東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法律学
『司法研修所論集 2016（第126号）
』司法研修所
『法理論をめぐる現代的諸問題』角田猛之／晃洋
書房
『いのち，裁判と法』矢島基美／三省堂
外国法
『中国ビジネス法体系 第2版』藤本豪／日本評論
社
『図表でわかる中国進出企業の合弁解消プランニン
グ』簗瀬正人／第一法規
『中国人・台湾人との金融取引』瀧本文浩／金融
財政事情研究会
『国際不正競業法の研究』相沢吉晴／大学教育出
版
『米国特許実務』山下弘綱／経済産業調査会
『解雇の金銭解決制度と労働市場改革 イタリア労
働事情視察報告書』第一東京弁護士会労働法制
委員会／第一東京弁護士会
憲法
『立法過程と立法行為』憲法の理論と判例／新正
幸／信山社
『グローバル化と憲法』山田哲史／弘文堂
『近畿弁護士会連合会人権擁護大会 第29回』近
畿弁護士会連合会
『
「これからの男女共同参画社会のあり方を考える」
記録集』東京弁護士会／東京弁護士会
『平等権と社会的排除』浅倉むつ子／成文堂
『政府の憲法九条解釈 第2版』浦田一郎／信山社
出版
『憲法関係答弁例集（第9条・憲法解釈関係）
』
信山社
『システム開発，法務担当者のための2015年改
正個人情報保護法実務ハンドブック』寺田眞治／
日経BP社
選挙法
『災害時における選挙事務支援実例集』清水大資
／国政情報センター
『選管事務危機管理マニュアル』都道府県選挙管
理委員会連合会
行政法
『行政上の処罰概念と法治国家』田中良弘／弘文
堂
『公務員制度の法理論』下井康史／弘文堂
『義務付け訴訟の機能』横田明美／弘文堂
『都市計画法開発許可の実務の手引 改訂第21版』
東海建築文化センター／大成出版社
『建築法規PRO 2017』図解建築法規研究会／
第一法規
『建築申請memo 2017』建築申請実務研究会
／新日本法規出版
『図解建築法規 2017』国土交通省住宅局／新日
本法規出版
『住宅市場と行政法』板垣勝彦／第一法規
『サ高住の決め方』消費生活マスター介護問題研
究会／信山社
『必携用地補償実務便覧 2017年版』公共用地
補償機構／大成出版社
『最新防災・復興法制』佐々木晶二／第一法規
消防法
『建築消防advice 2017』建築消防実務研究会
／新日本法規出版
財政法
『
「政務活動費」ここが問題だ』宮沢昭夫／公人の
友社
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税 法
『日税研論集 第70号（2017）
』日本税務研究
センター／日本税務研究センター
『国際課税の基礎知識 10訂版』川田剛／税務経
理協会
『クローズアップ保険税務』酒井克彦／財経詳報社
『体系法人税法 33訂版 [2016]』山本守之／税
務経理協会
『譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係
租税特別措置法通達逐条解説』一色広己／大蔵
財務協会
『Q&A海外勤務者に係る税務 第3版』川田剛／
税務経理協会
『租税回避をめぐる税務リスク対策』入谷淳／清
文社
『平成29年度税制改正法律案新旧対照表』第一
法規
『事業再生と課税』長戸貴之／東京大学出版会
『空き家譲渡の3,000万円控除の特例早わかり』
与良秀雄／大蔵財務協会
『資産・事業承継対策の現状と課題』品川芳宣／
大蔵財務協会
『4STEPで身につく入門土地評価の実務』風岡
範哉／清文社
地方自治法
『政治倫理条例のすべて』斎藤文男／公人の友社
『地方公務員の〈新〉勤務時間・休日・休暇 第2
次改訂版』小川友次／学陽書房
民 法
『逐条解説一般社団・財団法人法』熊谷則一／全
