東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 律 学
『変革期における法学・政治学のフロンティア』西
南学院大学法学部／日本評論社
『法・情報・公共空間』郭薇／日本評論社
外 国 法
『韓国ビジネス 最新「法律」ガイド』法務法人（有
限）太平洋
『イギリス犯罪学研究 2』守山正／成文堂
『イギリス二〇〇三年性犯罪法』横山潔／成文堂
『イギリス性犯罪法論』横山潔／成文堂
『アメリカにおける証拠開示制度・ディスカバリー
の実際』樋口和彦／花伝社
憲 法
『抑止力としての憲法』樋口陽一／岩波書店
『日本国憲法制定資料全集 13』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 14』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 15』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 16』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 17』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 18』芦部信喜／信山
社出版
『日本国憲法制定資料全集 19』芦部信喜／信山
社出版
『差別表現の法的規制』金尚均／法律文化社
『核兵器のない世界を求めて』池田眞規／日本評
論社
『誰が<表現の自由>を殺すのか』安世鴻／御茶
の水書房
『ピンポイントでわかる自衛隊明文改憲の論点』清
末愛砂／現代人文社
国 会 法
『参議院と議院内閣制』大西祥世／信山社出版
行 政 法
『ワークブック法制執務 新訂第2版』法制執務研
究会／ぎょうせい
財 政 法
『公共調達と競争政策の法的構造 第2版』楠茂
樹／Sophia University Press上智大学出版
税 法
『国際税務ハンドブック 第4版』PwC税理士法人
／中央経済社
『タックス・ヘイブン対策税制の実務詳解』藤枝純
／中央経済社
『BEPSとグローバル経済活動』中里実／有斐閣
『弁護士のための確定申告と税務 平成30年用』
天賀谷茂／レクシスネクシス・ジャパン
『対比でわかる根拠法令から見た法人税申告書 平
成29年12月改訂』鈴木基史／清文社
『スピンオフの税務と法務 平成29年版』桜井光
照／大蔵財務協会
『Q&A 事業承継をめぐる非上場株式の評価と相
続対策 第 9 版』デロイトトーマツ税理士法人／
清文社
『広大地評価の重要裁決事例集』小林穂積／プロ
グレス
『上場株式等の相続と有利な物納選択』山本和義
／清文社
『小規模宅地等の特例適用可否の分岐点』岩下忠
吾／日本法令
『世界の相続専門弁護士・税理士による国際相続
とエステート・プランニング』中田朋子／税務経
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理協会
『印紙税ハンドブック 平成29年11月改訂』馬場
則行／納税協会連合会
『国際取引の消費税QA 6訂版』上杉秀文／税務
研究会出版局
『消費課税の国際比較』日本租税理論学会／日本
租税理論学会
地方自治法
『自治制度の抜本的改革』阿部昌樹／法律文化社
『自治体行財政への参加と統制』日本地方自治学
会／敬文堂
『2017年地方自治法改正』宇賀克也／第一法規
『よくわかる条例審査のポイント 新版』田島信威
／ぎょうせい
『東京都予算編成に対する要望 2018年度』日本
共産党東京都議会議員団
民 法
『一般社団・財団法人 公益社団・財団法人の理
事会Q&A精選100 増補2訂版』渋谷幸夫／全
国公益法人協会
『企業不動産法 第2版』小澤英明／商事法務
『Q&A消費者からみた改正民法 第2版』日本弁
護士連合会／民事法研究会
『契約責任の多元的制御』笠井修／勁草書房
『ペットの判例ガイドブック』渋谷寛／民事法研究会
『損害賠償の法務』喜多村勝徳／勁草書房
『人身損害賠償法の理論と実際』伊藤文夫／保険
毎日新聞社
『子どものための里親委託・養子縁組の支援』宮
島清／明石書店
『相続に活かす養子縁組』森田茂夫／日本法令
『新成年後見制度の解説 改訂版』小林昭彦／金
