東弁・二弁合同図書館 新着図書案内
法 制 史
『身分と経済 法制史学会70周年記念若手論文
集』額定其労／慈学社出版
外 国 法
『カロリーナ刑事法典の研究』上口裕／成文堂
『中国社会の法社会学』高橋孝治／明石書店
『現代中国法入門 第8版』高見沢磨／有斐閣
『伝統中国と近代法，人』松田恵美子／成文堂
『人を知る法，待つことを知る正義 東アフリカ
農村からの法人類学』石田慎一郎／勁草書房
『リスクの立憲主義』Vermeule, Adrian／勁草
書房
『情報自己決定権と制約法理』實原隆志／信山
社
『東アジア民法学と災害・居住・民族補償 後編
災害・環境・居住福祉破壊現場発信集』吉田
邦彦／信山社
『東アジアの刑事司法，法教育，法意識 映画「そ
れでもボクはやってない」海を渡る』阿古智子
／現代人文社
『立会いをめぐる世界の潮流 EU諸国・韓国の
最新刑事司法の制度と運用』日本弁護士連合
会人権擁護大会／日本弁護士連合会第62回人
権擁護大会シンポジウム第1分科会実行委員会
『アメリカの刑事判例 2 2008年10月開廷期
から2012年10月開廷期まで』田中利彦／成
文堂
『中国契約マニュアル 第4版』住田尚之／中央
経済社
『韓国労働法の展開』脇田滋／旬報社
『ドイツの学校法制と学校法学』結城忠／信山社
憲 法
『インターネットとヘイトスピーチ』第二東京弁
護士会人権擁護委員会／現代人文社
『自衛隊加憲論の展開と構造』浦田一郎／日本
評論社
『安倍改憲・壊憲総批判─憲法研究者は訴える』
憲法研究者と市民のネットワーク／八月書館
行 政 法
『行政法の解釈 4』阿部泰隆／信山社
『行政による制裁的公表の法理論』天本哲史／
日本評論社
『新・行政不服審査の実務』青栁馨／三協法規
出版
『行政不服審査法の実務と書式 第2版』日本弁
護士連合会行政訴訟センター／民事法研究会
『都市再開発実務ハンドブック 2019』大成出
版社
『建築申請に役立つ 技術的助言ガイドブック』
建築申請実務研究会／新日本法規出版
『基準と事例でわかる！営業補償の実務』公共
用地補償機構／ぎょうせい
『危機対応の社会科学 上』東京大学社会科学
研究所／東京大学出版会
警 察 法
『フローチャートでわかる反社会的勢力排除の
「超」実践ガイドブック 改訂版』エス・ピー・
ネットワーク／第一法規
税 法
『国際租税法 第4 版』増井良啓／東京大学出
版会
『信託課税研究の道標』中里実／有斐閣
『プロが教える相続税調査の要諦』東北篤／清
文社
『税務のわかる弁護士が教える税務調査における
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重加算税の回避ポイント』谷原誠／ぎょうせい
『税理士が直面する法的トラブル相談事例集』
西尾政行／大蔵財務協会
『事例で理解するオーナーと同族会社間の税務
第2版 設立から解散まで』伊藤正彦／税務研
究会出版局
『上場株式等に係る利子・配当・譲渡所得等に
おける課税方式の有利選択 改訂版』秋山友宏
／大蔵財務協会
『所得課税における時間軸とリスク』神山弘行／
有斐閣
『金融商品種類別の所得税の要点解説』小田満
／大蔵財務協会
『Q&A相続空き家の特例と居住用財産の3,000
万円特別控除 令和版』大久保昭佳／清文社
『裁判例からみる法人税法 3訂版』酒井克彦／
大蔵財務協会
『Q&A空き家譲渡特例のすべて 令和元年度改
正対応版』大塚政仁／ぎょうせい
『所得税実務問答集 令和元年11月改訂』浜野
靖史／納税協会連合会
『実務で使う法人税の耐用年数の調べ方・選び
方 第2版』小谷羊太／清文社
『 詳 解 役 員 報 酬・役 員 給 与課 税の非違 事 例
100選』山形富夫／清文社
『弁護士のための確定申告と税務 令和2年用』
天賀谷茂／レクシスネクシス・ジャパン
『図解証券投資の経理と税務 令和元年度版』
SMBC日興証券株式会社／中央経済社
『税理士・不動産鑑定士のための重要裁決事例
に学ぶ（相続税）土地評価の実務』小林穂積／
プログレス
