東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 律 学
『市民生活と現代法理論 三谷忠之先生古稀祝賀』
小田敬美／成文堂
『法の理論 35 特集《例外状況と法》
』竹下賢／
成文堂
『新法令解釈・作成の常識』吉田利宏／日本評論社
『比較法研究 第3巻 法文化の諸形相』山内惟介
／中央大学出版部
『現代日本の法過程 上巻 宮澤節生先生古稀記念』
上石圭一／信山社
『現代日本の法過程 下巻 宮澤節生先生古稀記念』
上石圭一／信山社
外 国 法
『生存権の困難 フランス革命における近代国家の
形成と公的な扶助』波多野敏／勁草書房
『中国の法と社会と歴史 小口彦太先生古稀記念論
文集』但見亮／成文堂
『南島法と多元的法体制』徳永賢治／成文堂
『政治変動と立憲主義の展開（講座政治・社会の
変動と憲法：フランス憲法からの展望 第1巻）
』
辻村みよ子／信山社
『社会変動と人権の現代的保障（講座政治・社会
の変動と憲法：フランス憲法からの展望 第2巻）
』
辻村みよ子／信山社
『日中民事訴訟法比較研究』吉村徳重／九州大学
出版会
『ロバーツコートの立憲主義』大林啓吾／成文堂
『M&Aと組織再編のすべて』DePamphilis, Donald
M.／金融財政事情研究会
『インドネシア進出実務ガイド 事業開始・赴任の
手続から会社法・会計・税務・労務まで』中村正
英／中央経済社
『アメリカ特許法実務ハンドブック 第5版』高岡
亮一／中央経済社
『EUの労働法政策』浜口桂一郎／労働政策研究・
研修機構
『中国の労務管理Q&A』髙井岡芹法律事務所／
日本国際貿易促進協会
『ベトナムにおける労働組合運動と労使関係の現
状』藤倉哲郎／東海大学出版部
憲 法
『戦後日本憲法学70年の軌跡』日本評論社
『憲法の尊厳 奥平憲法学の継承と展開』樋口陽一
／日本評論社
『憲法理論とその展開 浦部法穂先生古稀記念』門
田孝／信山社
『ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 表現の自
由のジレンマ』桧垣伸次／法律文化社
『ネパールの人身売買サバイバーの当事者団体から
学ぶ 家族，社会からの排除を越えて』田中雅子
／Sophia University Press上智大学出版
『憲法関係答弁例集（第1天皇/［第2戦争放棄
既刊］/ 第3国民の権利及び義務 / 第 4国会 / 第
5内閣/ 第6司法 / 第7 財政 / 第8地方自治 / 第
9改正/第10最高法規/第11その他）2 内閣法
制局執務資料』信山社
『憲法判例の射程』横大道聡／弘文堂
『日本国憲法の核心 改憲ではなく，憲法を活かす
ために』法学館憲法研究所／日本評論社
『憲法 第3版』渋谷秀樹／有斐閣
『論究憲法 憲法の過去から未来へ』長谷部恭男／
有斐閣
『憲法の論理』長谷部恭男／有斐閣
『内閣法制局は「憲法の番人」か？ 日米安保解釈
を検証する』水野均／並木書房
『司法と憲法9条 自衛隊違憲判決と安全保障』永
井靖二／日本評論社
『個人情報保護法・マイナンバー制度法的リスク対
策と取扱規程』渡邉雅之／日本法令
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『個人情報保護法の現在と未来 新版 世界的潮流
と日本の将来像』石井夏生利／勁草書房
国 会・ 議 会 制 度
『市民立法の研究』勝田美穂／法律文化社
『地方選挙の手引 平成29年』選挙制度研究会／
ぎょうせい
行 政 法
『政策学講義 第2版 決定の合理性』武智秀之／
中央大学出版部
『自治体現場の法適用 あいまいな法はいかに実施
されるか』平田彩子／東京大学出版会
『困難事例にみる用地取得・損失補償の実務』中
嶋靜夫／新日本法規出版
警 察 法
『不当要求等対処ハンドブック』篠崎進士法律事
務所／立花書房
軍 事・ 防 衛 法
『
「軍事研究」の戦後史 科学者はどう向きあってき
たか』杉山滋郎／ミネルヴァ書房
税 法
『第二次納税義務制度の実務 全訂版』橘素子／
大蔵財務協会
『認定支援機関・事業再生専門家のための事業再
生税務必携 平成29年改訂版』全国事業再生税
理士ネットワーク／大蔵財務協会
『減価償却資産の耐用年数表 平成29年版』納税
協会連合会／納税協会連合会
『会社合併実務必携 第3版』日本税理士会連合会
／法令出版
『実例耐用年数総覧 改訂第9版』安間昭雄／税
