SLE）診療
の手引き2018年版』厚生労働省／羊土
社

『小児期シェーグレン症候群（SS）診療の手
引き2018年版』厚生労働省／羊土社

『脳性麻痺をいかに予防するか？ 産科医療
補償制度再発防止に関する報告書をもとに』
東京医学社

『ジェネラリストのための耳鼻咽喉科疾患の
診かた』藤原崇志／中外医学社

『胃がん 改訂3版』笹子三津留／医薬ジャ

ーナル社
『不整脈デバイス治療バイブル 適応・治療・
管理まですべてマスター』国立循環器病研
究センター／南江堂

『皮膚科レジデントマニュアル』鶴田大輔／
医学書院

『皮膚外科基本テキスト』出光俊郎／文光
堂

『若年性皮膚筋炎（JDM）診療の手引き
2018年版』厚生労働省／羊土社

『脊椎手術と合併症 回避の技とトラブルシ
ューティング』西良浩一／メジカルビュー社

『臨床・病理乳癌取扱い規約 第18版』日
本乳癌学会／金原出版

『脳・脊髄外傷の治療 外傷診療を再発見し
よう』菊田健一郎／メジカルビュー社

『緑内障』大鹿哲郎／中山書店
『乳癌診療ガイドライン 第4版2018年版1 
治療編』日本乳癌学会／金原出版

『乳癌診療ガイドライン 第4版2018年版2 
疫学・診断編』日本乳癌学会／金原出版

『子どもの症状別診断へのアプローチ』東京
都立小児総合医療センター／医学書院

『なぜ子どもは自殺するのか その実態とエビ
デンスに基づく予防戦略』伝田健三／新興
医学出版社

『整形外科 用語のいざない』国分正一／金
原出版

『神経内科ゴールデンハンドブック 改訂第2

版増補』鈴木則宏／南江堂
『骨折・脱臼 改訂4版』富士川恭輔／南山
堂

『在宅医療バイブル 第2版 家庭医療学，老
年医学，緩和医療学の3領域からアプロー
チする』川越正平／日本医事新報社

『オーラルバイオロジー 病態から学ぶ歯科基
礎医学』Creanor, Stephen／南江堂

『伊藤病院 甲状腺疾患を極める』伊藤公一
／新興医学出版社

『医学生・研修医のための画像診断リファレ
ンス』山下康行／医学書院

『チーム医療のための造血細胞移植ガイドブ
ック 移植チーム・造血細胞移植コーディネ
ーター必携』日本造血細胞移植学会／医薬
ジャーナル社

『感染症クリスタルエビデンス』岡秀昭／金
芳堂

『標準頸動脈エコー テクニックと意義』松
尾汎／日本医事新報社

『OSCE/Post-CC OSCEに役立つ医学生
のための基本的臨床手技』山田高嗣／診断
と治療社

『膵癌早期診断実践ガイド』花田敬士／文
光堂

『基礎からわかる！カテーテルアブレーショ
ン』松尾征一郎／医歯薬出版

『CTGモニタリングテキスト 改訂版』日本
母体胎児医学会／東京医学社




