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 法 哲 学　　　　　　　　　　　　　　　　
『カール・シュミットと五人のユダヤ人法学者』
初宿正典／成文堂

 外 国 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『中国の法律』朱勇／中央経済社
『法にとらわれる政治 政権交代，コアビタシオン，
そして憲法院』Favoreu, Louis／中央大学出
版部

『アメリカ連邦倒産法概説 第2版』福岡真之
介／商事法務

『アジア新興国のM&A法制 第2版』森濱田松
本法律事務所／商事法務

『これだけは知っておきたい！アメリカビジネス
法の基礎』ピルズベリー・ウィンスロップ・シ
ョー・ピットマン法律事務所・外国法共同事業
／第一法規

『オランダの会計・税務・法務Q&A』新日本
有限責任監査法人／税務経理協会

『〈対訳〉実務家のための欧州特許条約』ホフマ
ン アイトレ／日本評論社

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『事例で学ぶプライバシー』宮下紘／朝陽会
『平成29年施行改正個人情報保護法Q&Aと
誰でもつくれる規程集』渡邉雅之／第一法規

 行 政 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『事例研究行政法 第3版』曽和俊文／日本評
論社

『行政法再入門 第2版 上』阿部泰隆／信山社
『行政法再入門 第2版 下』阿部泰隆／信山社
『都市空間のガバナンスと法』吉田克己／信山社
『不動産再開発の法務』井上治／商事法務
『改正道路法の解説Q&A 平成28年 道路協力
団体制度のポイント』道路法令研究会／ぎょう
せい

『ここが知りたい建築紛争』建築問題研究会／
日本加除出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『国際税務の専門家からみた出国税と国外財産
調書等の実務』高山政信／新日本法規出版

『実務に活かす！税務リーガルマインド』佐藤
修二／日本加除出版

『実践税務書類のスマホ・スキャナ保存』佐久
間裕幸／ぎょうせい

『実践土地の有効活用 所法58条の交換・共
有地の解消(分割)・立体買換えに係る実務と
Q&A』松本好正／税務研究会出版局

『図解とQ&Aで実務がわかる法定調書のすべて 
最新版』佐藤和助／大蔵財務協会

『減価償却実務問答集 平成28年11月改訂』
舩富康次／納税協会連合会

『税務調査事例からみる役員給与実務Q&A 新
版』安部和彦／清文社

『図解事業承継税制 最新版』松岡章夫／大蔵
財務協会

『土地評価実務における評価単位』小林登／新
日本法規出版

 民 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『企業不動産法』小沢英明／商事法務
『契約規範の法学的構造』森田修／商事法務

