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 法律学　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『法政策学の試み 特集・競争法』神戸大学法政策研
究会／信山社

『政治的寛容』宇羽野明子／有斐閣

 外国法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『アメリカ連邦税法 第5版 所得概念から法人・パー
トナーシップ・信託まで』伊藤公哉／中央経済社

『台湾信託法の理論と展開』王志誠／日本加除出版
『イギリス取引法入門』島田真琴／慶應義塾大学出
版会

『フィデューシャリー 「託される人」の法理論』Frankel, 
Tamar／弘文堂

『中国法実務教本』大江橋法律事務所／商事法務
『中国特許法と実務 中国特許出願，審査，審判から
特許民事訴訟まで 改正中国民事訴訟法対応』河野
英仁／経済産業調査会

『中国商標法第三次改正の解説』河野英仁／発明推
進協会

 公 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『日独公法学の挑戦 グローバル化社会の公法』松本
和彦／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『人権をめぐる十五講』辻村みよ子／岩波書店
『結社の自由の法理』井上武史／信山社
『女性に対するドメスティックバイオレンス』杏林書院
『憲法判例 第7版』戸松秀典／有斐閣
『番号法の逐条解説』宇賀克也／有斐閣
『やさしい番号法入門』水町雅子／商事法務
『Q&A番号法』水町雅子／有斐閣

 議会制度・選挙法　　　　　　　　　　　　　  
『二院制の比較研究 英・仏・独・伊と日本の二院制』
岡田信弘／日本評論社

『外国人の選挙権ドイツの経験・日本の課題』長尾
一紘／中央大学出版部

 行政法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『公共制度設計の基礎理論』原田大樹／弘文堂
『アーカイブズ学要論』上代庸平／中京大学社会科
学研究所

『国家作用の本質と体系 1 総則・物権編』仲野武志
／有斐閣

『最新車両制限令実務の手引 第4次改訂版 解説&
法令・通達』道路交通管理研究会／ぎょうせい

『 建築 法規PRO 図解建築申請法規マニュアル 
2014』図解建築法規研究会／第一法規

『東日本大震災の被災者等への法的支援に関するニ
ーズ調査』日本司法支援センター／日本司法支援セ
ンター（法テラス）

 警察・消防法　　　　　　　　　　　　　　　  
『暴力団排除条例と実務対応 東京都暴力団排除条例
と業界別実践指針』犬塚浩／青林書院

『反社会的勢力排除の「超」実践ガイドブック』エス・
ピー・ネットワーク／レクシスネクシス・ジャパン

『図解道路交通法 4訂版』道路交通法実務研究会／
東京法令出版

『逐条解説危険物政令』危険物法令研究会／東京法
令出版

 財政法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『地方財務ハンドブック 第5次改訂版』地方財務制
度研究会／ぎょうせい

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『税務情報の開示請求と活用法』朝倉洋子／ぎょう
せい

『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 2訂版』渡邉正則／大蔵財務協会

『国税税務申請・届出手続のすべて』野川悟志／清

文社
『重要租税判決の実務研究 第3版』品川芳宣／大蔵
財務協会

『事例解説不動産をめぐる税金 第2版 不動産の取得
/相続・贈与/保有・賃貸/譲渡』桑原秀年／日本
加除出版

『人事・労務・福利厚生の税務』アクタス税理士法人
／労務行政

『認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生
税務必携』全国事業再生税理士ネットワーク／大蔵
財務協会

『会社清算の税務 任意清算・法的清算・私的再建・
法的再建』税理士法人熊谷事務所／税務経理協会

『組織再編の税務リスク発見ガイド』あいわ税理士法
人／中央経済社

『法人税法の理論と実務』成道秀雄／第一法規
『裁決事例（全部取消）による役員給与・寄附金・
交際費・貸倒れ・資本的支出と修繕費 こうして私は
税務当局に勝った!』山本守之／財経詳報社

『小規模宅地特例 実務で迷いがちな複雑・難解事例
の適用判断』飯塚美幸／清文社

『非上場株式の評価と承継対策』岩下忠吾／税務経
理協会

『消費税転嫁対策特別措置法の解説』山田弘／公正
取引協会

『Q&Aで理解する8%消費税 改訂版』金井恵美子
／税務研究会出版局

『地方税法総則逐条解説』地方財務協会／地方財務
協会

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『民法の未来 野村豊弘先生古稀記念論文集』能見
善久／商事法務