融財政事情研究会
『相続税を考慮した遺言書作成マニュアル』坪多
聡美／日本法令
『空き家問題解決のための政策法務』北村喜宣／
第一法規
『家族信託をもちいた財産の管理・承継』浅岡輝
彦／清文社
『公益信託法の見直しに関する中間試案』商事法
務／商事法務
『後遺障害の認定と異議申立』加藤久道／保険毎
日新聞社
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2018
上巻;;基準編』日弁連交通事故相談センター／日
弁連交通事故相談センター東京支部
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2018
下巻;;講演録編』日弁連交通事故相談センター／
日弁連交通事故相談センター東京支部
『交通事故損害額算定基準 26訂版』日弁連交通
事故相談センター／日弁連交通事故相談センター
『LACマニュアル 改訂第3版補訂版』日弁連リー
ガル・アクセス・センター／日弁連リーガル・アク
セス・センター
商 事 法
『企業取引法』ビジネス法体系研究会／第一法規
『なぜ，企業は不祥事を繰り返すのか 続』樋口晴
彦／日刊工業新聞社
『従業員の不祥事対応実務マニュアル』安倍嘉一
／民事法研究会
『ケースから考える内部統制システムの構築』中村
直人／商事法務
『株主総会の準備実務・想定問答 平成30年』日
比谷パーク法律事務所／中央経済社
『株主総会想定問答集 平成30年版』河村貢／商
事法務
『招集通知・議案の記載事例 平成30年版』プロ
ネクサス／商事法務
『東芝不正会計事件の研究』樋口晴彦／白桃書房

『法律家のための企業会計と法の基礎知識』古田
佑紀／青林書院
刑 法
『刑罰制度改革の前に考えておくべきこと』本庄武
／日本評論社
『臨床法医学入門』山田典子／明石書店
司 法 制 度・ 司 法 行 政
『揺るぎない司法の確立へ』東京弁護士会法友会
／現代人文社
『隣接士業の業務範囲』日本弁護士連合会業際・
非弁・非弁提携問題等対策本部／日本弁護士連
合会業際・非弁・非弁提携問題等対策本部
『非弁行為に関する判例集成』日本弁護士連合会
業際・非弁・非弁提携問題等対策本部／日本弁護
士連合会業際・非弁・非弁提携問題等対策本部
『解説弁護士職務基本規程 第3版』日本弁護士
連合会弁護士倫理委員会／日本弁護士連合会
訴訟手続法
『裁判官！当職そこが知りたかったのです。民事訴
訟がはかどる本』岡口基一／学陽書房
『民事訴訟による集合的権利保護の立法と理論』
三木浩一／有斐閣
『新民事訴訟法講義 第3版』中野貞一郎／有斐閣
『民事司法改革グランドデザイン』日本弁護士連
合会／日本弁護士連合会
『民事司法を利用しやすくする懇談会』民事司法
を利用しやすくする懇談会
『民事訴訟法の理論』高田裕成／有斐閣
『要件事実民法 第4版 3』大江忠／第一法規
『要件事実マニュアル 第5版 5』岡口基一／ぎょ
うせい
『Q&A弁護士のための面会交流ハンドブック』梶
村太市／学陽書房
『離婚調停 第3版』秋武憲一／日本加除出版
『家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務 第
3版』片岡武／日本加除出版
『刑事手続におけるプライバシー保護』稻谷龍彦／
弘文堂
『事例に学ぶ刑事弁護入門 補訂版』宮村啓太／民
事法研究会
『自由を奪われた精神障害者のための弁護士実務』
姜文江／現代人文社
『新刑法犯・特別法犯犯罪事実記載要領 改訂第
5版』高森高徳／立花書房
『取調べ対応・弁護実践マニュアル 第3版』日本
弁護士連合会／日本弁護士連合会
『死刑執行された冤罪・飯塚事件』飯塚事件弁護
団／現代人文社
『土芥寇讎超記』塚越豊／文藝春秋企画出版部
『少年法適用年齢引き下げは何をもたらすか』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／日本評論社
『神兵隊事件 別巻6』専修大学今村法律研究室／
専修大学出版局
経済産業法
『リーガルテック』佐々木隆仁／アスコム
『システム開発受託契約の教科書』池田聡／翔泳社
『持株会社の実務 第8版』発知敏雄／東洋経済
新報社
『逐条解説建築物のエネルギー消費性能の向上に