『民法改正で変わる住宅トラブルへの対応 契約
書と保証書』民法改正と住宅問題研究会／中
央経済社

『ストーリーでわかる営業損害算定の実務 新人
弁護士，会計数値に挑む』横張清威／日本加
除出版

『実践調停遺産分割事件』片岡武／日本加除出
版

『遺留分制度の研究』川阪宏子／晃洋書房
『最新借地借家法の解説 3訂版』渡辺晋／住
宅新報社

『表示登記添付情報作成の実務 改訂』内野篤
／日本加除出版

『信託及び財産管理運用制度における受託者及
び管理者の責務及び権限』トラスト未来フォー
ラム

『ザ・信託』宮崎裕二／プログレス
『戸籍実務相談 4 問題解決へのアプローチ』東
京戸籍事務研究会／日本加除出版

『記載例から読み解く戸籍の実務 コンピュータ
戸籍の基礎知識』加藤信良／日本加除出版

『こんなところでつまずかない！交通事故事件
21のメソッド』東京弁護士会親和全期会／第
一法規

『プラクティス交通事故訴訟』梶村太市／青林
書院

 商 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ベーシック企業法務事典』永井徳人／日本加
除出版

『企業組織法』ビジネス法体系研究会／レクシ
スネクシス・ジャパン

『法務リスク管理最前線 ガバナンス，リスク管
理，コンプライアンスを中心に』第一東京弁護
士会総合法律研究所／清文社

『募集株式発行の法と実務』森本滋／商事法務
『株式評価実務必携 平成28年11月改訂 図
解と個別事例による』岡本和之／納税協会連
合会

『株主と会社役員をめぐる法的課題』近藤光男
／有斐閣

『内部監査のプロが書く監査報告書の指摘事項
と改善提案 監査意見から海外監査・経営監査・
不正対応まで』藤井範彰／同文舘出版

『実例に基づく取締役会評価の最善の手法と事
例』渡邉雅之／日本法令

『取締役会改革』中村直人／中央経済社
『M&A無形資産評価の実務 第3版』デロイト
トーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会
社／清文社

『生命保険・傷害疾病定額保険契約法実務判
例集成 中』長谷川仁彦／保険毎日新聞社

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　　　　
『刑事法と歴史的価値とその交錯』徳田靖之／
法律文化社

『処罰と近代社会 社会理論の研究』Garland, 
David／現代人文社

『講義刑法学・各論』井田良／有斐閣

 司法制度・司法行政　　　　　　　　　　
『希望の裁判所 私たちはこう考える』日本裁判
官ネットワーク／弁護士会館ブックセンター出
版部LABO

『九州における裁判所支部･簡裁の実情 第7回 
2016年1月23日 九弁連支部交流会より』
九州弁護士会連合会司法改革に関する連絡協
議会

『弁護士白書 2016年版』日本弁護士連合会
／日本弁護士連合会

『弁護士のための事務所開設・運営の手引き 第
2版』日本弁護士連合会／日本加除出版

『弁護士独立・経営の不安解消Q&A』北周士
／第一法規

 訴訟手続法　　　　　　　　　　　　　　
『民事訴訟法 第5版』伊藤真／有斐閣
『民事弁護における立証活動 6訂』日本弁護士
連合会／日本弁護士連合会

『民事尋問技術 第4版』加藤新太郎／ぎょうせ
い

『民事弁護教材 民事執行 改訂(補正版)』司法
研修所／日本弁護士連合会

『家事事件手続法 第3版』梶村太市／有斐閣
『新時代における刑事実務』高嶋智光／立花書
房

『刑事弁護実務 改訂版 平成26年版 別冊書式
編』司法研修所／日本弁護士連合会

『自動車事故の供述調書作成の実務 取調べの
基本と応用』富松茂大／立花書房

『再審に新しい風を！ 冤罪救済への道』「白鳥決
定40周年」記念出版編集委員会／日本評論社

 経済産業法　　　　　　　　　　　　　　
『コンメンタール消費者裁判手続特例法』日本
弁護士連合会消費者問題対策委員会／民事法
研究会

『情報・インターネット法の知識と実務』東京
弁護士会弁護士研修センター運営委員会／ぎ
ょうせい

『IoT ビジネスを成功させるための法務入門』中
野友貴／第一法規

『企業のためのサイバーセキュリティの法律実務』
TMI総合法律事務所／商事法務

『論点解析経済法 第2版』川濱昇／商事法務
『独占禁止法 第3版』白石忠志／有斐閣
『下請契約トラブル解決法 第3版』東京弁護
士会親和全期会／自由国民社

『もう話そう私と巻原発住民投票』高島民雄／
現代人文社

『投資信託 基礎と実務 13訂』田村威／経済
法令研究会

『プロフェッショナル投資信託実務 12訂』田
村威／経済法令研究会

『M&A・アライアンス契約書の作成と審査の実
務』滝川宜信／民事法研究会

『REIT のすべて 第2版』新家寛／民事法研
究会

『基礎からわかる金融法務』島田法律事務所／
金融財政事情研究会

『最新保険業法の解説 改訂3版』安居孝啓／
大成出版社

 知的財産法　　　　　　　　　　　　　　
『法務・契約ハンドブック プロジェクトマネジ
メントの基礎知識』情報サービス産業協会／情
報サービス産業協会

『ライセンス契約のすべて 第3版 基礎編 ビジ

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内　2016年12月22日～2017年1月18日・121点
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ネスリスクの法的マネジメント』吉川達夫／レ
クシスネクシス・ジャパン

