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 法 律 学　　　　　　　　　　　　
『アメリカから見た日本法』Ramseyer, J. Mark
／有斐閣

『政策実現過程のグローバル化』浅野有紀／弘
文堂

『正義論』宇佐美誠／法律文化社

 外 国 法　　　　　　　　　　　　
『最新中国税務&ビジネス』近藤義雄／中央経
済社

『住居の賃貸借と経済的利用の妨げ ドイツ裁判
例研究からの模索』田中英司／日本評論社

『中国の犯罪体系 沿革と課題』孫文／成文堂
『米国財務会計基準の実務 第11版』長谷川茂
男／中央経済社

『最新タイのビジネス法務 第2版』Chandler 
MHM Limited森濱田松本法律事務所／商事
法務

『元韓国特許庁審査官が教える韓国特許実務の
応用』鄭斗漢／経済産業調査会

『中国商標に関する商品及び役務の類似基準
（日本語・英語訳付）及びその解説 第3版増補』
岩井智子／発明推進協会

『FDAの薬事規制と医薬品特許権侵害訴訟』
Faulkner, York M.／経済産業調査会

 憲 法　　　　　　　　　　　　　　
『前憲法的国家の法理論』小関康平／三恵社
『憲法学の虫眼鏡』長谷部恭男／羽鳥書店
『憲法の可能性』憲法理論研究会／敬文堂
『ネットと差別扇動 フェイク/ヘイト/部落差別』
谷口真由美／解放出版社

『在日コリアン弁護士から見た日本社会のヘイト
スピーチ 差別の歴史からネット被害・大量懲戒
請求まで』金竜介／明石書店

『一弁護士の見た「クマラスワミ報告」』宮代力
／東京図書出版

『憲法判例百選 第7版 1』長谷部恭男／有斐
閣

『憲法判例百選 第7版 2』長谷部恭男／有斐
閣

『世界人権宣言の今日的意義 世界人権宣言採
択70周年記念フォーラムの記録』国際書院

『マイノリティの人権を護る 靖国訴訟・指紋押
なつ拒否訴訟・BC級戦犯者訴訟を中心として』
今村嗣夫／明石書店

『LGBTをめぐる法と社会』谷口洋幸／日本加
除出版

『知らないでは済まされない！LGBT実務対応
Q&A』帯刀康一／民事法研究会

『憲法判例から考える自由と平等』加藤隆之／
ミネルヴァ書房

『天皇・憲法第九条』高柳賢三／書肆心水
『記者と国家 西山太吉の遺言』西山太吉／岩波
書店

『市民がつなぐ情報公開のこれまで，これから』
情報公開クリアリングハウス／情報公開クリアリ
ングハウス

『情報公開・オープンデータ・公文書管理』宇
賀克也／有斐閣

『個人情報の保護と利用』宇賀克也／有斐閣

 選 挙 法　　　　　　　　　　　　
『選挙執行経費基準法解説 令和元年版』選挙
管理研究会／ぎょうせい

 行 政 法　　　　　　　　　　　　
『公文書をアーカイブする』小川千代子／大阪
大学出版会

『公文書管理』日本弁護士連合会法律サービス
展開本部／明石書店

『こんなときどうする？自治体の公文書管理』地
方公共団体公文書管理条例研究会／第一法規

『行政法総論 第4版』大浜啓吉／岩波書店
『書式行政訴訟の実務 第3版 行政手続・不服
審査から訴訟まで』日本弁護士連合会行政訴
訟センター／民事法研究会

『こうすればできる所有者不明空家の行政代執
行』東京都板橋区／第一法規

『不動産有効利用のための都市開発の法律実務 
新版』鵜野和夫／清文社

『平成30年改正建築基準法・同施行令等の解
説 令和元年6月施行完全対応版』建築基準法
研究会／ぎょうせい

『自治体職員のための災害救援法務ハンドブッ
ク』中村健人／第一法規

『自治体災害対策の基礎』千葉実／有斐閣
『自然災害による被災者の債務整理（DVD） （被
災ローン減免制度）概説』石毛和夫／自然災害
による被災者の債務整理に関するガイドライン
研究会

