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 法 律 学・ 法 哲 学　　　　　　　　　　
『弁護士のための公布法律インデックス 2018』
第一法規株式会社／第一法規

『変動する社会と法・政治・文化』成城大学法
学会／信山社出版

『ハイエクの伝統論の再構成 日本文化のなかで
の自由社会の擁護』土井崇弘／成文堂

『関係の対等性と平等』森悠一郎／弘文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『最新GDPRの仕組みと対策がよ〜くわかる本』
牧野総合法律事務所弁護士法人／秀和システ
ム

『アメリカ連邦税法 第7版』伊藤公哉／中央経
済社

『現代ドイツ基本権 第2版』Pieroth, Bodo／
法律文化社

『自治体財政の憲法的保障』上代庸平／慶應義
塾大学出版会

『「在日」の相続法その理論と実務』趙慶済／日
本加除出版

『中国のビジネス実務 債権管理・保全・回収
Q&A100 改訂版』韓晏元／第一法規

『物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点 ロ
ーマ法からドイツ民法へ』川角由和／日本評論
社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ヘイト・スピーチ法の比較研究』奈須祐治／
信山社

『ヘイト・スピーチ法 研究原論』前田朗／三一
書房

『憲法9条学説の現代的展開 戦争放棄規定の
原意と道徳的読解』麻生多聞／法律文化社

『「内心の自由」の法理』渡辺康行／岩波書店
『番号を創る権力 日本における番号制度の成立
と展開』羅芝賢／東京大学出版会

 国 会 法・ 議 会 制 度　　　　　　　　
『逐条解説国会法・議院規則 参議院規則編』
森本昭夫／弘文堂

『逐条解説国会法・議院規則 国会法編』森本
昭夫／弘文堂

『政党政治を考える 「議会の制度化」と質疑応答』
白井誠／信山社

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『行政調査の法的統制』曽和俊文／弘文堂
『行政法 第6版 2』塩野宏／有斐閣
『国家賠償法実務ハンドブック』安達敏男／日
本加除出版

『都市行政の最先端 法学と政治学からの展望』
久末弥生／日本評論社

『図解建築法規 2019』国土交通省住宅局／新
日本法規出版

『建築申請memo 2019』建築申請実務研究
会／新日本法規出版

『サ高住の住み替え方』消費生活マスター介護
問題研究会／信山社

 警 察・ 消 防 法　　　　　　　　　　
『ストーキングの現状と対策』守山正／成文堂
『建築消防advice 2019』建築消防実務研究
会／新日本法規出版

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　
『米軍基地権と日米密約 奄美・小笠原・沖縄
返還を通して』信夫隆司／岩波書店

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『税務行政法の制度的環境変化と法的課題』日
本税務研究センター／日本税務研究センター

『M&A・企業組織再編のスキームと税務 第4版』
太田洋／大蔵財務協会

『「相続税・贈与税の重要テーマ」ポイント解説』
武田秀和／税務研究会出版局

『株式・公社債評価の実務 平成31年版 相続税・
贈与税』加藤千博／大蔵財務協会

『相続税・贈与税非上場株式等についての特例
納税猶予制度の申告の手引』松本好正／大蔵
財務協会

『改正消費税実務対応のすべて』斎藤文雄／大
蔵財務協会

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『一般社団法人・一般財団法人の税務・会計
Q&A』田中義幸／第一法規

