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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　
『法の理論と実務の交錯 共栄法律事務所創立
20周年記念論文集』共栄法律事務所／共栄
法務研究所

『現代日本法へのカタバシス 新版』木庭顕／
みすず書房

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『現代英国税制』酒井翔子／税務経理協会
『シェブロン法理の考察』辻雄一郎／日本評
論社

『クラス・アクションの研究 アメリカにおける
集団的救済の展開』楪博行／丸善プラネット

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『人身売買と貧困の女性化 カンボジアにおけ
る構造的暴力』島﨑裕子／明石書店

『憲法関係答弁例集3 内閣法制局情報公開資
料』信山社

『資料で考える憲法』谷口真由美／法律文化社

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『法治行政論』高木光／弘文堂
『過料と不文の原則』須藤陽子／法律文化社
『空き地・空き家を活用した都市のスポンジ
化対策Q&A』都市計画法制研究会／ぎょう
せい

『東京都建築安全条例とその解説 改訂34版』
東京建築士会

『必携住宅の品質確保の促進等に関する法律 
改訂版2018』国土交通省／創樹社

『防災・減災・復旧・復興Q&A 大災害被災
者支援の経験から』近畿災害対策まちづくり
支援機構／東方出版

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　　
『新・防衛法制』田村重信／内外出版
『日本の安全保障法制入門 第3版』鈴木和
之／内外出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『実務に対応する税務弁護の手引き』坂田真
吾／清文社

『国際租税法 概論 第4版』本庄資／大蔵財
務協会

『不動産の評価・権利調整と税務平成30年
10月改訂 土地・建物の売買・賃貸からビル
建設までのコンサルティング』鵜野和夫／清
文社

『図解証券投資の経理と税務平成30年度版』
SMBC日興証券株式会社／中央経済社

『法人税事例選集平成30年10月改訂問答
式』森田政夫／清文社

『投資ストラクチャーの税務 9訂版クロスボー
ダー投資と匿名組合/任意組合』鬼頭朱実／
税務経理協会

『法人税の理論と実務平成30年度版』山本
守之／中央経済社

『使う？使わない？新・事業承継税制の活用
法と落とし穴 平成30年度税制改正』西中
間浩／新日本法規出版

『相続税務・法務相談シート集2018年度版』
辻本郷税理士法人／銀行研修社

『新事業承継税制の活用と実務Q&A』税理
士法人山田&パートナーズ／日本法令

『「みなし贈与」のすべて』伊藤俊一／ロギカ
書房

『迷ったときに開く実務に活かす印紙税の実践
と応用』鳥飼重和／新日本法規出版

『実務に活かす印紙税の知識 改訂5版』木村
剛志／税務研究会出版局

『プロフェッショナル消費税の実務平成30年
10月改訂』金井恵美子／清文社

『地方税取扱いの手引平成30年10月改訂』
地方税制度研究会／納税協会連合会

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『論点体系判例民法 第3版1 総則』能見善
久／第一法規

『論点体系判例民法 第3版2 物権』能見善
久／第一法規

『論点体系判例民法 第3版3 担保物権』能
見善久／第一法規

『論点体系判例民法 第3版6 契約1』能見
善久／第一法規

『論点体系判例民法 第3版7 契約2』能見
善久／第一法規

『論点体系判例民法 第3版11 親族』能見善
久／第一法規

『債権法改正Q&A 金融実務の変化に完全対
応』岩田合同法律事務所／銀行研修社

『改正民法と新収益認識基準に基づく契約書
作成・見直しの実務』横張清威／日本法令

『定型約款の実務Q&A』村松秀樹／商事法務
『契約法の現代化2 民法の現代化』山本敬三
／商事法務

『事例解説未成年後見実務』相原佳子／日本
加除出版

『実務家が陥りやすい相続・遺言の落とし穴』
遺言相続実務問題研究会／新日本法規出版

『税理士のための相続をめぐる民法と税法の理
解 相続法改正対応！！』関根稔／ぎょうせい

『渉外不動産登記の法律と実務2 相続，売買，
準拠法に関する実例解説』山北英仁／日本加
除出版

『現代の信託法 アメリカと日本』樋口範雄／
弘文堂

『マンションにおける共同利益背反行為への対
応 区分所有法57条・58条・59条・60条
の実務』関口康晴／日本加除出版

『自賠責保険・共済紛争処理事例集第16巻
（平成29年度）』自賠責保険・共済紛争処理
機構／自賠責保険・共済紛争処理機構

『交通事件処理マニュアル 補訂版』大阪弁護
士会／大阪弁護士会交通事故委員会

『交通事故損害賠償必携2019年 資料編』
宮原守男／新日本法規出版

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『民法とつながる商法総則・商行為法 第2版』
北居功／商事法務

