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 法哲学　　　　　　　　　　　　　　　　 
『「法」における「主体」の問題』仲正昌樹／
御茶の水書房

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『はじめてのアメリカ法 補訂版』樋口範雄／
有斐閣 

『フランス憲政学の動向』山元一／慶應義塾
大学出版会

『ドイツとヨーロッパの私法と手続法 ダグマー
ル・ケスター=ヴァルチェン, ミヒャエル・ケス
ター論文集』Coester-Waltjen, Dagmar
／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　   
『制定の立場で省みる日本国憲法入門 第1集』
芦田均／書肆心水

『制定の立場で省みる日本国憲法入門 第2集』
金森徳次郎／書肆心水

『憲法遺言/憲法随想/憲法うらおもて/私の
履歴書』金森徳次郎／慈学社出版

 国会法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『国会法』白井誠／信山社

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『行政法 1 現代行政過程論 第2版』大橋洋
一／有斐閣

『行政訴訟の回顧と展望』濱秀和／信山社
『行政訴訟第2次改革の論点』阿部泰隆／信
山社

『都市再開発実務ハンドブック 2013』大成
出版社

『建築ストック社会と建築法制度』日本建築
学会／技報堂出版

『改正建築物の耐震改修の促進に関する法律・
同施行令等の解説 平成25年11月25日施
行』耐震改修法研究会／ぎょうせい

 警察法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『警察の倫理』金山泰介／立花書房
『民事不介入原則の超克 警察はどこまで支援
できるか』日本弁護士連合会／金融財政事情
研究会

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　     
『日税研論集 移転価格税制の研究 第64号
（2013）』日本税務研究センター／日本税務
研究センター

『税金還付の実務75問75答 新版』ひかり
税理士法人／清文社

『不動産の評価・権利調整と税務 土地・建物の
売買・賃貸からビル建設までのコンサルティン
グ 平成25年11月改訂』鵜野和夫／清文社

『実務家のための資産税重要事例選集 4訂版 
相続税・贈与税・財産評価 譲渡所得・登録
免許税・事業承継税制』橋本守次／大蔵財
務協会

『図解とQ&Aで実務がわかる法定調書のすべて 
所得税法 相続税法 租税特別措置法 国外送
金等調書提出法』佐藤和助／大蔵財務協会

『所得税実務問答集 平成25年11月改訂』
新木敏克／納税協会連合会

『M&A・企業組織再編のスキームと税務 第2
版』太田洋／大蔵財務協会

『相続税・贈与税取扱いの手引 平成25年

11月改訂』佐竹寿紀／納税協会連合会
『業種別消費税率引上げ・転嫁対策ハンドブ
ック』名古屋VAT研究会／ぎょうせい

『ミス事例でわかる消費税の実務ポイント』黒
田正雄／新日本法規出版

 地方自治法　　　　　　　　　　　　　　 
『東京都予算編成に対する要望 2014年度』
日本共産党東京都議会議員団

『逐条地方公務員法 新版第3次改訂版』橋
本勇／学陽書房

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　    
『実践一般社団法人・信託活用ハンドブック 
相続贈与・資産管理・事業承継対策に役立
つ！』白井一馬／清文社

『法人登記書式精義 第4巻』登記研究編集
室／テイハン

『現代の代理法 アメリカと日本』樋口範雄／
弘文堂

『民法（債権関係）改正に関する比較法資料』
法務省民事局／商事法務

『ペットのトラブル相談Q&A』渋谷寛／民事
法研究会

『家族法 第4版』二宮周平／新世社
『離婚・内縁解消の法律相談 第3版』山之内
三紀子／青林書院

『相続の登記実務Q&A120問』青山修／金
融財政事情研究会

『遺言執行の手引』山崎巳義／商事法務
『これでわかる！相続で必要になる戸籍の見
方・調べ方』篠崎哲夫／日本加除出版

『Q&A即答戸籍の実務』岩﨑孝二郎／日本
加除出版

『新・マンション管理の実務と法律』齊藤広
子／日本加除出版

『交通事故損害賠償必携 資料編 2014年』
倉田卓次／新日本法規出版

『交通事故損害額算定基準 24訂版 実務運
用と解説 2014年』日弁連交通事故相談セ
ンター

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 基
準編 2014上巻』日弁連交通事故相談セン
ター／日弁連交通事故相談センター東京支部

