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 法 律 学・ 法 哲 学　　　　　　　　　　　
『日本法の舞台裏』新堂幸司／商事法務
『法秩序の効力根拠』竹下賢／成文堂
『数理法務のすすめ』草野耕一／有斐閣

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　
『ヨーロッパ私法への道』五十嵐清／悠々社
『現代のイスラーム法』アジア法学会／成文堂
『ドイツ物権法』Wolf, Manfred／成文堂
『契約結合としてのネットワーク』Teubner, Gunther
／信山社

『注釈フランス民事訴訟法典 特別訴訟・仲裁編』
徳田和幸／信山社出版

『米国財務会計基準の実務 第9版』長谷川茂
男／中央経済社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『みんなのためのLGBTI人権宣言』国際連合人
権高等弁務官事務所／合同出版

『ヘイトスピーチ解消法』第一法規
『同性婚だれもが自由に結婚する権利』同性婚
人権救済弁護団／明石書店

『セクシュアル・マイノリティの法律相談』東京
弁護士会性の平等に関する委員会／ぎょうせい

『憲法判例からみる日本』山本龍彦／日本評論社
『個人情報保護法の逐条解説 第5版』宇賀克也
／有斐閣

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　　　　
『公職選挙法の動き 平成25年-27年版』選挙
制度研究会（東京都）／国政情報センター

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『最新・ハイブリッド行政法 改訂第3版』田村
泰俊／八千代出版

『都市と環境の公法学』磯部力先生古稀記念論
文集刊行委員会／勁草書房

『現代総有論』五十嵐敬喜／法政大学ボアソナ
ード記念現代法研究所

『判例研究 1 季刊「不動産研究」判例研究100
号記念』日本不動産研究所

『判例研究 2 季刊「不動産研究」判例研究100
号記念』日本不動産研究所

『判例研究 3 季刊「不動産研究」判例研究100
号記念』日本不動産研究所

 財 政 法　　　　　　　　　　　　　　　
『補助金適正化法解説 全訂新版（増補第2版）』
小滝敏之／全国会計職員協会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『所得課税の国際的側面』渕圭吾／有斐閣
『税理士損害賠償請求事例にみる事故原因と予
防策』齋藤和助／清文社

『不動産・非上場株式の税務上の時価の考え方と
実務への応用 3訂版』渡邉正則／大蔵財務協会

『耐用年数通達逐条解説 改訂新版』坂元左／
税務研究会出版局

『移転価格税制の実務詳解』藤枝純／中央経
済社

『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンド
ブック 平成28年9月改訂』山本和義／清文社

『相続税・贈与税取扱いの手引 平成28年10
月改訂』上願敏来／納税協会連合会

『判例・裁決例にみる名義財産の帰属認定』峰
岡睦久／新日本法規出版

『消費税実務問答集 平成28年版』上願敏来／
納税協会連合会

『平成28年度改正消費税法の徹底解説』芹澤
光春／第一法規

『地方税取扱いの手引 平成28年10月改訂』
地方税制度研究会／納税協会連合会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　　　　
『地方公務員年金制度の解説 平成28年度版』
地方公務員年金制度研究会／ぎょうせい

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『NPO法人のすべて 増補10版』斎藤力夫／税
務経理協会

