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 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『アメリカプライバシー法』Hoofnagle, Chris 
Jay／勁草書房

『法による国家制限の理論』今関源成／日本
評論社

『科学的証拠とフライ法則』小早川義則／成
文堂

『わかりやすい米国民事訴訟の実務』関戸麦
／商事法務

『中国・タイ・ベトナム労働法の実務Q&A』
五十嵐充／労働調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『日本国憲法制定資料全集：帝国議会議事録
総索引 20』芦部信喜／信山社出版

『セックスワーク・スタディーズ 当事者視点で
考える性と労働』SWASH／日本評論社

 政 党 法　　　　　　　　　　　　　　
『政治資金規正法違反事例集 2』国政情報セ
ンター／国政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『日本列島「法」改造論』阿部泰隆／第一法規
『事例と図でわかる建物改修・活用のための建
築法規』佐久間悠／学芸出版社

 警 察・ 防 衛 法　　　　　　　　　　　
『反社会的勢力への対応（DVD）』加藤久雄
／東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図
書館

『日本の海上権力 作戦術の意義と実践』下平
拓哉／成文堂

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『税務調査における質問応答記録書の実務対
応』鴻秀明／清文社

『個人の税務相談事例500選 平成30年版』
鈴木孝雄／納税協会連合会

『租税正義と国税通則法総則』木村弘之亮／
信山社

『国際課税・係争のリスク管理と解決策』山
川博樹／中央経済社

『日税研論集 所得税の基本的諸問題 第74
号（2018）』日本税務研究センター／日本税
務研究センター

『日本・国際税務発展史』矢内一好／中央経
済社

『税法基本講義 第6版』谷口勢津夫／弘文堂
『事例と条文で読み解く税務のための民法講
義』梅本淳久／ロギカ書房

『図解組織再編税制 平成30年版』中村慈美
／大蔵財務協会

『法人税税務証拠フォーム作成マニュアル』平
川忠雄／日本法令

『収益認識の税務と法務 平成30年版』桜井
光照／大蔵財務協会

『市場所得と応能負担原則』奥谷健／成文堂

『難解事例から探る財産評価のキーポイント 
第3集』笹岡宏保／ぎょうせい

『相続税贈与税の実務と申告 平成30年版』
宮澤克浩／大蔵財務協会

『タイムリミットで考える相続税対策実践ハン
ドブック 平成30年9月改訂』山本和義／清
文社

『Q&A115新時代の生前贈与と税務 平成
30年改訂版』坪多晶子／ぎょうせい

『法務と税務のプロのための改正相続法徹底
ガイド』松嶋隆弘／ぎょうせい

『事業承継実務ハンドブック 第4版』鈴木義
行／中央経済社

『実例でわかる！地積規模の大きな宅地』芳
賀則人／清文社

『税務調査官の視点からつかむ印紙税の実務
と対策』佐藤明弘／第一法規

『要説住民税 平成30年度版』市町村税務研
究会／ぎょうせい

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　
『地方公務員年金制度の解説 平成30年度
版』地方公務員年金制度研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『民法学と公共政策講義録』吉田邦彦／信山社
『公益認定の判断基準と実務』出口正之／全
国公益法人協会

『現代建設工事契約の基礎知識 改訂4版』
島本幸一郎／大成出版社

『逐条講義製造物責任法 第2版』土庫澄子
／勁草書房

『特別養子制度の見直しに関する中間試案（別
冊NBL No.166）』商事法務／商事法務

『よくわかる成年後見制度活用ブック』岩崎
香／中央法規出版

『設問解説相続法と登記 新訂』幸良秋夫／日
本加除出版

『「登記制度・土地所有権の在り方等に関する
研究会」中間取りまとめの概要』金融財政事
情研究会／金融財政事情研究会

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 17』木村三
男／日本加除出版

『簡裁交通損害賠償訴訟実務マニュアル』園
部厚／青林書院

『弁護士のためのイチからわかる交通事故対応
実務』西原正騎／日本法令

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『悪質クレーマー・反社会的勢力対応実務マ
ニュアル』藤川元／民事法研究会

『事業承継に活かす持分会社・一般社団法人・
信託の法務・税務 第2版』牧口晴一／中央
経済社

『任意の指名委員会・報酬委員会の実態調査
（別冊商事法務No.435）』祝田法律事務所
／商事法務

『取締役会評価の現状（別冊商事法務No. 