『宅建業者のための民法改正ガイドブック』立川
正雄／にじゅういち出版

『債権回収のチェックポイント』市川充／弘文堂
『講座現代の契約法 :各論 2』内田貴／青林書院
『不当条項規制による契約の修正』武田直大／
弘文堂

『精神科医のアドバイスとともにおさえる離婚相
談&受任の心得』田畑淳／第一法規

『事例でわかる相続法改正』東京弁護士会親和
全期会／自由国民社

『ケースでわかる改正相続法』東京弁護士会／
弘文堂

『実務解説改正相続法』中込一洋／弘文堂
『借地借家モデル契約と実務解説』満田忠彦／
青林書院

『現代土地所有権論 所有者不明土地と人口減
少社会をめぐる法的諸問題』吉田克己／信山社

『信託法案内』田中和明／勁草書房
『戸籍の重箱 第3版』山下敦子／日本加除出版
『Q&Aと事例物損交通事故解決の実務』志賀
晃／新日本法規出版

『逸失利益算定の基礎収入』宮崎直己／大成出
版社

『交通事故裁定例集 36（平成29年度）』交通
事故紛争処理センター／ぎょうせい

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『商法総則・商行為法』青竹正一／信山社
『会社法務のチェックポイント』市川充／弘文堂
『リスクマネジメントのプロセスと実務 増補版』
トーマツ／第一法規

『戦略的株式活用の手法と実践』R&G横浜法
律事務所／民事法研究会

『新株主総会実務なるほどQ&A 2019年版』
三菱UFJ信託銀行株式会社／中央経済社

『東証一部上場会社の役員報酬設計 2018年
開示情報版』澁谷展由／商事法務

『共済と保険の現在と未来 勝野義孝先生古稀記
念論文集』勝野義孝先生古稀記念論文集編集
委員会／文眞堂

『商業登記書式精義 全訂第6版 上』登記研究
編集室／テイハン

『商業登記書式精義 全訂第6版 下』登記研究
編集室／テイハン

『商業登記記録例集』テイハン

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『犯罪被害者支援マニュアル』大阪弁護士会犯
罪被害者支援委員会／大阪弁護士会・犯罪被
害者支援委員会

『刑事手続における犯罪被害者の法的地位』椎
橋隆幸／中央大学出版部

『加害者家族の子どもたちの現状と支援』阿部
恭子／現代人文社

『更生を支援する民間協力者』矯正協会／矯正
協会

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　
『65期〜70期新人時対象「弁護士就業状況等
調査」アンケート比較結果』東京弁護士会新進
会員活動委員会／東京弁護士会新進会員活動
委員会

『法律事務職員研修「基礎講座」資料 2019
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　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟実務の基礎 第4版 解説篇』加藤新
太郎／弘文堂

『民事訴訟実務の基礎 第4版 記録篇』加藤新
太郎／弘文堂

『民事訴訟の IT化』福田剛久／法曹会
『書式不動産執行の実務 全訂11版』園部厚／
民事法研究会

『新しい契約解除法制と倒産・再生手続』事業
再生研究機構／商事法務

『金融機関が行う私的整理による事業再生の実
務 改訂版』日本政策金融公庫／金融財政事情
研究会

『陪審制度論』Feuerbach, Paul Johann Anselm 
von／日本評論社

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　
『成長戦略法制 イノベーションを促進する企業
法制設計』成長戦略法制研究会／商事法務

『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作
り方 改訂新版』雨宮美季／技術評論社

『経済法 第8版補訂 独占禁止法と競争政策』
岸井大太郎／有斐閣

『エネルギー産業の法・政策・実務』友岡史仁
／弘文堂

『社会システム・デザイン組み立て思考のアプロ
ーチ 「原発システム」の検証から考える』横山
禎徳／東京大学出版会

『建設業法と建設業許可 行政書士による実務と
解説』日本行政書士会連合会／日本評論社

『株対価M&Aの実務』武井一浩／商事法務
『Q&A株式上場の実務ガイド 第3版』あずさ
監査法人／中央経済社

『デリバティブキーワード360』三井住友信託
銀行株式会社／金融財政事情研究会

『キャッシュレス決済と法規整 横断的・包括的
な電子決済法制の制定に向けて』千葉恵美子／
民事法研究会

『Q&A司法書士のための犯罪収益移転防止法と
本人確認の実務』末光祐一／金融財政事情研
究会

『金融機関のコンプライアンス・リスク管理』今
野雅司／金融財政事情研究会

『シンジケート・ローンの法的課題』森下哲朗／
商事法務

『保証協会保証付融資取扱Q&A 第3版』全国
信用保証協会連合会／銀行研修社

『保険業法 2019』石田満／文眞堂

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　
『知的財産・著作権のライセンス契約』山本孝夫
／三省堂
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『産業財産権標準テキスト 第5版 総合編』発
明推進協会