『実践契約書チェックマニュアル 改訂2版』飛翔法
律事務所／経済産業調査会

『建築工事請負契約における瑕疵担保責任と損害賠
償の範囲』秋野卓生／新日本法規出版

『不法行為法における名誉概念の変遷』建部雅／有
斐閣

『任意後見契約書の解説と実務』山本修／三協法規
出版

『相続法 第5版』潮見佳男／弘文堂
『相続における承認・放棄の実務』雨宮則夫／新日
本法規出版

『裁判例に見る特別受益・寄与分の実務』第一東京
弁護士会司法研究委員会／ぎょうせい

『Q&A遺産分割後のトラブル対応』遺言・相続実務
問題研究会／新日本法規出版

『判例からみた遺留分減殺請求の法務・税務・登記』
永石一郎／中央経済社

『賃貸住宅管理の法的課題 2 迷惑行為・自殺・サブ
リース』太田秀也／大成出版社

『実務解説借地借家法 改訂版』沢野順彦／青林書院
『借地借家法』田山輝明／日本評論社
『実務からみた不動産登記の要点 4』登記研究編集
室／テイハン

『渉外不動産登記 新訂』藤原勇喜／テイハン
『Q&A権利に関する登記の実務 11 第5編仮登記
（上）』不動産登記実務研究会／日本加除出版
『商事信託の組織と法理』木内清章／信山社
『印鑑の基礎知識』金融実務研究会／きんざい
『「でんさい」のすべて』全銀電子債権ネットワーク／
金融財政事情研究会

『自賠責保険のすべて 12訂版』伊藤文夫／保険毎
日新聞社

 会社法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『平成25年会社法改正法案の解説 企業統治・親子会

社法制等の見直しと実務対応』岡伸浩／中央経済社
『上場会社におけるコーポレート・ガバナンスの現状
分析 平成26年版』中西敏和／商事法務

『日本再興のためのコーポレート・ガバナンスの改革 東
京大学比較法政シンポジウム』唐津恵一／商事法務

『非公開株式譲渡の法務・税務 第4版』牧口晴一／
中央経済社

『新株主総会実務なるほどQ&A 平成26年版』三菱
UFJ信託銀行株式会社／中央経済社

『アクティビスト対応の株主総会準備』長谷川俊明／
中央経済社

『株主総会の財務会計に関する想定問答 平成26年
版』太田達也／清文社

『ケース別債務超過の会計実務 個別・連結上の論点
と組織再編・繰越欠損金の取扱い』新日本有限責
任監査法人／中央経済社

『利益情報の訂正と株式市場』奥村雅史／中央経済社

 保険法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『はじめて学ぶリスクと保険 第4版』下和田功／有斐閣

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『刑事法最新判例分析』前田雅英／弘文堂
『刑事法学におけるトポス論の実践 津田重憲先生追
悼論文集』三原憲三／成文堂

『曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集 上巻』
高橋則夫／成文堂

『曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集 下巻』
高橋則夫／成文堂

『ある刑法学者の旅路』森下忠／成文堂
『犯罪・非行の社会学』岡邊健／有斐閣
『行刑の近代化 刑事施設と受刑者処遇の変遷』小澤
政治／日本評論社

『死体検案ハンドブック 改訂3版』的場梁次／金芳堂

 弁護士法　　　　　　　　　　　　　　　　　  
『全国版法律事務所ガイド 2014』商事法務／商事
法務

『法律事務職員研修「中級講座」資料 2014年度』
東京弁護士会弁護士業務改革委員会／東京弁護士
会弁護士業務改革委員会

『照会の手引 5訂版 弁護士法第23条の2』第一東
京弁護士会業務改革委員会／第一東京弁護士会

『べんごしナビ保存版 徳島弁護士案内 2014年度』
徳島弁護士会／徳島弁護士会

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『裁判・立法・実務』田原睦夫／有斐閣
『民事実務講義案 4訂再訂版 2』司法協会
『ロースクール民事訴訟法 第4版』三木浩一／有斐
閣

『要件事実マニュアル 第4版 3 商事・手形・執行・
破産・保険・金融・知的財産』岡口基一／ぎょうせい

『事例で考える民事事実認定』司法研修所／法曹会
『ADRの実際と展望』仲裁ADR法学会／商事法務
『倒産判例インデックス 第3版』瀬戸英雄／商事法務
『将来債権譲渡担保と倒産手続』和田勝行／有斐閣
『民事再生法の実証的研究』山本和彦／商事法務
『民事再生の手引』鹿子木康／商事法務
『家事事件の全容と申立書等記載例集』坂野征四郎
／三協法規出版

『損害賠償命令手続における書記官事務の研究』司
法協会

『法廷通訳ハンドブック 改訂版 実践編 モンゴル語』
法曹会

『事件記録教材 法科大学院教材 窃盗被疑事件』法
務省法務総合研究所／法曹会

『刑事裁判覚書』佐藤嘉彦／成文堂
『接見交通権マニュアル 第15版』日本弁護士連合
会接見交通権確立実行委員会／日本弁護士連合会・
接見交通権確立実行委員会

『Q&A実例捜査における事実認定の実際 第2版』
高森高徳／立花書房

 少年法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『少年司法における保護の構造』武内謙治／日本評
論社

『少年に対する刑事処分』本庄武／現代人文社

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内　2014年5月22日～6月18日・219点
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 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『Q&A新しい集団訴訟 消費者裁判手続特例法のポ
イントと実務上の対応』第一東京弁護士会全期会／
日本加除出版

