東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法律学
『グローバル化と法の変容』山元一／日本評
論社
『法文化論序説 下』池田政章／信山社出版
外国法
『イギリス憲法 第2版』戒能通厚／信山社
『実例でわかる中国進出企業の税務・法務リ
スク対策』簗瀬正人／第一法規
『ドイツ進出企業の会計・税務・会社法・経
営 3訂版』池田良一／税務経理協会
『ベトナムのビジネス法務』森・浜田松本法律
事務所／商事法務
『ミャンマー新投資法・新会社法』甲斐史朗
／中央経済社
『世界を変える日本式「法づくり」途上国とと
もに歩む法整備支援』国際協力機構／文藝
春秋企画出版部
憲 法
『# 黙らない女たち インターネット上のヘイト
スピーチ・複合差別と裁判で闘う』李信恵／
かもがわ出版
『国際人権法』芹田健太郎／信山社
『概説憲法コンメンタール』辻村みよ子／信山
社
『警察官のための憲法講義 補訂3版』田村正
博／東京法令出版
『政教分離の基礎理論 人権としての政教分
離』後藤光男／成文堂
『自治体のための解説個人情報保護制度』宇
賀克也／第一法規
『9条「加憲」案への対抗軸を探る』伊勢崎賢
治／かもがわ出版
『9条改正論でいま考えておくべきこと（別冊
法学セミナー No.255）
』法学セミナー編集
部／日本評論社
行政法
『行政法理論と憲法』中川義朗／法律文化社
『公務員人事改革 最新米・英・独・仏の動向
を踏まえて』村松岐夫／学陽書房
『公務員給与法精義 第5次全訂版』吉田耕
三／学陽書房
『公務員の勤務時間・休暇法詳解 第5次改
訂版』公務人材開発協会／学陽書房
『行政行為と司法的統制 日仏比較法の視点か
ら』亘理格／有斐閣
『損失補償法コンメンタール』西埜章／勁草
書房
『 建 築 確 認 申 請マニュアル 新 訂 第 3 版
[2018] 建築法規PRO』新建築確認申請実
務研究会／第一法規
『防災の法と社会 熊本地震とその後』林秀弥
／信山社
税 法
『実務家必読判決・裁決に学ぶ税務通達の読
み方』近藤雅人／清文社
『課税要件から考える税務当局と見解の相違
が生じた場合の実務対応』河野良介／中央経
済社
『OECDモデル租税条約コメンタリー逐条解
説 第4版 2017』川田剛／税務研究会出版
局
『図解国際税務 平成30年版』望月文夫／大
蔵財務協会
『ケース別Q&A契約書作成のための国際税務
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のポイント』手塚崇史／中央経済社
『会則・規則類集』東京税理士会
『金融取引と課税 5』トラスト未来フォーラム
『図解国税徴収法 平成30年版』前川祐子／
大蔵財務協会
『都市農家・地主の税金ガイド 平成30年度』
清田幸弘／税務研究会出版局
『源泉所得税の実務 平成30年版』上願敏来
／納税協会連合会
『寄附金・交際費 改訂改題版』TOMA税理
士法人／中央経済社
『
「固定資産の税務・会計」完全解説 第6版』
太田達也／税務研究会出版局
『中小企業者』税理士法人熊谷事務所／中央
経済社
『図解相続税・贈与税 平成30年版』若木裕
／大蔵財務協会
『会社法・租税法からアプローチする非上場株
式評価の実務』佐藤信祐／日本法令
『特例事業承継税制徹底活用マニュアル 平成
30年度改正対応』今仲清／ぎょうせい
『一目でわかる小規模宅地特例100 2018
年度版』赤坂光則／税務研究会出版局
『相続・贈与の実務 2018年度版 法務から
税務対策まで』松本繁雄／経済法令研究会
『非上場株式の評価と活用の留意点 Q&A』
与良秀雄／税務研究会出版局
『例解印紙税 第11訂版 書式550』馬場則
