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 法 律 学　　　　　　　　　　　　　　
『現代社会と法原理 新版』河見誠／成文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　
『入門中国法』田中信行／弘文堂
『中国夢の法治』但見亮／成文堂
『概説GDPR 世界を揺るがす個人情報保護制
度』小向太郎／NTT出版

『図解中国ビジネス税法 第5版』太陽グラントソ
ントン・アドバイザーズ株式会社／税務経理協会

『米国会社法の実務Q&A デラウェア州会社法
に基づく設立・運営』竹田公子／中央経済社

『中国の捜査法』何琳／成文堂
『アメリカ民事訴訟法の研究』椎橋邦雄／信
山社

『米国連邦商標出願ガイドライン』井手久美子
／経済産業調査会

『EU性差別禁止法理の展開』黒岩容子／日本
評論社

『規範の逆転 フランス労働法改革と日本』野田
進／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『国家・公共の福祉・基本権』Isensee, Josef
／弘文堂

『「プロセス」による自由の追求 「プライバシー」
をめぐる裁判所の憲法解釈の正当性』阿部純子
／敬文堂

『合法性と正当性』岩間昭道／尚学社
『トピックからはじめる統治制度 第2版 憲法を
考える』笹田栄司／有斐閣

『自衛隊の変貌と平和憲法 脱専守防衛化の実
態』飯島滋明／現代人文社

『人権としての平和 平和的生存権の思想研究』
後藤光男／成文堂

『個人情報保護法制』宇賀克也／有斐閣
『部落差別解消推進法を学ぶ』奥田均／解放出
版社

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　
『公文書管理』日本弁護士連合会法律サービス
展開本部／明石書店

『先端・ハイブリッド行政法』田村泰俊／八千
代出版

『行政書士法コンメンタール 新10版』兼子仁
／北樹出版

『客観訴訟制度の存在理由』山岸敬子／信山社
『都市再開発法解説 改訂8版』都市再開発法
制研究会／大成出版社

『プロのための建築法規ハンドブック 5訂版』建
築規定運用研究会／ぎょうせい

『建築瑕疵の法律と実務』岩島秀樹／日本加除
出版

『先例・通知に学ぶ大規模災害への自主的対応
術』室崎益輝／第一法規

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『個人の税務相談事例500選 令和元年版』福
居英雄／納税協会連合会

『設例から考える国際租税法』藤本哲也／中央
経済社

『新税理士法 5訂版』日本税理士会連合会／税
務経理協会

『実務に役立つ租税基本判例精選100』林仲宣
／税務経理協会

『図解・業務別会社の税金実務必携 令和元年
版』溝端浩人／清文社

『図解国税通則法 令和元年版』黒坂昭一／大
蔵財務協会

『法人税法 令和元年度版』渡辺淑夫／中央経
済社

『図解組織再編税制 令和元年版』中村慈美／
大蔵財務協会

『キャッチアップ外国人労働者の税務 改正入管
法対応』酒井克彦／ぎょうせい

『源泉所得税の実務 令和元年版』後藤加寿弥
／納税協会連合会

『個人の外国税額控除パーフェクトガイド』廣瀬
壮一／中央経済社

『詳細相続税 8訂版 資料収集・財産評価・申
告書作成の実務』岩下忠吾／日本法令

『成功する事業承継Q&A150 令和元年8月改
訂 遺言書・遺留分の民法改正から自社株対策，
法人・個人の納税猶予まで徹底解説』坪多晶
子／清文社

『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンド
ブック 令和元年9月改訂』山本和義／清文社

『弁護士のための財産承継における税務問題の
基礎』リード総合法律会計事務所／第一法規

『弁護士の業務に役立つ相続税 改訂2版』遠藤
常二郎／三協法規出版

『徹底比較！個人版事業承継税制・小規模宅地
特例の活用マニュアル』今仲清／ぎょうせい

『図解・表解小規模宅地等の特例判定チェック
ポイント』天池健治／中央経済社

『印紙税の実務対応』小林幸夫／税務経理協会
『業種別文書実例から学ぶ印紙税の課否判断と
実務対応』佐藤明弘／税務研究会出版局

『建設業のための消費税Q&A 新版 新旧税率の
適用判断からインボイス対応まで』金井恵美子
／建設産業経理研究機構

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　
『自治体徴収職員のための債権差押えの実務 債
権法新時代への対応』吉国智彦／第一法規