『配偶者居住権等を中心とした改正された相続
税実務 民法（相続編）改正対応』松本好正／税
務研究会出版局
『小規模宅地特例 新版 実務で迷いがちな複雑・
難解事例の適用判断』飯塚美幸／清文社
『Q&A小規模宅地特例の活用 令和元年度改正
対応版』高橋安志／ぎょうせい
『税理士のための相続税申告書作成完全マニュ
アル』関原教雄／日本法令
『贈与税・相続税個人版事業承継税制の実務と
申告の手引』松本好正／大蔵財務協会
『印紙税ハンドブック 令和元年11月改訂』伊
藤克巳／納税協会連合会
『消費税法講義録』熊王征秀／中央経済社
地 方 自 治 法
『自治体のための債権回収Q&A 第2次改訂版』
第一法規
『改正民法対応！自治体職員のためのすぐに使
える契約書式解説集』法曹有資格者自治体法
務研究会／第一法規
『条例制定の公法論』村中洋介／信山社
『地方自治法の現代的課題』板垣勝彦／第一法
規
『指定管理者制度問題解決ハンドブック』宮脇
淳／東洋経済新報社
民 法
『比較民法学の将来像 岡孝先生古稀記念論文
集』沖野眞已／勁草書房
『物権（別冊法学セミナー：新基本法コンメン
タールNo.262）民法第175条〜第398条の
22』鎌田薫／日本評論社
『民法（債権関係）改正と反対運動の軌跡』山梨
県弁護士会／山梨県弁護士会
『判例法理から読み解く裁判実務 相殺』高島由
美子／第一法規
『契約者としての高齢者』三輪まどか／信山社

『約款の基本と実践』嶋寺基／商事法務
『家族をめぐる法・心理・福祉 法と臨床が交錯
する現場の実践ガイド』村尾泰弘／法律文化社
『婚姻費用・養育費等計算事例集 新装補訂版
中・上級編』婚姻費用養育費問題研究会／婚
姻費用養育費問題研究会
『実務成年後見法』松原正明／勁草書房
『相談対応相続Q&A』伊藤崇／新日本法規出版
『デジタル遺産の法律実務Q&A』北川祥一／日
本加除出版
『相続人不存在の実務と書式 第3版』水野賢一
／民事法研究会
『ケース別特殊な遺言条項作成と手続のポイン
ト 補充事項・付言事項，祭祀承継等』山田知
司／新日本法規出版
『Q&A遺留分をめぐる法務・税務 相続・遺言・
事業承継に携わる実務家必携』辺見紀男／清
文社
『建物賃貸借のチェックポイント』市川充／弘文堂
『区分建物表示登記に関する事例と実務』遠山
昭雄／日本加除出版
『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特
別措置法解説』所有者不明土地法制研究会／
大成出版社
『これからの土地家屋調査士の実務と課題』相
場中行／新日本法規出版
『日本の家族と戸籍』下夷美幸／東京大学出版会
『弁護士費用特約を活用した物損交通事故の実
務』狩倉博之／学陽書房
『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準
2020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
2020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 27訂版 実務運用
と解説』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
商 事 法
『令和元年改正会社法ポイント解説Q&A』岩崎
友彦／日本経済新聞出版社
『Q&A 令和元年改正会社法』西岡祐介／金融
財政事情研究会
『家族・親族経営会社のための相談対応実務必
携』山浦美紀／民事法研究会
『窓口担当者のための「消費者庁・内部通報処
理新ガイドライン」実務解説Q&A』東京弁護士
会公益通報者保護特別委員会／法律情報出版
『株主総会の準備実務・想定問答 2020年』
日比谷パーク法律事務所／中央経済社
『資本業務提携ハンドブック』戸嶋浩二／商事
法務
『SPC&匿名組合の法律・会計税務と評価 第
7版 投資スキームの実際例と実務上の問題点』
さくら綜合事務所／清文社
『手形小切手法講義 第3版』田辺宏康／成文堂