務研究会出版局
『Q&A〈相続税が驚くほど節税できる〉財産評価
の実際 相続税の申告と実務対策』小林千秋／プ
ログレス
『相続税・贈与税土地評価実務テキスト 改訂増
補版 基礎から具体的な減価要因の見極め方まで』
鎌倉靖二／税務研究会出版局
地方自治法
『地方自治法概説 第7版』宇賀克也／有斐閣
民 法
『定款の逐条解説 公益財団法人一般財団法人編』
渋谷幸夫／全国公益法人協会
『定款の逐条解説 公益社団法人一般社団法人編』
渋谷幸夫／全国公益法人協会
『各種法人関係議事録モデル文例集 改訂版』内藤
卓／新日本法規出版
『担保物権法 第4版』道垣内弘人／有斐閣
『根抵当権の法律と登記 三訂版』青山修／新日本
法規出版
『徹底解説民法改正〈債権関係〉実務への影響ま
るわかり！』安達敏男／日本加除出版
『民法債権法改正・国会審議録集 Ⅰ部〈法改正案
関係国会質疑録〉Ⅱ部〈第192回国会衆議院法務
委員会議録8号〜12号完全版〉
』衆議院／信山社
『収益認識の契約法務 契約法と会計基準の解釈・
適用』片山智裕／中央経済社
『立退料の決め方 第 4 版 どんな場合にいくら払
う！？』横山正夫／自由国民社
『利益相反行為の登記実務 補訂版』青山修／新日
本法規出版
『建物表示登記の実務 資料調査・建物認定・構
造判定・床面積算定』内野篤／日本加除出版
『設題解説戸籍実務の処理 改訂 戸籍訂正各論編
（3）認知』木村三男／日本加除出版

『詳説後遺障害 補訂版 等級認定と逸失利益算定
の実務』北河隆之／創耕舎
『判例からみた労働能力喪失率の認定』宮崎直己
／新日本法規出版
『必携自動車事故・危険運転重要判例要旨集 第2
版』自動車事故判例研究会／立花書房
商 事 法
『会社法大要 第2版』竜田節／有斐閣
『会社訴訟ハンドブック』中村直人／商事法務
『会社法訴訟 株主代表訴訟・株式価格決定』森・
浜田松本法律事務所／中央経済社
『コーポレートガバナンスハンドブック』中村直人
／商事法務
『非公開株式譲渡の法務・税務 第5版』牧口晴
一／中央経済社
『コーポレートガバナンス・コードのすべて』中村
慎二／商事法務
『コーポレート・ガバナンスの現状分析 2017年版』
中西敏和／商事法務
『商業登記実務から見た中小企業の株主総会・取
締役会』立花宏／中央経済社
『会社分割の法務 M&A』対木和夫／中央経済社
『ポイントレクチャー保険法 第2版』甘利公人／
有斐閣
刑 法
『積極的加害意思とその射程』明照博章／成文堂
『捜査官のための交通事故解析 第3版』牧野隆／
立花書房
司法制度・司法行政
『民事法律扶助活用マニュアル 第2版』民事法律
扶助研究会／現代人文社
『違憲審査 その焦点の定め方』千葉勝美／有斐閣
『旭川弁護士会物語 創立100周年を記念して』
旭川弁護士会
『法律事務職員応用研修テキスト 2 不動産競売，
その他の民事執行』日本弁護士補助職協会／日
本弁護士補助職協会
『法律事務職員応用研修テキスト 3 自己破産手
続，個人再生手続』日本弁護士補助職協会／日
本弁護士補助職協会
『法律事務職員応用研修テキスト 4 破産管財』日
本弁護士補助職協会／日本弁護士補助職協会
『法律事務職員応用研修テキスト 5 成年後見』日
本弁護士補助職協会／日本弁護士補助職協会
『法律事務職員応用研修テキスト 7 民事訴訟の構
造，弁護士倫理と事務職員倫理』日本弁護士補
助職協会／日本弁護士補助職協会
『法律事務職員研修「基礎講座」資料 2017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
『法律事務職員研修「中級講座」資料 2017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
訴訟手続法
『民事手続法の基礎理論 下』谷口安平／信山社出版
『要件事実マニュアル 第5版 4 過払金・消費者
保護・行政・労働』岡口基一／ぎょうせい
『要件事実マニュアル 第5版 5 家事事件・人事
訴訟』岡口基一／ぎょうせい
『実務に学ぶ執行訴訟の論点』滝沢孝臣／青林書院
『倒産債権の届出・調査・確定・弁済・配当マニ
ュアル』縣俊介／三協法規出版
『家事事件の申立書式と手続 新版補訂』長山義彦
／新日本法規出版
『こころをつなぐ離婚調停の実践』飯田邦男／民事
法研究会
『裁判例コンメンタール刑事訴訟法 2 §189〜§

270』河村博／立花書房