『憲法の中の自治，自治の中の憲法』日本地方
自治学会／敬文堂

『Q&Aでわかる業種別法務 自治体』幸田宏／
中央経済社

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『評伝法学博士星野通先生 ある進歩的民法・
民法典研究者の学者人生』川東竫弘／日本評
論社

『物権変動の法的構造』大場浩之／成文堂
『すぐに役立つ最新建築基準法と私道・境界・
日照権の法律とトラブル解決法』三修社

『Q&A道路の実務百科 公道・私道の法律実務
から境界調査の仕方および評価手法まで』広瀬
千晃／プログレス

『非占有動産担保の競合』清水裕一郎／九州大
学出版会

『実務にすぐ役立つ改正債権法・相続法コンパ
クトガイド』福原竜一／ぎょうせい

『取引基本契約書の作成と審査の実務』滝川宜
信／民事法研究会

『契約類型別債権法改正に伴う契約書レビュー
の実務』滝琢磨／商事法務

『住宅建築トラブル相談ハンドブック 改訂版』
岡田修一／新日本法規出版

『住宅会社のための建築工事請負契約約款モデ
ル条項の解説 改正民法対応』秋野卓生／日本
加除出版

『無断離婚対応マニュアル 外国人支援のための
実務と課題』協議離婚問題研究会／日本加除
出版

『終活にまつわる法律相談 3訂 遺言・相続・相
続税』安達敏男／日本加除出版

『ケース別法定相続情報証明制度書類作成のポ
イント』日本司法書士会連合会／新日本法規
出版

『法律家のための相続預貯金をめぐる実務』本
橋総合法律事務所／新日本法規出版

『法務と税務のプロのための改正相続法徹底ガイ
ド 令和元年施行対応版』松嶋隆弘／ぎょうせい

『相続・贈与と生命保険をめぐるトラブル予防・
対応の手引』中込一洋／新日本法規出版

『クライアントのための財産管理と相続の基礎知
識』中田義直／大蔵財務協会

『改正相続法と家庭裁判所の実務』片岡武／日
本加除出版

『賃貸住居の法律Q&A 6訂版』東京弁護士会
易水会／住宅新報出版

『今こそ使おう「定期」借家契約』定期借家研究
会／中央経済社

『読解不動産登記Q&A 5訂版 実務に役立つ登
記簿・公図から権利証までの読み方』飯川洋一
／清文社

『集中講義不動産登記法 第3版補訂版』斎藤
隆夫／成文堂

『元登記官からみた抹消登記のポイント』青木
登／新日本法規出版

『弁護士が答える民事信託Q&A100』大阪弁
護士会／日本加除出版

『民事信託の基礎と実務』東京弁護士会弁護士
研修センター運営委員会／ぎょうせい

『現場・損傷写真でわかる物損事故事件におけ
る立証から解決まで』高畠希之／第一法規

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『法律英語とガバナンス』長谷川俊明／第一法規
『起業の法務 新規ビジネス設計のケースメソッ
ド』TMI総合法律事務所／商事法務

『監査報告書の指摘事項と改善提案』藤井範彰
／同文舘出版

『海外子会社リーガルリスク管理の実務』ベーカ
ー&マッケンジー法律事務所／中央経済社

『事例でわかる不正・不祥事防止のための内部
監査』樋口達／中央経済社

『役員報酬・指名戦略』村中靖／日本経済新聞
出版社

『会社法改正後の新しい株主総会実務 電子提
供制度の創設等を踏まえて』伊藤広樹／中央
経済社

『最新組織再編の法律・会計・税務ハンドブック 
8訂版 合併・買収，会社分割，事業譲渡，株式
交換・移転』山田コンサルティンググループ株
式会社／日本法令

『国際企業保険入門』芦原一郎／中央経済社
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 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『大コンメンタール刑法 第3版 第230条〜第
245条』大塚仁／青林書院

