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 法 律 学・ 法 哲 学　　　　　　　　　
『地球社会法学への誘い』山内惟介／信山社
『法多元主義 交錯する国家法と非国家法』浅野
有紀／弘文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『日本とドイツにおける株式会社法の発展』高橋
英治／中央経済社

『米国ディスカバリの法と実務』土井悦生／発明
推進協会

『台湾会社への投資・経営の法務 実務上よくある
質問に答える』萬國法律事務所／五南圖書出版

『インドネシアのビジネス法務』西村あさひ法律
事務所／有斐閣

『要点解説米国特許実務入門』木梨貞男／発明
推進協会

『インド特許実務ハンドブック』安田恵／発明推
進協会

『児童福祉と司法の間の子の福祉 ドイツにみる
児童虐待防止のための諸力連携』岩志和一郎
／尚学社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『マッカーサーと幣原総理 憲法九条の発案者は
どちらか』大越哲仁／大学教育出版

『教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ』
風間孝／法律文化社

『詳説天皇の退位 平成の終焉』飯田泰士／昭和
堂

『新・情報公開法の逐条解説 第8版 行政機関
情報公開法・独立行政法人等情報公開法』宇
賀克也／有斐閣

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解
体工事編 平成30年版 営繕工事写真撮影要領

（平成28年版）による』公共建築協会／公共建
築協会

『工事写真撮影ガイドブック 機械設備工事編 平
成30年版 営繕工事写真撮影要領（平成28
年版）による』公共建築協会／公共建築協会

『工事写真撮影ガイドブック 電気設備工事編 平
成30年版 営繕工事写真撮影要領（平成28
年版）による』公共建築協会／公共建築協会

『必携用地補償実務便覧 2019』公共用地補
償機構／大成出版社

『新時代の水とひとの生き方 「水防災意識社会」
の再構築に向けて』水管理・国土保全研究会／
大成出版社

 消 防 法　　　　　　　　　　　　　　
『通知でわかる消防用設備の設置免除・緩和措
置 消防法施行令第32条の特例』消防設備設
置基準研究会／新日本法規出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『税金ガイド 30年版 英和対照』川田剛／財経
詳報社

『元審判官が教える！！国税・地方税の審査請求
の実務 知って得する審理プロセス』佐藤善恵／
ぎょうせい

『A I・I T の進化と税務』中央経済社／中央経
済社

『租税法と民法』金子宏／有斐閣
『一問一答新しい都市農地制度と税務 生産緑地
の2022年問題への処方箋』佐藤啓二／ぎょ
うせい

『資産税実務問答集 平成30年11月改訂』福

居英雄／納税協会連合会
『Q&A企業組織再編の会計と税務 第7版』税
理士法人山田&パートナーズ／税務経理協会

『最新の判決例から学ぶ役員退職給与の税務完
全理解』大阪勉強会グループ／日本法令

『減価償却実務問答集 平成30年11月改訂』
後藤加寿弥／納税協会連合会

『図解所得税 平成30年版』中戸川誠／大蔵財
務協会

『一般社団・財団法人の税務と相続対策活用
Q&A 新版 寄附による資産移転で大切な財産を
生かす』平松慎矢／清文社

『組織再編税制をあらためて読み解く 立法趣旨
と保護法益からの検討』白井一馬／中央経済社

『相続税・贈与税取扱いの手引 平成30年10
月改訂』浜野靖史／納税協会連合会

『10%対応消費税の軽減税率と日本型インボイス
制度 改訂新版』熊王征秀／税務研究会出版局

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　
『自治立法綱要』石毛正純／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『人間の学としての民法学 1 構造編：規範の基
層と上層』大村敦志／岩波書店