『物権法』平野裕之／日本評論社
『動産・債権譲渡登記の実務 第2版』日本司
法書士会連合会／金融財政事情研究会

『契約法の現代化1 契約規制の現代化』山本敬
三／商事法務

『不法行為法・事務管理・不当利得 第3版』円
谷峻／成文堂

『市民後見人養成講座 2 市民後見人の基礎知
識 第2版』成年後見センターリーガルサポート
／民事法研究会

『市民後見人養成講座 1 成年後見制度の位置
づけと権利擁護 第2版』成年後見センターリー
ガルサポート／民事法研究会

『市民後見人養成講座 3 市民後見人の実務 第
2版』成年後見センターリーガルサポート／民
事法研究会

『相続（別冊法学セミナー 245 新基本法コンメ
ンタール）』松川正毅／日本評論社

『判例からみた遺留分減殺請求の法務・税務・
登記 第2版』永石一郎／中央経済社

『自治体の「困った空き家」対策』宮崎伸光／
学陽書房

『Q&Aでマスターする民法改正と登記実務』東
京司法書士会／日本加除出版

『Q&A権利に関する登記の実務 15 第8編 嘱
託登記/各種財団等に関する登記/船舶に関す
る登記/その他の登記』不動産登記実務研究会
／日本加除出版

『信託法セミナー 4 信託の変更・終了・特例等』
能見善久／有斐閣

『渉外戸籍のための各国法律と要件 全訂新版 3 
各論（掲載国50音順【カ行・カ】カーボヴェルデ
～【サ行・ス】スウェーデン）』篠崎哲夫／日本加
除出版

『簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の
審理･判決に関する研究』村主隆行／司法研修所

『交通事故外傷と後遺障害全322大辞典 1 精
神・神経系統の障害/頭部外傷・高次脳機能障
害/眼の障害』宮尾一郎／かもがわ出版

『交通事故外傷と後遺障害全322大辞典 2 耳・
鼻・口・醜状障害/上肢の障害』宮尾一郎／か
もがわ出版

『交通事故外傷と後遺障害全322大辞典 3 下
肢の障害』宮尾一郎／かもがわ出版

『交通事故外傷と後遺障害全322大辞典 4 脊
柱・その他の体幹骨の障害/胸腹部臓器の障害』
宮尾一郎／かもがわ出版

『交通事故外傷と後遺障害全322大辞典 別巻 
交通事故後遺障害の等級獲得のために』宮尾
一郎／かもがわ出版

『交通事故の法律相談 新版』大嶋芳樹／学陽
書房

『交通事故損害賠償必携 2017年 資料編』宮
原守男／新日本法規出版

『ノーフォルト自動車保険論』佐野誠／保険毎
日新聞社

『自賠責保険・共済紛争処理事例集 第14巻
（平成27年度）』自賠責保険共済紛争処理機
構／自賠責保険・共済紛争処理機構

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『実務解説会社法』内田修平／商事法務
『会社法実務相談』西村あさひ法律事務所／商
事法務

『ベンチャー企業の法務A toZ』後藤勝也／中
央経済社

『Q&A中小企業経営に役立つ会社法の実務相
談事例』島村謙／ぎょうせい

『企業法研究 中小会社規制と会社法学の課題』
根田正樹／ぎょうせい

『全株懇モデル1 定款・株式取扱規程モデルの
解説，自己株式の理論と実践』全国株懇連合
会／商事法務

『「純資産の部」完全解説 第4版』太田達也／
税務研究会出版局

『役員報酬改革論 増補改訂版』神田秀樹／商
事法務

『指名諮問委員会・報酬諮問委員会の実務』沢
口実／商事法務

『コーポレートガバナンス・コードに対応した招
集通知・議案の記載例』樋口達／商事法務

『株主総会日程 平成29年版』別冊商事法務編
集部／商事法務

『改正会社法下における取締役会の運営実態』
別冊商事法務編集部／商事法務

『生命保険事業概況 平成27年度版』生命保険
協会

『株主リストの添付と株主名簿整備の実務』永
渕圭一／日本法令

『會社謄本分析事始』中村勝彦／税務経理協会

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『新時代の刑事法学 上巻』井田良／信山社
『新時代の刑事法学 下巻』井田良／信山社
『注釈刑法 第2巻 各論（1）』西田典之／有斐閣
『刑法総論 第3版』高橋則夫／成文堂
『未遂犯と実行の着手』佐藤拓磨／慶應義塾大
学出版会