『図書館のための災害復興法学入門』岡本正／
樹村房

 警 察 法　　　　　　　　　　　　
『業種別不当要求防止マニュアル 改訂版』神奈
川県弁護士会／第一法規

『逐条解説風営適正化法』吉田一哉／東京法令
出版

 税 法　　　　　　　　　　　　　　
『租税史回廊』中里実／税務経理協会
『ケーススタディ税理士実務質疑応答集 令和元
年版個人税務編』寺島敬臣／ぎょうせい

『ケーススタディ税理士実務質疑応答集 令和元
年度版 法人税務編』野原武夫／ぎょうせい

『国税庁新通達から学ぶ!! Q&A保険販売のた
めの税務トラブル回避事例』追中徳久／ぎょう
せい

『納税者のための租税の納付・徴収手続』東京
地方税理士会／勁草書房

『徴収・滞納処分で困ったときの解決のヒント』
中山裕嗣／大蔵財務協会

『不動産の評価・権利調整と税務 令和元年10
月改訂 土地・建物の売買・賃貸からビル建設
までのコンサルティング』鵜野和夫／清文社

『資産税実務問答集 令和元年11月改訂』打田
哲也／納税協会連合会

『法人税の理論と実務 令和元年度版』山本守
之／中央経済社

『実務解説役員給与等の税務』宝達峰雄／税務
研究会出版局

『人事・労務・福利厚生の税務 第2版』アクタ
ス税理士法人／労務行政

『ケーススタディでみる貸倒損失の税務』鈴木博
／税務研究会出版局

『法人税事例選集 令和元年10月改訂』森田政
夫／清文社

『Q&A業種別の特殊事情に係る所得税実務 3
訂版』小田満／税務経理協会

『減価償却実務問答集 令和元年11月改訂』沢

田佳宏／納税協会連合会
『Q&A生命保険・損害保険の活用と税務 令和
元年11月改訂』三輪厚二／清文社

『図解所得税 令和元年版』芦田眞一／大蔵財
務協会

『実務解説連結納税の清算課税ケーススタディ』
足立好幸／中央経済社

『不動産M&Aの税務』佐藤信祐／日本法令
『相続税贈与税の実務と申告 令和元年版』三浦
賢二／大蔵財務協会

『税理士業務に活かす！通達のチェックポイント 
相続税裁判事例精選20』酒井克彦／第一法規

『図解相続税・贈与税 令和元年版』中野欣治
／大蔵財務協会

『相続・贈与の58事例でわかる土地評価の基
礎と実務』豊岡清行／税務経理協会

『相続土地評価実務マニュアル』梶野研二／新
日本法規出版

『相続税・贈与税関係租税特別措置法通達逐条
解説 令和元年12月改訂版』大野隆太／大蔵
財務協会

『相続税実務の“鉄則”に従ってはいけないケー
スと留意点』平川忠雄／清文社

『裁判例からみる消費税法 2訂版』池本征男／
大蔵財務協会

『消費税の経理処理と税務調整 7訂版 勘定科
目別経理処理と法人税の申告調整』成松洋一
／大蔵財務協会

『プロフェッショナル消費税の実務 令和元年10
月改訂』金井恵美子／清文社

『入門図解消費税のしくみと申告書の書き方』
三修社

『図解酒税 令和元年版』富川泰敬／大蔵財務
協会

『地方税取扱いの手引 令和元年10月改訂』地
方税制度研究会／納税協会連合会

 地 方 自 治 法　　　　　　　　　　
『公務員のカスハラ対応術』吉田博／学陽書房
『実践！公共施設マネジメント 個別施設計画な
どの必須のポイントがわかる』小松幸夫／学陽
書房

『地方自治体の監査と内部統制 2020年改正
制度の意義と米英との比較』清水涼子／同文舘
出版

『民主的自治体労働者論 生成と展開，そして未
来へ』晴山一穂／大月書店

 民 法　　　　　　　　　　　　　　
『改正民法対応Q&A民事法における期間・期日・
期限』川合善明／新日本法規出版

『土地住宅の法理論と展開 藤井俊二先生古稀
祝賀論文集』花房博文／成文堂

『公道・私道のトラブル解決法 第4版』高井和
伸／自由国民社

『隣地・隣家紛争権利主張と対応のポイント』
川口誠／新日本法規出版

『ケース別債権法新・旧規定適用判断のポイン
ト』愛知県弁護士会／新日本法規出版

『与信管理論 第3版』リスクモンスター株式会
社／商事法務

『債権法改正と実務上の課題』道垣内弘人／有
斐閣

『新民法の分析 3 債権総則編』堀竹学／成文堂
『債権各論 2 事務管理・不当利得・不法行為』

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内　2019年11月22日～2020年1月15日・261点
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平野裕之／日本評論社
『Q&A改正債権法と保証実務』筒井健夫／金
融財政事情研究会