関する法律』建築物省エネ法研究会／第一法規
『証券取引等監視委員会の活動状況』証券取引等
監視委員会
『企業法制の将来展望 2018年度版』神作裕之
／資本市場研究会
『投資信託 14訂』田村威／経済法令研究会
『不動産取引における契約不適合責任と説明義務
新訂版』渡辺晋／大成出版社

『これからの消費者教育と弁護士の役割』中部弁
護士会連合会／中部弁護士会連合会
『金融機関職員なら知っておきたい個人情報の取
扱い』和田洋一／金融財政事情研究会
『金融機関行職員のための預金相続事務手続活用
マニュアル 第2版』桜井達也／金融財政事情研
究会
『日本のLBOファイナンス』日本バイアウト研究所
／きんざい
『金融システムの制度設計』福田慎一／有斐閣
『図説わが国の銀行 10訂版 2017年版』全国銀
行協会／財経詳報社
『金融機関の法務対策5000講 １』金融財政事
情研究会
『金融機関の法務対策5000講 2』金融財政事
情研究会
『金融機関の法務対策5000講 3』金融財政事
情研究会
『金融機関の法務対策5000講 4』金融財政事
情研究会
『金融機関の法務対策5000講 5』金融財政事
情研究会
『貸金業と過払金の半世紀』阿部芳久／青林書院
知的財産法
『年報知的財産法 2017-2018』高林竜／日本
評論社
『知財の正義』Merges, Robert P.／勁草書房
『オープン化戦略』安本雅典／有斐閣
『撮ってはいけない』飯野たから／自由国民社
『出版・マンガビジネスの著作権 第2版』福井健
策／著作権情報センター
交 通・ 通 信 法
『自動運転と法』藤田友敬／有斐閣
労 働 法
『雇用社会の25の疑問 第3版』大内伸哉／弘文
堂
『モデル賃金・年収と昇給・賞与 2018年版』労
務行政研究所／労務行政
『社員の多様なニーズに応える社内規程のつくり方』
矢萩大輔／日本法令
『社内諸規程作成・見直しマニュアル 改訂版』岩
崎仁弥／日本法令
『Q&A 有期契約労働者の無期転換ルール』別城
信太郎／新日本法規出版
『がん治療と就労の両立支援』近藤明美／日本法令
『Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応』
布施直春／中央経済社
『女性社員の労務相談ハンドブック』山浦美紀／
新日本法規出版
社会福祉法
『障害者が街を歩けば差別に当たる？！』DP I日本
会議／現代書館
『障害者総合支援法のすべて』ナツメ社
『精神障がい者のための就労支援 改訂第2版』米
川和雄／へるす出版
『国連障害者権利条約と権利のベースのアプロー
チ』医学書院
『介護事故を考えることになったら読む本』大阪弁
護士会／大阪弁護士協同組合
『世界の社会福祉年鑑 2017-17』宇佐見耕一／
旬報社
『生活困窮者自立支援事業における自治体と弁護
士の連携』東北弁護士会連合会／東北弁護士会
連合会
『児童相談所改革と協働の道のり』藤林武史／明
石書店
『性的虐待を受けた子どもの施設ケア』八木修司
／明石書店

医 事 法
『医療法人の事業承継完全ガイド』税理士法人青
木会計／ぎょうせい
『医療事件の実務』佐藤哲治／東京法律相談運営
連絡協議会
環 境 法
『図解環境I SO対応まるごとわかる環境法』見目
善弘／産業環境管理協会
『<水俣病>事件の61年』富樫貞夫／弦書房
『これは廃棄物？だれが事業者？お答えします！廃
棄物処理 改訂増補版』龍野浩一／第一法規
社会保険法
『障害年金相談対応マニュアル』椎野登貴子／新
日本法規出版
文 化 法
『考古学のための法律』久末弥生／日本評論社
国 際 法
『不法移民はいつ<不法>でなくなるのか』Carens,
Joseph H.／白水社
『放送衛星 その法制度的研究』山本草二／日本放
送出版協会
『国家としての宇宙戦略論』河井克行／誠文堂新
光社
『新・国際売買契約ハンドブック』住友商事株式
会社／有斐閣
『入門解説新しい技能実習制度【関係法令集】
』国
際研修協力機構教材センター
『入門解説新しい技能実習制度』国際研修協力機
構教材センター
『わかりやすい入管手続 第4版』入管協会／入管
協会
『外国人雇用の実務 第2版』近藤秀将／中央経済
社
医 学 書
『内科学 特装版 1』金沢一郎／医学書院
『内科学 特装版 2』金沢一郎／医学書院
