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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　
『法学の世界 新版』南野森／日本評論社

 法 制 史　　　　　　　　　　　　　　
『近代法の形成と実践 19世紀日本における在
野法曹の世界』Flaherty, Darryl E.／早稲田
大学比較法研究所

『マグナ・カルタの800年』深尾裕造／関西学
院大学出版会

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『ロシア-タタルスターン権限区分条約論』小杉
末吉／中央大学出版部

『課税の契機としての財産移転』住永佳奈／成
文堂

『アメリカ憲法の考え方』丸田隆／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法理論の再構築 植野妙実子先生古稀記念
論文集』藤野美都子／敬文堂

『基本に学ぶ憲法』植野妙実子／日本評論社
『憲法を学問する』樋口陽一／有斐閣
『憲法9条2項を知っていますか？ “戦力”と“交
戦権”のナンセンス』佐々木憲治／大学教育出
版

 国 会 法・ 議 会 制 度　　　　　　　
『議会政の憲法規範統制 議会政治の正軌道を
求めて』加藤一彦／三省堂

『代議制統治論』Mill, John Stuart／岩波書
店

『選挙運動違反の警告&検挙実例集 第2次改
訂版』国政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『公文書は誰のものか？ 公文書管理について考
えるための入門書』榎澤幸広／現代人文社

『現代行政とネットワーク理論』野呂充／法律
文化社

『行政手続・行政救済法の展開』碓井光明／信
山社

『行政の構造変容と権利保護システム』浜川清
／日本評論社

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　
『警察行政概論 新版』金山泰介／立花書房
『「警察権の限界」論の再定位』米田雅宏／有
斐閣

『屋外広告の知識 第5次改訂版 法令編』屋外
広告行政研究会／ぎょうせい

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『最近の税務争訟 15 最近の判決・取消裁決を
各税目毎に分類収録』佐藤孝一／大蔵財務協
会

『グローバル・タックスの理論と実践 主権国家
体制の限界を超えて』上村雄彦／日本評論社

『実況解説！先取り平成31年度税制改正』辻・
本郷税理士法人／ぎょうせい

『所得の帰属法理の分析と展開』田中晶国／成
文堂

『要件事実で構成する所得税法』伊藤滋夫／中
央経済社

『解散・清算，事業譲渡，M&Aの税務Q&A』
山田&パートナーズ／第一法規

『減価償却資産の耐用年数表 令和元年版』納
税協会連合会／納税協会連合会

『無形資産の管理と移転価格算定の税務』EY
税理士法人／中央経済社

『消費税軽減税率の直前チェック』金井恵美子
／中央経済社

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　
『危機の政治的余波と危機管理の管理 足利銀
行破綻をめぐる栃木県の対応を中心に』児玉
博昭／日本評論社

『2020年施行地方公務員法改正 改訂版 マニ
ュアル第2版対応』地方公務員法研究会／第
一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『民事判例の観察と分析』高橋真／成文堂
『論点体系判例民法 第3版 11 相続』能見善
久／第一法規

『基本講義民法総則・民法概論』小賀野晶一
／成文堂

『ベーシック不動産実務ガイド 第3版』東京都
不動産鑑定士協会／中央経済社

『所有権留保の研究』石口修／成文堂
『求められる改正民法の教え方 いや～な質問へ
の想定問答』加賀山茂／信山社

『講座現代の契約法 1 各論』内田貴／青林書
院

『応用自在！契約書作成のテクニック 改訂版』
みらい総合法律事務所／日本法令

『ビジネス契約書の見方・つくり方・結び方 最
新版』横張清威／同文舘出版

『和解論』遠藤歩／九州大学出版会
『離婚・親子・相続事件判例解説』加藤新太郎
／第一法規

『権利擁護と成年後見実践 第3版 社会福祉士
のための成年後見入門』日本社会福祉士会／
民事法研究会

『事例でわかる基礎からはじめる旧民法相続に関
する法律と実務  民法・戸籍の変遷，家督相続・
遺産相続  戸主，婿・養子，継子・嫡母庶子，
入夫  相続人の特定，所有者不明土地』末光祐
一／日本加除出版

