東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法律学
『ソフトロー・デモクラシーによる法改革』遠藤
直哉／アートデイズ
外国法
『現代フランス憲法理論』山元一／信山社
『ヨーロッパ意思表示論の展開と民法改正 ハ
イン・ケッツ教授古稀記念』Zimmermann,
Reinhard ／信山社
『韓国国籍法の逐条解説』奥田安弘／明石書店
『デュー・プロセスと合衆国最高裁 4 自己負罪
拒否特権』小早川義則／成文堂
『社会保障の権利擁護 アメリカの法理と制度』
大原利夫／法律文化社
『米国特許明細書の作成と審査対応実務 改訂
2版』立花顕治／経済産業調査会
『アジア上場の実務Q&A 香港・シンガポール・
台湾・韓国・タイの株式市場徹底比較』あず
さ監査法人／中央経済社
『ベトナム事業運営マニュアル』エスネットワー
クス／中央経済社
憲法
『国際人権法』山下潔／日本評論社
『モラル・ハラスメント こころのDVを乗り越え
る』橋本俊和／緑風出版
『政府の憲法解釈と集団的自衛権 阪田雅裕講
演会の記録』熊本県弁護士会
行政法
『新公務員労働の理論と実務 18 職員の精神疾
患をめぐる問題』公務員関係判例研究会／三
協法規出版
『ケーススタディ行政訴訟の実務』伊東健次／
ぎょうせい
『土地収用法の解説と運用Q&A 改訂版』土地
収用法令研究会／ぎょうせい
税法
『Q&A 税務調査から租税訴訟まで』第一東京
弁護士会総合法律研究所／税務研究会出版局
『Q&A でわかる税務調査と税務手続』川田剛
／税務経理協会
『海外勤務者をめぐる税務 平成26年版』三好
毅／大蔵財務協会
『図解国際税務 平成 26 年版』望月文夫／大
蔵財務協会
『必携不動産税務 新版』鵜野和夫／清文社
『図解源泉所得税 平成 26 年版』安楽恒樹／
大蔵財務協会
『図解所得税 平成26年版』福田あづさ／大蔵
財務協会
『要説所得税法 平成 26 年版』野水鶴雄／税
務経理協会
『図解法人税』安楽恒樹／大蔵財務協会
『出向・転籍の税務 4 訂版』戸島利夫／税務
研究会出版局
『相続税務・法務相談シート集 平成 26 年版』
辻・本郷税理士法人／銀行研修社
『相続・贈与の実務 2014 年度版』松本繁雄
／経済法令研究会
『Q&A印紙税の実務 平成26年7月改訂』灘
野正規／納税協会連合会
『消費税法 理論と計算 6訂版』松本正春／税
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務経理協会
『図解消費税 平成 26 年版』高田具視／大蔵
財務協会
『消費税実務問答集 平成 26 年版』灘野正規
／納税協会連合会
『図解地方税 平成 26 年版』逸見幸司／大蔵
財務協会
民法
『債権法改正に関する比較法的検討 日独法の
視点から』只木誠／中央大学出版部
『契約書作成の実務と書式 企業実務家視点の
雛形とその解説』阿部・井窪・片山法律事務
所／有斐閣
『契約書式実務全書 第2 版』大村多聞／ぎょ
うせい
『成年後見制度 第2版 法の理論と実務』新井
誠／有斐閣
『遺産分割の理論と審理 改訂版』井上繁規／
新日本法規出版
『賃貸住居困ったときの法律 Q&A 5 訂版』東
京弁護士会易水会／住宅新報社
『立退料の決め方 第 3 版』小野寺昭夫／自由
国民社
『信託法セミナー 2 受託者』能見善久／有斐閣
『概説交通事故賠償法 第3 版』藤村和夫／日
本評論社
『自転車事故の法律相談』高木宏行／学陽書房
『交通事故損害賠償額算定のしおり 18 訂版』
大阪弁護士会／大阪弁護士会交通事故委員会
会社法
『会社法 第16版』神田秀樹／弘文堂
『Q&A 平成 26 年改正会社法』二重橋法律事
務所／金融財政事情研究会
保険法
『新・賠償責任保険の解説』
「新・賠償責任保
険の解説」編集委員会／保険毎日新聞社
刑法
『現代の判例と刑法理論の展開』板倉宏／八千
代出版
『刑事法・医事法の新たな展開 町野朔先生古
稀記念 上巻』岩瀬徹／信山社
『刑事法・医事法の新たな展開 町野朔先生古
稀記念 下巻』岩瀬徹／信山社
『身分概念と身分犯』香川達夫／成文堂
『性犯罪・被害 性犯罪規定の見直しに向けて』
女性犯罪研究会／尚学社
『加害者臨床の可能性』Jenkins, Alan／日本
評論社
『
「ストーカー」は何を考えているか』小早川明
子／新潮社
『新実況見分調書記載要領 改訂第2 版』猪俣
尚人／立花書房
『死刑は「残虐な刑罰」か 土本武司講演会の
記録』熊本県弁護士会
『これでわかった!〈超訳〉特定秘密保護法』明
日の自由を守る若手弁護士の会／岩波書店
『
「秘密保護法 VS国民の知る権利」
』東京弁護
士会／東京弁護士会
『不正薬物・銃砲の密輸入の動向 平成25年版』
財務省関税局／財務省関税局調査課総括係