国公益法人協会
『公益法人・一般法人のQ&A 全訂版』大蔵財務
協会
『弁護士が弁護士のために説く債権法改正』東京
弁護士会法友全期会／第一法規
『民法（債権関係）部会資料集 第3集〈第3巻〉
』
商事法務／商事法務
『ビジネス契約書式150例 改訂2版』弁護士法
人飛翔法律事務所／経済産業調査会
『説明義務の理論と実際』根田正樹／新日本法規
出版
『不法行為法 第5版』吉村良一／有斐閣
『判例による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
『男性のための離婚の法律相談』本橋美智子／学
陽書房
『婚姻費用・養育費等計算事例集 新装版』婚姻費
用養育費問題研究会／婚姻費用養育費問題研究会
『成年後見人のための精神医学ハンドブック』五十
嵐禎人／日本加除出版
『事例に学ぶ成年後見入門 第2版』大澤美穂子／
民事法研究会
『金融実務に役立つ成年後見制度Q&A』笹川豪
介／経済法令研究会
『ケース別相続手続添付書類チェックリスト 改訂
版』掛川雅仁／新日本法規出版
『建物明渡請求』東京弁護士会法友全期会／創耕
舎
『Q&A 誰も書かなかった！事業用借地権のすべて
全訂3版』都市問題実務研究会／民事法研究会
『わかりやすい不動産登記の申請手続 4訂版』日
本法令不動産登記研究会／日本法令
『不動産登記記録例集』テイハン
『信託の法制度と税制』葭田英人／税務経理協会
『高齢社会における信託制度の理論と実務』新井
誠／日本加除出版
『信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例』
伊庭潔／日本加除出版

『渉外戸籍のための各国法律と要件 全訂新版 4』
篠崎哲夫／日本加除出版
『管理組合・理事のためのマンション管理実務必携』
マンション維持管理支援専門家ネットワーク／民
事法研究会
『マンション法の判例解説』鎌野邦樹／勁草書房
『事業用自動車の事故と責任』藤村和夫／三協法
規出版
『自動車保険の解説 2017』自動車保険の解説編
集委員会／保険毎日新聞社
『交通事故過失割合の研究』藤村和夫／日本評論社
『交通事故裁定例集 34（平成27年度）
』交通事
故紛争処理センター／ぎょうせい
『駐車場事故の法律実務』中込一洋／学陽書房
『交通事故被害者の生活支援 改訂版』日本医療
社会福祉協会／晃洋書房
商事法
『会社法 第19版』神田秀樹／弘文堂
『会社法実務問答集 1 上』前田雅弘／商事法務
『会社法実務問答集 1 下』前田雅弘／商事法務
『会社訴訟・紛争実務の基礎』三笘裕／有斐閣
『企業訴訟総論』森・浜田松本法律事務所／中央
経済社
『海外子会社のリスク管理と監査実務』長谷川俊
明／中央経済社
『やさしくわかる！すぐできる！企業の個人情報対
策と規程・書式』斎藤義浩／日本法令
『新株主総会実務なるほどQ&A 平成29年版』
三菱UFJ信託銀行株式会社／中央経済社
『株主総会のポイント 平成29年版』三井住友信
託銀行株式会社／財経詳報社
『事業報告記載事項の分析』三菱UFJ信託銀行
株式会社／商事法務
『執行役員制度 第5版』浜辺陽一郎／東洋経済
新報社
『会社法決算書作成ハンドブック 2017年版』太
田達也／商事法務
『会社法決算の実務 第11版』あずさ監査法人／
中央経済社
『会社法決算書の読み方・作り方 第11版』新日
本有限責任監査法人／中央経済社
『現代保険法 第2版』岡田豊基／中央経済社
『D&O保険の実務』嶋寺基／商事法務
『持分会社の登記実務 補訂版』青山修／民事法
研究会
刑法
『西田典之先生献呈論文集』山口厚／有斐閣
『変動する社会と格闘する判例・法の動き』京藤
哲久／信山社
『目的犯の研究序説』伊藤亮吉／成文堂