『人間の学としての民法学 2 歴史編：文明化か
ら社会問題へ』大村敦志／岩波書店

『人間の尊厳と法の役割 民法・消費者法を超え
て』河上正二／信山社

『新・法人登記入門 増補改訂版』テイハン
『担保物権法 第2版』生熊長幸／三省堂
『一問一答相続法改正と金融実務』金融取引法
研究会／経済法令研究会

『基礎から分かる改正相続法の実務ポイント解
説』大坪和敏／大蔵財務協会

『Q&A改正相続法のポイント 改正経緯をふまえ
た実務の視点』日本弁護士連合会／新日本法
規出版

『Q&A改正相続法の実務 新制度がこれ1冊で
わかる』東京弁護士会法友会／ぎょうせい

『詳解相続法』潮見佳男／弘文堂
『世界の空き家対策 公民連携による不動産活用
とエリア再生』米山秀隆／学芸出版社

『キーワードからひもとく権利登記のポイント 元
登記官の視点』青木登／新日本法規出版

『先例から読み解く！建物の表示に関する登記の
実務』後藤浩平／日本加除出版

『登記原因証明情報と不動産登記をめぐる諸問
題』藤原勇喜／テイハン

『境界の理論と実務 改訂版』宝金敏明／日本加
除出版

『Q&A登記手続と登記簿等の見方 これだけは
知っておきたい，今さら人に聞けない』山本芳
治／アズミ

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『会社法 第2版』田中亘／東京大学出版会
『勝利する企業法務 新訂版 法務“戦術"はゴール
から逆算せよ！』湊総合法律事務所／第一法規

『株式評価実務必携 平成30年11月改訂 図解
と個別事例による』井上浩二／納税協会連合会

『非公開株式評価実務マニュアル』梶野研二／
新日本法規出版

『経営者報酬の実務 実効的なガバナンスの構築
からグローバル展開まで』櫛笥隆亮／中央経済社

『役員報酬改革論 増補改訂第2版 日本経済復
活の処方箋』神田秀樹／商事法務

『一般事業会社・銀行をめぐる判例とガバナンス 

リスク管理の原点から』吉井敦子／中央経済社
『コードに対応したコーポレート・ガバナンス報
告書の記載事例の分析 平成30年版』森濱田
松本法律事務所／商事法務

『株主総会日程 平成31年版 会社規模・決算月
別/中間決算』別冊商事法務編集部／商事法務

『生命保険判例集（CD-ROM） 第22巻』生命
保険文化センター

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法総論の理論と実務』小林憲太郎／判例時
報社

『講義刑法総論 第2版』関哲夫／成文堂
『刑事責任能力論』竹川俊也／成文堂
『ネットワーク犯罪と刑法理論』渡邊卓也／成
文堂

『犯罪被害者支援実務ハンドブック 補訂版 被害
者参加，損害賠償命令を中心に』第一東京弁護
士会犯罪被害者に関する委員会／東京法令出版

『刑事弁護人のための科学的証拠入門』科学的
証拠に関する刑事弁護研究会／現代人文社

『年報・死刑廃止 2018 オウム死刑囚からあなた
へ』年報死刑廃止編集委員会／インパクト出版会

『刑事司法ソーシャルワークの実務 本人の更生
支援に向けた福祉と司法の協働』千葉県社会福
祉士会／日本加除出版

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　
『新しい法科大学院改革案 A I に勝つ法曹の技
能』遠藤直哉／信山社

『九州における裁判所支部・簡裁の実情 第8回 
2017年1月21日 九弁連支部交流会より』
九州弁護士会連合会司法改革に関する連絡協
議会

『九州における裁判所支部・簡裁の実情 第9回 
2018年3月17日 九弁連支部交流会より』
九州弁護士会連合会司法改革に関する連絡協
議会

『新弁護士懲戒論 為すべきでない懲戒5類型為
すべき正当業務型』遠藤直哉／信山社

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　
『弁護士の現場力 民事訴訟編』高中正彦／ぎょ
うせい

『民事訴訟法 第6版』伊藤真／有斐閣
『最新裁判実務大系 10 知的財産権訴訟1』高
部眞規子／青林書院

『最新裁判実務大系 11 知的財産権訴訟2』高
部眞規子／青林書院

『民事反対尋問のスキル いつ,何を,どう聞く
か？』京野哲也／ぎょうせい

『事実認定体系 新訂 契約各論編1』村田渉／
第一法規

『事実認定体系 新訂 契約各論編2』村田渉／
第一法規

『事実認定体系 新訂 契約各論編3』村田渉／
第一法規

『要件事実商法 第4版 1 総則・商行為1』大
江忠／第一法規

『要件事実商法 第4版 2 商行為2・海商1』
大江忠／第一法規

『要件事実商法 第4版 3 海商2』大江忠／第
一法規

『民事執行及び民事保全制度における供託実務 
事例に基づく執行供託を中心に』森野誠／日本
加除出版

『破産法・民事再生法 第4版』伊藤真／有斐閣
『こんなところでつまずかない！破産事件21の
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メソッド』東京弁護士会親和全期会／第一法規
『実践調停面会交流 子どもの気持ちに寄り添う
調停実務』片岡武／日本加除出版

