東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 学 史
『統治の抗争史 フーコー講義1978-79』重
田園江／勁草書房

地方自治法
『自治体債権の滞納処分停止・債権放棄の実
務』瀧康暢／ぎょうせい

外 国 法
『香港基本法解釈権の研究』廣江倫子／信山社
『ミャンマーの法と開発 変動する社会経済と
法整備の課題』金子由芳／晃洋書房
『世界の憲法集 第5版』畑博行／有信堂高文
社
『行政契約の機能と限界』岸本太樹／有斐閣
『都市計画の裁判的統制 ドイツ行政裁判所に
よる地区詳細計画の審査に関する研究』湊二
郎／日本評論社
『司法アクセスの普遍化の動向』大村雅彦／
中央大学出版部
『東南アジア4か国のコーポレート・ガバナンス
ベトナム・カンボジア・ミャンマー・インドネシア』
アジア・太平洋会社法実務研究会／ぎょうせい

民 法
『社会の発展と民法学 上巻 近江幸治先生古
稀記念論文集』道垣内弘人／成文堂
『社会の発展と民法学 下巻 近江幸治先生古
稀記念論文集』道垣内弘人／成文堂
『一問一答・成年年齢引下げ』笹井朋昭／商
事法務
『代理権濫用の研究』平山也寸志／信山社
『実践！債権保全・回収の実務対応 第2版
担保の取得と実行のポイント』大川治／商事
法務
『新債権法の論点と解釈』平野裕之／慶應義
塾大学出版会
『動産・債権譲渡登記手続の実務対応Q&A
全訂版』伊藤隆／金融財政事情研究会
『契約の法務 第2版』喜多村勝徳／勁草書房
『一夫一婦容妾制の形成をめぐる法的諸相
日本・中国・タイの比較法史からの展望』西
田真之／日本評論社
『官民ですすめる空き家対策 再生と有効利用
の成功事例』出井信夫／第一法規
『契約違反と信頼関係の破壊による建物賃貸
借契約の解除 違反類型別賃貸人の判断のポ
イント』弁護士法人御堂筋法律事務所／新日
本法規出版
『継続地代の実態調べ 平成30年版』日税不
動産鑑定士会／日税不動産鑑定士会
『地代家賃 権利金・敷金・保証金・承諾料
更新料・立退料 第4版 賃貸不動産の「お金」
のすべてがわかる』安西勉／自由国民社
『Q&A不動産表示登記 1』新井克美／テイハン
『ここまで使える！自己信託& 一般社団法人
を活用した資産承継・事業承継』松尾陽子
／日本法令
『問題解決のための民事信託活用法 不動産有
効活用，相続対策，後継者育成・事業承継
対策，空き家対策等の視点から』石垣雄一郎
／新日本法規出版
『図解相続対策で信託を使いこなす』宮田房
枝／中央経済社
『設題解説戸籍実務の処理 改訂 18 戸籍訂
正各論編（8）親権・未成年後見・死亡・失踪』
木村三男／日本加除出版
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2019
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
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準 2019
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

