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 法 律 学・ 法 哲 学　　　　　　　　　
『グローバル化と法の諸課題』中谷和弘／東
信堂

『コジェーヴの法哲学 普遍等質国家における
正義』堅田研一／成文堂

『カント自律と法 理性批判から法哲学へ』石
田京子／晃洋書房

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『中国不法行為法の研究』文元春／成文堂
『悪性格と有罪推認 イギリス控訴院判例の分
析』中川武隆／信山社

『アメリカ合衆国憲法における連邦制度と裁判
（対人）管轄権訴訟』河原田有一／信山社
『中国の特許権侵害紛争における権利保護範
囲の解釈と侵害判断』遠藤誠／日本機械輸
出組合

『アジアの障害者のアクセシビリティ法制 バリ
アフリー化の現状と課題』小林昌之／アジア
経済研究所

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　
『人権の世界地図』Fagan, Andrew／丸善
出版

『性別違和・性別不合へ 性同一性障害から何
が変わったか』針間克己／緑風出版

『ヘイトスピーチに立ち向かう（別冊法学セミ
ナー No.260）』法学セミナー編集部／日本
評論社

『憲法基本判例を読み直す 第2版』野坂泰司
／有斐閣

『 憲 法 問 題 研 究 会メモワール 1958年 〜
1976年（昭和33年〜昭和51年）』池田政
章／信山社出版

『個人情報保護・管理の基本と書式』長谷川
俊明／中央経済社

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『自治体担当者のためのPFI実践ガイドブック』
民間資金等活用事業推進機構／中央経済社

『公文書管理における現状と課題』中京大学
社会科学研究所／創泉堂出版

 軍 事・ 防 衛 法　　　　　　　　　　
『科学者は，なぜ軍事研究に手を染めてはいけ
ないか』池内了／みすず書房

 財 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『自治体財務の実務と理論 改訂版』橋本勇／
ぎょうせい

『判例から学ぶ政務活動費の実務』内田一夫
／ぎょうせい

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　
『税務のわかる弁護士が教える税務調査に役
立つ“整理表” 納税者勝訴判決から導く“七
段論法”』谷原誠／ぎょうせい

『外国税額控除コンパクトガイド 令和元年版』
羽床正秀／大蔵財務協会

『『通達』から読み解く保険税務』山本英生／
税務研究会出版局

『逐条解説外国子会社合算税制』梅本淳久／
ロギカ書房

『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務 第

3版』牧口晴一／中央経済社
『Q&A115新時代の生前贈与と税務 令和元
年改訂版』坪多晶子／ぎょうせい

『路線価による土地評価の実務 令和元年8月
改訂』名和道紀／清文社

『Q&A贈与税・相続税の事業承継税制の実
務詳解 非上場株式及び個人事業の納税猶予
制度適用の検討に向けて』塩野入文雄／大蔵
財務協会

『頼られる税理士になるための贈与からはじめ
る相続の税務』日本税務総研／中央経済社

『医療・福祉施設における消費税の実務 新版』
安部和彦／清文社

『地方税務職員のための事例解説税務情報管
理とマイナンバー』地方税事務研究会／ぎょ
うせい

『図解地方税 令和元年版』石橋茂／大蔵財
務協会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　
『条例の制定又は改廃の直接請求 住民発意に
よる政策実現の困難』賀来健輔／日本評論社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　
『新注釈民法 19 相続（1）』大村敦志／有斐
閣

『非営利法人の税務と会計 ［2019］8訂版』
中田ちず子／大蔵財務協会

『社団・財団・信託を活用した資産・事業承継
対策』品川芳宣／大蔵財務協会

『一般社団法人一般財団法人の実務 改訂版
第3版 設立・運営・税務から公益認定まで』
熊谷則一／全国公益法人協会

『社団法人・財団法人の登記と書式 第3版』
大貫正男／民事法研究会

『共有の法律相談』鈴木一洋／青林書院
『抵当権「代位」の法構造 担保法学研究，そ
の理論と実務』斎藤和夫／信山社出版

『多数当事者間契約の研究』中舎寛樹／日本
評論社

『契約書作成の実務と書式 第2版』阿部・井
窪・片山法律事務所／有斐閣

『売買における買主の追完請求権の基礎づけ
と内容確定』田中洋／商事法務

『親族 第2版（新基本法コンメンタール） 民
法第725条〜第881条』松川正毅／日本
評論社

『ケース別相続登記添付情報のチェックポイ
ント』山北英仁／新日本法規出版

『相続法改正新しい相続実務の徹底解説 概説
と事例QA』吉田修平／青林書院

『特別受益・寄与分と遺言の実務対応』松井
淑子／清文社

『貸ビル・店舗・商業施設等 判例ハンドブック』
永盛雅子／青林書院

『不動産賃貸借契約の実務入門』松田恭子／
中央経済社

『土地賃貸借の法律相談』西村康正／青林書
院

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『企業法務判例クイックサーチ300 第2版』
喜多村勝徳／第一法規

