東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 律 学
『神奈川大学法学部50周年記念論文集』神奈
川大学法学部／神奈川大学
『現代法律実務の諸問題 平成27年度研修版』
日本弁護士連合会／第一法規
外 国 法
『アメリカ民事手続法 第3版』浅香吉幹／弘文
堂
『フランス労働契約理論の研究』三井正信／成
文堂
憲 法
『現代憲法学の位相 国家論・デモクラシー・立
憲主義』林知更／岩波書店
『ヘイトスピーチはどこまで規制できるか』在日
コリアン弁護士協会／影書房
『国際人権法 第2版』申惠丰／信山社
『尊厳と身分』蟻川恒正／岩波書店
『日本国憲法と共に生きる』杉原泰雄／勁草書
房
『
「憲法上の権利」の作法 第3版』小山剛／尚
学社
『論点解説情報公開・個人情報保護審査会答申
例』森田明／日本評論社
行 政 法
『行政法の解釈 3』阿部泰隆／信山社
『論点体系判例行政法 3 住民監査請求・住民
訴訟 国家賠償・損失補償』小早川光郎／第一
法規
『道路管理の手引 第4次改訂』道路法令研究
会／ぎょうせい
警察・消防法
『Q&A 従業員・役員からの暴力団排除』関秀
忠／商事法務
『風営適正化法ハンドブック 第4版』風俗問題
研究会／立花書房
『火災種別ごとにみる火災調査書類作成例』調
査実務研究会／東京法令出版
税 法
『租税訴訟における要件事実論の展開』伊藤滋
夫／青林書院
『会則・規則類集』東京税理士会
『税目別解説判例から学ぶ税理士損害賠償責任
相続税編』内田久美子／大蔵財務協会
『日本とヨーロッパ・中東・アフリカ諸国との租
税条約』矢内一好／財経詳報社
『国際税務総覧 2016-2017』高山政信／財
経詳報社
『税務デューデリジェンスの実務 第3版』デロイ
トトーマツ税理士法人／中央経済社
『所得税法 10訂版』池本征男／税務経理協会
『法人税法 平成28年度版』渡辺淑夫／中央経
済社
『路線価による土地評価の実務 平成28年8月
改訂』小野山匠海／清文社
『図解財産評価 平成28年版』鈴木喜雄／大蔵
財務協会
『相続税務・法務相談シート集 平成28年度版』
辻・本郷税理士法人／銀行研修社
『宅地評価の減額手法 5訂版』資産税研究会／
実務出版
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『要説固定資産税 平成28年度版』固定資産税
務研究会／ぎょうせい
民 法
『我妻・有泉コンメンタール民法 第4版 総則・
物権・債権』我妻栄／日本評論社
『基本講義 債権各論 2 不法行為法 第2版増補
版』潮見佳男／新世社
『高齢者の離婚と財産問題』新・アジア家族法
三国会議／日本加除出版
『相続登記申請MEMO 補訂版』青山修／新日
本法規出版
『早期解決を実現する建物明渡請求の事件処理
50』滝口大志／税務経理協会
『民事信託実務ハンドブック』遠藤英嗣／日本
法令
『 認 可 地 縁 団 体・ 記 名 共 有 地をめぐる実 務
Q&A』後藤浩平／日本加除出版
『損害賠償における休業損害と逸失利益算定の
手引き 2016年版』斎藤博明／保険毎日新聞
社
『事例に学ぶ交通事故事件入門』交通事故事件
研究会／民事法研究会
『交通関係訴訟の実務』森冨義明／商事法務
『交通事故の示談金を受け取るまで』篠田恵里
香／中央経済社
『交通事故と保険の基礎知識』白石悟史／自由
国民社
商 事 法
『企業法学の論理と体系』丸山秀平／中央経済
社
『会社法務部 第11次実態調査の分析報告』経
営法友会／商事法務
『社告好事例集 謝罪・お詫び広告の手引書』中
島茂／商事法務
『株主還元の実態調査』樋口達／商事法務