『刑事司法を担う人々』指宿信／岩波書店
『実践！弁護側立証』大阪弁護側立証研究会／成
文堂
『外事犯罪捜査ハンドブック』西谷隆／立花書房
経済産業法
『Q&A消費者取引トラブル解決の手引 改正消費
者契約法対応』名古屋消費者問題研究会／新日
本法規出版
『消費者契約訴訟 約款関連』森・浜田松本法律
事務所／中央経済社
『経済法の現代的課題 舟田正之先生古稀祝賀』
金井貴嗣／有斐閣
『これで万全！自治体情報セキュリティ 攻めるなら守
ってみせよう情報資産』大山水帆／日本加除出版
『 I oT・A I の法律と戦略』福岡真之介／商事法務
『原子力損害賠償法改正の動向と課題』桐蔭横浜
大学法科大学院原子力損害と公共政策研究セン
ター／大成出版社
『適格機関投資家等特例業務の実務 平成27年改
正金商法対応』後藤慎吾／中央経済社
『検証・統一教会=家庭連合 霊感商法・世界平
和統一家庭連合の実態』山口広／緑風出版
『金融持株会社によるグループガバナンスの方向性
および法規制上の論点の考察』金融法務研究会
／金融法務研究会事務局
『金融商品・サービスの提供，IT 技術の進展等に
よる金融機関の責任範囲を巡る諸問題』金融法務
研究会／金融法務研究会事務局
『Fintech のビジネス戦略と法務』渥美坂井法律
事務所・外国法共同事業／金融財政事情研究会
知的財産法
『実務知的財産権と独禁法・海外競争法 技術標準
化・パテントプールと知財ライセンスを中心として』
滝川敏明／法律文化社
『知的財産法』田中浩之／レクシスネクシス・ジャパン
『しなやかな著作権制度に向けて コンテンツと著作
権法の役割』中山信弘／信山社
『エンターテインメント法務Q&A 権利・契約・ト
ラブル対応・関係法律・海外取引』エンターテイ
ンメントロイヤーズネットワーク／民事法研究会
農 事 法
『世界の狩猟と自由狩猟の終わり』Manfredini,
Arrigo D.／大学教育出版
労 働 法
『判例労働法入門 第5版』野田進／有斐閣
『労働基準監督署の仕事を知れば社会保険労務士
の業務の幅が広がります！ 元署長が明かす「労基
署のホントのところ」と「業務拡大のヒント」
』村
木宏吉／日本法令
『労働法の世界 第12版』中窪裕也／有斐閣
『おさえておきたいパワハラ裁判例85』君嶋護男
／労働調査会
『労働基準関係法事件ファイル』森井利和／日本
法令
『労働契約法の実務問答215』河本毅／日本法令
『割増賃金の基本と実務』石嵜信憲／中央経済社
『限定正社員制度導入ガイドブック 無期契約への
転換対応から戦略的活用術まで』みらいコンサル
ティンググループ／同文舘出版
『今日からはじめる無期転換ルールの実務対応 多
様な社員の活かし方』牛嶋勉／第一法規
『労働安全衛生法』労務行政研究所／労務行政
『建設業一人親方と不安定就業 労働者化する一人
親方とその背景』柴田徹平／東信堂
『働く女性と労働法 2017年版』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
『社会保障の手引 平成29年版 施策の概要と基礎
資料』中央法規出版
『事例で学ぶ障がいのある人の意思決定支援 地域
生活を支える成年後見活動』小澤温／現代人文社
『社会福祉法改正のポイント 改訂増補 これからの
社会福祉法人経営のために』全国社会福祉法人
経営者協議会／全国社会福祉協議会
『事例解説子どもをめぐる問題の基本と実務 学校
生活，インターネット，少年事件，児童福祉，離婚・
親権』第二東京弁護士会子どもの権利に関する委
員会／青林書院
医 事 法
『ルーティンで行う歯科医療リスクマネジメント』
宗像雄／弘文堂
『事例別医事法Q&A 第6版』高田利広／日本医
事新報社
『Q&A法人登記の実務医療法人 第2版』山中正
登／日本加除出版
『医療法人の会計と税務 新訂』石井孝宜／同文舘
出版
『麻酔って安全なの？（DVD）
』落合亮一／東京
法律相談運営連絡協議会
環 境 法
『公害・環境問題の放置構造と解決過程』藤川賢
／東信堂
『環境リスクへの法的対応 日仏の視線の交錯』吉
田克己／成文堂
社会保険法
『確定拠出年金制度の解説 平成29年1月版 法
令に基づく確定拠出年金制度の解説書』社会保
険研究所
学校教育法
『子どもの健康を育むために 医療と教育のギャップ
を克服する』日本学術協力財団／日本学術協力財
団
『事例と対話で学ぶ「いじめ」の法的対応』大阪
弁護士会／エイデル研究所