『知財主要国の特許実務概説 日本・米国・欧州・
中国・韓国・台湾版』山内博明／マスターリンク

『「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役
務審査基準 改訂第18版』特許庁／発明推進
協会

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『働き方改革時代の労務トラブル解決事例』加
藤佑子／ぎょうせい

『すっきりわかる！海外赴任・出張 外国人労働
者雇用』藤井恵／税務研究会出版局

『同一労働同一賃金の法律と実務 Q&Aでわか
る均等・均衡待遇の具体例』服部弘／中央経
済社

『年次有給休暇制度の解説とQ&A 改訂6版』
労働調査会／労働調査会

『最新パート・高齢者雇用・派遣・請負契約の
法律と手続き』三修社

『図解よくわかる労働安全衛生法 改訂6版』木
村嘉勝／労働調査会

『労働組合法の応用と課題 労働関係の個別化と
労働組合の新たな役割』道幸哲也／日本評論社

『労災保険適用事業細目の解説 平成31年版』
労働新聞社／労働新聞社

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『医と法の邂逅 第3集』いほうの会／尚学社
『次世代医療基盤法の逐条解説』宇賀克也／有

斐閣
『医療事件の実務（DVD） 医療過誤訴訟におけ
る一連の最高裁判決とその評価』梶浦明裕／東
京法律相談運営連絡協議会

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　　
『ISO環境法クイックガイド 2019』ISO環境
法研究会／第一法規

『見落としがちなポイントがわかるケーススタディ
環境法令管理実践ガイド』永野亮／第一法規

 宗 教 法　　　　　　　　　　　　　　　
『宗教法人実務書式集』宗教法人実務研究会／
民事法研究会

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　
『東京「日の丸・君が代」強制反対再雇用採用
拒否撤回を求める第二次訴訟の記録』再雇用
拒否撤回を求める第二次原告団

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『逐条解説宇宙二法 人工衛星等の打上げ及び
人工衛星の管理に関する法律 衛星リモートセン
シング記録の適正な取扱いの確保に関する法律』
宇賀克也／弘文堂

『国際私法 第4版』神前禎／有斐閣
『外国につながる子どもと無国籍 児童養護施設
への調査結果と具体的対応例』石井香世子／
明石書店

『はじめての外国人雇用』嘉納英樹／労務行政

『改正入管法で大きく変わる外国人労働者の雇
用と労務管理』布施直春／中央経済社

『研究者・留学生のためのアメリカビザ取得完全
マニュアル』大蔵昌枝／羊土社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　
『心不全の基礎知識100 第2版』佐藤幸人／
文光堂

『遺伝子診療よくわかるガイドマップ』中山智祥
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『小児アレルギーエデュケーターテキスト 基礎
編 改訂第3版 チーム医療と患者教育に役立つ』
日本小児臨床アレルギー学会／診断と治療社

『小児アレルギーエデュケーターテキスト 実践編 
改訂第3版 チーム医療と患者教育に役立つ』
日本小児臨床アレルギー学会／診断と治療社

『精神科の薬がわかる本 第4版』姫井昭男／医
学書院

『見える！できる！気管挿管 写真・イラスト・
動画でわかる手技のコツ』青山和義／羊土社

『抗菌薬の考え方，使い方 ver.4』岩田健太郎
／中外医学社

『小児救命救急・ICUピックアップ 2 呼吸管理』
日本小児集中治療研究会／メディカル・サイエ
ンス・インターナショナル

『高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版 
2019年改訂』日本痛風・核酸代謝学会／診
断と治療社

『診療ガイドラインUP-TO-DATE 2018-2019』
メディカルレビュー社