『実践契約書チェックマニュアル 改訂3版』弁
護士法人飛翔法律事務所／経済産業調査会

『メーカー取引の法律実務Q&A』筬島裕斗志／
商事法務

『定型約款の法理 類型づけられた集団的意思の
あり方』吉川吉衛／成文堂

『民法改正対応契約書式の実務 上』永滋康／
創耕舎

『民法改正対応契約書式の実務 下』永滋康／
創耕舎

『はじめてでもわかる売買契約書 改正民法対応』
滝琢磨／第一法規

『裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 名誉毀
損・プライバシー侵害編』加藤新太郎／第一法規

『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の
理論と実務 第2版』松尾剛行／勁草書房

『子ども・親・男女の法律実務 DV，児童虐待，
ハーグ，無戸籍，ストーカー，リベンジポルノ，
女性・子どもの犯罪被害，ひとり親家庭などの
法的支援』高取由弥子／日本加除出版

『家族法 第4版』窪田充見／有斐閣
『養育費，婚姻費用の算定に関する実証的研究』
水野有子／司法研修所

『内縁・事実婚・同性婚の実務相談』小島妙子
／日本加除出版

『成年後見 手続ガイドブック 補訂版』成年後見
センターリーガルサポート／新日本法規出版

『わかりやすい相続登記の手続 3訂版』日本法
令不動産登記研究会／日本法令

『改正民法からおさえる遺言がある相続の税務判
断のポイント』大野憲太郎／第一法規

『遺産相続事件処理マニュアル』仲隆／新日本
法規出版

『“争族”にならないための法務&税務 弁護士×
税理士と学ぶ』坪多聡美／ぎょうせい

『税理士のための相続法と相続税法』小池正明
／清文社

『老老相続 弁護士・税理士が伝えたい法務と税
務！』奥原玲子／清文社

『借地借家契約特約・禁止条項集 改訂版』江
口正夫／新日本法規出版

『変則型登記，権利能力なき社団・認可地縁団
体等に関する登記手続と法律実務』正影秀明／
日本加除出版

『実務必携境界確定の手引』江口滋／新日本法
規出版

『渉外戸籍実務基本先例百選』沢田省三／テイ
ハン

『家事裁判から戸籍まで 事例からみる手続の一
体的解説と書式・記載例』南敏文／日本加除
出版

『設題解説戸籍実務の処理 改訂 20 戸籍訂正
各論編（10） 転籍・就籍・戸籍の各欄』木村
三男／日本加除出版

『わかりやすいマンション判例の解説 第4版 紛
争解決の実務指針』全国マンション問題研究会
／民事法研究会

『交通事故損害賠償必携 2020年 資料編』宮
原守男／新日本法規出版

『自賠責保険・共済紛争処理事例集 第17巻（平
成30年度）』自賠責保険共済紛争処理機構／
自賠責保険・共済紛争処理機構

『判例INDEX 被害者の素因別に見る素因減額
300判例』第一法規株式会社／第一法規

『判例INDEX 後遺障害別に見る交通事故300
判例の慰謝料算定』第一法規株式会社／第一
法規

『交通事故損害賠償の軌跡と展開 交通事故民
事裁判例集創刊50周年記念出版』不法行為
法研究会／ぎょうせい

『交通事故による損害賠償の諸問題 4 損害賠償
に関する講演録』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

 商 事 法　　　　　　　　　　　　
『会社法実務問答集 3』前田雅弘／商事法務
『これ1冊でわかる会社運営と書式対応の基本』
吉川達夫／第一法規

『会社法重要判例 第3版』酒巻俊雄／成文堂
『企業法務のための初動対応の実務』長瀬佑志
／日本能率協会マネジメントセンター

『海外贈収賄防止コンプライアンスプログラムの
作り方 改訂版』国広正／第一法規

『すぐに使える！ 企業の危機管理書式集』藤津
康彦／中央経済社

『実用会社規程大全 定款・機関・組織/人事・
労務/総務/経理/営業・購買/技術管理/リ
スクマネジメント/機密保持・情報セキュリティ
/マネジメントシステム』寺本吉男／日本法令

