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法 律 学
『新日本法規財団奨励賞受賞論稿集 平成30年
度 第8回』新日本法規財団

『法と実務 15』日弁連法務研究財団／商事法務
『現代法律実務の諸問題 平成30年度研修版』
日本弁護士連合会／第一法規

『人間と社会 自然法研究』山田秀／成文堂
『日本とブラジルからみた比較法』柏木昇／信
山社

外 国 法
『ドイツの建築規制執行』西津政信／信山社
『ライプホルツの平等論』Leibholz, Gerhard
／成文堂

『アメリカ会社法における株主の会社情報の収集
権』澤山裕文／専修大学出版局

憲 法
『クィアと法 性規範の解放/開放のために』綾
部六郎／日本評論社

『見えない性的指向アセクシュアルのすべて』
Decker, Julie Sondra／明石書店

『ヘイトスピーチとは何か』法学セミナー編集部
／日本評論社

行 政 法
『Q&Aでわかる公文書管理法入門』岡本信一／
ぎょうせい

『公共サービスの外部化と「独立行政法人」制度』
西山慶司／晃洋書房

『「コンパクトシティ」を問う』山口幹幸／プログ
レス

『公共用地補償の最前線』藤川眞行／大成出版社
『弁護士のための水害・土砂災害対策QA 改訂版』
日本弁護士連合会災害復興支援委員会／第一
法規

税 法　
『改正税法のすべて 令和元年版』内藤景一朗／
大蔵財務協会

『税制改正の解説 令和元年度』第一法規
『税制改正経過一覧ハンドブック 令和元年版 税
率・控除額・適用期間等の推移がひと目でわか
る！！』野川悟志／大蔵財務協会

『不動産取引の会計・税務Q&A 第4版』EY
新日本有限責任監査法人／中央経済社

『タックス・ヘイブン税制の実務と申告 平成31
年版』望月文夫／大蔵財務協会

『詳解加算税通達と実務』谷口勝司／清文社
『都市農家・地主の税金ガイド 令和元年度』清
田幸弘／税務研究会出版局

『図解源泉所得税 令和元年版』青木幸弘／大
蔵財務協会

『よくある疑問を徹底解説Q&A海外進出・海
外子会社・越境取引の税務』徳山義晃／税務
経理協会

『相続・贈与の実務 2019年度版 法務から税
務対策まで』松本繁雄／経済法令研究会

『現地調査・役所調査からみえてくる相続税土
地評価の減価要因』フジ総合グループ／税務経
理協会

『実務印紙税 令和元年版』森田修／大蔵財務
協会

地 方 自 治 法
『スキルアップ法制執務 演習問題で条例改正の
応用力を身につける』大島稔彦／第一法規

『地方自治の法と政策』中川義朗／法律文化社

民 法
『我妻・有泉コンメンタール民法 第6版 総則・
物権・債権』我妻栄／日本評論社

『Q&Aでわかる業種別法務 不動産』河井耕治
／中央経済社

『不動産再開発の法務 第2版 都市再開発・マ
ンション建替え・工場跡地開発の紛争予防』井
上治／商事法務

『民法（債権法）改正の解説』村松秀樹／テイハン
『死後事務委任契約の実務』吉村信一／税務経
理協会

『顧問税理士ならこれだけは知っておきたい相続
法改正Q&A』蓑毛誠子／中央経済社

『裁判例・審判例からみた特別受益・寄与分』
近藤ルミ子／新日本法規出版

『民法債権法・相続法改正と不動産登記』藤原
勇喜／テイハン

『地域金融機関の信託・相続関連業務の手引き』
田中和明／日本加除出版

『賃貸アパート・マンションの民事信託実務  準
備・調査  契約書  登記  管理・運用  会計・税務』
成田一正／日本法令

『電子契約の教科書 改訂版』宮内宏／日本法令
『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の
手引き 2019年版』斎藤博明／保険毎日新聞社