『役員報酬をめぐる法務・会計・税務 第3版』
田辺総合法律事務所／清文社
刑 法
『大コンメンタール刑法 第3版 第2巻 第35条
〜第37条』大塚仁／青林書院
『大逆罪・内乱罪の研究』新井勉／批評社
『検死ハンドブック 改訂3版』高津光洋／南山堂
『不正薬物・銃砲の密輸入の動向 平成27年版』
財務省関税局調査課総括係
司法制度・司法行政
『検察統計年報 平成27年』法務省大臣官房司
法法制部司法法制課
『法科大学院 実務教育と債権法改正・情報法
制の研究』三宅弘／花伝社
『司法試験の問題と解説 2016』日本評論社
『司法事務協議会協議結果要旨 平成27年度』
大阪弁護士会
『法テラス白書 平成27年度版』日本司法支援
センター／日本司法支援センター
『裁判所データブック 2016』最高裁判所／最
高裁判所
『最高裁の少数意見』大林啓吾／成文堂
『裁判と法律学『最高裁回想録』補遺』藤田宙
靖／有斐閣
『気骨 ある刑事裁判官の足跡』石松竹雄／刑事
司法及び少年司法に関する教育・学術研究推進

センター
『弁護士職務便覧 平成28年度版』東京弁護士
会／日本加除出版
『弁護士研修講座 平成28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
訴訟手続法
『民事裁判の要領 裁判官の視点から』門口正人
／青林書院
『立証の実務 改訂版 証拠収集とその活用の手
引』群馬弁護士会／ぎょうせい
『倒産法の実践』伊藤真／有斐閣
『遺産分割と寄与分事件の実務』遺産分割・寄
与分事件実務研究会／新日本法規出版
『実務に活かすQ&A 平成28年改正刑事訴訟
法等のポイント』小坂井久／新日本法規出版
『責任能力弁護の手引き』日本弁護士連合会刑
事弁護センター／現代人文社
『接見交通権マニュアル 第17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
『訴訟能力を争う刑事弁護』訴訟能力研究会／
現代人文社
『解説裁判員法 第3版』池田修／弘文堂
経済産業法
『情報社会の法律 改訂版』北原宗律／創成社
『市民のための消費者契約法 第5版』村千鶴子
／中央経済社
『消費者行政法 安全・取引・表示・個人情報
保護分野における執行の実務』大島義則／勁草
書房
『電子商取引及び情報財取引等に関する準則と
解説 平成28年版』松本恒雄／商事法務
『市場支配力濫用規制法理の展開』田中裕明／
日本評論社
『詳説景品表示法の課徴金制度』原山康彦／商
事法務
『建設業許可・経審・入札参加資格申請ハンド
ブック』塩田英治／日本法令
『建設・不動産会社の法務』富田裕／中央経済社
『金融商品取引法コンメンタール 1』神田秀樹
／商事法務
『証券取引被害判例セレクト 51』全国証券問
題研究会／全国証券問題研究会
『事例で学ぶ金融商品取引被害の救済実務』三
木俊博／民事法研究会
『詳説犯罪収益移転防止法・外為法』中崎隆／
中央経済社
『金融機関における個人情報保護の実務』加藤
伸樹／経済法令研究会
『年次報告書 平成27年度』日本貸金業協会
『詳解保険業法』吉田和央／金融財政事情研究
会
『公認会計士倫理読本 平成28年増補版 国際的
な信認を得るための鍵』八田進二／財経詳報社
知的財産法
『知的財産紛争の最前線 裁判所との意見交換・
最新論説』民事法研究会／民事法研究会
『最新不正競争関係判例と実務 第3版』大阪
弁護士会／民事法研究会
『Q&A営業秘密をめぐる実務論点』TM I総合
法律事務所／中央経済社

『営業秘密保護の手引き』経済産業省知的財産
政策室／商事法務
『実務詳説特許関係訴訟 第3版』高部眞規子