『矯正職員のための動機づけ面接』青木治／矯正
協会
『高齢犯罪者の権利保障と社会復帰』安田恵美／
法律文化社
『 小 児および若 年 成 人における突 然 死 』Byard,
Roger W.／明石書店
『新共謀罪の恐怖』平岡秀夫／緑風出版
『科学鑑定のエスノグラフィ』鈴木舞／東京大学出
版会
司法制度・司法行政
『法科大学院の足跡と今後』埼玉弁護士会
『司法修習ハンドブック [2015]』司法研修所
『司法修習ハンドブック [2016]』司法研修所
『弁護士任官資料集 2015年版』日本弁護士連合
会弁護士任官等推進センター／日本弁護士連合会
『一歩前へ出る司法』泉徳治／日本評論社
『新生検察官論』加藤康榮／北樹出版

『弁護士研修講座 2016年度』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
『弁護士研修講座 2017年度前期』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
『弁護士のためのマーケティングマニュアル 2』船
井総合研究所／第一法規
『Q&Aで分かる法律事務職員実践ガイド 改訂版』
第二東京弁護士会弁護士業務センター／第一法規
『弁護士懲戒事件議決例集 第19集
（平成28年）
』
日本弁護士連合会懲戒委員会／日本弁護士連合会
『依頼者見舞金』森際康友／ぎょうせい
『証書の作成と文例 新版』日本公証人連合会／立
花書房
訴訟手続法
『弁護士の紛争解決力』高世三郎／有斐閣
『民事手続法の現代的課題と理論的解明』山本克
己／弘文堂
『ケース演習民事訴訟実務と法的思考』瀬木比呂
志／日本評論社
『証拠収集実務マニュアル 第3版』東京弁護士会
法友全期会／ぎょうせい
『証拠収集の現状と民事訴訟の未来』小林秀之／
悠々社
『要件事実マニュアル 第5版』岡口基一／ぎょう
せい
『民事執行の実務 上』園部厚／新日本法規出版
『民事執行の実務 下』園部厚／新日本法規出版
『クルツブーフ民事執行法』斎藤和夫／信山社出版
『あっせん・仲裁センター解決事例集』東京弁護
士会紛争解決センター／東京弁護士会紛争解決セ
ンター
『破産管財PRACTICE』破産管財実務研究会／
民事法研究会
『事業再生シンポジウム「特定調停による事業再
生の多様な展開」
』日本弁護士連合会／日本弁護
士連合会
『裁判例からみた相続人不存在の場合における特
別縁故者への相続財産分与審判の実務』梶村太
市／日本加除出版
『家事事件における保全・執行・履行確保の実務』
日本弁護士連合会家事法制委員会／日本加除出版
『高葛藤紛争における子の監護権』渡辺義弘／弘
前大学出版会
『会社非訟事件の実務』上田純子／三協法規出版
『企業犯罪と司法取引』朝山道央／金融財政事情
研究会
『刑事司法への問い』指宿信／岩波書店
『刑事訴訟法講義 第4版』安富潔／慶應義塾大
学出版会
『刑事訴訟法 第2版追補版』三井誠／日本評論
社
『
「自白」はつくられる』浜田寿美男／ミネルヴァ
書房
少年法
『少年法実務講義案 3訂版』司法協会
『非行・犯罪の心理臨床』藤岡淳子／日本評論社
『非行少年のためにつながろう！』岡田行雄／現代
人文社
経済産業法
『インターネット新時代の法律実務Q&A 第3版』
田島正広／日本加除出版
『インターネット訴訟』森濱田松本法律事務所／
中央経済社
『裁判例から考えるシステム開発紛争の法律実務』
難波修一／商事法務

『消費者法判例インデックス』松本恒雄／商事法務
『企業を守るネット炎上対応の実務』清水陽平／
学陽書房
『電子契約の教科書』宮内宏／日本法令
『情報法のリーガル・マインド』林紘一郎／勁草書房
『ITビジネスの契約実務』伊藤雅浩／商事法務
