東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 律 学
『人間の尊厳と人間の生命』西野基継／成文堂
『比較法研究 第2巻』山内惟介／中央大学出版
部
外 国 法
『憲法の「現代化」
』倉持孝司／敬文堂
『ロシア連邦憲法体制の成立』溝口修平／北海道
大学出版会
『英国チャリティ』公益法人協会／弘文堂
『司法の独立性とアカウンタビリティ イギリス司法
制度の構造転換』榊原秀訓／日本評論社
『米国刑事判例の動向 5』椎橋隆幸／中央大学出
版部
『EU環境法の最前線』中西優美子／法律文化社
『医療紛争の法的分析と解決システム 韓国法から
の示唆』李庸吉／晃洋書房
憲 法
『国際人権（自由権）規約第6回日本政府報告書
審査の記録』日本弁護士連合会／現代人文社
『担当者の不安解消！マイナンバーの実務入門』水
町雅子／労務行政
『マスメディア規制の憲法理論』藤井正希／敬文堂
議会制度
『
「一強多弱」政党制の分析』久保谷政義／三和
書籍
行 政 法
『逐条解説行政手続法 改正行審法対応版』行政
管理研究センター／ぎょうせい
『図解よくわかる自治体の行政不服審査制度のしく
み』金岡昭／学陽書房
『建築紛争の基礎知識』竹川忠芳／大成出版社
『阪神・淡路大震災でダメージを受けたマンション
の管理会社経営者が語る，社員の雇用を守り，お
客様のマンションを守り，
会社発展を目指した実録』
白川欽一／文芸社
消 防 法
『消防救助技術必携』名古屋市消防局／東京法令
出版
税 法
『税務判例に強くなる本』髙橋貴美子／中央経済社
『減価償却資産の耐用年数表 平成28年版』納税
協会連合会／納税協会連合会
『相続実務における雑種地評価』税理士法人チェ
スター／清文社
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『
『危ない』民事信託の見分け方』髙橋倫彦／日本
法令
『設題解説戸籍実務の処理 改訂 11』竹沢雅二郎
／日本加除出版
『最新マンション標準管理規約の解説 3訂版』渡
辺晋／住宅新報社
『交通事故診療と損害賠償実務の交錯』交通事故
賠償研究会／創耕舎
『交通事故損害賠償法 第2版』北河隆之／弘文堂
商 事 法
『合同会社のモデル定款』江頭憲治郎／商事法務
『事業者の内部通報トラブル』東京弁護士会公益
通報者保護特別委員会／法律情報出版
『コーポレートガバナンス改革時代の ROE 戦略』
藤田勉／中央経済社
『スクイーズ・アウトと株価決定の実務』内藤良祐
／新日本法規出版
『会社合併の理論・実務と書式 第3版』今中利昭
／民事法研究会
『SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価 第6版』
さくら綜合事務所／清文社
『生命保険・傷害疾病定額保険契約法実務判例集
成 上』長谷川仁彦／保険毎日新聞社
刑 法
『理論刑法学の探究 9』川端博／成文堂
『刑法各論講義 第4版』松宮孝明／成文堂
『加害者家族のライフストーリー』深谷裕／法律文
化社
『犯罪学 8訂版』菊田幸一／成文堂
『ドキュメント死刑に直面する人たち』佐藤大介／
岩波書店
『交通刑務所の朝 2』川本浩司／ごま書房新社
『矯正職員のためのSSTの実際』矯正協会／矯正
協会
『保護観察とは何か』今福章二／法律文化社
司 法 制 度・ 司 法 行 政
『多摩400万市民のために立川地方・家庭裁判所
をつくる！』東京弁護士会
『志は高く目線は低く』久保利英明／財界研究所
『法律事務職員研修「中級講座」資料 2016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
『多摩には多摩の弁護士会を！』東京弁護士会／
東京弁護士会多摩支部本会化検討プロジェクトチ
ーム
『多摩には多摩の弁護士会を！ 2』東京弁護士会
／東京弁護士会多摩支部本会化検討プロジェクト
チーム