『表解改正相続法実務ハンドブック』古川和典
／ぎょうせい

『民法（相続関係）改正法の概要』潮見佳男／
金融財政事情研究会

『借地借家法（新基本法コンメンタール No.257）』
田山輝明／日本評論社

『借地借家モデル契約と実務解説』満田忠彦／
青林書院

『すぐに役立つ最新借地借家の法律と実務書式
87』三修社

『事項別不動産登記のQ&A210選 8訂版 窓
口の相談事例にみる』日本法令不動産登記研
究会／日本法令

『不動産登記の実務相談事例集 2』後藤浩平
／日本加除出版

『所有者不明の土地取得の手引 改訂版 売買・
相続・登記手続』東京弁護士会法友会／青林
書院

『各種財団に関する登記 鉱業財団，漁業財団，
港湾運送事業財団，観光施設財団，道路交通
事業財団』五十嵐徹／日本加除出版

『新しい家族信託 全訂 遺言相続，後見に代替
する信託の実際の活用法と文例』遠藤英嗣／
日本加除出版

『トラブル事例でわかるマンション管理の法律実
務 書式から業界の慣習まで』香川希理／学陽
書房

『最新区分所有法の解説 6訂補遺版』渡辺晋
／住宅新報出版

『Excelを使った死亡・後遺症逸失利益算定の
ための「中間利息控除」計算の技法』酒井雅弘
／ロギカ書房

『交通事故における過失割合 第2版 実務裁判
例』伊藤秀城／日本加除出版

『交通事故における医療費・施術費問題 第3版』
江口保夫／保険毎日新聞社

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『企業不祥事インデックス 第2版』竹内朗／商
事法務

『コンプライアンス・内部統制ハンドブック 2』
中村直人／商事法務

『機関投資家の議決権行使方針及び結果の分析 
2019年版』森濱田松本法律事務所／商事法
務

『海外取引の経理実務ケース50 第2版』佐和
周／中央経済社

『会計不正の予防・発見と内部監査 リスク・マ
ネジメントとガバナンス強化に向けた活用』清
原健／同文舘出版

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『刑法総論 第2版』浅田和茂／成文堂
『刑法講義総論 新版第5版』大谷実／成文堂
『刑法総論講義 第7版』前田雅英／東京大学
出版会

『正当防衛の基礎理論』山本和輝／成文堂
『過失犯犯罪事実記載要領 第2版』山口貴亮
／立花書房

『刑事政策がわかる 改訂版』前田忠弘／法律文
化社

『Q&A見てわかるDNA型鑑定 第2版』押田
茂實／現代人文社

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　
『法律事務職員研修「中級講座」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

『弁護士懲戒事件議決例集 第21集（平成31
年）』日本弁護士連合会懲戒委員会／日本弁護
士連合会

『Q&A若手弁護士からの相談374問』京野哲
也／日本加除出版

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　
『ロースクール民事訴訟法 第5版』三木浩一／
有斐閣

『民事上告審ハンドブック』松本博之／日本加
除出版

『民事保全の理論と実務』三好一幸／司法協会
『公正な裁判原則の研究』水野陽一／成文堂
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『日本版司法取引の実務と展望 米国等の事情に
学ぶ捜査協力型司法取引の新潮流』市川雅士
／現代人文社

『接見交通権マニュアル 第19版』日本弁護士
連合会接見交通権確立実行委員会／日本弁護
士連合会・接見交通権確立実行委員会

『実例中心捜査法解説 第4版 捜査手続・証拠
法の詳説と公判手続入門』幕田英雄／東京法
令出版

『逮捕勾留プラクティス』恩田剛／司法協会
『あなたが変える裁判員制度 市民からみた司法
参加の現在』大城聡／同時代社

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　
『情報法概説 第2版』曽我部真裕／弘文堂
『Q&A業務委託・企業間取引における法律と
実務 下請法，独占禁止法，不正競争防止法，
役務委託取引，大規模小売業・運送業・建設業・
フリーランスにおける委託』波光巌／日本加除
出版

『逐条解説・平成28年改正独占禁止法 確約
手続の導入』小室尚彦／商事法務

『クロスボーダーM&Aの組織・人事PMI』竹
田年朗／中央経済社

『不動産取引における心理的瑕疵・環境瑕疵対
応のポイント』渡辺晋／新日本法規出版

『判例消費者契約法の解説 契約類型別の論点・
争点の検証と実務指針』升田純／民事法研究
会

『詳解消費者裁判手続特例法』町村泰貴／民事
法研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　
『企業実務家のための実践特許法 第7版』外
川英明／中央経済社

『特許・実用新案の法律相談 1』小松陽一郎／
青林書院

『特許・実用新案の法律相談 2』小松陽一郎／
青林書院

『これだけは知っておきたい特許審査の実務』千
本潤介／中央経済社

『商標審査基準 改訂第14版 平成31年1月
30日適用』特許庁／発明推進協会

『条解弁理士法 改訂4版 平成26年・30年改
正法対応』特許庁総務部／経済産業調査会

『エンターテインメント法務Q&A 第2版 権利・
契約・トラブル対応・関係法律・海外取引』
エンターテインメントロイヤーズネットワーク／
民事法研究会

『文字書体の法的保護 タイプフェイス・フォント・
ピクトグラム』葛本京子／青山社

 農 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『農地法読本 5訂版』宮崎直己／大成出版社

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『労働法 第3版』川口美貴／信山社
『労働法概説 第4版』土田道夫／弘文堂
『労働法の世界 第13版』中窪裕也／有斐閣
『判例労働法入門 第6版』野田進／有斐閣
『最新整理働き方改革関連法と省令・ガイドラ
インの解説』岩出誠／日本加除出版