行／税務研究会出版局
『Q&A印紙税の実務 平成 30 年 7 月改訂』
馬場則行／納税協会連合会
『改正酒税法等の手引 平成30年版』宮葉敏
之／大蔵財務協会
『酒類の表示制度ハンドブック』田中誠二／
大蔵財務協会
『図解地方税 平成30年版』逸見幸司／大蔵
財務協会
『法人住民税のしくみと実務 6訂版』吉川宏
延／税務経理協会
地方自治法
『図解地方公営企業法 第3版』細谷芳郎／
第一法規
民 法
『意思主義をめぐる法的思索』今村与一／勁
草書房
『時効・期間制限の理論と実務』岩田合同法
律事務所／日本加除出版
『複数の者が所有する私道の工事において必
要な所有者の同意に関する研究報告書』共有
私道の保存・管理等に関する事例研究会／共
有私道の保存・管理等に関する事例研究会
『契約書作成のプロセスを学ぶ 第2版』鈴木
学／中央経済社
『同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性
と課題』新・アジア家族法三国会議／日本加
除出版
『任意後見マニュアル』大阪弁護士会／大阪
弁護士協同組合
『後見預金』尾川宏豪／金融財政事情研究会
『Q&A遺言・信託・任意後見の実務 第3版』
雨宮則夫／日本加除出版
『わかりやすい賃貸住宅標準契約書（再改訂
版）の解説』佐藤貴美／大成出版社
『Q&A 不動産の時効取得・瑕疵担保責任に
関する法律と実務』末光祐一／日本加除出版
『公図の研究 5訂増補版』藤原勇喜／朝陽会

『ストーリーに学ぶ所有者不明土地の論点』山
野目章夫／商事法務
『Q&A民事信託の活用と金融機関の対応』笹
川豪介／経済法令研究会
『信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ
4訂版 Q&Aと図解』笹島修平／大蔵財務協
会
『住民記録の実務 9訂版』東京都市町村戸籍
住民基本台帳事務協議会／日本加除出版
『設題解説戸籍実務の処理 改訂 16 戸籍訂
正各論編（6）婚姻』木村三男／日本加除出
版
『後遺障害入門』小松初男／青林書院
『交通事故事件対応のための保険の基本と実
務』大塚英明／学陽書房
商事法
『これですべてがわかる内部統制の実務 第 4
版』箱田順哉／中央経済社
『現場のプロが教える情報漏えい対応のリアル』
大井哲也／第一法規
『インフォメーション・ガバナンス企業が扱う
情報管理のすべて』ベーカー&マッケンジー
法律事務所／東洋経済新報社
『コーポレートガバナンスにおける社外取締役・
社外監査役の役割と実務』田中和明／日本加
除出版
『監査役監査の実務と対応 第6版』高橋均／
同文舘出版
『会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ
直す』弥永真生／日本公認会計士協会出版
局
『基礎からわかる損害保険』損害保険事業総
合研究所／有斐閣
刑 法
『佐伯千仭著作選集 第6巻下』佐伯千仭／
信山社出版
『刑の一部執行猶予 改訂増補版』太田達也／
慶應義塾大学出版会
『詳解矯正医官特例法』西岡慎介／矯正協会
『不正薬物・銃砲の密輸入の動向 平成29年
版』財務省関税局調査課総括係
司法制度・司法行政
『司法試験の問題と解説（別冊法学セミナー
No.254）2018』法学セミナー編集部／日
本評論社
『弁護士職務便覧 平成30年度版』東京弁護
士会／日本加除出版
『日本の司法-現在と未来 江藤价泰先生追悼
論集』斉藤誠／日本評論社
訴訟手続法
『論点精解民事訴訟法 改訂増補版』田中豊
／民事法研究会
『簡裁民事ハンドブック 5 訴え提起前の和解
編』近藤基／民事法研究会
『大阪弁護士会と大阪地方裁判所各部・大阪
