東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法律学
『法教育への招待』大村敦志／商事法務
『現代法律実務の諸問題平成26年度研修版』
日本弁護士連合会／第一法規
外国法
『東アジア民法学と災害・居住・民族補償 前編』
吉田邦彦／信山社
『アメリカ投資顧問法』Haas, Jeffrey J.／弘
文堂
『インドビジネス最前線』TM I総合法律事務所
／商事法務
『中国語特許明細書を読む。書く。改訂版』雙
田飛鳥／アイ・エル・エス出版
憲法
『世界史の中の日本国憲法』佐藤幸治／左右社
『検証・安保法案』長谷部恭男／有斐閣
『Q&A特定個人情報保護ハンドブック』東京都
特定個人情報保護実務研究会／ぎょうせい
『図解マイナンバー法のすべてQ&A』みずほ情
報総研株式会社／中央経済社
『平和と人権の砦日本国憲法』吉田善明／敬文
堂
選挙法
『18歳選挙権の手引き』国政情報センター
行政法
『判例で学ぶ行政法』宇賀克也／第一法規
『行政法 第6版1』塩野宏／有斐閣
『行政手続と行政救済』現代行政法講座編集委
員会／日本評論社
『Q&A行政不服審査法』添田徹郎／有斐閣
『リフォーム工事の法律相談』犬塚浩／青林書
院
税法
『国際税務ハンドブック 第3版』PwC税理士
法人／中央経済社
『保険税務ハンドブック2015年度版』保険毎
日新聞社／保険毎日新聞社
『
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈』
酒井克彦／清文社
『必携不動産税務 第3版』鵜野和夫／清文社
『法人税法平成27年度版』渡辺淑夫／中央経
済社
『法人税の理論と実務平成27年度版』山本守
之／中央経済社
『組織再編における繰越欠損金の税務詳解 第4
版』佐藤信祐／中央経済社
『図解法人税平成27年版』影山武／大蔵財務
協会
『図解所得税平成27年版』福田あづさ／大蔵
財務協会
『図解譲渡所得平成27年版』中村淳一／大蔵
財務協会
『図解グループ法人課税平成27年版』中村慈
美／大蔵財務協会
『図解相続税・贈与税平成27年版』中村淳一
／大蔵財務協会
『実務家のための消費税実例回答集 10訂版』
木村剛志／税務研究会出版局
『要説固定資産税平成27年度版』固定資産税
務研究会／ぎょうせい
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民法
『新版注釈民法9物権(4) 改訂版』柚木馨／有
斐閣
『新・判例ハンドブック民法総則』河上正二／
日本評論社
『実例弁護士が悩む不動産に関する法律相談』
第一東京弁護士会法律相談運営委員会／日本
加除出版
『不貞慰謝料請求の実務』中里和伸／弁護士会
館ブックセンター出版部LABO
『遺言法体系 補訂版1』蕪山厳／慈学社出版
『民事信託活用の実務と書式』山口明／日本評
論社
会社法
『企業不祥事インデックス』竹内朗／商事法務
『不祥事対応ベストプラクティス』長島・大野・
常松法律事務所／商事法務
『役員・従業員の不祥事対応の実務 社外対応・
再発防止編』尾崎恒康／レクシスネクシス・ジャ
パン
『企業不祥事の研究』井上泉／文眞堂
『従業員不正の防止と事後対応 改訂版』田口安
克／税務経理協会
『企業法の現代的課題』上村達男／成文堂
『同族会社実務大全』辺見紀男／清文社
『コーポレートガバナンス・コードの読み方・考
え方』中村直人／商事法務
『取締役・執行役ハンドブック 第2版』中村直
人／商事法務
『最近の粉飾 第6版』井端和男／税務経理協
会
『社債法』橋本円／商事法務
保険法
『
「がん」と「がん保険」
』佐々木光信／保険毎日
新聞社
商業登記法
『商業登記法入門』神崎満治郎／有斐閣
刑法
『大コンメンタール刑法 第3版第3巻第38条