憲 法
『Q&A DV（ドメスティック・バイオレンス）
事件の実務 第3版 相談から保護命令・離婚
事件まで』打越さく良／日本加除出版
『自衛隊の存在をどう受けとめるか 元陸上自
衛官の思いから憲法を考える』末延隆成／現
代人文社
行 政 法
『よくわかる都市計画法 第2次改訂版』都市
計画法制研究会／ぎょうせい
税 法
『国際税務をマスターしたい！と思ったとき最
初に読む本 ver3.0』あいわ税理士法人／中
央経済社
『租税条約の実務詳解 BEPS防止措置実施
条約から情報交換・相互協議・仲裁まで』藤
枝純／中央経済社
『
「取引」の実態からみる税務調査のポイント
Q&A』小山浩／第一法規
『租税法概説 第3版』中里実／有斐閣
『英和・和英海外取引で使える会計・税務用
語辞典』佐和周／中央経済社
『国税通則法精解 平成31年改訂』志場喜徳
郎／大蔵財務協会
『弁護士のための確定申告と税務 平成31年
用』天賀谷茂／レクシスネクシス・ジャパン
『所得概念の再検討』日本租税理論学会／日
本租税理論学会
『役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務
平成31年版 実例問答式』若林孝三／大蔵
財務協会
『実務のための資本的支出・減価償却・修繕費
判例・裁決例50選』林仲宣／税務経理協会
『所得税実務問答集 平成30年11月改訂』
馬場則行／納税協会連合会
『賃上げ・投資促進税制所得拡大促進税制
の実務解説 適用要件の判定からデータ集計，
申告事例まで』鯨岡健太郎／清文社
『事例で学ぶ生前贈与の法務リスクと税務リス
ク』湊義和／大蔵財務協会
『Q&A 小規模宅地特例の活用 平成30年度
改正完全対応版』高橋安志／ぎょうせい
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商 事 法
『企業法務のFirst Aid Kit 増補版 問題発生
時の初動対応』田辺総合法律事務所／第一
法規
『司法書士目線で答える会社の法務実務 株
式・株主関係実務から契約関係実務，予防
法務まで企業法務全般を解説』早川将和／日
本加除出版
『経営の技法』野村修也／中央経済社
『公開会社法と資本市場の法理 上村達男先生

古稀記念』尾崎安央／商事法務
『合同会社の法と実務』森本滋／商事法務
『非上場株式評価のチェックリストと着眼点』
西山卓／新日本法規出版
『株主総会の準備実務・想定問答 2019年』
日比谷パーク法律事務所／中央経済社
『架空循環取引 新版 法務・会計・税務の実
務対応』霞晴久／清文社
『危険物運送のABC 判例・法令・保険の実
務的解説』山口修司／成山堂書店
『ケース別株式会社・有限会社の役員変更登
記の手続 改訂増補版 改正会社法，改正商業
登記規則に完全対応！』永渕圭一／日本法令
刑 法
『実務家のための刑法概説 9訂版 平成29年
改正に対応』河村博／実務法規
『刑罰をめぐる法文化』高塩博／国際書院
『 ヘイトクライムと修 復 的 司 法 被 害からの
回 復にむけた理 論と実 践 』Walters, Mark
Austin／明石書店
『性暴力被害者への支援員の役割 リプロダク
ティブ・ライツをまもる』性暴力救援センタ
ー大阪SACHICO／信山社
『マネー・ローンダリング罪 第2版 捜査のす
べて』城祐一郎／立花書房
司 法 制 度・ 司 法 行 政
『憲法適合的解釈の比較研究』土井真一／有
斐閣
『弁護士13人が伝えたいこと 32例の失敗と
成功』中山嚴雄／日本加除出版
『新弁護士業務論 警備業・不動産業・隣接
士業との提携』遠藤直哉／信山社
『法務の技法 第2版』芦原一郎／中央経済社
訴訟手続法
『これからの民事実務と理論 実務に活きる理
論と理論を創る実務』伊藤真／民事法研究会
『民事再生実践マニュアル 第2版』軸丸欣哉
／青林書院
『一問一答・平成30年人事訴訟法・家事事
件手続法等改正 国際裁判管轄法制の整備』
内野宗揮／商事法務
『書式会社非訟の実務 全訂版 申立てから手
続終了までの書式と理論』森濱田松本法律事
務所／民事法研究会
『ポイントレクチャー刑事訴訟法』椎橋隆幸／
有斐閣
『刑事弁護の基礎知識 第2版』岡慎一／有斐
閣
『現行犯人・緊急逮捕手続書記載例集』地域・
刑事実務研究会／立花書房
『プラクティス刑事裁判 平成30年版』司法
研修所刑事裁判教官室／法曹会
『プロシーディングス刑事裁判 平成30年版』
司法研修所刑事裁判教官室／法曹会
『法に触れた少年の未来のために』内田博文
／みすず書房
『神兵隊事件 別巻7』専修大学今村法律研究
室／専修大学出版局
経済産業法
『データの法律と契約』福岡真之介／商事法務