『交通事件犯罪事実・情状意見記載例集 第2
版 すぐに役立つ・わかりやすい』交通事故・事
件捜査実務研究会／立花書房

『袴田事件これでも死刑なのか』小石勝朗／現
代人文社

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　
『電子取引時代のなりすましと「同一性」外観
責任』臼井豊／法律文化社

『新・判例ハンドブック 情報法』宍戸常寿／日
本評論社

『中小企業の事業承継と事業再生』事業再生研
究機構／商事法務

『中小企業の法務と理論 労働法と会社法の連
携』水島郁子／中央経済社

『電力事業における信託活用と法務 金融・資金
調達から契約・税務・会計まで』稲垣隆一／民
事法研究会

『M&A財務デューディリジェンス』デロイトトー
マツファイナンシャルアドバイザリー合同会社／
清文社

『人口減少・高齢化・少子化の同時進行の下で
の日本経済と金融』トラスト未来フォーラム

『仮想通貨の会計・税務・監査』PwCあらた有
限責任監査法人／中央経済社

『仮想通貨法の仕組みと実務 逐条解説/自主規
制団体・海外法制/会計・監査・税務』畠山久
志／日本加除出版

『マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実

務対応』今野雅司／中央経済社
『買収ファイナンスの法務 第2版』大久保涼／
中央経済社

 農 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『農地登記申請MEMO』青山修／新日本法規
出版

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『ケーススタディ職場のLGBT 場面で学ぶ正し
い理解と適切な対応』寺原真希子／ぎょうせい

『日本の労働法政策』浜口桂一郎／労働政策研
究・研修機構

『「優良企業」でなぜ過労死・過労自殺が？ 「ブラ
ック・アンド・ホワイト企業」としての日本企業』
野村正実／ミネルヴァ書房

『先進企業の新人事制度事例集 12社の取り組
みに学ぶ転換期を乗り切る仕組みと工夫』労務
行政研究所／労務行政

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　　　
『社会保障法』笠木映里／有斐閣
『世界の社会福祉年鑑 2018 国際ソーシャルワ
ークと社会福祉』宇佐見耕一／旬報社

『氷川下セツルメント史 半世紀にわたる活動の
記録』氷川下セツルメント史編纂委員会／エイ
デル研究所

『変わる福祉社会の論点』増田幸弘／信山社
『生活保護手帳 2018年度版』中央法規出版
『学校プラットフォーム 教育・福祉，そして地
域の協働で子どもの貧困に立ち向かう』山野則
子／有斐閣

 衛 生・ 環 境 法　　　　　　　　　　　
『平成30年食品衛生法等改正の解説 逐条解
説・段階施行対応版』中央法規出版

『現代環境規制法論』北村喜宣／上智大学出版

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　
『就労にまつわる障害年金請求・相談のポイント』
高橋裕典／日本法令

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『横田喜三郎 1896-1993』片桐庸夫／藤原
書店

『渉外相続・不動産登記・会社取引等で役に立
つ英文の法律・法的文書作成に関する実践と書
式 宣誓供述書・証明書・通知書・届出書・許
可書・誓約書・保証書・捺印証書・売渡証書・
売買契約書・贈与書・委任状・遺言書・遺産
分割協議書・株主総会議事録・信託証書等に
おける英文・日本文の作成・翻訳』石田佳治／
日本加除出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『エンドウロロジー』山本新吾／メジカルビュー社
『膝MRI 第3版』新津守／医学書院
『 セーフティテクニック心 臓 手 術アトラス 』
Ardehali, Abbas／南江堂

『シュロスバーグの臨床感染症学』Schlossberg, 
David／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『「早わかり」消化器内視鏡関連ガイドライン
2018』消化器内視鏡編集委員会／東京医学社

『こんなときどうする？PCIトラブルの対処術』
Grüentzig Club／南江堂