『ライセンス契約のすべて 第2版 実務応用編 
交渉から契約締結までのリスクマネジメント』
吉川達夫／レクシスネクシス・ジャパン

『著作権法詳説 第10版 判例で読む14章』三
山裕三／勁草書房

 通 信 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『放送法と権力』山田健太／田畑書店

 労 働 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『ハラスメントの事件対応の手引き 内容証明・
訴状・告訴状ほか文例』第二東京弁護士会両
性の平等に関する委員会／日本加除出版

『セクハラ・パワハラは解決できる！ 民事調停
という選択肢』神坪浩喜／労働調査会

『最新トラック運送業の人事・労務管理と就業
規則 改訂版』吉本俊樹／日本法令

『労働契約法 第2版』土田道夫／有斐閣
『人件費の決め方・運用の仕方』荻原勝／産労
総合研究所出版部経営書院

『障害者雇用の実務』労務行政研究所／労務行
政

『労災保険の審査請求事例と解説』高橋健／日
本法令

『育児介護休業の実務と手続き』岡田良則／自
由国民社

『実務に役立つ育児・介護規程のつくり方』荻

原勝／産労総合研究所出版部経営書院

 社会福祉法　　　　　　　　　　　　　　
『相談・支援のための福祉・医療制度活用ハン
ドブック［2016］改訂版』日本医療社会福祉
協会／新日本法規出版

『アスペルガー症候群の人の就労・職場定着ガイ
ドブック』Bissonnette, Barbara／明石書店

『在外被爆者裁判』田村和之／信山社
『社会福祉法人に求められる内部統制の実務対
応』新日本有限責任監査法人／清文社

『児童相談所70年の歴史と児童相談』加藤俊
二／明石書店

 医 事 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『臓器移植と刑法』甲斐克則／成文堂
『保健医療・福祉領域で働く心理職のための法
律と倫理』山崎久美子／ナカニシヤ出版

『メディカルサービス法人をめぐる法務と税務』
佐々木克典／清文社

 衛生・環境法　　　　　　　　　　　　　
『早わかり食品表示法 改訂新版第2版』日本
食品衛生協会

『食品表示 食品表示法に基づく制度とその実
際』田島真／建帛社

『建設現場従事者のための産業廃棄物等取扱ル
ール』産業廃棄物処理事業振興財団／大成出
版社

 社会保険法　　　　　　　　　　　　　　
『精神疾患にかかる障害年金請求手続完全実務
マニュアル 3訂版』塚越良也／日本法令

 国 際 法　　　　　　　　　　　　　　　　
『EUとは何か 第2版』中村民雄／信山社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　　　　　
『精神疾患・メンタルヘルスガイドブック』米国
精神医学会／医学書院

『リハビリテーション医学テキスト 改訂第4版』
出江紳一／南江堂

『新放射化学・放射性医薬品学 改訂第4版』
佐治英郎／南江堂

『専門医が答えるアレルギー疾患Q&A』田原卓
浩／中山書店

『プライマリ・ケアの感染症』田原卓浩／中山
書店

『解剖学講義 改訂3版』伊藤隆／南山堂
『トートラ人体の構造と機能 第4版』Tortora, 
Gerard J.／丸善出版

『クラウンブリッジ補綴学 第5版』矢谷博文／
医歯薬出版

『保存修復学 第6版』千田彰／医歯薬出版
『脳腫瘍学』日本臨牀社
『周産期管理がぐっとうまくなる！ハイリスク妊
娠の外来診療パーフェクトブック』金原出版

『知っておきたい！高齢者の摂食嚥下障害』久
育男／全日本病院出版会




