東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 律 学
『アーキテクチャと法』松尾陽／弘文堂
『法と実務 13』日弁連法務研究財団／商事法務

消 防 法
『用途別消防設備設置基準』消防設備設置基準
研究会／新日本法規出版

法 制 史
『ボワソナードと国際法 台湾出兵事件の透視図』
大久保泰甫／岩波書店

税 法
『詳解新しい国際課税の枠組みBEPSの導入と
各国の税制対応』EY税理士法人／第一法規
『日税研論集 第71号（2017）
』日本税務研究
センター／日本税務研究センター
『税務訴訟』森・濱田松本法律事務所／中央経
済社
『保険税務Q&A 8訂版』保険税務事例研究グ
ループ／税研情報センター
『ケース別でわかりやすい借地権課税の実務』税
理士法人細川総合パートナーズ／第一法規
『借地権相続・贈与と譲渡の税務 第2版』武田
秀和／税務経理協会
『消費税法 7訂版』松本正春／税務経理協会

外 国 法
『国際ビジネスのための英米法入門 第3版』植
田淳／法律文化社
『多元的行政の憲法理論 ドイツにおける行政の
民主的正当化論』高橋雅人／法律文化社
『代表における等質性と多様性』只野雅人／信
山社
『中国契約法の研究』小口彦太／成文堂
『不法行為責任内容論序説』長野史寛／有斐閣
『中国債券取引の実務』みずほフィナンシャルグ
ループ／金融財政事情研究会
『親会社が気づいていない中国子会社のリスクと
そのマネジメント』小堀光一／第一法規
『最新タイのビジネス法務』Chandler MHM
Limited／商事法務
『終末期医療を考えるために 検証オランダの安
楽死から』盛永審一郎／丸善出版
『アメリカ憲法と公教育』大沢秀介／成文堂
憲 法
『憲法の規範力と行政』ドイツ憲法判例研究会
／信山社
『憲法の急所 第2版』木村草太／羽鳥書店
『立憲主義と日本国憲法 第4版』高橋和之／有
斐閣
『自治体の実例でわかるマイナンバー条例対応の
実務』水町雅子／学陽書房
『個人情報保護法のしくみ』日置巴美／商事法務
『Q&A士業のための改正個人情報保護法とマイ
ナンバー法の対応と接点』鈴木涼介／清文社
『改正個人情報保護法の実務対応マニュアル』
影島広泰／大蔵財務協会
『完全対応新個人情報保護法』第二東京弁護士
会情報公開個人情報保護委員会／新日本法規
出版
『内閣憲法調査会の軌跡』廣田直美／日本評論社
議会制度
『政治変動期の圧力団体』辻中豊／有斐閣
『地方選挙要覧 平成29年版』国政情報センタ
ー／国政情報センター
行 政 法
『論点体系判例行政法 1』小早川光郎／第一法
規
『行政規制がわかる企業法務担当者のための行
政法ガイド』宇佐見方宏／第一法規
『自治体職員のための行政救済実務ハンドブック』
鈴木秀洋／第一法規
『自治体訴訟事件事例ハンドブック 改訂版』特
別区人事厚生事務組合／第一法規
『法律家・消費者のための住宅地盤Q&A』地盤
工学会／民事法研究会
警 察 法
『性風俗と法秩序』陶久利彦／尚学社
『執務資料道路交通法解説 17訂版』野下文生
／東京法令出版
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民 法
『物権法』松岡久和／成文堂
『担保物権法』平野裕之／日本評論社
『担保物権法』松岡久和／日本評論社
『民法改正で変わる！契約実務チェックポイント』
虎ノ門南法律事務所／日本加除出版
『事例に学ぶ契約関係事件入門』契約関係事件
研究会／民事法研究会
『家族法 第3版』窪田充見／有斐閣
『面会交流支援の方法と課題』二宮周平／法律
文化社
『実務相続関係訴訟 補訂』田村洋三／日本加
除出版
『相続・遺言ガイドブック 補訂版』第二東京弁
護士会法律相談センター運営委員会／第二東京
弁護士会
『終活にまつわる法律相談 改訂』安達敏男／日
本加除出版
『所有者不明の土地取得の手引』東京弁護士会
法友会／青林書院
『基礎からわかる表示登記』横山亘／金融財政
事情研究会
『判決による登記 改訂補訂版』幸良秋夫／日本
加除出版
『信託の理論的深化を求めて』トラスト未来フォ
ーラム
『信託法』道垣内弘人／有斐閣
『戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて 改訂』
荒木文明／日本加除出版
商 事 法
『詳解個人情報保護法と企業法務 第7版』菅
原貴与志／民事法研究会
『コンプライアンス・内部統制ハンドブック』中
村直人／商事法務
『これですべてがわかる内部統制の実務 第3版
上級 IPO・内部統制実務士資格公式テキスト』
箱田順哉／中央経済社
『社内規程の整備』水川聡／商事法務
『東証一部上場会社の役員報酬設計』澁谷展由
／商事法務
『持続的成長のための「対話」枠組み変革 日本
における企業情報開示と株主総会プロセス上の
課題』あずさ監査法人／商事法務
『株主総会実務必携』西岡祐介／金融財政事情
研究会
『企業統治と取締役会』森本滋／商事法務