〜第42条』大塚仁／青林書院
『事例研究刑事法 第2版刑法1』井田良／日本
評論社
『事例研究刑事法 第2版刑事訴訟法2』井田
良／日本評論社
『実務家のための刑法概説 8訂版』河村博／実
務法規
『佐伯千仭著作選集』佐伯千仭／信山社出版
『刑法総論 第3版』山中敬一／成文堂
『不正薬物・銃砲の密輸入の動向平成26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・弁護士法
『弁護士の周辺学 実務のための税務・会計・登
記・戸籍の基礎知識』高中正彦／ぎょうせい
『弁護士研修講座 平成27年度後期』東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会／東京弁護
士会弁護士研修センター運営委員会
『司法試験の問題と解説2015』日本評論社
訴訟手続法
『民事訴訟法 第8版』松本博之／弘文堂

『訴状・答弁書・準備書面作成の基礎と実践』
植草宏一／青林書院
『要件事実・事実認定ハンドブック』河村浩／
日本評論社
『要件事実の基礎 新版裁判官による法的判断の
構造』伊藤滋夫／有斐閣
『倒産法を知ろう』野村剛司／青林書院
『Q&A子どもをめぐる離婚事件実務』相原佳子
／青林書院
『刑事訴訟法 第8版』白取祐司／日本評論社
『基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』
互敦史／東京法令出版
『冤罪の戦後史』菅野良司／岩波書店
『少年法』川出敏裕／有斐閣
経済産業法
『東京都屋外広告物条例の解説 改訂16版』東
京都屋外広告物研究会／大成出版社
『コンメンタール消費者契約法 第2版増補版』
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会／商
事法務
『証券会社の破綻と投資者保護基金』金融商品
取引法研究会／日本証券経済研究所
『証券取引被害判例セレクト49』全国証券問
題研究会／全国証券問題研究会
『あなたの知らない！クレジットカード社会の真
実』末藤高義／民事法研究会
『荷為替信用状・スタンドバイ信用状各論』橋本
喜一／九州大学出版会
『海外の具体的事例から学ぶ腐敗防止対策のプ
ラクティス』村上康聡／日本加除出版
知的財産法
『事業をサポートする知的財産実務マニュアル』
宮川幸子／中央経済社
『知的財産紛争の最前線』民事法研究会／民事
法研究会
『共同研究・開発の契約と実務』中島憲三／民
事法研究会
『日中英特許技術用語辞典』立群専利代理事務
所／経済産業調査会
『意匠の実務』吉田親司／経済産業調査会
『商標法 第2次改訂版』平尾正樹／学陽書房
農事法
『地理的表示法の解説』内藤恵久／大成出版社
労働法
『労働者側+使用者側Q&A新リストラと労働法』
水谷英夫／日本加除出版
『労働基準法の実務相談平成27年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社
『アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル駐在員の
選任・赴任から帰任まで完全ガイド』藤井恵／
清文社
『裁判例にみる解雇法理』河本毅／日本法令
『元労働基準監督官からみた安全配慮義務』栩
木敬／新日本法規出版
社会福祉法
『Q&Aヘルスケア施設の法律と実務』田中周／
ぎょうせい
『人生90年時代を高齢者が年金と預金で人間
らしく生活するには』高野範城／創風社

医事法
『
「出資持分なし」医療法人への移行に関する指
南書』安部勝一／税務経理協会
環境法
『実務者のための化学物質等法規制便覧2015
年版』化学物質等法規制便覧編集委員会／化
学工業日報社
『沿岸域管理法制度論』三浦大介／勁草書房
教育法