司法制度・司法行政
『司法試験の問題と解説 2014』日本評論社
『弁護士の失敗学 冷や汗が成功への鍵』髙中
正彦／ぎょうせい
訴訟手続法
『コンメンタール民事訴訟法 6』菊井維大／日
本評論社
『民事事実認定論』加藤新太郎／弘文堂
『民事再生』佐村浩之／青林書院
『民事保全法 新訂版』瀬木比呂志／日本評論
社
『簡易裁判所民事調停の実務』林隆峰／日本加
除出版
『法学叢書刑事訴訟法』大久保隆志／新世社
『えん罪原因を調査せよ 国会に第三者機関の設
置を』日弁連えん罪原因究明第三者機関ワー
キンググループ／勁草書房
『裁判員への説得技法 法廷で人の心を動かす心
理学』Anderson, Carol B.／北大路書房
『ドキュメント発達障害と少年犯罪』草薙厚子
／イースト・プレス
『全国付添人経験交流集会報告集 第 24 回』
日本弁護士連合会子どもの権利委員会／日本
弁護士連合会子どもの権利委員会
経済産業法
『一問一答・消費者裁判手続特例法』消費者
庁消費者制度課／商事法務
『Q&A 消費者裁判手続特例法・消費者契約法』
TM I総合法律事務所／金融財政事情研究会
『住宅用太陽光発電・プチソーラーの法律実務』
秋野卓生／中央経済社
『福島第一原子力発電所事故その全貌と明日に
向けた提言 学会事故調最終報告書』日本原子
力学会／丸善出版
『原子力総合年表 福島原発震災に至る道』原
子力総合年表編集委員会／すいれん舎
『金融商品取引法 第5 版』川村正幸／中央経
済社
『これですべてがわかるIPOの実務』白石徹／
中央経済社
『論点体系金融商品取引法 1 定義，情報開示，
公開買付け〈第1条〜第 27 条の 35〉
』黒沼
悦郎／第一法規
『論点体系金融商品取引法 2 業者規制，不公
正取引，課徴金〈第 28 条〜第 227 条〉
』黒
沼悦郎／第一法規
『証券取引被害判例セレクト 47』全国証券問
題研究会／全国証券問題研究会
『外国為替の基礎 8 訂』式場正昭／経済法令
研究会
『TK-GKストラクチャーによる不動産SPCの法
務・税務 Q&A』ホワイト& ケース法律事務所
／税務経理協会
『資源・インフラPPP/プロジェクトファイナンス
の基礎理論』樋口孝夫／金融財政事情研究会
『過払金返還請求訴訟』輿石武裕／日本加除
出版
知的財産法
『技術法務のススメ 事業戦略から考える知財・
契約プラクティス』鮫島正洋／日本加除出版
『不正競争防止法コンメンタール 改訂版』金井

重彦／レクシスネクシス・ジャパン
『化学・バイオ特許の出願戦略』細田芳徳／経
済産業調査会
『新・特許異議申立制度の解説 平成 26 年特
許法改正』高畑豪太郎／経済産業調査会
労働法
『職場のいじめと法規制』大和田敢太／日本評
論社
『有期雇用法制ベーシックス』荒木尚志／有
斐閣
『元監督官が教える労働基準法・最低賃金法の
申請・届出一切』村木宏吉／日本法令
『会社は合同労組をあなどるな！ 団体交渉申
入書の回答方法から和解合意書の留意点まで』
布施直春／労働調査会
『知って得する助成金活用ガイド 厚生労働省
〈労働〉分野 平成26年度版』社労士助成金実
務研究会／日本法令
『ひと目でわかる労働保険徴収法の実務 平成
26年改訂版』三信図書有限会社／三信図書
『Q&A中国進出企業の労務ハンドブック 新版』
黒田法律事務所／清文社
社会福祉法
『高齢者虐待防止法活用ハンドブック 第2 版』
日本弁護士連合会高齢者・障害者の権利に関
する委員会／民事法研究会

医事法
『救急現場活動における法的判断』丸山富夫／
近代消防社
『医と法の邂逅 第1集』佐藤雄一郎／尚学社
『アジアの生殖補助医療と法・倫理』日比野由
利／法律文化社
社会保険法
『社会保険・労働保険・人事労務の事務手続
平成26年6月現在』五十嵐芳樹／清文社
宗教法
『Q&A 法人登記の実務宗教法人』吉岡誠一／
日本加除出版
教育法
『いじめ防止対策推進法の解説と具体策 法律で
何が変わり，教育現場は何をしなければならな
いのか』小西洋之／WAVE出版
『教職員のための学校の危機管理とクレーム対
応 改訂』堀切忠和／日本加除出版
国際法
『国際私法論集』森田博志／信山社
『アジア国際商事仲裁の実務』栗田哲郎／レク
シスネクシス・ジャパン
『英文ビジネス・メールの作法 コミュニケーショ
ンリスクを抑えるテクニック』大森都史春／中

央経済社
医学書
『音楽療法を知る その理論と技法』宮本啓子／
杏林書院
『ズバリ！日常診療の基本講座 3 救急や病棟で
必ず役立つ基本手技』奈良信雄／羊土社
『痛み診療キーポイント』川真田樹人／文光堂
『不整脈治療のためのカテーテルアブレーション
エビデンスに基づいた周術期管理』奥村謙／医
薬ジャーナル社
『パーキンソン病と運動異常』高橋良輔／中山
書店
『認知症正しい理解と診断技法』三好功峰／中
山書店
『眼内レンズの使いかた』大鹿哲郎／中山書店
『眼救急疾患スクランブル』大鹿哲郎／中山
書店
『弱視・斜視診療のスタンダード』大鹿哲郎／
中山書店
『眼手術学 3 眼筋・涙器』佐藤美保／文光堂
『黄斑疾患診療 A to Z』岸章治／医学書院
『内視鏡下鼻副鼻腔・頭蓋底手術 CT 読影と基
本手技』中川隆之／医学書院
その他
『化学実験の事故事例・事故防止ハンドブック』
鈴木仁美／丸善出版
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