商 事 法
『「合同会社」設立・運営のすべて 第2版』神崎
満治郎／中央経済社

『会社を伸ばす株主還元』石川博行／中央経済社
『企業グループの経営と取締役の法的責任』畠
田公明／中央経済社

『会計と犯罪 郵便不正から日産ゴーン事件まで』
細野祐二／岩波書店

『Q&A会社解散・清算の実務 改訂版 税務・会
計・法務・労務』右山昌一郎／税務経理協会

『がんとがん保険 新版 がん保険基本マニュアル』
佐々木光信／保険毎日新聞社

『先端的D&O保険 会社役員賠償責任保険の有
効活用術』山越誠司／保険毎日新聞社

刑 法
『刑事法判例の最前線』前田雅英／東京法令出版
『大コンメンタール刑法 第3版 第5巻 第60条
〜第72条』大塚仁／青林書院

『刑事政策の新たな潮流』吉開多一／成文堂

司 法 制 度・ 司 法 行 政
『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書』最
高裁判所事務総局／最高裁判所事務総局

『コートマネージャーとしての裁判所書記官 協働
の中の裁判実務』山本正名／新日本法規出版

『東京弁護士会夏期合同研究 2019（令和元）
年度』東京弁護士会

訴 訟 手 続 法
『民事訴訟法・倒産法の研究』山本弘／有斐閣
『現代民事手続法の課題』加藤新太郎／信山社
『訴額算定に関する書記官事務の研究 補訂版』
裁判所書記官研修所／法曹会

『破産実務の基礎』永谷典雄／商事法務
『家事事件手続法規逐条解説 2』梶村太市／テ
イハン

『交通事故事件弁護学入門 第2版』高山俊吉
／日本評論社

『裁判員の判断の心理』伊東裕司／慶應義塾大
学三田哲学会

『少年法改正に挑む 全司法労働組合東京家庭

裁判所支部のとりくみ』後藤卓也／後藤卓也

経 済 産 業 法
『広告表示の法的規制と実務対応Q&A』結城
哲彦／中央経済社

『広告法律相談125問』松尾剛行／日本加除
出版

『日弁連ESGガイダンスの解説とSDGs時代の
実務対応』ESG SDGs法務研究会／商事法務

『詳説バーゼル規制の実務 バーゼルⅢ最終化で
変わる金融規制』吉井一洋／金融財政事情研
究会

『マネロン・テロ資金供与対策キーワード100 
第2版』EYアドバイザリー・アンド・コンサル
ティング株式会社／金融財政事情研究会

『Q&Aでわかる業種別法務 銀行』桑原秀介／
中央経済社

知 的 財 産 法
『AI/IoT 特許入門2.0』河野英仁／経済産業
調査会

『秘密保持・競業避止・引抜きの法律相談 改訂
版』高谷知佐子／青林書院

農 事 法
『ケース別農地をめぐる申請手続のチェックポイ
ント 権利取得・転用・税制等』本木賢太郎／
新日本法規出版

『店頭ミス防止のためのJA貯金法務Q&A 新3
版』高橋恒夫／経済法令研究会

労 働 法
『経営側弁護士による精選労働判例集 第9集』
石井妙子／労働新聞社

『働く人のための「働き方改革法」実践マニュアル 
1 労働時間・本編』日本労働弁護団／日本労
働弁護団

『詳解働き方改革関連法』第一東京弁護士会労
働法制委員会／労働開発研究会

『労働基準法の実務相談 令和元年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社

『パッとつかめる実務のステップ図解働き方改
革法らくらく対応マニュアル』松原煕隆／第一
法規

『決定版働き方改革関連法はやわかり』全国労働
基準関係団体連合会／全国労働基準関係団体連
合会

『判例から読み解く職場のハラスメント実務対応
Q&A 第2版』小笠原六川国際総合法律事務
所／清文社

『同一労働同一賃金対応の手引き』TMI総合法
律事務所／労務行政

『タクシー事業のためのモデル就業規則 働き方
改革実現に向けた就業規則の見直し』東京ハイ
ヤー・タクシー協会／労働調査会

『働き方改革対応！パートタイマーの労務管理と
就業規則』小澤薫／日本法令

『雇用関係助成金申請・手続マニュアル 8訂版』
雇用関係助成金明晰会／日本法令

『職場のうつと労災認定の仕組み 改訂版』高橋
健／日本法令

社 会 保 障 法
『貧困ガバナンス論 日本と英国』山本隆／晃洋
書房

『身体障害認定基準及び認定要領 新訂第5版 
解釈と運用』中央法規出版

『民生委員のための障害者支援ハンドブック 地
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域共生社会の実現に向けた30のQ&A』小林
雅彦／中央法規出版