『独占禁止法講義 第3版』久保成史／中央経済社
『独禁法講義 第7版』白石忠志／有斐閣
『法務デューデリジェンスの実務 第3版』長島・大野・
常松法律事務所／中央経済社

『アクティビスト・敵対的買収対応の最新動向』太田
洋／商事法務

『詳解特定商取引法の理論と実務 第3版』圓山茂夫
／民事法研究会

『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』柴
崎健／中央経済社

『ABL取引推進事典』金融財政事情研究会／金融財
政事情研究会

『経営者保証ガイドラインと融資実務Q&A』小田大
輔／銀行研修社

 無体財産法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『実務家のための知的財産権判例70選 2013年度版』

弁理士クラブ知的財産実務研究所／発明推進協会
『知的財産訴訟の実務 改訂版』知的財産裁判実務研
究会／法曹会

『実務審決取消訴訟入門』阿部・井窪・片山法律事
務所／民事法研究会

『図解特許協力条約 第5版』荒木好文／発明推進
協会

 交通・通信法　　　　　　　　　　　　　　　  
『船舶衝突責任法の課題と展開』松田忠大／成文堂
『国産航空機MRJプロジェクト，わが国航空の現状
と取組み等 平成25年度』航空の安全及び経済に関
する研究会／航空保安協会

『プロバイダ責任制限法 改訂増補版』総務省総合通
信基盤局／第一法規

 労働法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『労働法概説 第3版』土田道夫／弘文堂
『労働法 第5版』水町勇一郎／有斐閣
『IT業界人事労務の教科書』成澤紀美／レクシスネ
クシス・ジャパン

『台湾・韓国・マレーシア・インド・フィリピン駐在員
の選任・赴任から帰任まで完全ガイド』藤井恵／清文社

『解雇・退職 第4版』中町誠／中央経済社
『退職金をめぐる法律問題』水谷英夫／日本加除出版
『有期労働契約の法理と政策』大内伸哉／弘文堂
『メンタルヘルスの法律問題』ロア・ユナイテッド法
律事務所／青林書院

『有期雇用・高年齢者雇用の法律問題』家入美香／
労働新聞社

『建設業における労災保険の実務Q&A』建設労務安
全研究会／労働新聞社

『新・精神障害の労災認定 「心理的負荷による精神障
害の認定基準」の詳解』労働調査会／労働調査会

『働く女性と労働法 2014年版』東京都産業労働局
／東京都産業労働局雇用就業部労働環境課

 社会保障法　　　　　　　　　　　　　　　　  
『トピック社会保障法 第8版』本沢巳代子／不磨書房
『社会保障法入門 第2版』西村健一郎／有斐閣
『子ども虐待対応の手引き 平成25年8月厚生労働
省の改正通知』母子愛育会日本子ども家庭総合研究
所／有斐閣

 医事法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『医療法人の相続・事業承継と税務対策 改訂版』青
木惠一／税務研究会出版局

『承諾，拒否権，共同決定 未成年の患者における承
諾の有効性と権利の形成』Rothärmel, Sonja／中
央大学出版部

『医事法講義 新編第2版』前田和彦／信山社
『医療は負けない! モンスターペイシェントとどう向き

合うか』寺野彰／医学評論社
『明快解説医師のための法律と訴訟』寺野彰／メジカ
ルビュー社

『救急医療の現場から』東京法律相談運営連絡協議
会／東京法律相談運営連絡協議会

 環境法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『ISO環境法クイックガイド 2014』ISO環境法研究
会／第一法規

 教育法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『教育のための法学』篠原清昭／ミネルヴァ書房
『家永三郎生誕100年』家永三郎生誕100年記念
実行委員会／日本評論社

 国際法　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『国家（政府）承認と国際法』多喜寛／中央大学出版部
『法廷で裁かれる日本の戦争責任』瑞慶山茂／高文研
『国際家事事件（とくに国際的子奪取案件）の専門
的な調停スキームの研究』日弁連法務研究財団国際
家事事件の私的調停に関するスキーム研究会／日弁
連法務研究財団国際家事事件の私的調停に関するス
キーム研究会

『わかりやすい入管手続 第2版 必要書類と記載例集』
入管協会／入管協会

 医学書　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
『骨粗鬆症の新しい診断基準・ガイドラインをめぐっ
て』医薬ジャーナル

『根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術』任
和子／医学書院

『初めて握る人のための気管支鏡入門マニュアル』杏
林大学／メジカルビュー社

『新胸部画像診断の勘ドコロ』高橋雅士／メジカルビ
ュー社

『新頭部画像診断の勘ドコロ』前田正幸／メジカルビ
ュー社

『原子力災害の公衆衛生 福島からの発信』安村誠司
／南山堂

『医療スタッフのためのやさしく解説! 日本版敗血症
診療ガイドライン』学研メディカル秀潤社

『小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン』日本小
児栄養消化器肝臓学会／診断と治療社

『筋萎縮性側索硬化症診療ガイドライン 2013』南
江堂

『かぜ診療マニュアル かぜとかぜにみえる重症疾患の
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