地方自治法
『逐条地方公務員法 新版 第4次改訂版』橋本勇
／学陽書房

訴訟手続法
『民事訴訟法概論』高橋宏志／有斐閣

民 法
『債権管理・保全・回収の手引き』園尾隆司／商
事法務
『詐害行為取消訴訟 第2版』飯原一乗／悠々社
『消費者のための欠陥住宅判例 第7集』欠陥住宅
被害全国連絡協議会／民事法研究会
『未成年者・精神障害者の監督者責任』今西順一
／新日本法規出版
『婚姻費用・養育費等計算事例集 改訂版 中・上
級編』婚姻費用養育費問題研究会／婚姻費用養
育費問題研究会
『Q&A親子の法と実務』小島妙子／日本加除出版
『休眠担保権に関する登記手続と法律実務』正影
秀明／日本加除出版
『道路・水路をめぐる境界立会い』境界立会実務
研究会／新日本法規出版

経済産業法
『消費者裁判手続特例法』伊藤真／商事法務
『独占禁止法の法律相談』小林覚／青林書院
『エネルギーと環境の政治経済学』宮本光雄／国
際書院
『福島第一原発メルトダウンまでの50年』ウガヤ
ヒロミチ／明石書店
『原子力公害 新版』Gofman, John W.／明石書店
『白鳥准教授の投資信託研究入門』青山直子／日
本加除出版
『スワップ取引のすべて 第5版』杉本浩一／金融
財政事情研究会
『金融機関のためのマネー・ローンダリング対策
Q&A 第3版』廣渡鉄／金融財政事情研究会
『保証協会保証付融資取扱Q&A 第2版』全国信
用保証協会連合会／銀行研修社
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知的財産法
『Q&A商標・意匠・不正競争防止の知識100問』
清水節／日本加除出版
『知的財産デューデリジェンスの実務 第3版』TM I
総合法律事務所／中央経済社
『企業秘密事件判決の総括』青山紘一／経済産業
調査会
農 事 法
『農業協同組合法 第2版』明田作／経済法令研
究会
交 通 法
『わが国における国際航空貨物の動向及び日本貨
物航空の現状と今後の展開について，航空におけ
る安全・技術の動向と課題等 平成27年度』航
空の安全及び経済に関する研究会／航空保安協会
『航空機ファイナンスにおける担保制度統一の分
析』佐藤育己／法律文化社
労 働 法
『労使紛争対応実務マニュアル』三好啓允／日本
法令
『3士業で解決！多面的労務管理』中井嘉樹／産
労総合研究所出版部経営書院
『病院賃金実態資料』医療経営情報研究所／産労
総合研究所出版部経営書院
『ここが知りたい職場のメンタルヘルスケア 改訂2
版』日本産業精神保健学会／南山堂
『職場のメンタルヘルスの不調に気づく』新興医学
出版社
『チェックリストで分かる有期・パート・派遣社員
の法律実務』倉重公太朗／労務行政
社会保障法
『精神保健福祉法詳解 4訂』中央法規出版
『日本の子育て共同参画社会』金子勇／ミネルヴァ
書房
『子ども虐待』東京医学社
医 事 法
『医療紛争解決への処方箋』植木哲／ぎょうせい
『医療事件の実務』梶浦明裕／東京法律相談運営
連絡協議会
『Q&A医療事故調ガイドブック』中外医学社
『救急・集中治療における臨床倫理』前田正一／
克誠堂出版
薬 事 法
『薬物乱用・依存・中毒の現状』医薬ジャーナル社
衛 生 法
『逐条解説下水道法 第4次改訂版』下水道法令
研究会／ぎょうせい
教 育 法
『私立中学・高校生活指導の法律相談』八塚憲郎
／旬報社
『学校事故の法律相談』古笛恵子／青林書院
国 際 法
『海洋ガバナンスの国際法』瀬田真／三省堂
『平和と安全保障を考える事典』広島市立大学広
島平和研究所／法律文化社
『法廷で裁かれる沖縄戦』瑞慶山茂／高文研
医 学 書
『ここから学ぼう！図解医療統計』柳澤尚武／総合
医学社
『スタンダード病理学 第4版』沢辺元司／文光堂
『図説人体寄生虫学 改訂9版』吉田幸雄／南山堂