『倫理コンサルテーションハンドブック』堂囿俊
彦／医歯薬出版

『廃棄物処理法Q&A 8訂版』英保次郎／東京
法令出版

『年金相談標準ハンドブック 19訂版』井村丈
夫／日本法令

教 育 法
『保育・教育施設における事故予防の実践 事故
データベースを活かした環境改善』西田佳史／
中央法規出版

マスメディア関 係 法
『表現の自由とメディアの現在史 統制される言
論とジャーナリズムから遠ざかるメディア』田島
泰彦／日本評論社

国 際 法
『国際法のフロンティア』平覚／日本評論社
『Q&A渉外離婚事件の基礎 相談・受任から離
婚後の諸手続まで』大谷美紀子／青林書院

『法律英語のカギ 新訂版 契約・文書』長谷川
俊明／第一法規

『国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の
基礎知識』大塚章男／中央経済社

『建設分野の外国人材受入れガイドブック 2019』
建設技能人材研究会／大成出版社

『改正入管法のポイント 外国人材の受入れと在
留資格「特定技能」』山中政法／法律情報出版

医 学 書
『免疫・炎症病態×治療Update』熊ノ郷淳／
南山堂

『産科危機的出血への対応』関博之／メジカル
ビュー社

『SHDインターベンションコンプリートガイド』
有田武史／医学書院

『Ross組織学』Pawlina, Wojciech／南江堂
『学会では教えてくれないアトピー性皮膚炎の正
しい治療法』渡辺晋一／日本医事新報社

『泌尿器科外来マスターバイブル』「臨床泌尿器科」
編集委員会／医学書院

『胸郭出口症候群』金原出版
『緊急被ばく医療』へるす出版
『変わりつつあるアトピー性皮膚炎の常識 最新の
知識と治療の極意』皮膚科の臨床編集委員会
／金原出版

『公衆衛生 第10版』松木秀明／金原出版
『美容医療』平林慎一／克誠堂出版
『NEWエッセンシャル法医学 第6版』長尾正崇
／医歯薬出版

『EXPERT膠原病・リウマチ 改訂第4版』住
田孝之／診断と治療社

『今日の助産 改訂第4版 マタニティサイクルの
助産診断・実践過程』北川真理子／南江堂

『内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 第2版 CT
読影と基本手技』中川隆之／医学書院

『脊椎手術合併症回避のポイント』山崎正志／
メジカルビュー社

『画像所見のよみ方と鑑別診断 第2版 胆・膵』
花田敬士／医学書院

『ウィリアムス産科学 2版』Cunningham, F. 
Gary／南山堂

『肝硬変の成因別実態 2018』上野義之／医学
図書出版

『前立腺癌のすべて 第4版』市川智彦／メジカル
ビュー社

『医事紛争を防げ！演習で学ぶ医師・看護記録 
「模擬カルテ開示」を楽しもう』嶋崎明美／金
芳堂

『エビデンスに基づく美容皮膚科治療』宮地良樹
／中山書店

『 臨 床のための脳と神 経の解 剖 学 』Young, 
Paul A.／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル

『整形外科医のための神経学図説 脊髄・神経根
障害レベルのみかた，おぼえかた』Hoppenfeld,
J. D.／南江堂

『脳神経外科周術期管理のすべて 第5版』松谷
雅生／メジカルビュー社

『どうする！？高齢者の内視鏡診療』山本頼正／
文光堂

『胎児診断・管理のABC 第6版』阿部恵美子
／金芳堂

『今すぐ知りたい！不妊治療Q&A 基礎理論か
らDecision Makingに必要なエビデンスまで』
久慈直昭／医学書院

『頭頸部のCT・MRI 第3版』尾尻博也／メデ
ィカル・サイエンス・インターナショナル

『今日の診療プレミアム  29  DVD-ROM for
Windows』医学書院

『臨床呼吸器感染症学』迎寛／南江堂
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