／金融財政事情研究会
農 事 法
『農地法講義 改訂版』宮崎直己／大成出版社
労 働 法
『労働紛争解決実務講義 第4版 上』河本毅／
日本法令
『労働紛争解決実務講義 第4版 中』河本毅／
日本法令
『労働紛争解決実務講義 第4版 下』河本毅／
日本法令
『ケーススタディ労働事件の実務』広島弁護士
会／ぎょうせい
『ブラック企業 VS問題社員 ブラック企業と決
別する判例活用術』堀下和紀／労働新聞社
『労働基準法の実務相談 平成28年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社
『新・労働契約Q&A 会社であなたをまもる10
章』東京南部法律事務所／日本評論社
『解説労働者派遣法』木村大樹／産労総合研究
所出版部経営書院
『知って得する助成金活用ガイド 平成28年度
版 厚生労働省(労働)分野』社労士助成金実務
研究会／日本法令
『労働保険の実務相談 平成28年度』全国社会
保険労務士会連合会／中央経済社
社会福祉法
『医療福祉総合ガイドブック 2016年度版』日
本医療ソーシャルワーク研究会／医学書院
医 事 法
『実用再生医療新法』岡田潔／医歯薬出版
環 境 法
『建設現場従事者のための残土・汚染土取扱ル
ール 改訂版』産業廃棄物処理事業振興財団／
大成出版社
『環境法BASIC 第2版』大塚直／有斐閣
社会保険法
『社会保険の実務相談 平成28年度』全国社会
保険労務士会連合会／中央経済社
教 育 法
『学校教育法実務総覧』入沢充／エイデル研
究所
『保育判例ハンドブック』田村和之／信山社
国 際 法
『国際商事仲裁の法と実務』谷口安平／丸善雄
松堂
医 学 書
『薬剤過敏症』宇野勝次／南山堂
『ルービン カラー基本病理学』Rubin, Emanuel
／西村書店
『遺伝カウンセリングマニュアル 改訂第 3 版』
櫻井晃洋／南江堂
『よくわかる！超音波検査に必要な「基礎」
』田
中直彦／文光堂

『症候別" 見逃してはならない疾患 "の除外ポイ
ント』徳田安春／医学書院
『体表臓器超音波診断ガイドブック』尾本きよ
か／南江堂
『圧倒的画像数で診る！胸部疾患画像アトラス』
櫛橋民生／羊土社
『頭頸部の臨床画像診断学 改訂第3版』尾尻
博也／南江堂
『アナフィラキシーショック：最善の予防・診断・
治療』光畑裕正／克誠堂出版
『患者さんも知りたいアレルギーの知識』宮本昭
正／医薬ジャーナル社
『膠原病・リウマチ・アレルギー研修ノート』上
阪等／診断と治療社
『血液科研修ノート』神田善伸／診断と治療社
『循環器研修ノート 改訂第2版』伊藤浩／診断
と治療社
『これだけは知っておきたい心臓・血管疾患の画
像診断』宇都宮大輔／学研メディカル秀潤社
『ここが知りたい急性心不全の救急・集中治療
管理』佐藤幸人／中外医学社
『難治性不整脈診療エキスパートのアプローチ』
臨床難治性不整脈研究会／中外医学社
『呼吸器感染症 病態から考える画像診断』酒井
文和／克誠堂出版
『COPDの教科書 呼吸器専門医が教える診療
の鉄則』倉原優／医学書院
『消化器研修ノート 改訂第2版』中島淳／診断
と治療社
『食道運動障害診療指針』日本消化管学会／南
江堂
『肝胆膵のCT・MR I』本田浩／メディカル・サ
イエンス・インターナショナル
『慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド 2016』日本
肝臓学会／文光堂
『骨粗鬆症update』島田洋一／全日本病院出
版会
『精神科研修ノート 改訂第2版』笠井清登／診
断と治療社
『 精 神 科 治 療 薬の考え方と使い方 第 3 版 』