『教育関係法』荒牧重人／日本評論社
『裁判所がもとめる幼稚園・保育所の事故防止
策』高橋正人／かもがわ出版
国際法
『一般国際法秩序の変容』小森光夫／信山社
『一問一答・国際的な子の連れ去りへの制度的
対応』金子修／商事法務
『法務で使う英文メール』小西かおり／中央経
済社
『注釈ウィーン売買条約最終草案』国際連合国
際商取引法委員会／商事法務
医学書
『内科医・小児科研修医のための小児救急治療
ガイドライン 改訂第3版』市川光太郎／診断
と治療社
『急性腹症診療ガイドライン2015』急性腹症
診療ガイドライン出版委員会／医学書院
『結核診療ガイドライン 改訂第3版』日本結核
病学会／南江堂
『血液専門医テキスト 改訂第2版』日本血液学
会／南江堂
『膀胱癌診療ガイドライン2015年版』日本泌
尿器科学会／医学図書出版
『脊椎脊髄病用語事典 改訂第5版』日本脊椎
脊髄病学会／南江堂
『DSM-5をつかうということ』Paris, Joel／メ
ディカル・サイエンス・インターナショナル
『ジェネラリストのための高齢者画像診断』小橋
由紋子／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル
『再生医療』日本臨牀社
『一目瞭然！画像でみるMR I 撮像法』Runge,
Val M.／メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル
『日常診療のための検査値のみかた』野村文夫
／中外医学社
『非結核性抗酸菌症診療マニュアル』日本結核
病学会／医学書院
『弁護医師が斬る医療裁判ケースファイル180』
田邉昇／中外医学社
『見てわかる生化学 第2版』Koolman, Jan／
メディカル・サイエンス・インターナショナル
『学校危機とコンサルテーション』細田真司／新
興医学出版社
『基礎からわかる軽度認知障害(MC I)』島田裕
之／医学書院
『公衆衛生マニュアル2015』柳川洋／南山堂
『事例で学ぶ一般健診・特殊健診マニュアル 改
訂第3版』円藤吟史／宇宙堂八木書店
『
「型」が身につくカルテの書き方』佐藤健太／
医学書院
『DSM-5を使いこなすための臨床精神医学テキ

スト』Black, Donald W.／医学書院
『循環器急性期診療』香坂俊／メディカル・サイ
エンス・インターナショナル
『すぐに使えるリウマチ・膠原病診療マニュアル
改訂版』岸本暢将／羊土社
『ニューロ・ロジック』Pearl, Phillip L.／メディ
カル・サイエンス・インターナショナル
『フェニチェル臨床小児神経学 原著第 7 版』
Piña-Garza, Jesus Eric ／エルゼビア・ジャ
パン
『ぼくらのアルコール診療』吉本尚／南山堂
『よくわかる予防接種のキホン』庵原俊昭／中外
医学社
『循環器診療レジデント・ザ・ベーシック』心臓
血管研究所附属病院／メジカルビュー社
『消化管の機能性疾患診療マニュアル』稲森正
彦／診断と治療社
『神経筋の検査と症例診断』秋口一郎／金芳堂
『腎臓内科ハンドブック』山辺英彰／中外医学
社
『腎臓内科レジデントマニュアル 改訂第7 版』
今井圓裕／診断と治療社
『精神・心理機能評価ハンドブック』山内俊雄
／中山書店
『早産児と満期産児のためのデュボヴィッツ新
生児神経学的評価法 原著第2版』Dubowitz,
Lilly M. S.／医歯薬出版
『体液異常と腎臓の病態生理 第3版』Rennke,
Helmut G.／メディカル・サイエンス・インター
ナショナル
『認知症診療に役立つ77のQ&A』川畑信也／
南山堂
『敗血症性ショックの診療戦略』志馬伸朗／医
薬ジャーナル社
『肥満と消化器疾患 第2版』日本消化器病学
会／金原出版
『DSM-5鑑別診断ハンドブック』First, Michael
