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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　
『市民法学の新たな地平を求めて  法哲学・市
民法学・法解釈学に関する諸問題』酒匂一郎
／成文堂

『法哲学講義』酒匂一郎／成文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『変化する法務と中国人の商習慣・国民性』
奥北秀嗣／第一法規

『アメリカ証券取引法入門  改訂版』山本雅
道／第一法規

『アメリカ高齢者法』樋口範雄／弘文堂

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『憲法の普遍性と歴史性  辻村みよ子先生古
稀記念論集』山元一／日本評論社

『安保法制は憲法違反』安保法制違憲訴訟の
会／日本評論社サービスセンター

『戦争裁判と平和憲法』児玉勇二／明石書店
『6ケ月で構築する個人情報保護マネジメント
システム実施ハンドブック  第2版』同文舘
出版

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　　　
『参議院選挙の手引  令和元年』選挙制度研
究会／ぎょうせい

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『行政法  第6版』桜井敬子／弘文堂
『行政訴訟の実務と理論』斎藤浩／三省堂

 警 察 法　　　　　　　　　　　　　　
『仮処分等を活用した反社会的勢力対応の実
務と書式  第2版  相談・受任から訴訟まで
の実践対策』埼玉弁護士会／民事法研究会

 財 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『地方財政健全化法とガバナンスの経済学』
赤井伸郎／有斐閣

『自治体財政健全化法のしくみと運営  制度の
詳解と運用のポイントがわかる』小西砂千夫
／学陽書房

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『リーガルマインド租税法  第5版』増田英敏
／成文堂

『ステップアップ租税法と私法』酒井克彦／財
経詳報社

『基礎から身につく国際課税  令和元年度版』
川田剛／大蔵財務協会

『事例から見る税務と法務の接点  民法（相続
法）改正対応』東京税理士会／大蔵財務協
会

『Q&A実務国税徴収法  令和元年版』黒坂昭
一／大蔵財務協会

『すぐに役立つ必ず必要になる！不動産税金
（売買・賃貸・相続）の知識』三修社
『ミス事例でわかる法人税の実務ポイント』渡
邊崇甫／新日本法規出版

『ミス事例でわかる源泉所得税の実務ポイン
ト』伊東博之／新日本法規出版

『図解グループ法人課税  令和元年版』中村
慈美／大蔵財務協会

『図解譲渡所得  令和元年版』中野欣治／大
蔵財務協会

『図解法人税  令和元年版』青木幸弘／大蔵
財務協会

『無対価組織再編・資本等取引の税務』佐藤
信祐／中央経済社

『公共用地取得の税務  令和元年版』中野欣
治／大蔵財務協会

『ミス事例でわかる相続税・贈与税申告の実
務ポイント』山本信行／新日本法規出版

『相続税更生の請求  Q&Aと事例解説』渡邉
定義／新日本法規出版

『図解財産評価  令和元年版』加藤千博／大
蔵財務協会

『一目でわかる小規模宅地特例100  2019
年度版』赤坂光則／税務研究会出版局

『印紙税法基本通達逐条解説  令和元年版』
川﨑令子／大蔵財務協会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　
『広域連携の仕組み  改訂版  地方自治法  一
部事務組合・広域連合・連携協約の機動的
な運用』木村俊介／第一法規

『法務に強くなる！レベルアップ地方自治法解
説』田村達久／第一法規

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『論点体系判例民法  第3版  8  不法行為1』
能見善久／第一法規

『論点体系判例民法  第3版  9  不法行為2』
能見善久／第一法規

『離婚に伴う財産分与  裁判官の視点にみる分
与の実務』松本哲泓／新日本法規出版

『意思決定支援実践ハンドブック  「意思決定
支援のためのツール」活用と「本人情報シート」
作成』日本社会福祉士会／民事法研究会

『高齢社会における相続法の課題』新・アジア
家族法三国会議／日本加除出版

『キャッチアップ改正相続法の税務  令和元年
度税制改正対応』酒井克彦／ぎょうせい

『解説民法（相続法）改正のポイント』大村
敦志／有斐閣

『改正相続法の解説』ぎょうせい
『遺言相談標準ハンドブック  改訂版  法律・
税金・登記・不動産評価・信託etc.各分野
の専門家がQ&A形式で解説！』奈良恒則／
日本法令

『建物賃貸借  改訂版  建物賃貸借に関する法
律と判例』渡辺晋／大成出版社

『「登記制度・土地所有権の在り方等に関する
研究報告書〜所有者不明土地問題の解決に
向けて〜」の概要』金融財政事情研究会／
金融財政事情研究会

『設題解説渉外戸籍実務の処理  改訂  3  離
婚編』渉外戸籍実務研究会／日本加除出版

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『ベンチャー企業による資金調達の法務』桃尾・
松尾・難波法律事務所／商事法務

『新しい民法と保険実務』嶋寺基／保険毎日
新聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『刑事法の理論と実務  1』佐伯仁志／成文堂
『交通事故解析の基礎と応用  改訂版』山崎
俊一／東京法令出版

『組織的犯罪処罰法ハンドブック  逐条解説
から犯罪事実記載例まで』加藤俊治／立花
書房

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　
『司法試験の問題と解説  2019』法学セミナ
ー編集部／日本評論社