簡易裁判所との懇談会 平成29年度』大阪
弁護士会／大阪弁護士会
『滞納処分と民事執行の実務』橘素子／大蔵
財務協会
『
〔実務解説〕民事執行・保全入門』園部厚／
民事法研究会
『民事保全手続』関述之／金融財政事情研究
会
『家事事件手続書式体系 第2版 1』梶村太

市／青林書院
『家事事件手続書式体系 第2版 2』梶村太
市／青林書院
『離婚事件の合意解決と家事調停の機能 韓
国，台湾，日本の比較を通じて』二宮周平／
日本加除出版
『家事法の理論・実務・判例 2』道垣内弘人
／勁草書房
『A Iによる紛争解決支援』平田勇人／成文堂
『Q&A実例証拠収集の実際 第3版』北岡克
哉／立花書房
『交通事件犯罪事実記載例集』交通事故・事
件捜査実務研究会／立花書房
『交通事故犯罪事実記載例集』交通事故・事
件捜査実務研究会／立花書房
『取調べのビデオ録画 その撮り方と証拠化』
牧野茂／成文堂
『覚せい剤犯罪捜査実務ハンドブック』内藤
惣一郎／立花書房
『検証・免田事件 完全版』熊本日日新聞社／
現代人文社
経済産業法
『A I・データの利用に関する契約ガイドライン
と解説（別冊NBL No.165）
』経済産業省
情報経済課／商事法務
『インターネット関係仮処分の実務』関述之／
金融財政事情研究会
『新・金融商品取引法ハンドブック 第4 版』
桜井健夫／日本評論社
『イチから知る！フェア・ディスクロージャー・
ルール』米山徹幸／金融財政事情研究会
『証券取引被害判例セレクト 55』全国証券
問題研究会／全国証券問題研究会
『詳解特定商取引法の理論と実務 第4版』圓
山茂夫／民事法研究会
『通貨オプション入門』Hicks, Alan／金融財
政事情研究会
『これ1冊でわかる！仮想通貨をめぐる法律・
税務・会計』松嶋隆弘／ぎょうせい
『マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガ
イドブック 2018年金融庁ガイドラインへの
実務対応』白井真人／第一法規
『信用組合役員の職務執行の手引き』岸本寛
之／経済法令研究会
『年次報告書 平成29年度』日本貸金業協会
知的財産法
『化学・バイオ特許の出願戦略 改訂8版』細
田芳徳／経済産業調査会
『A I/I oT特許入門 A I/I oT発明の発掘と権利
化の勘所』河野英仁／経済産業調査会
農事法
『地理的表示保護制度登録申請マニュアル』
地理的表示保護制度登録申請マニュアル作成
チーム／大成出版社
『食料農業の法と制度』井上龍子／金融財政
事情研究会
『農地法の実務解説 三訂版』宮崎直己／新日
本法規出版
『早わかり森林経営管理法』森林経営管理法
研究会／大成出版
観 光・ 交 通 法
『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる住宅宿泊
事業法のしくみと民泊の法律問題解決マニュ
アル』三修社

『これ1冊でわかる住宅宿泊事業法』横田真
一朗／第一法規
『詳解逐条解説港湾法 3訂版』多賀谷一照／
第一法規
労働法
『年間労働判例命令要旨集 平成30年版』労
務行政研究所／労務行政
『平成30年改正対応働き方改革実現の労務
管理』宮崎晃／中央経済社
『これからはじめる在宅勤務制度 導入のステッ
プと適正な労務管理』毎熊典子／中央経済社
『警備・ビルメンテナンス業の労務管理ハンド
ブック』森田秀俊／日本法令
『
「働き方改革法」の実務』川嶋英明／日本法
令
『実務に直結！人事労務の手続と書式』五十
嵐芳樹／清文社
『海外勤務者の税務と社会保険・給与Q&A
6訂版』藤井恵／清文社
『建設業の法務と労務実践マニュアル 改訂新
版』三修社