B.／医学書院
『 カプラン精 神 科 薬 物ハンドブック 第 5 版 』
Sadock, Benjamin J.／メディカル・サイエンス・
インターナショナル
『臨床検査法提要 改訂第34版』奥村伸生／金
原出版
『新呼吸器専門医テキスト』日本呼吸器学会／
南江堂
『 消 化 性 潰 瘍 診 療ガイドライン 改 訂 第 2 版
2015』日本消化器病学会／南江堂
『 慢 性 膵 炎 診 療ガイドライン 改 訂 第 2 版
2015』日本消化器病学会／南江堂
『骨・関節術後感染予防ガイドライン 改訂第2
版2015』日本整形外科学会／南江堂
『頚椎症性脊髄症診療ガイドライン 改訂第2版
2015』日本整形外科学会／南江堂
『死後画像読影ガイドライン2015年版』日本
医学放射線学会／金原出版
『鼠径部ヘルニア診療ガイドライン2015』日本
ヘルニア学会／金原出版
『卵巣がん治療ガイドライン2015年版』日本
婦人科腫瘍学会／金原出版
『膵・消化管神経内分泌腫瘍(NET)診療ガイド
ライン2015年第1版』日本神経内分泌腫瘍
研究会／金原出版
『形成外科診療ガイドライン1』日本形成外科
学会／金原出版
『形成外科診療ガイドライン2』日本形成外科

学会／金原出版
『形成外科診療ガイドライン3』日本形成外科
学会／金原出版
『形成外科診療ガイドライン6』日本形成外科
学会／金原出版
『形成外科診療ガイドライン7』日本形成外科
学会／金原出版
『腹腔鏡下消化器外科手術標準手技シリーズ1』
北野正剛／メジカルビュー社
『腹腔鏡下消化器外科手術標準手技シリーズ2』
北野正剛／メジカルビュー社
『腹腔鏡下消化器外科手術標準手技シリーズ4』
北野正剛／メジカルビュー社
『小児科レジデントマニュアル 第3版』安次嶺
馨／医学書院
『呼吸器病レジデントマニュアル 第5版』谷口
博之／医学書院
『レジデントのための感染症診療マニュアル 第3
版』青木真／医学書院
『標準病理学 第5版』北川昌伸／医学書院
『標準組織学総論 第5版』藤田尚男／医学書
院
『標準薬理学 第7版』飯野正光／医学書院
『眼科研修ノート 改訂第2版』坪田一男／診断
と治療社
『細胞診ガイドライン 2015年版1』日本臨床
細胞学会／金原出版
『細胞診ガイドライン 2015年版2』日本臨床
細胞学会／金原出版
『細胞診ガイドライン 2015年版4』日本臨床
細胞学会／金原出版
『網膜剝離と極小切開硝子体手術』寺﨑浩子／
医学書院
『知っておきたい屈折矯正手術』前田直之／医
学書院
『NEWエッセンシャル腎臓内科学 第2版』富
野康日己／医歯薬出版
『膝・下腿の骨折・外傷の手術』宗田大／メジカ
ルビュー社
『頚椎・腰椎の後方除圧術』西良浩一／メジカ
ルビュー社
『今日の診断指針 第7版』金沢一郎／医学書院
『脳神経外科診療プラクティス5』飯原弘二／
文光堂
『EBM 耳鼻咽喉科・頭頸部外科の治療2015
-2016edition』池田勝久／中外医学社
『手術を要する産婦人科救急』平松祐司／メジ
カルビュー社
『年代別アレルギー疾患への対応 全訂新版』五
十嵐隆／中山書店
『最新インスリン療法 改訂第2版』綿田裕孝／
中山書店
『高齢者の周術期管理』澄川耕二／克誠堂出版
『臨床に役立つ神経障害性痛の理解』井関雅子
／文光堂
『薬事法規・制度・倫理マニュアル 改訂12版』
中村健／南山堂
『南山堂医学大辞典 第20版』南山堂
『神経内科研修ノート』鈴木則宏／診断と治療社
『糖尿病研修ノート 改訂第2版』門脇孝／診断
と治療社
『症候性てんかんと自動車運転』豊倉穣／全日
本病院出版会
『そのガン，放置しますか？』大鐘稔彦／ディス
カヴァー・トゥエンティワン
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