『財務捜査のための企業会計・財務諸表入門』
大塚尚／立花書房

『年報・死刑廃止 2016』年報死刑廃止編集
委員会／インパクト出版会

『Q&A日本と世界の死刑問題』菊田幸一／明石
書店

『受刑者の法的権利 第2版』菊田幸一／三省堂
『精神鑑定への誘い』安藤久美子／星和書店

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内　2016年11月17日～12月21日・171点
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 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　　　　
『司法権の法哲学的研究』布川玲子／日本評論社
『日本司法支援センタースタッフ弁護士全国経
験交流会報告書 平成28年度』日本弁護士連
合会総合法律支援本部／日本弁護士連合会

『達成 東京弁護士会達成会創立80周年記念誌』
東京弁護士会達成会／東京弁護士会達成会

『弁護士研修講座 2016年度』東京弁護士会
弁護士研修センター運営委員会

『久保利英明ロースクール講義 君は〈正義〉のた
めに闘えるか？』久保利英明／日経BP社

『弁護士の経験学 事件処理・事務所運営・人
生設計の実践知』高中正彦／ぎょうせい

『人間の尊厳の確保と司法』山下潔／日本評論社
『リーガルクリニック・ハンドブック 第2版 法律
相談効率化のための論点チェック』弁護士法人
丸の内ソレイユ法律事務所／ぎょうせい

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　　　　
『最新裁判実務大系 4 不動産関係訴訟』滝澤
孝臣／青林書院

『最新裁判実務大系 5 不動産登記訴訟』滝澤
孝臣／青林書院

『権利保護保険』應本昌樹／成文堂
『要件事実マニュアル 第5版 1 総論・民法1』
岡口基一／ぎょうせい

『要件事実マニュアル 第5版 2 民法2』岡口基
一／ぎょうせい

『ドキュメント離婚事件』杉井静子／新日本法
規出版

『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 家事・
人事編』加藤新太郎／第一法規

『弁護士のための家事事件税務の基本』馬渕泰
至／学陽書房

『最新重要判例250刑事訴訟法』田口守一／
弘文堂

『条解刑事訴訟法 第4版増補版』松本時夫／
弘文堂

『刑事弁護の原理と実践』川崎英明／現代人文社
『人質司法に挑む弁護』東京弁護士会期成会／
現代人文社

『ベーシック刑事弁護実務』三木祥史／三協法
規出版

『プロシーディングス刑事裁判』司法研修所刑
事裁判教官室／法曹会

『えん罪・氷見事件を深読みする 国賠訴訟のす
べて』前田裕司／現代人文社

『付添人のための少年院入門 第2版』第一東京
弁護士会子ども法委員会／第一東京弁護士会

『少年矯正法 研修教材』法務省矯正研修所／
矯正協会

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　　　　
『中小企業の戦略的会社法務と登記』今川嘉文
／中央経済社

『再生可能エネルギーと国土利用』高橋寿一／
勁草書房

『建設業法解説 改訂12版』建設業法研究会／
大成出版社

『M&Aにおける財務・税務デュー・デリジェンス
のチェックリスト』佐和周／中央経済社

『日本の公開買付け』田中亘／有斐閣

『日本の金融リスク管理を変えた10大事件』藤
井健司／金融財政事情研究会

『金融リスク管理を変えた10大事件+x 増補版』
藤井健司／金融財政事情研究会

『信用金庫役員の職務執行の手引き』岸本寛之
／経済法令研究会

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　　　　
『逐条解説不正競争防止法』経済産業省知的財
産政策室／商事法務

『商標判例読解』ユアサハラ法律特許事務所／
経済産業調査会

『商標実務入門 第2版』阿部井窪片山法律事
務所／民事法研究会

『著作権法入門 2016-2017』文化庁／著作
権情報センター

『著作権法入門 第2版』島並良／有斐閣

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　
『高齢者雇用・競業避止義務・企業年金』宮里
邦雄／旬報社

『実例に基づくトラック運送業の賃金制度改革』
小山雅敬／日本法令

『就業規則の法律実務 第4版』石崎信憲／中
央経済社

『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかるパート・契
約社員・派遣社員の法律問題とトラブル解決法』
小島彰／三修社