『論点解説実務独占禁止法』商事法務
『独禁法審判決の法と経済学』岡田羊祐／東京大
学出版会
『入札談合と独占禁止法 平成29年2月改訂版』
公正取引協会／公正取引協会
『下請法ガイドブック 平成29年2月改訂版』公
正取引協会／公正取引協会
『景品表示法 第5版』大元慎二／商事法務
『中小企業法務のすべて』日本弁護士連合会／商
事法務
『会社事業承継の実務と理論』山下真弘／法律文
化社
『ヒアリングシートを使った中小企業の法律相談マ
ニュアル』大阪弁護士会／民事法研究会
『3つの視点で会社がわかる「有報」の読み方 最
新版』新日本有限責任監査法人／中央経済社
『企業法制の将来展望 2017年度版』神作裕之
／資本市場研究会
『企業買収の実務プロセス 第2版』木俣貴光／中
央経済社
『株式上場ハンドブック 第6版』有限責任監査法
人トーマツ／中央経済社
『証券訴訟』森・浜田松本法律事務所／中央経済
社
『コモディティハンドブック 第2版』日本商品先物
取引協会／金融財政事情研究会
『Q&A市民のための特定商取引法 改題新版』村
千鶴子／中央経済社
『キーワードでわかるリースの法律・会計・税務 第
5版』井上雅彦／税務研究会出版局
『クレジットカード用語事典 第4 版』末藤高義／
民事法研究会
『FinTech法務ガイド』片岡義広／商事法務
『デリバティブ取引の法務 第5版』福島良治／金
融財政事情研究会
『貨幣と通貨の法文化』林康史／国際書院
『金融機関のための不祥事件対策実務必携』甘粕
潔／金融財政事情研究会
『プライベート・エクイティ・ファンドの法務』福
田匠／中央経済社
『銀行員のためのトラブル相談ハンドブック』稲田
博志／新日本法規出版
『資産運用の高度化に向けて』神作裕之／金融財
政事情研究会
『逐条解説2016年銀行法，資金決済法等改正』
湯山壮一郎／商事法務
『信用金庫・信用組合の監事監査実務』新日本有
限責任監査法人／経済法令研究会
『保険業法の読み方 3訂版』錦野裕宗／保険毎日
新聞社
知的財産法
『実務家のための知的財産権判例70選 2』弁理
士クラブ知的財産実務研究所／発明推進協会
『知的財産法のモルゲンロート』外川英明／中央経
済社
『営業秘密防衛Q&A』田中勇気／経団連出版
『初めての人のためのビジネス著作権法』牧野和夫
／中央経済社
『知財英語通信文必携』筒井知／経済産業調査会
農事法
『JAバンク法務対策200講』金融財政事情研究
会／金融財政事情研究会

『逐条解説農地法 改訂版』高木賢／大成出版社
『鳥獣保護管理法の解説 改訂5版』大成出版社
労働法
『新労働事件実務マニュアル 第4版』東京弁護士
会労働法制特別委員会／ぎょうせい
『A I 時代の働き方と法』大内伸哉／弘文堂
『雇用政策とキャリア権』諏訪康雄／弘文堂
『労働訴訟』森・浜田松本法律事務所／中央経済社
『雇用社会の危機と労働・社会保障の展望』矢野
昌浩／日本評論社
『労働者保護法の基礎と構造』桑村裕美子／有斐
閣
『職場のトラブル解決の手引き 改訂版』労働政策
研究研修機構／労働政策研究・研修機構
『退職・解雇・雇止め』浅井隆／労務行政
『変化する雇用社会における人事権』第一東京弁
護士会労働法制委員会／労働開発研究会
『最低賃金決定要覧 平成29年度版』労働調査会
／労働調査会
『産業保健の基礎』石井義脩／新日本法規出版
『Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務』
宮﨑晃／中央経済社
『チェーンストアの労使関係』本田一成／中央経済
社
『春季労使交渉・労使協議の手引き』日本経済団
体連合会／経団連出版
『障害者雇用の実務と就労支援』眞保智子／日本
法令
『雇用関係助成金申請・手続マニュアル 6訂版』