『株式評価実務必携 令和元年11月改訂 図解
と個別事例による』井上浩二／納税協会連合会

『少数株主権等の理論+B50』上田純子／勁草
書房

『株主総会日程 2020年版 会社規模・決算月
別/中間決算』別冊商事法務編集部／商事法務

『コードに対応したコーポレート・ガバナンス報
告書の記載事例の分析 2019年版』森濱田松
本法律事務所／商事法務

『監査役事件簿』眞田宗興／同文舘出版
『ケーススタディでおさえる収益認識会計基準』
片山智裕／第一法規

『Q&A火災・地震保険に関する法律と実務』金
子玄／日本加除出版

『特例有限会社の登記Q&A 増補・改訂版』神
崎満治郎／テイハン

 刑 法　　　　　　　　　　　　　　
『判例INDEX 犯罪類型別に見る刑事高裁破棄
判決』第一法規株式会社／第一法規

『二元的犯罪論序説 補訂版』鈴木茂嗣／成文堂
『臨死介助をめぐる刑法上の諸問題 安楽死，尊
厳死，平穏死，早期安楽死を中心に』神山敏
雄／成文堂

『年報・死刑廃止 2019 オウム大虐殺』年報
死刑廃止編集委員会／インパクト出版会

 司 法 制 度・ 司 法 行 政　　　　　　
『司法修習ハンドブック（2017）』司法研修所
『司法修習ハンドブック（2018）』司法研修所
『司法修習ハンドブック（2019）』司法研修所
『憲法訴訟の十字路』石川健治／弘文堂
『挑戦する法 島川勝著作集』島川勝／日本評論
社

『HIBEN？ 非弁による被害者を出さないために，
加害者とならないために』中部弁護士会連合会
／中部弁護士会連合会

『弁護士の現場力 家事調停編』高中正彦／ぎょ

うせい
『判例・先例研究 平成30年度版』東京司法書
士会／東京司法書士会

 訴 訟 手 続 法　　　　　　　　　　
『民事弁護の手引 8訂増訂版』司法研修／日本
弁護士連合会

『民事弁護における立証活動 7訂増補版』日本
弁護士連合会／日本弁護士連合会

『要件事実の考え方と実務 第4版』加藤新太郎
／民事法研究会

『要件事実民法 第4補訂版 1 総則』大江忠／
第一法規

『ステップアップ民事事実認定 第2版』土屋文
昭／有斐閣

『事実認定体系 契約総論編』村田渉／第一法規
『破産実務Q&A220問』全国倒産処理弁護士
ネットワーク／金融財政事情研究会

『クレジット・サラ金処理の手引 6訂版』東京
弁護士会

『倒産手続の課題と期待 多比羅誠弁護士喜寿
記念論文集』伊藤真／商事法務

『破産管財手続の運用と書式 第3版』川畑正文
／新日本法規出版

『事業再生大全』西村あさひ法律事務所／商事
法務

『家事事件手続法規逐条解説 3』梶村太市／テ
イハン

『司法通訳人という仕事』小林裕子／慶應義塾
大学出版会

『刑事弁護の展開と刑事訴訟』大出良知／現代
人文社

『当番弁護士は刑事手続を変えた』福岡県弁護
士会／現代人文社

『五・七・五で伝える刑事弁護 その原点と伝承』
神山啓史／現代人文社

『その証言，本当ですか？ 刑事司法手続きの心
理学』Simon, Dan／勁草書房

『交通事故・事件，交通違反供述調書記載例集 
第5版』木村昇一／立花書房

『ケース研究責任能力が問題となった裁判員裁
判』日本弁護士連合会刑事弁護センター／現代
人文社

 経 済 産 業 法　　　　　　　　　　
『テクノロジー法務』アンダーソン・毛利・友常
法律事務所／中央経済社

『AIの時代と法』小塚荘一郎／岩波書店
『最新の動向と実務がわかる自治体の情報システ
ムとセキュリティ AI，RPA，ブロックチェーン，
マイキープラットフォームから情報システム強靱
性向上モデルまで』猿渡知之／学陽書房