刑 法
『責任と刑罰の現在』城下裕二／成文堂
『共犯の本質と可罰性』曲田統／成文堂
『刑法講義各論 新版第5版』大谷実／成文堂
『刑法各論講義 第7版』前田雅英／東京大学
出版会
司 法 行 政・ 司 法 制 度
『日弁連七十年』日本弁護士連合会／日本弁護
士連合会
『Q&Aでわかる!!弁護士事務所の正しい会計・
税務』税理士法人みずほ／第一法規

『弁護士法概説 第5版』高中正彦／三省堂
『弁護士の現場力 刑事弁護編』岩崎晃／ぎょう
せい
訴 訟 手 続 法
『企業訴訟の和解ハンドブック 手続・条項作成
の実務』荒井正児／中央経済社
『裁判官に聴く民事裁判の実際と要点』門口正
人／有斐閣
『民事執行・保全判例百選 第3版』上原敏夫
／有斐閣
『破産再生のチェックポイント』高中正彦／弘文
堂
『破産管財の実務 第3版』第一東京弁護士会
総合法律研究所／金融財政事情研究会
『ストーリーで学ぶ初めての民事再生 中小企業
に関わるすべての税理士・弁護士へ』小川洋子
／中央経済社
『ケーススタディ日本版司法取引制度』三浦亮
太／ぎょうせい
『明日，相談を受けても大丈夫！刑事・少年事
件の基本と実務』石坂浩／日本加除出版
『障害者刑事弁護マニュアル』大阪弁護士会／
現代人文社
『取調べ立会いが刑事司法を変える 弁護人の援
助を受ける権利の確立を/日本弁護士連合会第
62回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実
行委員会編』日本弁護士連合会人権擁護大会
／日本弁護士連合会第62回人権擁護大会シン
ポジウム第1分科会実行委員会
『えん罪被害救済へ向けて』日本弁護士連合会
人権擁護大会／日本弁護士連合会第62回人
権擁護大会シンポジウム第3分科会実行委員会
『神兵隊事件 別巻8』専修大学今村法律研究
室／専修大学出版局
経 済 産 業 法
『対談で読み解くサイバーセキュリティと法律』
岡村久道／商事法務
『インターネット権利侵害 削除請求・発信者情
報開示請求“後”の法的対応Q&A』深澤諭史
／第一法規
『サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 第3
版』清水陽平／弘文堂
『中小企業等の健全な経営に関する新しいガイド
ラインの課題と展望』事業再生研究機構／商事
法務
『Q&A中小企業法律支援ハンドブック』東京弁
護士会中小企業法律支援センター／創耕舎
『Q&A 改正建築物省エネ法のポイント 令和元
年11月施行』建築物省エネ法研究会／新日本
法規出版
『弁護士に聞く電力小売営業シーン別Q&A』島
田雄介／日本電気協会新聞部
『ストーリーでわかる初めてのM&A 会社，法務，
財務はどう動くか』横張清威／日本加除出版
『事例で学ぶ暗号資産（仮想通貨）の会計・税務
Q&A60選』延平昌弥／清文社
『逐条解説宅地建物取引業法 3訂版』岡本正
治／大成出版社
『金融法論集 下 信託・保険・証券』岩原紳作
／商事法務
『Q&Aわかりやすい銀行代理業・電子決済等代
行業』赤上博人／金融財政事情研究会
知 的 財 産 法
『知財の理論』田村善之／有斐閣
『年報知的財産法 2019-2020』高林竜／日
本評論社
『知的財産ライセンス契約』伊藤晴國／日本加

除出版
『キャリアアップのための知財実務のセオリー 増
補版 技術を権利化する戦略と実行』岩永利彦
／第一法規
『標準著作権法 第4版』高林竜／有斐閣
『著作権法入門 2019-2020』文化庁／著作
権情報センター
農 事 法
『農林水産予算の概要 令和2年度』大成出版
通 信 法
『放送の自由』川端和治／岩波書店
労 働 法
『労働法務のチェックポイント』市川充／弘文堂
『明日，相談を受けても大丈夫！労働事件の基
本と実務』旬報法律事務所／日本加除出版
『新・労働法実務相談 新版 第3版 職場トラブル
解決のためのQ&A』労務行政研究所／労務行政
『新労働事件実務マニュアル 第5版』東京弁護
士会労働法制特別委員会／ぎょうせい