『新時代のマネジメントシステムを標榜する内

部監査の創造』藤原良勝／丸善プラネット
『図解不祥事の予防・発見・対応がわかる本』
竹内朗／中央経済社

『会社法コンメンタール 補巻 平成26年改正』
岩原紳作／商事法務

『非上場株式の評価の仕方と記載例 令和元年
版』松本好正／大蔵財務協会

『非公開株式譲渡の法務・税務 第6版』牧
口晴一／中央経済社

『ガイダンス監査役・監査役会の実務』松山
遙／商事法務

『これならわかる決算書キホン50！ 2020年
版』木村直人／中央経済社

『合併ハンドブック 第4版』玉井裕子／商事
法務

『定期傭船契約論』小林登／信山社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　
『国境を超える市民社会と刑事人権 新倉修先
生古稀祝賀論文集』酒井安行／現代人文社

『未来世代の環境刑法 1 Textbook基礎編』
長井円／信山社

『未来世代の環境刑法 2 Principles原理編』
長井円／信山社

『更生保護入門 第5版』松本勝／成文堂

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　
『蟬脱の検察官』加藤康榮／法学書院
『50期代・60期代弁護士による新時代の事
務所マネジメント 令和元年版』東京都弁護
士協同組合／第一法規

『法律事務職員基本研修テキスト 第2版 上』
日本弁護士補助職協会／日本弁護士補助職
協会

『法律事務職員基本研修テキスト 第2版 下』
日本弁護士補助職協会／日本弁護士補助職
協会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　
『企業法務のための民事訴訟の実務解説 第2
版』圓道至剛／第一法規

『民事裁判入門 裁判官は何を見ているのか』
瀬木比呂志／講談社

『手続集中論』松村和徳／成文堂
『要件事実民法 第4補訂版 8 相続』大江忠
／第一法規

『民事保全・非訟マニュアル 書式のポイント
と実務』岡口基一／ぎょうせい

『書式個人再生の実務 全訂6版 申立てから
手続終了までの書式と理論』個人再生実務研
究会／民事法研究会

『子の親権・監護・面会交流の法律相談』平
田厚／青林書院

『刑事手続法の論点』川出敏裕／立花書房
『取調べにおける被誘導性 心理学的研究と司
法への示唆』Ridley, Anne M.／北大路書房

『脳科学と少年司法』山口直也／現代人文社
『少年非行』野村俊明／福村出版
『少年犯罪はどのように裁かれるのか。』須藤
明／合同出版

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　
『AI・IoT・ビッグデータの法務最前線』齋藤
浩貴／中央経済社
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『競争法における「脆弱な消費者」の法理 顧
客誘引に対する規制と規律の複線化の考察』
岩本諭／成文堂

『漁業資源管理の法と政策 持続可能な漁業に
向けた国際法秩序と日本』児矢野マリ／信山
社

『建設業法の課題と実務対応電子契約化への
法的アプローチ』匠総合法律事務所／新日本
法規出版

『不動産取引における重要事項説明の要点解
説』不動産適正取引推進機構／大成出版社

『紛争事例で学ぶ不動産取引のポイント』不
動産適正取引推進機構／大成出版社

『実務解説資金決済法 第4版』堀天子／商
事法務

『金融取引訴訟実務入門』圓道至剛／金融財
政事情研究会

『基準の行間を読む不動産評価実務の判断と
留意点』黒沢泰／清文社

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　
『秘密保持契約の実務 第2版 作成・交渉か
ら営業秘密/限定提供データの最新論点まで』
森本大介／中央経済社

 交 通 行 政　　　　　　　　　　　　　
『港湾セクターPPPの理論と実践』黒田秀彦
／国際開発ジャーナル社

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『労働における事実と法 基本権と法解釈の転
回』豊川義明／日本評論社

『労働実務事例研究 2019年版』労働新聞
社／労働新聞社

『企業労働法実務入門 改訂版』企業人事労
務研究会／日本リーダーズ協会

『NPOと労働法』渋谷典子／晃洋書房
『ワークルールの論点 職場・仕事・私をめぐ
って』道幸哲也／旬報社

『建設業事業者のための最新労務管理・安全
衛生・社会保険の法律と手続き』三修社

『塾講師の労務管理ハンドブック』長崎明子
／日本法令

『自然災害時の労務管理の実務』労務行政研
究所／労務行政

『働き方改革関連法・パワハラ対応の企業実
務 最新通達・ガイドラインを踏まえた』岩出
誠／中央経済社

『Q&Aハラスメントをめぐる諸問題 セクハラ・
パワハラ・マタハラ・アカハラ・モラハラ』山
梨県弁護士会／ぎょうせい

『解雇・退職の判例と実務』経営法曹会議／
第一法規

『解雇・退職の判例と実務 続』経営法曹会議
／第一法規

『「同一労働同一賃金」のすべて 新版』水町
勇一郎／有斐閣

『Q&A同一労働同一賃金のポイント 判例・
ガイドラインに基づく実務対応』別城信太郎
／新日本法規出版

『高島道枝選集 第1巻 雇用・労働における男
女平等をめざして』高島道枝／日本評論社

『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモ
デル就業規則策定マニュアル 改訂版』岡崎

教行／日本法令
『就業規則等整備のポイント 改正法と実務解
説・規程例』白石紘一／新日本法規出版

『よくわかる在宅就業障害者支援制度の活用
と事例  「みなし雇用」のすすめ』出縄貴史／
日本法令

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　　
『障害福祉事業者のための障害福祉サービス
と申請手続きマニュアル』三修社