『先端刑法総論 現代刑法の理論と実務』松宮
孝明／日本評論社

『図表で明快！擬律判断ここが境界』岡本貴幸
／東京法令出版

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　　
『憲法判例と裁判官の視線』千葉勝美／有斐閣
『九州における裁判所支部・簡裁の実情 第10
回 2019年6月29日』九州弁護士会連合会
司法改革に関する連絡協議会

『条解弁護士法 第5版』日本弁護士連合会調
査室／弘文堂

『弁護士に学ぶ！交渉のゴールデンルール 第2
版』奥山倫行／民事法研究会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　
『新民事訴訟法』新堂幸司／弘文堂
『裁判上の各種目録記載例集 改訂版 当事者目
録，物件目録，請求債権目録，差押・仮差押債
権目録等』佐藤裕義／新日本法規出版

『若手法律家のための民事尋問戦略』中村真／
学陽書房

『書式支払督促の実務 全訂10版』園部厚／民
事法研究会

『条解民事執行法』伊藤真／弘文堂
『離婚調停・離婚訴訟 3訂版』秋武憲一／青林
書院

『家事法の理論・実務・判例 3』道垣内弘人／
勁草書房

『刑事訴訟法の思考プロセス』斎藤司／日本評
論社

『情状弁護Advance』現代人文社
『被疑者取調べの憲法的規制』安部祥太／日本
評論社

『無実の死刑囚 増補改訂版 三鷹事件竹内景助』
高見澤昭治／日本評論社

『裁判員裁判と裁判官』島田一／司法研修所

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　
『ロボット法』平野晋／弘文堂
『データ取引の契約実務』福岡真之介／商事
法務

『海外エネルギープロジェクトの契約実務 PPA, 
EPC, ファイナンス等主要契約を網羅』渥美坂
井法律事務所／中央経済社

『ふくしま原子力災害からの複線型復興』丹波
史紀／ミネルヴァ書房

『建設業経営事項審査制度の実務と究極的評点
アップ対策』経営コンサルタント百合岡靖幸事
務所／日本法令

『建設業法遵守の手引 改訂9版』建設業適正
取引推進機構

『有価証券報告書の記載事例の分析』清水誠／
商事法務

『人事デューデリジェンスの実務 第3版』マー
サージャパン／中央経済社

『上場株式取引の法務 第2版』森・浜田松本
法律事務所／中央経済社

『M&A実務ハンドブック 第8版 会計・税務・
企業評価と買収契約の進め方』鈴木義行／中

央経済社
『M&Aと統合プロセス人事労務ガイドブック』
佐藤広一／労働新聞社

『投資信託の法務と実務 第5版』野村アセット
マネジメント株式会社／金融財政事情研究会

『消費者相談マニュアル 第4版』東京弁護士会
消費者問題特別委員会／商事法務

『マネロン・テロ資金供与リスクと金融機関の実
務対応 第2版』今野雅司／中央経済社

『詳説犯罪収益移転防止法・外為法 第4版』
中崎隆／中央経済社

『金融ADRの現状と将来 東京弁護士会紛争解
決センター20周年記念シンポジウム』東京弁
護士会紛争解決センター／東京弁護士会紛争解
決センター

『Q&A外国人との共生社会における金融実務』
虎門中央法律事務所／金融財政事情研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　
『共同研究開発契約の法務』重冨貴光／中央経
済社

『テーマ別重要特許判例解説 第3版』創英IP
ラボ／日本評論社

『剽窃論』南馨斗／日本評論社
『判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講』田
中豊／日本評論社