『高次脳機能障害』山口研一郎／岩波書店
『新編内部障害のリハビリテーション 第2版』上
月正博／医歯薬出版
『リハビリテーションリスク管理ハンドブック 第3
版』亀田メディカルセンター／メジカルビュー社
『抜歯テクニックコンプリートガイド』坂下英明／
クインテッセンス出版
『接着歯学 第2版』日本接着歯学会／医歯薬出版
『よくわかる歯科小手術の基本』齋藤淳／デンタル
ダイヤモンド社
『根拠と事故防止からみた小児看護技術 第2版』
浅野みどり／医学書院
『根拠と事故防止からみた母性看護技術 第2版』
石村由利子／医学書院
『根拠と事故防止からみた基礎・臨床看護技術 第
2版』任和子／医学書院
『脳卒中後の自動車運転再開の手引き』武原格／
医歯薬出版
『ER・ICU 100のスタンダード』志馬伸朗／中外
医学社
『TNM悪性腫瘍の分類 第8版』Brierley, James
D.／金原出版
『
“トコトンわかる”
てんかん発作の聞き出し方と薬
の使い方』川崎淳／金芳堂
『救急診療のキホン編 改訂版 Part1』林寛之／羊
土社
『ここまできた肝臓病診療』佐々木裕／中山書店
『認知症はこう診る』上田諭／医学書院
『レジデントのための腎臓病診療マニュアル 第3
版』深川雅史／医学書院
『腎臓病診療レジデントマニュアル』小松康宏／医

学書院
『胃癌取扱い規約 第15版』日本胃癌学会／金原
出版
『肝癌診療ガイドライン 2017年版』日本肝臓学
会／金原出版
『膵外分泌不全診療マニュアル』中村光男／診断
と治療社
『薬剤師が知っておきたいチーム医療実践のための
感染症検査』岸田直樹／南山堂
『免疫学コア講義 改訂4版』熊ノ郷淳／南山堂
『肺がん支持療法マニュアル』三浦理／医薬ジャー
ナル社
『超音波診断装置が有用な運動器疾患診断治療ガ
イド』奥田泰久／克誠堂出版
『胆膵内視鏡の診断・治療の基本手技 第3版』糸
井隆夫／羊土社
『精神障害のある救急患者対応マニュアル 第2版』
上條吉人／医学書院
『気管支肺胞洗浄[BAL]法の手引き 改訂第3版』
日本呼吸器学会／克誠堂出版
『緩和治療薬の考え方，使い方 ver.2』森田達也
／中外医学社
『医師と患者・家族をつなぐうつ病のABC』樋口
輝彦／医薬ジャーナル社
『ハーバード大学眼科イラストレイテッドマニュアル』
Kaiser, Peter K.／エルゼビア・ジャパン
『がんと正しく戦うための遺伝子検査と精密医療』
西原広史／羊土社
『RHOTON頭蓋内脳神経解剖と手術アプローチ』
Rhoton, Albert L.／南江堂
『膀胱癌診療最前線』堀江重郎／メジカルビュー
社
『無痛分娩の極意』奥富俊之／克誠堂出版
『難治性びまん性肺疾患診療の手引き』厚生労働
省／南江堂
『シンプル免疫学 改訂第5版』中島泉／南江堂
『肺癌診療Q&A 第3版』弦間昭彦／中外医学社
『頭痛外来専門医が教える！頭痛の診かた』竹島
多賀夫／金芳堂
『超実践！脳血管障害パーフェクトガイド』中嶋秀
人／総合医学社
『救急医療におけるメディカルコントロール 第2版』
消防庁／へるす出版
『遺伝性乳癌卵巣癌症候群（HBOC）診療の手引き
2017年版』厚生労働省／金原出版
『パーフェクト疲労骨折』石橋恭之／金芳堂
『発熱性好中球減少症（FN）診療ガイドライン 改
訂第2版』日本臨床腫瘍学会／南江堂
『髄液検査データブック』太田浄文／新興医学出
版社
『イラストでまなぶ解剖学 第3版』松村譲児／医
学書院
『アトラス脳腫瘍病理』中里洋一／中外医学社
『慢性便秘症診療ガイドライン 2017』日本消化
器病学会／南江堂
『臨床薬理学 第4 版』日本臨床薬理学会／医学
書院
『誤嚥性肺炎の予防とケア』前田圭介／医学書院
『消化管内視鏡診断テキスト 第4版 1』藤城光弘
／文光堂
『小児腎血管性高血圧診療ガイドライン 2017』
日本小児腎臓病学会／診断と治療社
『子ども・大人の発達障害診療ハンドブック』内山
登紀夫／中山書店
『間質性肺炎合併肺癌に関するステートメント』日
本呼吸器学会／南江堂
『運動失調のみかた，考えかた』宇川義一／中外
医学社
判例評釈集
『私法判例リマークス 2018上』椿寿夫／日本評
論社
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