『会社法入門 第13版』前田庸／有斐閣

『データ戦略と法律 攻めのビジネスQ&A』中
崎隆／日経BP社

『企業不祥事のケーススタディ 実例と裁判例』
中央総合法律事務所／商事法務

『一問一答・平成30年商法改正』松井信憲
／商事法務

『コーポレートガバナンス・コードの実践 改訂
版』武井一浩／日経BP社

『コーポレートガバナンス・コードの実務 第3
版』沢口実／商事法務

『コーポレートガバナンス・コードの読み方・
考え方 第2版』中村直人／商事法務

『新しい取締役会議事録作成の実務』中村直
人／商事法務

『IFRS「リース」プラクティス・ガイド』PwC
あらた有限責任監査法人／中央経済社

『スクイーズ・アウトの法務と税務 第2版 少
数株主排除』松尾拓也／中央経済社

『組織再編における債権者保護 詐害的会社分
割における「詐害性」の考察』牧真理子／法
律文化社

『事業譲渡・譲受けの法務 第3版 M&A』三
浦亮太／中央経済社

『保険実務におけるトラブル対応の理論と実
践』吉沢卓哉／保険毎日新聞社

『新・株式会社の登記実務 145問と書式解説』
吉岡誠一／日本加除出版

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『日髙義博先生古稀祝賀論文集上巻』高橋則
夫／成文堂

『日髙義博先生古稀祝賀論文集下巻』高橋則
夫／成文堂

『講義刑法学・総論 第2版』井田良／有斐閣
『被害者の承諾』吉田敏雄／成文堂
『緊急避難の理論とアクチュアリティ』深町晋
也／弘文堂

『新錯誤論』香川達夫／成文堂
『共犯の基礎理論』外木央晃／成文堂
『刑法各論 第3版』高橋則夫／成文堂
『不安解消！出所者支援 わたしたちにできる
こと』掛川直之／旬報社

『相模原事件はなぜ起きたのか 保安処分とし
ての措置入院』井原裕／批評社

『脱税と制裁 増補版』佐藤英明／弘文堂

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　
『家庭裁判所物語』清永聡／日本評論社
『法律事務職員応用研修テキスト5 成年後見 
第2版』日本弁護士補助職協会／日本弁護
士補助職協会

『法律事務職員応用研修テキスト6 登記，供
託，担保取消 第2版』日本弁護士補助職協
会／日本弁護士補助職協会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　
『簡裁民事ハンドブック1 通常訴訟編 第2版』
塩谷雅人／民事法研究会

『訴訟類型別訴状審査をめぐる実務』佐藤裕
義／新日本法規出版

『ADR法制の現代的課題』山本和彦／有斐閣
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『はい6民ですお答えします 2018年10月
第2版 倒産実務Q&A』川畑正文／大阪弁
護士協同組合

『個人再生の実務Q&A120問』全国倒産処
理弁護士ネットワーク／金融財政事情研究会

『家事事件手続法規逐条解説1』梶村太市／
テイハン

『新・実践刑事弁護 第2版 昇平弁護士奮闘
記』東京弁護士会刑事弁護委員会／現代人
文社

『ケーススタディ危険運転致死傷罪 第2版』
城祐一郎／東京法令出版

『法務総合研究所研究部報告58 青少年の立
ち直り（デシスタンス）に関する研究』法務総
合研究所／法務総合研究所

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　
『サイバーセキュリティ入門 図解×Q&A』羽
室英太郎／慶應義塾大学出版会

『製造も広告担当も知っておきたい景品表示
法対応ガイドブック』植村幸也／第一法規

『金融商品取引法コンメンタール 第2版1 定
義・開示制度』神田秀樹／商事法務

『アルゴリズム取引の正体』NTTデータ・フ
ィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学
センター／金融財政事情研究会

『金融危機管理の成功と失敗』徳丸浩／日本
評論社

『詳説犯罪収益移転防止法・外為法 第3版』
中崎隆／中央経済社

『ブロックチェーンビジネスとICOのフィジビ
リティスタディ』小笠原匡隆／商事法務

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　
『商標登録制度の解説と意見書27例 改訂版』
真島宏明／経済産業調査会

『すぐに役立つ改正対応著作権・コンテンツビ
ジネスの法律とトラブル解決マニュアル』三
修社

『著作権法入門2018-2019』文化庁／著
作権情報センター

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『働き方改革とこれからの時代の労働法』菅
野百合／商事法務

『雇用システム論』佐口和郎／有斐閣
『Q&A働き方改革法の解説と企業の実務対
応』岩出誠／ロギカ書房

『働き方改革のすべて』岡崎淳一／日本経済
新聞出版社

『「働き方改革関連法」改正にともなう就業規
則変更の実務』岩出誠／清文社

『職業安定法の実務解説 改訂第5版』労働
新聞社／労働新聞社

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　
『認知症と民法』小賀野晶一／勁草書房
『発達障害を職場でささえる 全員の本領発揮
を目指すプレゼンティーズムという視点』宮木
幸一／東京大学出版会

『Q&A自殺対策計画策定ハンドブック』本橋

豊／ぎょうせい
『生活保護手帳別冊問答集2018年度版』中
央法規出版

『保育政策の国際比較 子どもの貧困・不平
等に世 界の保 育はどう向き合 っているか 』
Gambaro, Ludovica／明石書店

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『明治大学ELM（法・医・倫理の資料館）
山崎佐旧蔵資料目録』石野智大／明治大学
ELM