『当直医マニュアル 第19版 2016』井上賀元／
医歯薬出版
『画像診断に絶対強くなるワンポイントレッスン 2』
扇和之／羊土社
『J RC 蘇生ガイドライン 2015』医学書院
『救急・集中治療最新ガイドライン 2016-'17』
岡元和文／総合医学社
『ステロイドのエビデンス』川合真一／羊土社
『放射線必須データ32』田中司朗／創元社
『大動脈解離』井元清隆／中外医学社
『睡眠時無呼吸症候群の現状を識る』メジカルビ
ュー社
『クッシング症候群診療マニュアル 改訂第2版』
平田結喜緒／診断と治療社
『多発性筋炎・皮膚筋炎治療ガイドライン』厚生
労働省／診断と治療社
『臨床神経内科学 改訂6版』広瀬源二郎／南山堂
『ベッドサイドの神経の診かた 改訂18版』田崎義
昭／南山堂
『神経局在診断 改訂第6版』Bähr, Mathias／
文光堂
『末梢神経と筋のみかた』Guarantors of Brain
／エルゼビア・ジャパン
『 EBM に基づく脳神経疾患の基本治療指針 第4
版』田村晃／メジカルビュー社
『視床と高次脳機能』医学書院
『小児科診療ガイドライン 第3版』五十嵐隆／総
合医学社
『小児慢性特定疾病』国立成育医療研究センター
／診断と治療社
『小児血液・腫瘍学』日本小児血液がん学会／診
断と治療社
『新生児蘇生法テキスト 第3版』メジカルビュー社

『新生児マススクリーニング対象疾患等診療ガイドラ
イン 2015』日本先天代謝異常学会／診断と治療社
『新生児先天性横隔膜ヘルニア〈CDH〉診療ガイド
ライン』新生児先天性横隔膜ヘルニア研究グルー
プ／メジカルビュー社
『小児白血病・リンパ腫診療ガイドライン 2016
年版』日本小児血液・がん学会／金原出版
『麻酔・手術後の患者管理』澄川耕二／克誠堂出版
『脳神経外科学 改訂12版 1』太田富雄／金芳堂
『脳神経外科学 改訂12版 2』太田富雄／金芳堂
『脳神経外科学 改訂12版 3』太田富雄／金芳堂
『脳血管内治療の進歩 2016』坂井信幸／診断と
治療社
『呼吸器外科手術書 改訂6版』畠中陸郎／金芳堂
『新心臓血管外科管理ハンドブック 改訂第2版』
国立循環器病研究センター／南江堂
『食道癌』渡邊雅之／メジカルビュー社
『ADL とその周辺 第3版』水落和也／医学書院
『マンモグラフィによる乳がん検診の手引き 第6版』
大内憲明／日本医事新報社
『乳腺腫瘍学 第2版』日本乳癌学会／金原出版
『ジェネラリストのための眼科診療ハンドブック』
石岡みさき／医学書院
『産業医ガイド 第2版』日本産業衛生学会／日本
医事新報社
『今日の治療薬 2016』浦部晶夫／南江堂
『法医学からみたガス中毒』日本中毒学会／へるす
出版
『腹腔鏡下大腸手術』金原出版
『切断と義肢 第2版』沢村誠志／医歯薬出版
『無痛分娩の基礎と臨床 改訂第2版』角倉弘行／
真興交易
（株）
医書出版部
『人獣共通感染症 改訂3版』木村哲／医薬ジャー

ナル社
『標準眼科学 第13版』中澤満／医学書院
『標準口腔外科学 第4版』内山健志／医学書院
『標準外科学 第14版』北野正剛／医学書院
『胃癌・乳癌HER2病理診断ガイドライン』日本
病理学会／金原出版
『外傷の術後管理のスタンダードはこれだ！』清水
敬樹／羊土社
『 ICU 合併症の予防策と発症時の戦い方』萩原祥
弘／羊土社
『不安障害，ストレス関連障害，身体表現性障害，
嗜癖症，パーソナリティ障害』原田誠一／中山書店
『内科診断学 第3版』福井次矢／医学書院
『Generalist神経診療力腕試し』浅沼光太郎／金
芳堂
『Generalist血液内科診療のススメ』大野辰治／金
芳堂
『Generalist糖尿病診療のススメ』荒木厚／金芳堂
『免疫性神経疾患』吉良潤一／中山書店
『胆石症診療ガイドライン 改訂第2版 2016』日
本消化器病学会／南江堂
『コモンディジーズ診療指針』草場鉄周／中山書店
『細胞診ガイドライン 2015年版3』日本臨床細
胞学会／金原出版
『認知症などの器質性疾患の前触れとしてのうつ
病・うつ状態』朝田隆／医薬ジャーナル社
『新ウイルス性肝炎学』日本臨牀社
『薬をめぐるトラブル〈前編〉
』メディカル・サイエ
ンス・インターナショナル
『めまい・ふらつきの診かた・治しかた』北原糺／
全日本病院出版会
『モニタリング』へるす出版
『性同一障害の現状と治療』医歯薬出版
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