『労働者派遣法の基本と実務』石嵜信憲／中央
経済社

 社 会 福 祉 法　　　　　　　　　　　　　
『介護保険事業運営の手引 4訂版』介護保険事
業運営の手引編集委員会／中央法規出版

『障害者総合支援法事業者ハンドブック』中央
法規出版

『介護施設で何が起きているのか』吉田輝美／
ぎょうせい

『子どもと法』丹羽徹／法律文化社
『子どもの相談・救済と子ども支援』荒牧重人
／日本評論社

『「子ども虐待」はなぜなくならないのか』滝川一
広／日本評論社

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　
『Q&A病院・医院・歯科医院の法律実務 改訂版』
西内岳／新日本法規出版

『小児医療と医事法』甲斐克則／信山社

 社 会 保 険 法　　　　　　　　　　　　　
『障害年金をもらいながら働く方法を考えてみま
せんか？ 改訂版』松山純子／日本法令

『詳解障害年金相談ハンドブック 新訂版』安部
敬太／日本法令

 宗 教 法　　　　　　　　　　　　　　　
『お墓にまつわる法律実務』遺言相続リーガルネ
ットワーク／日本加除出版

 教 育 法　　　　　　　　　　　　　　　
『逐条解説私立学校法 改訂版』松坂浩史／学
校経理研究会

『プロ教師&弁護士が正しくアドバイス！教師を
守る保護者トラブル対応術』丸岡慎弥／学陽書房

 図 書 館 法　　　　　　　　　　　　　　
『公立図書館の無料原則と公貸権制度』稲垣行子
／日本評論社

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　
『EU・欧州統合研究 改訂版』福田耕治／成文堂
『国際司法裁判所 第4巻』横田洋三／国際書院
『山本孝夫の英文契約ゼミナール』山本孝夫／
レクシスネクシス・ジャパン

『出入国管理及び難民認定法』多賀谷一照／日
本加除出版

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　
『イラストでわかる！特定保健用食品と医薬品』
藤本浩毅／文光堂

『エッセンシャル免疫学 第3版』Parham, Peter
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『病気がわかる検査値ガイド 改訂第3版』斉藤
嘉禎／金原出版

『画像診断ガイドライン 2016年版』日本医学
放射線学会／金原出版

『結節性硬化症の診断と治療最前線』日本結節
性硬化症学会／診断と治療社

『食物アレルギー』夏目秀視／南山堂
『多発性骨髄腫の診療指針 第4版』日本骨髄
腫学会／文光堂

『ARDS診療ガイドライン 2016 Part2』3学
会合同ARDS診療ガイドライン2016作成委
員会／日本呼吸療法医学会

『骨粗鬆症診療ハンドブック 改訂6版』中村利
孝／医薬ジャーナル社

『統合失調症，気分障害』原田誠一／中山書店
『認知症・パーキンソン症候群臨床と画像との
対応』鈴木正彦／金原出版

『もっと踏み込む認知症ケア』井階友貴／羊土社
『小児内分泌学 改訂第2版』日本小児内分泌
学会／診断と治療社

『小児急性脳症診療ガイドライン 2016』日本
小児神経学会／診断と治療社

『新生児低酸素性虚血性脳症』東京医学社
『静がんメソッド』片桐浩久／日本医事新報社
『放射線治療計画ガイドライン 2016年版』日
本放射線腫瘍学会／金原出版

『横行結腸間膜の解剖からみた腹腔鏡下結腸癌
手術のStrategy & Tactics』松村直樹／メジ
カルビュー社

『脊椎脊髄外科テキスト』高橋和久／南江堂
『脊椎脊髄病学 第2版』岩崎幹季／金原出版
『糖尿病腎症の治療のポイント』絵本正憲／医
薬ジャーナル社

『排尿障害で患者さんが困っていませんか？』影
山慎二／羊土社

『現代帝王切開学』東京医学社
『ガイドラインに基づく胎児心エコーテキスト』
金芳堂

 そ の 他　　　　　　　　　　　　　　　
『現代用語の基礎知識 2017』自由国民社／自
由国民社