『サステナビリティ社会構築のための経済法
独占禁止法を中心に』山田朋生／唯学書房
『ケーススタディ事業承継の法務と税務 思わ
ぬ失敗に陥らないために』高井章光／ぎょう
せい
『建設業経営事項審査基準の解説 新訂6版』
建設業法研究会／大成出版社
『外国為替証拠金取引のレバレッジ規制』金
融商品取引法研究会／日本証券経済研究所
『M&A契約研究 理論・実証研究とモデル契
約条項』藤田友敬／有斐閣
『 設 例で学ぶオーナー 系 企 業の事 業 承 継・
M&Aにおける法務と税務』森・浜田松本法
律事務所／商事法務
『M&A法大全 全訂版 上』西村あさひ法律事
務所／商事法務
『M&A法大全 全訂版 下』西村あさひ法律事
務所／商事法務
『M&A 実 務のすべて 最 新 4 版 最 新 版 ：
Mergers & Acquisitions Business』北地
達明／日本実業出版社
『逐条解説投資信託約款』小島新吾／金融財
政事情研究会
『美容・エステのトラブル相談Q&A 基礎知識
から具体的解決策まで』美容エステティック
被害研究会／民事法研究会
『連結経営実現のためのキャッシュ・マネジメ
ント・システム』福嶋幸太郎／金融財政事情
研究会
『不動産の鑑定評価がもっとよくわかる本 新
版「不動産鑑定評価書」を理解し，役立てる
ために』鵜野和夫／プログレス
知的財産法
『論点別特許裁判例事典 第2版 迅速な調査
と活用のために』高石秀樹／経済産業調査会
『特許はいかにして発明されたか 特許の歴史
と実務にアプローチ』深見特許事務所／経済
産業調査会
農 事 法
『農林水産予算の概要 平成31年度』大成出
版
労 働 法
『わが国労働法学の史的展開』石井保雄／信
山社
『労務管理の原則と例外 働き方改革関連法対
応』野口彩子／新日本法規出版
『Q&A現代型問題社員対策の手引 第5版 職
場の悩ましい問題への対応指針を明示』髙井
岡芹法律事務所／民事法研究会
『病院の労務管理Q&A ポイント解説』坂上
和芳／産労総合研究所出版部経営書院
『森井博子が解説！建設業の労基署対応』森
井博子／日本法令
『パワハラ不当解雇 尊厳を回復し，解雇を高
くつかせる闘い方』高橋秀直／旬報社
『懲戒処分の実務必携Q&A トラブルを防ぐ
有効・適正な処分指針』三上安雄／民事法
研究会
『モデル賃金・年収と昇給・賞与 2019年版
最新・賃金実態の決定版』労務行政研究所
／労務行政

『残業代請求の理論と実務』渡辺輝人／旬報
社
『和文・英文対照モデル就業規則 第3版』森
倫洋／中央経済社
『なくせ！じん肺・アスベスト被害 法廷内外
における闘いの軌跡』山下登司夫弁護士追悼
論集刊行委員会／日本評論社
社会保障法
『社会保障の手引 2019年版 施策の概要と
基礎資料』中央法規出版
『貧困問題最前線 いま，私たちに何ができる
か』大阪弁護士会／明石書店
『障害者権利条約の実施 批准後の日本の課
題』長瀬修／信山社
『アスペルガー症候群に特化した就労支援マニ
ュアルESPIDD 職業カウンセリングからフォ
ローアップまで』梅永雄二／明石書店
『介護・医療現場が知っておくべき認知症高
齢者への対応と法律問題』平田厚／新日本法
規出版
『ワークで学ぶ子ども家庭支援の包括的アセス
メント 要保護・要支援・社会的養護児童の
適切な支援のために』増沢高／明石書店
『対話がひらくこころの多職種連携』山登敬之
／日本評論社
医 事 法
『医療過誤事件のための資料収集（DVD）
』
石井麦生／東京弁護士会・第二東京弁護士
会合同図書館
『美容医療の現状と課題』花垣存彦／東京法
律相談運営連絡協議会
『医療と法の新理論 医療事故調査制度の適正
な活用へ』遠藤直哉／信山社
環 境 法
『絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律の解説 逐条解説・三段対照表』
中央法規出版
宗 教 法
『宗教法人ハンドブック 11訂版 設立・会計・
税務のすべて』実藤秀志／税務経理協会
教 育 法
『どう使うどう活かすいじめ防止対策推進法
第2版』第二東京弁護士会子どもの権利に関
する委員会／現代人文社
『子ども虐待とスクールソーシャルワーク チーム
学校を基盤とする「育む環境」の創造』西野
緑／明石書店
『裁判例で学ぶ学校のリスクマネジメントハンド
ブック』坂田仰／時事通信出版局
『学校法人の経営監査・監事監査・内部監査
ハンドブック 学校全業務の経営リスク管理の
留意点と監査要点』鈴木豊／中央経済社
『スポーツ法へのファーストステップ』石堂典秀
／法律文化社
国 際 法
『地球共同体の国際法』松隈潤／国際書院
『法と力 戦間期国際秩序思想の系譜』西平等
／名古屋大学出版会