『学校事故の責任法理 2』奥野久雄／法律文化社
国 際 法
『国際法で世界がわかる ニュースを読み解く32講』
森川幸一／岩波書店
『プラクティス国際法講義 第3版』柳原正治／信
山社出版
『国際紛争 理論と歴史』Nye, Joseph S.／有斐
閣
『よくわかる入管法 第4版』山田鐐一／有斐閣
医 学 書
『認知症の人びとの看護 第3版』中島紀恵子／医
歯薬出版
『ハートチームのための心臓血管外科手術周術期管
理のすべて』國原孝／メジカルビュー社
『フライトナースハンドブック 救急現場での活動と
搬送のために』日本航空医療学会／へるす出版
『一般社団法人日本静脈経腸栄養学会静脈経腸
栄養テキストブック』日本静脈経腸栄養学会／南
江堂
『最新アミロイドーシスのすべて 診療ガイドライン
2017とQ&A』植田光晴／医歯薬出版
『新膵臓病学』下瀬川徹／南江堂
『図説神経機能解剖テキスト』浦上克哉／文光堂
『生きると向き合う わたしたちの自殺対策』今村
弥生／南山堂
『脳卒中・片麻痺理学療法マニュアル 第2版』長
沢弘／文光堂

『標準解剖学』坂井建雄／医学書院
『眼科診療マイスター 3 処置と手術手技』飯田知
弘／メジカルビュー社
『皮膚疾患最新の治療 2017-2018』渡辺晋一
／南江堂
『緩和医療・終末期ケア』長尾和宏／中山書店
『基本手術手技』戸山芳昭／中山書店
『高山病と関連疾患の診療ガイドライン』日本登
山医学会／中外医学社
『先天異常症候群の新しい展開』診断と治療社
『高齢者Common Disordersの外来診療 鑑別診
断と初期治療』東京医学社
『脳血管障害 診療のエッセンス』鈴木則宏／日本
医師会
『神経内科学テキスト 改訂第4版』江藤文夫／南
江堂
『免疫検査学』窪田哲朗／医歯薬出版
『理学療法評価学テキスト 改訂第2版』星文彦／
南江堂
『義肢装具学テキスト 改訂第2版』磯崎弘司／南
江堂
『重症患者における炎症と凝固・線溶系反応』松
田直之／中山書店
『バイタルサインからの臨床診断 改訂版 豊富な症
例演習で，病態を見抜く力がつく！』入江聰五郎
／羊土社
『救急・集中治療のための輸液管理Q&A 第3版
研修医からの質問385』岡元和文／総合医学社
『PEMECガイドブック 2017 救急隊員による疾
病の観察・処置の標準化』日本臨床救急医学会
／へるす出版
『ハリソン内科学 第5版 1』Kasper, Dennis L.
／メディカル・サイエンス・インターナショナル
『ハリソン内科学 第5版 2』Kasper, Dennis L.
／メディカル・サイエンス・インターナショナル
『明日から役立つ急性心不全薬物治療のテクニッ
ク』佐藤直樹／文光堂
『特発性肺線維症の治療ガイドライン 2017』厚
生労働省／南江堂
『消化器内視鏡の基礎知識と基本テクニック』消
化器内視鏡編集委員会／東京医学社
『対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル』日
本消化器がん検診学会／南江堂
『腸閉塞症』三毛牧夫／メジカルビュー社
『コウノメソッドでみる認知症の歩行障害・パーキ
ンソニズム』河野和彦／日本医事新報社
『発達障害のリハビリテーション 多職種アプローチ
の実際』宮尾益知／医学書院
『日本版敗血症診療ガイドライン
（J-SSCG2016）
2016 ダイジェスト版』日本集中治療医学会／真
興交易㈱医書出版部
『小児科診断・治療指針 改訂第2版』遠藤文夫
／中山書店
『麻酔科医として必ず知っておきたい周術期の呼吸
管理 解剖生理から気道評価・管理，抜管トラブル，
呼吸器系合併症の対策まで』磯野史朗／羊土社
『Clear Q&A 75筋弛緩薬を知りつくす』鈴木孝
浩／克誠堂出版
『今さら聞けない麻酔科の疑問108 基本事項から
専門医が知っておきたい知識・テクニックまで』枝
長充隆／文光堂
『がん化学療法レジメンハンドブック 改訂第5版
治療現場で活かせる知識・注意点から服薬指導・
副作用対策まで』遠藤一司／羊土社
『標準脳神経外科学 第14版』新井一／医学書院
『便失禁診療ガイドライン 2017年版』日本大腸
肛門病学会／南江堂
『産婦人科手術スタンダード 改訂第2版』日本産
婦人科手術学会／メジカルビュー社
『聴覚検査の実際 改訂4版』日本聴覚医学会／南
山堂
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