『デジタル時代の競争政策』杉本和行／日本経
済新聞出版社

『変わる事業承継』森・浜田松本法律事務所／
日本経済新聞出版社

『「政策保有株式」に関する開示規制の再構築に
ついて』日本証券経済研究所／日本証券経済
研究所

『ポイント解説実務担当者のための金融商品取
引法』峯岸健太郎／商事法務

『複数議決権株式を用いた株主構造のコントロ
ール（金融商品取引法研究会研究記録 第70
号）』日本証券経済研究所／日本証券経済研究
所
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『金融商品取引法の理論・実務・判例』河内隆
史／勁草書房

『企業価値とオプション評価のロジックと実務 基
礎的手法・数理・法務のすべて』神田秀樹／金
融財政事情研究会

『商品先物取引法 新版』河内隆史／商事法務
『不動産取引紛争の実践知 宅建業法の戦略的
活用』熊谷則一／有斐閣

『コンメンタール消費者契約法 第2版増補版 補
巻 2016・2018年改正』日本弁護士連合会
消費者問題対策委員会／商事法務

『判例から学ぶ消費者法 第3版』島川勝／民事
法研究会

『Q&Aポイント整理改正消費者契約法・特定商
取引法』村千鶴子／弘文堂

『すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる特定商取引
法と消費者取引の法律問題トラブル解決法』三
修社

『海外債権管理の実務ハンドブック』保阪賀津
彦／中央経済社

 知 的 財 産 法　　　　　　　　　　
『実務家のための知的財産権判例70選 2019
年度版 平成30年3月28日〜平成31年3月
14日判決』弁理士クラブ知的財産実務研究所
／発明推進協会

『発明権の研究』小島庸和／五絃舎
『最新著作権関係判例と実務 第2版』知的所
有権問題研究会／民事法研究会

『実務詳説著作権訴訟 第2版』高部眞規子／
金融財政事情研究会

『現代と著作権』堀之内清彦／論創社
『実践!!秘密保持契約書審査の実務』出澤総合
法律事務所／学陽書房

 農 事 法　　　　　　　　　　　　
『消された「種子法」』山田正彦／かもがわ出版
『これで守れる都市農業・農地 生産緑地と相続
税猶予制度変更のポイント』北沢俊春／農山漁
村文化協会

 観 光 法　　　　　　　　　　　　
『ガイダンス インバウンド・観光法』森・浜田
松本法律事務所／商事法務

 労 働 法　　　　　　　　　　　　
『実践・新しい雇用社会と法』野川忍／有斐閣
『労働法 第12版』菅野和夫／弘文堂
『企業法務と労働法』土田道夫／商事法務
『労働法実務使用者側の実践知』岡芹健夫／有
斐閣