『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 講演
録編 2014下巻』日弁連交通事故相談セン
ター／日弁連交通事故相談センター東京支部

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『合同会社（LLC）とパススルー税制』森信
茂樹／金融財政事情研究会

『株式評価実務必携 平成25年11月改訂』
谷内由美子／納税協会連合会

『株主総会想定問答集 平成26年版』商事法務
『招集通知・議案の記載事例 平成26年版』
商事法務

『財務諸表監査における不正対応』宇澤亜弓
／清文社

『検証裏口上場 不適当合併等の事例分析』
鈴木広樹／清文社

 刑法・刑事政策　　　　　　　　　　　    
『犯罪学 理論的背景と帰結』Lilly, J. Robert
／金剛出版

『日本犯罪学会設立百年記念大会』日本犯罪
学会

『Q&A実例交通事件捜査における現場の疑
問』城祐一郎／立花書房

『犯罪学・刑事政策の新しい動向』藤本哲也
／中央大学出版部

『新時代の矯正と更生保護』藤本哲也／現代
人文社

『弁護人のための指紋鑑定』齋藤保／現代人
文社

『秘密法で戦争準備・原発推進』海渡雄一／
創史社

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　 
『法科大学院におけるローヤリング教育の理論
と実践』日本弁護士連合会法科大学院センタ
ー／民事法研究会

『「無罪」を見抜く』木谷明／岩波書店
『裁判官の歩き方』吉戒修一／商事法務
『弁護士の仕事術 5 不動産事件処理の基本』
藤井篤／日本加除出版

『信頼される司法の実現』東京弁護士会法友
会／現代人文社

『弁護士の仕事術 7 法律事務所運営のポイン
ト』藤井篤／日本加除出版

『憲法と司法の灯りを今こそ輝かそう』東京弁
護士会期成会／東京弁護士会期成会

『司法書士の専門家責任』加藤新太郎／弘文
堂

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　 
『民事実務講義案 1　4訂補訂版』司法協会
『民事訴訟における事実認定 契約分野別研究
（製作及び開発に関する契約）』畠山稔／司法
研修所

『書式支払督促の実務 全訂9版』園部厚／民
事法研究会

『民事弁護教材 民事執行 改訂（補正版）』司
法研修所／日本弁護士連合会

『民事弁護教材 民事保全 改訂（補正版）』司
法研修所／日本弁護士連合会

『倒産法の判例・実務・改正提言』園尾隆司
／弘文堂

『会社更生の実務Q&A120問』全国倒産処
理弁護士ネットワーク／金融財政事情研究会

『簡易裁判所における刑事公判の理論と実務』
三好一幸／司法協会

『略式手続の理論と実務』三好一幸／司法協会
『裁判員裁判の理論と実践 補訂版』杉田宗久
／成文堂

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『現代日本の少年非行』岡邊健／現代人文社
『少年司法と国際人権』山口直也／成文堂

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　 
『Q&A法人登記の実務事業協同組合』吉岡
誠一／日本加除出版

『証券取引被害判例セレクト 46』全国証券
問題研究会／全国証券問題研究会

『金融商品取引法入門』栗原脩／金融財政事
情研究会

『グローバル金融規制の潮流』中空麻奈／き
んざい

『Q&Aそこが知りたいこれからの金融モニタリ
ング』江平享／金融財政事情研究会

『中小企業海外展開支援法務アドバイス』應
本昌樹／経済法令研究会

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内　2014年1月16日～2月19日・175点
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 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　 
『外国出願を見据えた日本語クレームドラフト
の実務』酒井將行／エイバックズーム

『なぜ，日本の知財は儲からない パテント強
国アメリカ秘密の知財戦略』幸田ヘンリー／
レクシスネクシス・ジャパン

 放送法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『内部的メディアの自由 研究者・石川明の遺
産とその継承』花田達朗／日本評論社