『実証の国際法学』安藤仁介／信山社
『講義国際経済法』柳赫秀／東信堂
医 学 書
『膝関節手術の落とし穴 陥らないためのテク
ニック』宗田大／メジカルビュー社
『消化器がん化学療法レジメンブック 4 版』
室圭／日本医事新報社
『現代社会の新しい依存症がわかる本 物質依
存から行動嗜癖まで』樋口進／日本医事新報
社
『新生児学入門 第5版』仁志田博司／医学書
院
『ヒアルロン酸注入治療安全マニュアル 必須
の知識と事故対策』西田美穂／克誠堂出版
『ここまでわかる急性腹症のCT 第3版』荒
木力／メディカル・サイエンス・インターナシ
ョナル
『5年でマスター消化器標準手術 改訂第2版
消化器外科専門医への道』調憲／メジカルビ
ュー社
『非専門医が診るしびれ しびれパターンによる
分類と病態生理からわかる鑑別疾患』塩尻俊
明／羊土社
『肥満患者の麻酔』白石としえ／金芳堂
『免疫学の入門 第8版』今西二郎／金芳堂
『パーキンソン病実践診療マニュアル 第2版』
武田篤／中外医学社
『不整脈 識る・診る・治す』小室一成／中山
書店
『免疫抑制薬TDM標準化ガイドライン 2018
臓器移植編』日本TDM学会／金原出版
『プロメテウス解剖学アトラス 第2版 口腔・
頭頸部』Baker, Eric W.／医学書院
『小児の四肢手術 これだけは知っておきたい』
中村茂／メジカルビュー社
『 抗てんかん薬 TDM 標 準 化ガイドライン
2018』日本TDM学会／金原出版
『急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドライン 第3
版 2018 TG18新基準掲載』急性胆管炎・
胆囊炎診療ガイドライン改訂出版委員会／医
学図書出版
『緑内障診療テキスト 緑内障診療ガイドライ
ン解説』山本哲也／南江堂
『胆道閉鎖症診療ガイドライン』日本胆道閉
鎖症研究会／へるす出版
『急性感音難聴診療の手引き 2018年版』日
本聴覚医学会／金原出版
『WHO 血 液 腫 瘍 分 類 改 訂 版 WHO 分 類
2017をうまく活用するために』直江知樹／
医薬ジャーナル社
『新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガ
イドライン』樋口進／新興医学出版社
『国際頭痛分類 第3版』国際頭痛学会／医
学書院
『 脳の機 能 解 剖と画 像 診 断 第 2 版 』
Lanfermann, Heinrich／医学書院
『滅菌・消毒・洗浄ハンドブック 国際標準の
感染予防対策』ICHG 研究会／医歯薬出版
『ストレスチェック面接医のための「メンタル
産業医」入門 改訂第2版』櫻澤博文／日本
医事新報社
『消化器内視鏡の登竜門 内視鏡診断のすべて
がわかる虎の巻』井上晴洋／南江堂

LIBRA Vol.19 No.4 2019/4

45