『労働法実務労働者側の実践知』君和田伸仁／
有斐閣

『働き方改革法の実務がしっかりとわかる本』大
村剛史／労務行政

『労働関係法の要点』全国労働基準関係団体連
合会／全国労働基準関係団体連合会

『建設業働き方改革と労務知識Q&A』村木宏
吉／大成出版社

『法律書では学べない弁護士が知っておきたい企
業人事労務のリアル』加藤新太郎／第一法規

『逐条解説労働基準法』角森洋子／産労総合研
究所出版部経営書院

『労働判例に学ぶトラック運送業の労務管理』
岡崎隆彦／産労総合研究所出版部経営書院

『パワハラ防止の実務対応 改正法の内容と「パ
ワハラ」と「業務指導」の線引きを徹底解説』
帯刀康一／労務行政

『最低賃金 生活保障の基盤』日本弁護士連合
会貧困問題対策本部／岩波書店

『働き方改革関連法対応Q&A改正労働時間法
制のポイント』高仲幸雄／新日本法規出版

『役割貢献の評価と賃金・賞与の決め方 同一労
働同一賃金完全対応！』菊谷寛之／労働調査
会

『中小企業のための働き方改革後の就業規則と
労使協定』太田恒久／税務研究会出版局

『実例から学ぶパートタイム労働者のトラブル解
決と防止策のすべて 働き方改革関連法対応』
小林包美／第一法規

『60歳以上の社員を雇用する手続きと税金』
CSHR／税務経理協会

『実務・労働者派遣法概説』成田孝士／中央経
済社

『雇用保険制度の実務解説 改訂第10版』労働
新聞社／労働新聞社

『労働災害と使用者のリスク責任』宮本健蔵／
信山社

『労災の法律相談』岩出誠／青林書院

 社 会 保 障 法　　　　　　　　　　
『「保険化」する社会保障の法政策 現状と生存
権保障の課題』伊藤周平／法律文化社

『事例で学ぶ発達障害の法律トラブルQ&A』鳥
飼康二／ぶどう社

『貧困と就労自立支援再考 経済給付とサービス
給付』埋橋孝文／法律文化社

『セーフティプロモーション 安全・安心を創る科
学と実践』日本セーフティプロモーション学会／
晃洋書房

『弁護士・実務家に聞く里親として知っておきた
いこと』SOS子どもの村JAPAN／海鳥社

『トラウマ臨床の明日』青木省三／日本評論社
『里親制度の史的展開と課題』貴田美鈴／勁草
書房

 医 事 法　　　　　　　　　　　　
『Q&Aでわかる医療ビッグデータの法律と実務 
次世代医療基盤法・匿名加工医療情報の活用』
水町雅子／日本法令

『ヘルステックの法務Q&A』森・浜田松本法律
事務所／商事法務

『臨床医の医療裁判うぉっ！チング トラブル回避
のヒントを探してみました』日山亨／東京医学社

『医療事故の法律相談』山口斉昭／青林書院
『医療と宗教と法』平野武／晃洋書房

 衛 生 法　　　　　　　　　　　　
『ワイン法』蛯原健介／講談社

 環 境 法　　　　　　　　　　　　
『法律のどこに書かれているの？わかって安心！
企業担当者のための環境用語事典』北村喜宣
／第一法規

 教 育 法　　　　　　　　　　　　
『実践事例からみるスクールロイヤーの実務』石
坂浩／日本法令

『保育現場における困りごと相談ハンドブック』
木元有香／新日本法規出版

 国 際 法　　　　　　　　　　　　
『国際法務概説』国谷史朗／有斐閣
『実証の国際法学の継承 安藤仁介先生追悼』
芹田健太郎／信山社

『「難民」をどう捉えるか 難民・強制移動研究の
理論と方法』小泉康一／慶應義塾大学出版会

『日本の海洋政策と海洋法 増補第2版』坂元茂
樹／信山社

『外国人実習・雇用実戦ガイド 第2版』佐野誠
／第一法規

『入門解説技能実習制度 第3版』国際研修協
力機構教材センター

『外国人建設労働者の現場受入れのポイント』
建設労務安全研究会／労働新聞社

 医 学 書　　　　　　　　　　　　
『実は知らない循環器希少疾患』安斉俊久／南
江堂

『DELTAプログラムによるせん妄対策 多職種で
取り組む予防，対応，情報共有』小川朝生／医
学書院

『これでわかる網羅的手法による着床前診断のす
べて 最新技術から遺伝カウンセリング，フォロ
ーアップまで』倉橋浩樹／診断と治療社

『半月板のすべて 解剖から手術，再生医療まで』
宗田大／メジカルビュー社

『脳梗塞診療読本 第3版』豊田一則／中外医
学社

『診療放射線技術 改訂第14版 上巻』山下一
也／南江堂

『診療放射線技術 改訂第14版 下巻』山下一
也／南江堂

『胆道癌・膵癌に対する標準手術』北川裕久／
メジカルビュー社

『足・足関節の最新の手術』中村茂／メジカル
ビュー社

『TEXT整形外科学 改訂5版』大鳥精司／南
山堂

『膵癌診療ガイドライン 2019年版』日本膵臓
学会／金原出版

『産婦人科内視鏡手術ガイドライン 2019年版』
日本産科婦人科内視鏡学会／金原出版

『乳幼児健診マニュアル』福岡地区小児科医会
／医学書院

『腹膜透析診療指針』岡田一義／東京医学社
『リハビリテーション医学・医療用語集 第8版』
日本リハビリテーション医学会／文光堂

『日本精神神経学会認知症診療医テキスト』日
本精神神経学会／新興医学出版社

『下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドラ
イン 2019』日本静脈学会／日本医事新報社

『脊髄損傷における下部尿路機能障害の診療ガ
イドライン 2019年版』日本排尿機能学会／
中外医学社

『腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関する
ガイドライン 2018』日本腎臓学会／東京医学
社

 一 般 書　　　　　　　　　　　　
『紛争と和解を考える 集団の心理と行動』大淵
憲一／誠信書房

『右翼ポピュリズムのディスコース 恐怖をあお
る政治はどのようにつくられるのか』Wodak, 
Ruth／明石書店

『テロリズムの心理学』越智啓太／誠信書房

東弁・二弁合同図書館 新着図書案内