深石圭介／日本法令
『最新労働者派遣法の詳解』第一東京弁護士会労
働法制委員会／労務行政
『人材派遣・紹介業 許可申請・設立運営ハンドブ
ック 改訂版』小岩広宣／日本法令
『労働者派遣法』鎌田耕一／三省堂
『雇用保険制度の実務解説 改訂第8版』労働新
聞社／労働新聞社
『労災発生時対応完全マニュアル』村木宏吉／労
働新聞社
『電通事件』北健一／旬報社
『現場の管理職が知っておきたい女性社員の労務
管理A to Z』江上千惠子／第一法規
『東京都男女雇用平等参画状況調査結果報告書
平成28年度』東京都産業労働局／東京都産業
労働局雇用就業部労働環境課
『男女雇用機会均等法のポイント』東京都産業労
働局／東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
社会福祉法
『障害者福祉事業モデル文例・書式集』柳田正明
／新日本法規出版
『どうなる！？どうする！？社会福祉法人の運営とリ
スク管理』外岡潤／中央経済社
『改正発達障害者支援法の解説』発達障害の支援
を考える議員連盟／ぎょうせい
『生活保護ハンドブック』池谷秀登／日本加除出
版
『第70回中国地方弁護士大会議事録』中国地方
弁護士会連合会／中国地方弁護士会連合会
『シンポジウム司法面接と多機関連携 2016年
（平成28年）度』中国地方弁護士会連合会／中
国地方弁護士会連合会
医事・薬事法
『新・いのちの法と倫理 改訂版』葛生栄二郎／法
律文化社
『医療倫理学の方法 第3版』宮坂道夫／医学書院
『入門・医療倫理 改訂版 1』赤林朗／勁草書房
『薬事ハンドブック』じほう
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東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
環境法
『アスベスト公害の技術論』田口直樹／ミネルヴァ
書房
『廃棄物法制の研究』阿部泰隆／信山社
社会保険法
『年金保険法 第4版』堀勝洋／法律文化社
文化法
『逐条解説墓地，埋葬等に関する法律 新訂第3版』
第一法規
『
「ジュニアスポーツの育成と安全・安心フォーラム」
講演録 平成28年度』日本体育協会日本スポー
ツ少年団／日本体育協会日本スポーツ少年団
『スポーツの法律相談』青林書院
国際法
『海外相続ガイドブック 改訂版』三輪壮一／きん
ざい
『専門講座「国際法務をめぐる交渉・法務文書作
成に関する作法と技法−基礎知識から応用へ」資
料』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
『事例にみる外国人の法的支援ハンドブック』神奈
川青年司法書士協議会／民事法研究会
『人の国際移動と現代日本の法』大久保史郎／日
本評論社
医学書
『プロメテウス解剖学アトラス 第3版』Schünke,
Michael／医学書院
『標準組織学各論 第5版』藤田尚男／医学書院
『手 第6版』上羽康夫／金芳堂
『当直医マニュアル 第20版 平成29年度』井上
賀元／医歯薬出版
『ガイドライン外来診療 2017』泉孝英／日経メ
ディカル開発

『救急超音波診』本多英喜／羊土社
『気道管理の疑問Q&A70』上嶋浩順／中外医学
社
『日本救急医学会 ICLSコースガイドブック 改訂
第4版』山畑佳篤／羊土社
『ER・ICU 100のdon'ts』志馬伸朗／中外医学社
『看護のための臨床病態学 改訂3版』浅野嘉延／
南山堂
『在宅看護論 改訂第2版』石垣和子／南江堂
『呼吸器科医のためのサルコイドーシス診療ガイド』
山口哲生／南江堂
『貧血学』日本臨牀社
『高齢者の嚥下障害診療メソッド 改訂2版』西山
耕一郎／中外医学社
『介護基礎学 新版』竹内孝仁／医歯薬出版