『著作権トラブル解決実務ハンドブック』三山裕
三／青林書院

『CRIC60年のあゆみ』著作権情報センター

 農 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『農地法講義』宮崎直己／大成出版社

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　
『労務インデックス』渡辺岳／税務研究会出版局
『ウォッチング労働法 第4版』土田道夫／有
斐閣

『詳解労働法』水町勇一郎／東京大学出版会
『労働法実務大系 第2版』岩出誠／民事法研
究会

『「尊厳ある社会」に向けた法の貢献 社会法とジ
ェンダー法の協働』島田陽一／旬報社

『社員の問題行為への適正な対応がわかる本』
牛嶋勉／第一法規

『働き方改革関連法の解説と実務対応 1 労働時
間編』労働調査会／全国労働基準関係団体連
合会

『あらましとQ&Aでわかるハラスメント対策』
大橋さやか／金融財政事情研究会

『改正女性活躍推進法等と各種ハラスメント対
応 2019年法改正対応』布施直春／産労総合
研究所出版部経営書院

『事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説と
Q&A 2019年5月成立のパワハラ対策法に対
応！』村本浩／労働新聞社

『懲戒処分の基本と実務』石嵜信憲／中央経
済社

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　　　
『変わる福祉社会の論点 第2版』増田幸弘／信
山社

『高齢者の生活困難と養護老人ホーム』河合克
義／法律文化社

『Q&A高齢者施設・事業所の法律相談 改訂版』
介護事業法務研究会／日本加除出版

『事例詳解介護現場における虐待・事故の予防
と対応』松宮良典／日本加除出版

『すぐに役立つ入門図解最新介護保険<サービ
ス・費用>と介護施設のしくみと手続き』三
修社

『ICFを活用した介護過程と個別支援計画 高齢
者・障害者の意思決定支援と本人中心型の計
画づくり』大阪障害者センター／かもがわ出版

『生活保護手帳別冊問答集 2019年度版』中
央法規出版

『生活保護手帳 2019年度版』中央法規出版
『教育・福祉関係者のための児童虐待と障害者
虐待 基礎編』島治伸／ジアース教育新社

『児童虐待の司法判断』林弘正／成文堂
『発達性トラウマ障害のすべて』杉山登志郎／日
本評論社

『学校を長期欠席する子どもたち』保坂亨／明
石書店

『超解年金法』高木隆司／日本法令

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　
『医療事件の実務（DVD） その1 調査編』木下
正一郎／東京法律相談運営連絡協議会

『クリニックの個別指導・監査対応マニュアル』
医業経営研鑽会／日本法令

『病医院の引き継ぎ方・終わらせ方が気になった
ら最初に読む本』医業経営研鑽会／日本法令

 環 境 法　　　　　　　　　　　　　　
『リサイクルの法と実例』小賀野晶一／三協法
規出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　
『難民問題と国際法制度の動態』川村真理／信
山社

『EUとは何か 第3版』中村民雄／信山社
『国連総会の葛藤と創造 国連の組織，財政，交
渉』岩谷暢子／信山社

『国際ビジネス契約の基本・文例・交渉』樋口
一磨／日本加除出版

『移民受け入れと社会的統合のリアリティ 現代
日本における移民の階層的地位と社会学的課
題』是川夕／勁草書房

『移民がやってきた アジアの少数民族，日本で
の物語』山村淳平／現代人文社

『最新入管法・外国人雇用の法律しくみと手続
き』服部真和／三修社

『外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談
Q&A』若松絵里／清文社

『フローチャートでわかる新在留資格にもとづ
く外国人材の受入れと活用 改正入管法対応
2019』PAL総合行政書士法人／第一法規

『外国人の法律相談Q&A 第4次改訂版 法的ポ
イントから実務対応まで』第一東京弁護士会人
権擁護委員会／ぎょうせい

 そ の 他　　　　　　　　　　　　　　
『日本人は右傾化したのか データ分析で実像を
読み解く』田辺俊介／勁草書房

『現代用語の基礎知識 2020』自由国民社／自
由国民社