『判例をよむ個別労働関係訴訟の実務』岡﨑昌

吾／司法協会
『労働事件使用者のための“反論”マニュアル 
改訂版』弁護士法人マーシャルアーツ／日本法
令

『労働基準法 第5版』下井隆史／有斐閣
『変革期日本労務監査』平沼高／税務経理協会
『ここがポイント！労使トラブルはこれで解消！』
内海正人／労働新聞社

『労働契約の基礎と法構造 労働契約と労働者
概念をめぐる日英米比較法研究』國武英生／
日本評論社

『65歳定年に向けた人事処遇制度の見直し実
務』労務行政研究所／労務行政

『同一労働同一賃金Q&A』高仲幸雄／経団連
出版

『2020年4月スタート！同一労働同一賃金ガ
イドラインに沿った待遇と賃金制度の作り方』
菊谷寛之／第一法規

『病院賃金実態資料 2019年版』産労総合研
究所／産労総合研究所出版部経営書院

『社内諸規程作成・見直しマニュアル 3訂版』
岩崎仁弥／日本法令

『特定化学物質障害予防規則の解説 第20版』
中央労働災害防止協会／中央労働災害防止協
会

『最新労働安全衛生ハンドブック 新版』寺岡忠
嗣／新日本法規出版

『障害者雇用の実務と就労支援 改訂版』真保
智子／日本法令

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　　
『トピック社会保障法 2019第13版』本沢巳
代子／不磨書房

『外国人の医療・福祉・社会保障相談ハンドブ
ック』移住者と連帯する全国ネットワーク／明
石書店

『すぐに役立つこれならわかる障害者総合支援
法と支援サービスのしくみと手続き』三修社

『障害のある子が将来にわたって受けられるサー
ビスのすべて』自由国民社

『事例解説介護事故における注意義務と責任 改
訂版』古笛恵子／新日本法規出版

『心理職・援助職のための法と臨床 家族・学校・
職場を支える基礎知識』広井亮一／有斐閣

『ソーシャルワーク実践による高齢者虐待予防』
乙幡美佐江／民事法研究会

『事例でわかる障害年金審査請求・再審査請求
の進め方と請求関係書類の書き方・まとめ方』
高橋裕典／日本法令

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『医療現場でのクレーム・トラブルQ&A』楠井
嘉行／ぎょうせい

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　
『基本講義環境問題・環境法』小賀野晶一／成
文堂

 文 化・ 教 育 法　　　　　　　　　　
『チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A』
山下貴司／第一法規

『学校を変えるいじめの科学』和久田学／日本
評論社

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『国際法 第4版』浅田正彦／東信堂
『欧州連合・基本権・日欧関係 ピエール=イヴ・
モンジャル教授講演集』Monjal, Pierre-Yves
／中央大学出版部

『国際関係私法入門 第4版 国際私法・国際民
事手続法・国際取引法』松岡博／有斐閣

『実務で役立つ世界各国の英文契約ガイドブッ
ク』アンダーソン・毛利・友常法律事務所／商
事法務

『多文化共生と人権』近藤敦／明石書店
『外国人雇用の実務必携Q&A 第2版』本間邦
弘／民事法研究会

『外国人雇用の労務管理と社会保険』西村裕一
／中央経済社

『介護施設のための外国人介護職員受入れへの
一歩 EPA・技能実習生・在留資格を比較！』
湯川智美／第一法規

 随 筆　　　　　　　　　　　　　　　
『裁判の書』三宅正太郎／日本評論社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『CG動画でわかる！肩甲難産・骨盤位への対応』
竹田省／メジカルビュー社

『FFRスタンダードマニュアル 第2版 PCIのた
めの虚血評価』田中信大／メジカルビュー社

『CVCパーフェクトガイド 挿入時の安全対策か
ら管理中の感染対策まで』井上善文／日本医
事新報社

『脳卒中後の管理と再発・重症化予防』峰松一
夫／日本医事新報社

『美容医療の安全管理とトラブルシューティン
グ』上田晃一／全日本病院出版会

『糖尿病最新の治療 2019-2021』門脇孝／
南江堂

『末梢神経障害・損傷の修復と再建術』岩崎倫
政／メジカルビュー社

『Neurosurgical Re-Operations 脳神経外科
における再手術・再治療』森田明夫／メジカル
ビュー社

『脳動脈瘤 専門医になるための基本ポイント』
菊田健一郎／メジカルビュー社

『人工呼吸管理レジデントマニュアル』則末泰
博／医学書院

『レジデントのための循環器疾患診療マニュア
ル』新保昌久／医学書院

『急性循環不全』藤野裕士／中山書店
『パーキンソン病』服部信孝／中外医学社
『頭蓋・顔面病変の画像診断』土屋一洋／メジ
カルビュー社

『WHO分類改訂第4版による白血病・リンパ
系腫瘍の病態学』木崎昌弘／中外医学社

『ER・ICU 100のピットフォール』志馬伸朗
／中外医学社

『肺癌』奥村栄／メジカルビュー社
『重症患者における急性肝不全・急性腎傷害・
代謝異常』松田直之／中山書店

『整形外科日常診療のエッセンス脊椎』紺野愼
一／メジカルビュー社