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『新労働事件実務マニュアル 第3版』東京弁
護士会労働法制特別委員会／ぎょうせい

『事例でわかる問題社員への対応アドバイス』
芦原一郎／新日本法規出版

『ケースで学ぶ労務トラブル解決交渉術 弁護
士・企業の実践ノウハウ』安倍嘉一／民事法
研究会

『解雇改革 日本型雇用の未来を考える』大内
伸哉／中央経済社

『モデル賃金・年収と昇給・賞与 最新・賃金
実態の決定版 2014年版』労務行政研究所
／労務行政

『65歳雇用時代の中・高年齢層処遇の実務』
労務行政研究所／労務行政

『自動車運転者労務改善基準の解説 改訂5
版』労働調査会／労働調査会

 児童福祉法　　　　　　　　　　　　　　 
『子どもの権利アジアと日本』荒牧重人／三
省堂

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『銀座眼科レーシック集団感染事件』銀座眼
科被害対策弁護団

『医療事故の法律相談Q&A』上田智司／法
学書院

『ハンセン病のことを知っていますか?』岡山
弁護士会人権擁護委員会

『生体臓器移植ドナーの意思確認に関する指
針』日本総合病院精神医学会／星和書店

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『鉱害賠償責任の実体的研究』徳本鎮／信山社
『里地里山の保全案内 保全の法制度・訴
訟・政策』坂口洋一／Sophia University 
Press上智大学出版

『PM2.5と健康』医歯薬出版

 スポーツ法　　　　　　　　　　　　　　   
『紛争類型別スポーツ法の実務』多田光毅／
三協法規出版

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　 
『国際取引法』藤川信夫／尚学社
『国際刑事裁判所と人権保障』東沢靖／信山社
『入管訴訟マニュアル』東京弁護士会外国人
の権利に関する委員会／現代人文社

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　 
『においと嗅覚障害 耳鼻咽喉科領域のジェネ
リック医薬品とサプリメント』医学書院

『顔面美容外科の合併症と治療』克誠堂出版
『G-CSF適正使用ガイドライン 2013年版』
日本癌治療学会／金原出版

『必ず診療に役立つスポーツ傷害の画像診断』
帖佐悦男／羊土社

『学校・職場のメンタルヘルスの実践と応用』
牧野真理子／新興医学出版社

『 精 神 科 面 接マニュアル 第3版 』Carlat, 
Daniel J.／メディカル・サイエンス・インタ
ーナショナル

『小児特発性ネフローゼ症候群診療ガイドライ
ン 2013』日本小児腎臓病学会／診断と治
療社

『症例を通して学ぶ年代別食物アレルギーのす
べて』海老澤元宏／南山堂

『クリティカルケアにおける呼吸管理』氏家良
人／克誠堂出版

『スポーツ整形外科マニュアル 新版』篠塚昌
述／中外医学社

『内科学書 改訂第8版 1 内科学総論』小川
聡／中山書店

『内科学書 改訂第8版 2 感染性疾患』小川
聡／中山書店

『内科学書 改訂第8版 3 循環器疾患』小川
聡／中山書店

『内科学書 改訂第8版 4 消化管・腹膜疾患』
小川聡／中山書店

『内科学書 改訂第8版 5 内分泌疾患』小川
聡／中山書店

『内科学書 改訂第8版 6 』小川聡／中山書店
『内科学書 改訂第8版 別巻 基準値一覧 総
索引, 総目次』小川聡／中山書店

『線維筋痛症の病態と治療』小宮節郎／メジ
カルビュー社

『内科診療にガイドラインを生かす』医学書院
『HIV感染症2013』医薬ジャーナル社
『カプセル内視鏡の現状と展望』医学書院
『分子標的薬』日本臨牀社
『女性アスリートの医科学的サポートを考える』
文光堂