『法曹の倫理  第3版』森際康友／名古屋大
学出版会

『弁護士研修ノート  改訂  相談・受任〜報酬
請求課題解決プログラム』原和良／第一法規

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　
『法律文書作成の基本  第2版』田中豊／日
本評論社

『民事保全  4訂版』須藤典明／青林書院
『離婚と子の監護紛争の実務  家事事件リカレ
ント講座』若林昌子／日本加除出版

『和解・調停の手法と実践』田中敦／民事法
研究会

『全国付添人経験交流集会報告集  第29回』
日本弁護士連合会子どもの権利委員会／日本
弁護士連合会子どもの権利委員会

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　
『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マ
ニュアル  第3版』中澤佑一／中央経済社

『eスポーツの法律問題Q&A  プレイヤー契約
から大会運営・ビジネスまで』eスポーツ問
題研究会／民事法研究会

『景品表示法ガイドブック  2019年7月改訂
版』公正取引協会／公正取引協会

『アドバンス金融商品取引法  第3版』長島大
野常松法律事務所／商事法務

『教科書では学べないM&Aの実務  “知識”で
はなく“経験”を補う一冊』熊木明／清文社

『プライベート・エクイティ・ファンドの法務  
第2版』福田匠／中央経済社

『新クレジット・デリバティブのすべて』土屋
剛俊／財経詳報社

『暗号資産の法律・税務・会計  改正資金決
済法対応』松嶋隆弘／ぎょうせい

『わかりやすい宅地建物取引業法  新版』周藤
利一／大成出版社

『不動産取引における心理的瑕疵の裁判例と
評価  新版  自殺・孤独死等によって，不動
産の価値はどれだけ下がるか？』宮崎裕二／
プログレス

『逐条解説消費者契約法  第4版』消費者庁
消費者制度課／商事法務

『金融法提要  預金・融資・決済手段』柴崎
暁／成文堂

『実務家が知っておきたい顧問先企業のための
「銀行からの融資」ハンドブック  メガバンク融
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資担当者の視点で学ぶ，中小企業への融資事
例とポイント』井村清志／日本加除出版

『年次報告書  令和元年度』日本貸金業協会

知 的 財 産 法
『知財活用の局面・目的に応じた知的財産価
値評価の実務』大津洋夫／経済産業調査会

『農林水産関係知財の法律相談 1』青林書院
『農林水産関係知財の法律相談 2』日本弁護
士連合会／青林書院

『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』小野
昌延先生追悼論文集刊行事務局／青林書院

『特許法  第4版』中山信弘／弘文堂
『特許権・進歩性判断基準の体系と判例理論  
改訂版』永野周志／経済産業調査会

『産業財産権法の解説  平成30年  特許法等
の一部改正』特許庁／発明推進協会

『著作権法  第4版』岡村久道／民事法研究会

交 通 法
『自動運転と社会変革  法と保険』中山幸二
／商事法務

労 働 法
『労務管理の原則と例外  働き方改革関連法
対応  補訂版』野口彩子／新日本法規出版

『LGBTIの雇用と労働  当事者の困難とその
解決方法を考える』三成美保／晃洋書房

『明日，相談を受けても大丈夫！ハラスメント
事件の基本と実務』横山佳枝／日本加除出版

『パワーハラスメントに関する法律実務』外井
浩志／税務研究会出版局

『就業規則の変更による労働条件不利益変更
の手法と実務』浅井隆／日本法令

『条文の役割から考えるベーシック就業規則作
成の実務』川嶋英明／日本法令

『就業規則モデル条文  第4版  上手なつくり
方，運用の仕方』中山慈夫／経団連出版

『知って得する助成金活用ガイド  令和元年度
版  厚生労働省（労働）分野』社労士助成金
実務研究会／日本法令

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

社 会 保 障 法
『社会福祉の手引  2019』東京都福祉保健局
／東京都生活文化局広報広聴部都民の声課

『社会保険の実務相談  令和元年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社

医 事 法
『医療情報と医事法』甲斐克則／信山社

衛 生 法
『食品表示の法律・実務ガイドブック  新訂版』
石川直基／第一法規

環 境 法
『逐条解説土壌汚染対策法』環境省水大気環
境局／新日本法規出版

『土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任』小
澤英明／新日本法規出版

教 育 法
『学校内弁護士  第2版  学校現場のための教
育紛争対策ガイドブック』神内聡／日本加除
出版

『東京「再雇用拒否」第3次訴訟の記録  
2014年1月15日-2018年7月19日の闘
い』東京「再雇用拒否」第3次訴訟原告団

国 際 法
『Q&A国際相続の実務と国外転出時課税』
税理士法人タクトコンサルティング／日本法
令

『国際経済法  第3版』中川淳司／有斐閣
『英文ライセンス契約実務マニュアル  第3版』
小高寿一／民事法研究会

『外国人スタッフ雇用のための社会保険・労働
法ガイド  日英対訳付き』渡慶次佳朗／秀和
システム

そ の 他
『フランスの公務員制度と官製不安定雇用  図
書館職を中心に』薬師院はるみ／公人の友社