Stahl, Stephen M.／メディカル・サイエンス・
インターナショナル
『脳出血・くも膜下出血診療読本』豊田一則／
中外医学社
『脳卒中症候群』Caplan, Louis R.／メディカ
ル・サイエンス・インターナショナル
『脳梗塞診療読本 第2版』豊田一則／中外医
学社
『高次脳機能障害に対する理学療法』阿部浩明
／文光堂
『自律神経失調症を知ろう』渡辺正樹／南山堂
『災害時のメンタルヘルス』大塚耕太郎／医学
書院
『感染症ガイドラインのすべて』舘田一博／医薬
ジャーナル社
『高齢者感染症』光山正雄／医薬ジャーナル社
『小児の症候群』診断と治療社
『小児科外来の鑑別診断術』宮田章子／中山書
店
『小児科当直医マニュアル 改訂第14版』神奈
川県立こども医療センター／診断と治療社
『小児と感染症』金原出版
『新生児蘇生法インストラクターマニュアル 第4
版』メジカルビュー社
『新生児蘇生法NCPR もっと早く！人工呼吸を

確実に成功させるためにできること』水本洋／
南山堂
『形成外科の基本手技』平林慎一／克誠堂出版
『創傷治癒コンセンサスドキュメント 手術手技か
ら周術期管理まで』日本創傷治癒学会／全日
本病院出版会
『外部放射線治療におけるQuality Assurance
(QA)システムガイドライン 2016年版』日本
放射線腫瘍学会／金原出版
『呼吸器外科テキスト 外科専門医・呼吸器外科
専門医をめざす人のために』日本呼吸器外科学
会／南江堂
『脊椎固定術これが基本テクニック』西良浩一
／メジカルビュー社
『脊椎・脊髄損傷』へるす出版
『整形外科研修ノート 改訂第2版』齋藤知行／
診断と治療社
『最新リハビリテーション医学 第3版』安保雅
博／医歯薬出版
『皮膚科の薬剤と医療機器』大塚藤男／金原出
版
『ジェネラリストのためのこれだけは押さえておき
たい皮膚疾患』安部正敏／医学書院
『薬疹の診断と治療アップデート』塩原哲夫／
医薬ジャーナル社
『皮膚科研修ノート』佐藤伸一／診断と治療社
『腎外傷診療ガイドライン 2016年版』日本泌
尿器科学会／金原出版
『 婦 人 科がん治 療ガイドラインエッセンシャル
2016年版』日本婦人科腫瘍学会／金原出版
『患者さんとご家族のための子宮頸がん・子宮体
がん・卵巣がん治療ガイドライン 第2版』日本
婦人科腫瘍学会／金原出版
『国立がん研究センターの乳癌手術』木下貴之
／南山堂
『胎児心拍数モニタリングを極める 見逃しては
いけないCTG波形』医学書院
『知っておきたい神経眼科診療』三村治／医学
書院
『角結膜疾患の治療戦略』島崎潤／医学書院
『耳鼻咽喉科イノベーション』小林俊光／中山
書店
『全科実例による社会保険歯科診療 2016』歯
科保険研究会／医歯薬出版
『顎・口腔のCT・MR I』酒井修／メディカル・
サイエンス・インターナショナル
『ここが知りたい院内感染対策Q&A』前崎繁文
／中山書店
『加齢黄斑変性 第2版』吉村長久／医学書院
『データで読み解く発達障害』平岩幹男／中山
書店
『気道管理に強くなる』上嶋浩順／羊土社
『内分泌代謝専門医ガイドブック 改訂第4 版』
成瀬光栄／診断と治療社
『CCUレジデントマニュアル 第2版』高尾信広
／医学書院
『眼の発生と解剖・機能』大鹿哲郎／中山書店
『視野検査とその評価』大鹿哲郎／中山書店
『集中講義病理学 改訂2版』清水道生／メジカ
ルビュー社
『薬剤過敏症』宇野勝次／南山堂
その他
『学術論文の作法 第2版〔付〕
リサーチペーパー・
小論文・答案の書き方』近江幸治／成文堂
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