『企業のための副業・兼業労務ハンドブック』
田村裕一郎／日本法令
『労働基準法の実務相談 平成30年度』全国
社会保険労務士会連合会／中央経済社
『懲戒処分 適正な対応と実務 第2版』石井
妙子／労務行政
『嘱託産業医のためのQ&A 改訂5版』森晃
爾／労働調査会
『労働者のメンタルヘルス情報と法』三柴丈典
／法律文化社
『知って得する助成金活用ガイド 平成30年
度版 厚生労働省（労働）分野』社労士助成
金実務研究会／日本法令
『労働保険の実務相談 平成30年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社
『実務に即した労災認定の考え方と申請のポイ
ント』高橋健／労働新聞社
『労災事件救済の手引 第2版』古川拓／青林
書院
『労災民事賠償マニュアル』岩出誠／ぎょうせ
い
社会保障法
『社会保障法 第2版』菊池馨実／有斐閣
『医療福祉施設計画・設計のための法令ハンド
ブック 改訂』日本医療福祉建築協会／中央
法規出版
『福祉権保障の現代的展開 生存権論のフロン
ティアへ』尾形健／日本評論社
『社会福祉法人評議員会・理事会運営と指導
監査Q&A』菅田正明／ぎょうせい
『最低生活保障の実証分析 生活保護制度の
課題と将来構想』山田篤裕／有斐閣
『待機児童ゼロ 保育利用の権利』田村和之／
信山社
医事法
『医事法入門 第5版』手嶋豊／有斐閣
『医事法学へのまなざし 生命倫理とのコラボ
レーション』甲斐克則／信山社
薬事法
『ダルク 回復する依存者たち』ダルク／明石
書店
『Q&A医薬品・医療機器・健康食品等に関
する法律と実務』赤羽根秀宜／日本加除出版

衛生法
『早わかり食品表示Q&A』食品表示研究会／
中央法規出版
『食品法入門 食の安全とその法体系』梶川千
賀子／農林統計出版
社会保険法
『はじめて手続きする人にもよくわかる障害年
金の知識と請求手続ハンドブック 4訂版』高
橋裕典／日本法令
『社会保険・労働保険の事務手続 平成30年
7月現在』五十嵐芳樹／清文社
『社会保険の実務相談 平成30年度』全国社
会保険労務士会連合会／中央経済社
『年金相談標準ハンドブック 18訂版』井村
丈夫／日本法令
教育法
『教師の責任と教職倫理』久富善之／勁草書
房
『スクールロイヤー 学校現場の事例で学ぶ教
育紛争実務Q&A170』神内聡／日本加除出
版
国際法
『核実験禁止の研究 核実験の戦略的含意と国
際規範』一政祐行／信山社
『船舶汚染規制の国際法』富岡仁／信山社
『英文契約の考え方』中尾智三郎／商事法務
『刑罰権の淵源』安藤泰子／成文堂
『国籍の得喪と戸籍実務の手引き』吉岡誠一
／日本加除出版
『外国人実習・雇用実戦ガイド 改訂版』佐野
誠／第一法規
医学書
『生理学 改訂第18版 新装版』真島英信／
文光堂
『医薬品副作用アセスメント』宇野勝次／南
山堂
『読影の手立てとなる局所解剖と画像診断』
松永尚文／メジカルビュー社
『検査データの？に答えます！』〆谷直人／文
光堂
『最新育児小児病学 改訂第7版』香美祥二
／南江堂
『小児症候学89』Pomeranz, Albert J.／エ
ルゼビア・ジャパン
『麻酔科医のためのリスクを有する患者の周術
期管理』横山正尚／中山書店
『形成外科手術書 改訂第5版 基礎編』鬼塚
卓弥／南江堂
『形成外科手術書 改訂第5版 1 実際編』鬼
塚卓弥／南江堂
『形成外科手術書 改訂第5版 2 実際編』鬼
塚卓弥／南江堂
『形成外科手術書 改訂第5版 3 実際編』鬼
塚卓弥／南江堂
『形成外科手術書 改訂第5版 4 実際編』鬼
塚卓弥／南江堂
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