『高齢者法 長寿社会の法の基礎』樋口範雄／
東京大学出版会

『介護事業者のための最新介護福祉サービス
申請手続きと書式』三修社

『必携法律家・支援者のための生活保護活用
マニュアル 2019年度版』生活保護問題対
策全国会議／耕文社

『母子保健法の解釈と運用 7訂』中央法規出
版

『子育て支援と虐待予防』奥山真紀子／日本
評論社

『社会保険・労働保険の事務手続 令和元年7
月現在』五十嵐芳樹／清文社

『障害年金の認定基準 2019年度版』社会
保険研究所

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『判例ピックアップ 麻酔科・ペインクリニック
領域編』奥田泰久／メディカル・サイエンス・
インターナショナル

 衛 生・ 環 境 法　　　　　　　　　　
『新型たばこ 健康影響と規制のあり方』医学
書院

『共有資源管理利用の法制度』奥田進一／成
文堂

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　
『まんがでわかるみんなのスポーツ・コンプライ
アンス入門』スポーツコンプライアンス教育振
興機構／学研プラス

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『国際水路の非航行的利用に関する基本原則 
重大損害防止規則と衡平利用規則の関係再
考』鳥谷部壌／大阪大学出版会

『「徴用工問題」とは何か？ 韓国大法院判決が
問うもの』戸塚悦朗／明石書店

『徴用工裁判と日韓請求権協定 韓国大法院判
決を読み解く』山本晴太／現代人文社

『WTO FTA CPTPP 国際貿易・投資のルー
ルを比較で学ぶ』飯野文／弘文堂

『国際刑事裁判の政治学 平和と正義をめぐる
ディレンマ』下谷内奈緒／岩波書店

『Q&A外国人・留学生支援「よろず相談」ハ
ンドブック 令和元年6月改訂』永井弘行／
セルバ出版

『すっきりわかる！技能実習と特定技能の外国
人受け入れ・労務・トラブル対応』藤井恵／
税務研究会出版局

 法 令 集　　　　　　　　　　　　　　
『働き方改革関連法 法律・政令・省令・告示・
公示』信山社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　
『動脈硬化診療のすべて』磯部光章／日本医
師会

『下部消化管癌に対する標準手術 手技習得へ
のナビゲート』山口茂樹／メジカルビュー社

『上部消化管癌に対する標準手術 手技習得へ
のナビゲート』白石憲男／メジカルビュー社

『肝癌に対する標準手術 手技習得へのナビゲ
ート』新田浩幸／メジカルビュー社

『脂肪注入移植術』淺野裕子／克誠堂出版
『内科学書 改訂第9版 1 内科学総論 臨床症
状』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 2 感染性疾患 膠原
病・リウマチ性疾患 アレルギー性疾患，免疫
不全症 呼吸器疾患』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 3 循環器疾患 腎・尿
路疾患』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 4 消化管・腹膜疾患 
肝・胆道・膵疾患』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 5 内分泌疾患 代謝・
栄養疾患』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 6 血液・造血器疾患 
神経疾患』南学正臣／中山書店

『内科学書 改訂第9版 別巻 基準値一覧 総
索引，総目次』南学正臣／中山書店

『腎生検病理診断取扱い規約』日本腎病理協
会／金原出版

『がんのリハビリテーション診療ガイドライン 
第2版』日本リハビリテーション医学会／金
原出版

『患者さんのための乳がん診療ガイドライン 
2019年版』日本乳癌学会／金原出版

『双極性障害 第3版』加藤忠史／医学書院
『クレプトマニア・万引き嗜癖からの回復』
Shulman, Terrence Daryl／星和書店

『脊髄損傷リハビリテーションマニュアル 第3
版』神奈川リハビリテーション病院／医学書
院

『腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第8版』
今井円裕／診断と治療社

『アレルギー性気管支肺真菌症の診療の手引
き』「アレルギー性気管支肺真菌症」研究班
／医学書院

『ムコ多糖症（MPS）Ⅱ型診療ガイドライン 
2019』日本先天代謝異常学会／診断と治療
社

『バセドウ病治療ガイドライン 2019』日本甲
状腺学会／南江堂

『高齢者のがん薬物療法ガイドライン』日本臨
床腫瘍学会／南江堂

『HTLV-1関連脊髄症<HAM>診療ガイドラ
イン 2019』厚生労働省／南江堂

『ペインクリニック治療指針 改訂第6版』日
本ペインクリニック学会／真興交易（株）医書
出版部

『内科医・小児科研修医のための小児救急治
療ガイドライン 改訂第4版』市川光太郎／
診断と治療社

『腰痛診療ガイドライン 2019』日本整形外
科学会／南江堂

『エビデンスに基づいた胆道癌診療ガイドライ
ン 改訂第3版』日本肝胆膵外科学会／医学
図書出版