『癌取扱い規約からみた悪性腫瘍の病期診断
と画像診断』臨床放射線編集委員会／金原
出版

『最新肺癌学』日本臨牀社
『運動器慢性痛診療の手引き』日本整形外科
学会／南江堂

『気道管理ガイドブック 改訂第2版』村島浩
二／真興交易㈱医書出版部

『徹底ガイド心不全Q&A 第2版』佐藤直樹
／総合医学社

『ERでの非典型症状にだまされない！救急疾
患の目利き術』安藤裕貴／羊土社

『医育機関名簿 2013-2014』羊土社
『緩和医療薬学』日本緩和医療薬学会／南江堂
『救急患者の診かた考え方 改訂3版』白川洋
一／金芳堂

『災害と支援者の抑うつ』医薬ジャーナル社
『一般外科・消化器外科51術式別術後管理
のチェックポイント 上 甲状腺/乳腺/食道/
胃・小腸/肝臓』大井田尚継／医歯薬出版

『一般外科・消化器外科51術式別術後管理
のチェックポイント 下 胆道/膵臓/脾臓/結
腸/直腸/体表ヘルニア』大井田尚継／医歯
薬出版

『Q&Aでわかる呼吸器疾患ガイドライン実践
ブック』須田隆文／南江堂

『 ウィリアムズ血 液 学マニュアル 第2版 』
Lichtman, Marshall A.／メディカル・サイ
エンス・インターナショナル

『カルテを読むための医学用語・略語ミニ辞典 
第4版』浜家一雄／医学書院

『小児整形外科疾患診断・治療の進歩』岩本
幸英／南江堂

『造血器腫瘍診療ガイドライン 2013年版』
日本血液学会／金原出版

『科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン 
2013年版』日本膵臓学会／金原出版

『科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン 
2013年版』日本肝臓学会／金原出版

『臨床試験実施ガイドライン 第3版 2013年
10月』日本癌治療学会／金原出版

『救急整形外傷レジデントマニュアル』田島康
介／医学書院

『救急レジデントマニュアル 第5版』堀進悟
／医学書院

『骨・軟部腫瘍 癌診療指針のための病理診断
プラクティス』青笹克之／中山書店

『大動脈外科の要点と盲点 第2版』高本真一
／文光堂

『周術期深部静脈血栓/肺血栓塞栓症』瀬尾
憲正／克誠堂出版

『気分障害ハンドブック』Ghaemi, S. Nassir
／メディカル・サイエンス・インターナショナル

『最新内分泌代謝学』中尾一和／診断と治療社
『整形外科的理学療法 第2版』Shankman, 
Gary A.／医歯薬出版

『スタンダード小児外科手術』猪股裕紀洋／
メジカルビュー社

『系統小児外科学 改訂第3版』福澤正洋／
永井書店

『ベッドサイド泌尿器科学 改訂第4版』小川
修／南江堂

『開業医の外来小児科学 改訂6版』下村国
寿／南山堂

『乳幼児の発達障害診療マニュアル』洲鎌盛
一／医学書院

『FCCSプロバイダーマニュアル 第2版』米
国集中治療医学会／FCCS運営委員会

『SHDインターベンションコンプリートテキス
ト』Carroll, John D.／医学書院

『消化器外科専門医へのminimal require 
ments』白石憲男／メジカルビュー社

『特発性間質性肺炎の治療と管理』杉山幸比
古／克誠堂出版

『単孔式内視鏡手術』木村泰三／南江堂
『斜視手術』若倉雅登／金原出版
『診療ガイドラインに沿った肝癌治療の要点と
盲点』高山忠利／文光堂

『こどもの検査と処置の鎮静・鎮痛』堀本洋
／中外医学社

 判例集・判例評釈集　　　　　　　　　　 
『私法判例リマークス 2014上』日本評論社
『交通事故民事裁判例集 45-6』不法行為法
研究会／ぎょうせい

『高等裁判所刑事裁判速報集 平成24年』法
務省大臣官房司法法制部／法曹会

 その他　　　　　　　　　　　　　　　　 
『小室直樹の世界』橋爪大三郎／ミネルヴァ
書房

『東大紛争の記録』東京大学新聞研究所／日
本評論社

『公用文作成の要点と文例』八木欣之介／新
日本法規出版