『かぜ診療マニュアル 第2版』山本舜悟／日本医
事新報社
『呼吸器疾患』川名明彦／克誠堂出版
『気管支喘息』文光堂
『特発性間質性肺炎診断と治療の手引き 改訂第3
版』日本呼吸器学会／南江堂
『EBMの手法による肺癌診療ガイドライン 2016
年版』日本肺癌学会／金原出版
『臨床・病理肺癌取扱い規約 第8版』日本肺癌
学会／金原出版
『消化器内科グリーンノート』木下芳一／中外医
学社
『下垂体疾患診療マニュアル 改訂第2版』平田結
喜緒／診断と治療社
『高次脳機能障害の考えかたと画像診断』武田克
彦／中外医学社
『脳腫瘍治療学』松谷雅生／金芳堂
『脳卒中外来』荒木信夫／メジカルビュー社
『エキスパートに学ぶパーキンソン病・パーキンソ
ニズムQ&A』大江田知子／南山堂
『認知症』髙尾昌樹／中外医学社
『慢性活動性EBウイルス感染症とその類縁疾患の

診療ガイドライン 2016』診断と治療社
『小児がん支持療法マニュアル』小児白血病研究
会／医薬ジャーナル社
『ネルソン小児感染症治療ガイド 第2版』Bradley,
John S.／医学書院
『標準小児外科学 第7版』上野滋／医学書院
『NICUベッドサイドの診断と治療 第4 版』河井
昌彦／金芳堂
『麻酔科学レビュー』総合医学社
『がん治療のための緩和ケアハンドブック』吉田健
史／羊土社
『がん免疫療法ガイドライン』日本臨床腫瘍学会
／金原出版
『頸髄損傷のリハビリテーション 改訂第3版』二
瓶隆一／協同医書出版社
『肝胆膵高難度外科手術 第2版』日本肝胆膵外
科学会／医学書院
『標準整形外科学 第13版』井樋栄二／医学書院
『膝関節の再建法』宗田大／メジカルビュー社
『作業療法学ゴールド・マスター・テキスト』鈴木
孝治／メジカルビュー社
『皮膚科カラーアトラス 第3版』石川治／中外医
学社
『腎機能に応じた投与戦略』中山裕史／医学書院
『産婦人科医のための社会保険 ABC 第5版』日
本産科婦人科学会／メジカルビュー社
『不妊・不育診療指針』柴原浩章／中外医学社
『周産期医学必修知識 第8版』周産期医学編集
委員会／東京医学社
『胎児心エコーのすべて』川滝元良／メジカルビュ
ー社
『眼科診療マイスター』飯田知弘／メジカルビュー
社
『術後眼内炎パーフェクトマネジメント』島田宏之
／日本医事新報社
『臨床歯科医学・口腔外科学 第2版』夏目長門
／医学書院

この賞は，本会及び民間の個人，グループ，団体の優れた

第32回 東 弁 人 権 賞
候補者推薦受付中

人権擁護活動を表彰し，基本的人権の定着，発展に寄与しよ
うとするものです。いわば在野の人権活動に光をあて，これ
らの人々を励まし，より一層の人権活動が活発になることを
目指すものです。過去の受賞者は，個人が 37 人，グループ
が 37 団体です。
本年度も，会員及び読者の皆様より，多数のご推薦をいた

●締め切り
2017 年 8 月 31 日（木）
●詳 細
当会ウェブサイト
h t t p: //w w w.t o b e n .o r.j p/
●問い合わせ先
総務課「人権賞」係
TEL.03-3581-2204
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だきたくお願い申し上げます（自薦他薦を問いませんが，他
薦の場合は，対象者の方の了解を事前にお取りください）
。
なお，応募書類は選考委員に提供し，選考のために使用い
たします。
返却いたしませんのでご了承ください。
推薦された方々につき，選考委員会の審議を経て，11 月中
に被表彰者を決定し，東京弁護士会の新年式（2018 年 1 月
11 日）において表彰（副賞としてテミス像と 50 万円を贈呈）
します。