刑 法
『山中敬一先生古稀祝賀論文集 上巻』井田良
／成文堂
『山中敬一先生古稀祝賀論文集 下巻』井田良
／成文堂
『刑法総論 第2版』松原芳博／日本評論社
『刑法総論講義 第5版』松宮孝明／成文堂
『性暴力の罪の行為と類型』森川恭剛／法律文
化社
『デジタル・フォレンジックの基礎と実践』佐々
木良一／東京電機大学出版局
『刑法からみた企業法務』佐久間修／中央経済
社
司 法 制 度・ 司 法 行 政
『市民の声が育てる法律家』長田理／PSIMコ
ンソーシアム
『体系憲法訴訟』高橋和之／岩波書店
『和歌山弁護士会小史 第5巻』和歌山弁護士会
『法務の技法』芦原一郎／中央経済社
『法律事務職員応用研修テキスト 6 登記，供託，
担保取消』日本弁護士補助職協会／日本弁護
士補助職協会
『判例・先例研究 平成28年度版』東京司法書
士会／東京司法書士会
訴訟手続法
『民事訴訟法 新版』長谷部由起子／岩波書店
『訴訟における裁判所手数料の算定』松本博之
／日本加除出版
『現代民事手続の法理』加藤哲夫／弘文堂
『民事訴訟における法人でない団体の地位』名
津井吉裕／大阪大学出版会
『紛争類型別事実認定の考え方と実務』田中豊
／民事法研究会
『争点整理と要件事実』永島賢也／青林書院
『倒産処理プレーヤーの役割』佐藤鉄男／民事
法研究会
『審判では解決しがたい遺産分割の付随問題へ
の対応』遺言相続実務問題研究会／新日本法
規出版
『刑事訴訟法 第9版』白取祐司／日本評論社
『刑事司法改革と刑事訴訟法学の課題』川崎英
明／日本評論社
『可視化・盗聴・司法取引を問う』村井敏邦／
日本評論社
『刑事訴訟法 第7版』田口守一／弘文堂
『黙秘権と取調拒否権』前田朗／三一書房
『供述をめぐる問題』指宿信／岩波書店
『未決拘禁とその代替処分』水谷規男／日本評
論社
『刑法特別法犯罪事実記載例集 9訂版』土本
武司／東京法令出版
『志布志事件は終わらない』木村朗／耕文社
『新時代の比較少年法』山口直也／成文堂
経済産業法
『インターネット・
「コード」
・表現内容規制』小
倉一志／尚学社
『独禁法訴訟』森・濱田松本法律事務所／中央
経済社
『
「中小企業法律支援ゼネラリスト養成講座」資
料 平成29年度前期』東京弁護士会中小企業
法律支援センター／東京弁護士会中小企業法律
支援センター
『中小企業の事業承継』中村廉平／有斐閣

『原発事故からの復興と住民参加 一橋大学環境
法政策講座・国際シンポジウム』高橋滋／第一
法規
『クレジットカードと消費者トラブルの法的分析』
角田真理子／信山社
『図解カードビジネスの実務 第2版』本田元／
中央経済社
『もしもし“調査相談室”に寄せられるよくある
金融実務相談事例200』小宮夏樹／金融財政
事情研究会
『金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 平
成28年度版』金融財政事情研究会／金融財
政事情研究会
『保険業法 2017』石田満／文眞堂
農 事 法
『ケース別農地の権利移動・転用可否判断の手引』
都市農地活用支援センター／新日本法規出版
通 信 法
『サイト・サーバ管理者のための削除・開示請求
法的対策マニュアル』渡辺泰央／中央経済社
労 働 法
『ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策』宮里
邦雄／旬報社
『解雇・退職・雇止め相談標準ハンドブック』藤

井康広／日本法令
『無期転換申込権への対応実務と労務管理』布
施直春／産労総合研究所出版部経営書院
『本書を読まずに障害者を雇用してはいけませ
ん！』久保修一／労働新聞社
『障害者雇用における合理的配慮』朝日雅也／
中央経済社
社会福祉法
『知っていますか？障害者の権利一問一答』DP I
日本会議／解放出版社
『手話を言語と言うのなら』森壮也／ひつじ書房
『Q&A 社会福祉法人制度改革の解説と実務』
菅田正明／ぎょうせい
『Q&A社会福祉法人制度改革対応ガイド 弁護
士・公認会計士・税理士の実務』鳥飼総合法
律事務所／ぎょうせい
医 事 法
『世界の診療報酬』加藤智章／法律文化社
『医療法人の設立・運営・承継と税務対策 全訂
6版』青木惠一／税務研究会出版局
『攻撃防御方法からみた医療判例評釈』大阪弁
護士会／大阪弁護士協同組合
環 境 法
『
〈環境法化〉現象』辻信一／昭和堂

『環境訴訟』森・濱田松本法律事務所／中央
経済社
『環境法の考えかた 1「人」という視点から』六
車明／慶應義塾大学出版会
『環境法の考えかた 2 企業と人とのあいだから』
六車明／慶應義塾大学出版会
『 I SO環境法クイックガイド 2017』ISO環境
法研究会／第一法規
『環境法 第4版』北村喜宣／弘文堂
『製造現場の疑問に答える『Q&A 環境法令相
談室ライブラリ』ダイジェスト99！』第一法規
社会保険法
『医療保険財政法の研究』台豊／日本評論社
教 育 法
『なぜ学校での体罰はなくならないのか』竹田敏
彦／ミネルヴァ書房
『Q&Aスクール・コンプライアンス111選』菱
村幸彦／ぎょうせい
国 際 法
『
「日米合同委員会」の研究』吉田敏浩／創元社
『安達峰一郎 日本の外交官から世界の裁判官へ』
柳原正治／東京大学出版会
『入管訴訟マニュアル 第2版』東京弁護士会外
国人の権利に関する委員会／現代人文社

LIBRA Vol.17 No.7 2017/7

53