『看護師の注意義務と責任 新版 Q&Aと事故
事例の解説』加藤済仁／新日本法規

『美容医療トラブル解決への実務マニュアル 
施術別裁判例をふまえて』末吉宜子／日本加
除出版

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　
『電磁波過敏症 増補改訂版』大久保貞利／
緑風出版

『廃棄物・リサイクル・その他環境事犯捜査
実務ハンドブック』緒方由紀子／立花書房

 ス ポ ー ツ 法　　　　　　　　　　　　
『Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本』
第一東京弁護士会総合法律研究所／同文舘
出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『北極国際法秩序の展望 科学・環境・海洋』
稲垣治／東信堂

『これだけは知っておきたい！弁護士による宇
宙ビジネスガイド New Spaceの潮流と変わ
りゆく法』第一東京弁護士会／同文舘出版

『よくわかる投資協定と仲裁』フレッシュフィ
ールズブルックハウスデリンガー法律事務所／
商事法務

『外国人の法律相談 改訂版』東京弁護士会
外国人の権利に関する委員会／学陽書房

『移民政策と多文化コミュニティへの道のり 
APFSの外国人住民支援活動の軌跡』吉成
勝男／現代人文社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『主訴と所見からみた眼科』富田剛司／金原
出版

『コンピュータ支援手術の現状と課題』金原
出版

『 現 場で使い尽くす診 療ガイドライン選 集
2018』へるす出版

『プライマリケアに活かす臨床耳鼻咽喉科学』
白幡雄一／中山書店

『外傷初期診療ガイドラインJATEC 改訂第
5版』日本外傷学会／へるす出版

『精巣腫瘍取扱い規約 第4版』日本泌尿器
科学会／金原出版

『心臓ペースメーカ・ICD・CRT・CRT-D 知
識を習得し，実践で活かす最強のメソッド』
筒井裕之／メジカルビュー社

『急性冠症候群 知識を習得し，実践で活かす
最強のメソッド』筒井裕之／メジカルビュー社

『脳幹・脳深部の手術 手術アプローチの基本
と手術の考えかた』斉藤延人／メジカルビュ
ー社

『間質性肺炎・肺線維症と類縁疾患』三嶋理
晃／中山書店

『がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関す
る基本的な考え方の手引き2018年版』日
本緩和医療学会／金原出版

『嚥下障害診療ガイドライン2018年版』日
本耳鼻咽喉科学会／金原出版

『子宮体がん治療ガイドライン2018年版』
日本婦人科腫瘍学会／金原出版

『終末期を考える  今，わかっていること&医
師ができること』岡村知直／羊土社

『潜在性結核感染症LTBI 診療ハンドブック』
阿彦忠之／南江堂

『脳血管内治療スタート&スタンダード』吉村
紳一／メジカルビュー社

『糖尿病と骨粗鬆症 治療薬を考える』井上大
輔／日本医事新報社

『胎児発育不全』池田智明／中外医学社
『緩和医療 がんの痛みは必ずとれる』大岩孝
司／中山書店

『冠動脈疾患治療のためのロータブレーター実
践ガイド 合併症の予防と対策』坂倉建一／
文光堂

『学校心臓検診実践マニュアルQ&A 突然死
の可能性のある疾患の早期発見のために』日
本小児循環器学会／診断と治療社

『はじめて学ぶやさしい疫学 改訂第3版日本
疫学会標準テキスト』南江堂

『食物アレルギーの栄養指導 新版』今井孝成
／医歯薬出版

『嚥下障害ポケットマニュアル 第4版』聖隷
嚥下チーム／医歯薬出版

『脳性まひと運動』穐山富太郎／医歯薬出版
『第三期特定健診・特定保健指導ガイド』門
脇孝／南山堂

『心臓・大動脈外科手術 基本・コツ・勘所』
小坂真一／医学書院

『新・心エコーの読み方，考え方 改訂4版』
羽田勝征／中外医学社

『今日からできる高齢者の誤嚥性肺炎予防』
東嶋美佐子／医歯薬出版

『ケロイド・肥厚性瘢痕診断・治療指針2018』
瘢痕・ケロイド治療研究会／全日本病院出版会

『ダウン症のすべて』諏訪まゆみ／中外医学社
『事例から学ぶ医療安全対策』矢内原仁／東
京医学社

『組織移植TextBook 組織移植医・組織移
植コーディネーターにむけて』日本組織移植
学会／へるす出版

『小児・成育循環器学』日本小児循環器学会
／診断と治療社

『外傷専門診療ガイドラインJETEC 改訂第
2版 戦略と戦術，そしてチームマネジメント』
日本外傷学会／へるす出版

『エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン
2018』日本腎臓学会／東京医学社

『原発不明がん診療ガイドライン 改訂第2版』
日本臨床腫瘍学会／南江堂