436） 平成30年版』金澤浩志／商事法務
『会計不正事例と監査』吉見宏／同文舘出版
『保険法』金沢理／成文堂
『リーガルマインド手形法・小切手法 第3版』
弥永真生／有斐閣

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『海外進出企業のための外国公務員贈賄規制
ハンドブック』森・浜田松本法律事務所／商
事法務

『犯罪の一般理論 低自己統制シンドローム』
Gottfredson, M. R.／丸善出版

『刑事司法と精神鑑定』北潟谷仁／現代人
文社

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　
『司法における国民的基盤の確立をめざして』
日本弁護士連合会／日本弁護士連合会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　
『完全講義民事裁判実務の基礎 新版 第2版 
入門編』大島眞一／民事法研究会

『逐条実務刑事訴訟法』伊丹俊彦／立花書房
『裁判員裁判において公判準備に困難を来し
た事件に関する実証的研究』川出敏裕／司法
研修所

『隠された証拠が冤罪を晴らす』日本弁護士
連合会再審における証拠開示に関する特別部
会／現代人文社

『少年矯正制度の再構築』藤田尚／日本評論社

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　
『デジタル法務の実務Q&A』高橋郁夫／日本
加除出版

『バーチャルマネーの法務 第2版 電子マネー・
ポイント・仮想通貨を中心に』北浜法律事務
所／民事法研究会

『原発事故後の子ども保養支援』疋田香澄／
人文書院

『新しい建設業経営事項審査申請の手引 改訂
11版』建設業許可行政研究会／大成出版社

『建設業許可Q&A 第10版』全国建行協／
日刊建設通信新聞社

『弁護士・公認会計士の視点と実務 中小企業
のM&A』加藤真朗／日本加除出版

『変わるM&A』森・浜田松本法律事務所／
日本経済新聞出版社

『業種別法務デュー・ディリジェンス実務ハン
ドブック』宮下央／中央経済社

『ビジネスデューデリジェンスの実務 第4版』
PwCアドバイザリー合同会社／中央経済社

『消費者法講義 第5版』日本弁護士連合会
／日本評論社

『特定商取引のトラブル相談Q&A』久米川良
子／民事法研究会

『OTCデリバティブ規制改革とFMI原則』羽
渕貴秀／金融財政事情研究会

『成長と承継のためのPEファンド活用の教科
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書』波光史成／東洋経済新報社
『経営者保証ガイドライン実践活用Q&A』小
田大輔／銀行研修社

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　
『特許侵害訴訟』森・浜田松本法律事務所／
中央経済社

 観 光・ 交 通 法　　　　　　　　　　　
『民泊3タイプ開設・契約・運営とトラブル対
策』Martial Arts／日本法令

『必携ドローン活用ガイド』内山庄一郎／東京
法令出版

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『実務に効く労働判例精選 第2版』岩村正彦
／有斐閣

『働き方改革法 労働基準法，労働安全衛生法，
パート労働法，派遣法』大村剛史／労務行政

『働き方改革！制度改正と関連施策の早わか
り』労働調査会／労働調査会

『事例で分かる外食・小売業の労務戦略 増補
版』神田孝／第一法規

『人事労務の法律問題対応の指針と手順』佐
藤久文／商事法務

『過重労働防止の基本と実務』石嵜信憲／中
央経済社

『労災事故と示談の手引 改訂新版』秋永憲一
／労働調査会

『家族・地域のなかの女性と労働』木本喜美
子／明石書店

『女性労働に関する基礎的研究』脇坂明／日
本評論社

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　　　
『戦後社会保障の証言』菅沼隆／有斐閣
『<概観>社会保障法総論・社会保険法』伊
奈川秀和／信山社

『事例解説高齢者からの終活相談に応えるた
めの基礎知識』相原佳子／青林書院

『貧困と生活困窮者支援』埋橋孝文／法律文
化社

『「生活保護法」から「生活保障法」へ』生活
保護問題対策全国会議／明石書店

 医 事・ 薬 事 法　　　　　　　　　　　
『医学研究・臨床試験の倫理』井上悠輔／日
本評論社

『医薬・ヘルスケアの法務』アンダーソン・毛利・
友常法律事務所／商事法務

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　
『自治体環境行政法 第8版』北村喜宣／第
一法規

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　
『図解労働・社会保険の書式・手続完全マニ
ュアル 7訂版』社会保険労務士「高志会」
／日本法令

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『父の遺した「シベリア日記」』大森一壽郎／
司法協会

『国際私法入門 第8版』沢木敬郎／有斐閣
『介護就労を目指す外国人の入国および在留
に関する解説とQ&A』佐藤修／厚有出版

『外国人の受入れと日本社会』高宅茂／日本
加除出版

『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 16
訂版』出入国管理関係法令研究会／日本加
除出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『多胎一部救胎手術』根津八紘／唐松書房
『出生前診断受ける受けない誰が決めるの？』
山中美智子／生活書院