『働き方改革関連法 その他重要改正のポイント』
第二東京弁護士会労働問題検討委員会／労働
開発研究会
『早わかり！ポスト働き方改革の人事労務管理』
佐藤久文／日本加除出版
『非正規雇用の法政策 社会保険法制度による可
能性』楠本敏之／信山社
『安全衛生法令早見表 改訂14版』労働調査会
／労働調査会
『Q&A発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応
第2版 女性活躍・ハラスメント規制法に対応！』
布施直春／中央経済社
社 会 保 障 法
『子どもの貧困と地域の連携・協働』吉住隆弘
／明石書店
『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 5訂版』高橋裕
典／日本法令
医 事 法
『弁護士のための医療過誤訴訟法講座講義録 第
24回』中村友昭／医療事故情報センター
『弁護士のための医療過誤訴訟法講座講義録 第
26回』福田剛久／医療事故情報センター
『弁護士のための医療過誤訴訟法講座講義録 第
27回』細川大輔／医療事故情報センター
『患者安全への提言 群大病院医療事故調査から
学ぶ』上田裕一／日本評論社
『患者側代理人からみた歯科インプラントトラブ
ル』髙梨滋雄／東京法律相談運営連絡協議会
教 育 法
『わたしたちのホンネで語ろう教員の働き方改革』
岡崎勝／日本評論社
『私学法改正で変わる監事監査の実務』長谷川
正治／学校経理研究会
『戦後日本の教科書問題』石田雅春／吉川弘文
館
『法律家のための登山・スキー事故Q&A 法的
責任と損害賠償請求』辻次郎／日本法令
出 版 関 係 法
『
「言論統制」の近代を問いなおす 検閲が文学と
出版にもたらしたもの』金ヨンロン／花鳥社
国 際 法
『歴史認識と日韓の「和解」への道 徴用工問題

と韓国大法院判決を理解するために』戸塚悦朗
／日本評論社サービスセンター
『国際家族法における当事者自治』小池未来／
信山社
『国際貿易紛争処理の法的課題』阿部克則／信
山社
『英文契約書の書き方 第3版』山本孝夫／日本
経済新聞出版社
『法務・労務のプロのための外国人雇用実務ポ
イント 改正入管法関連完全対応』杉田昌平／
ぎょうせい
『ひと目でわかる外国人の入国・在留案内 17
訂版 外国人の在留資格一覧』出入国管理関係
法令研究会／日本加除出版
医 学 書
『膵・消化管神経内分泌腫瘍（NEN）診療ガイド
ライン 2019年』日本神経内分泌腫瘍研究会
／金原出版
『関節鏡手術の基本 ルーチン操作とデバイスの
扱い方』宗田大／メジカルビュー社
『小児救命救急・I CUピックアップ 3 神経集中
治療』日本小児集中治療研究会／メディカル・
サイエンス・インターナショナル
『胸部外科レジデントマニュアル』東京大学医学
部附属病院／医学書院
『がん診療レジデントマニュアル 第8版』国立
がん研究センター中央病院／医学書院
『血液疾患最新の治療 2020-2022』中尾真
二／南江堂
『領域横断的がん取扱い規約』日本癌治療学会
／金原出版
『成人・小児進行固形がんにおける臓器横断的
ゲノム診療のガイドライン 第2版』日本癌治療
学会／金原出版
『口腔癌診療ガイドライン 2019年版』日本口
腔腫瘍学会／金原出版
『乳癌診療ガイドライン 2018年版（追補2019）
』
日本乳癌学会／金原出版
『禁煙学 改訂4版』日本禁煙学会／南山堂
『女性医学ガイドブック 2019年度版 更年期医
療編』日本女性医学学会／金原出版
『シスチノーシス（シスチン蓄積症）診療ガイドラ
イン 2019』日本先天代謝異常学会／診断と
治療社
『かぜ診療マニュアル 第3版』山本舜悟／日本
医事新報社
『副腎白質ジストロフィー（ALD）診療ガイドラ
イン 2019』日本先天代謝異常学会／診断と
治療社
『血液専門医テキスト 改訂第3版』日本血液学
会／南江堂
『臓器提供ハンドブック』へるす出版
『 特 発 性 大 腿 骨 頭 壊 死 症 診 療ガイドライン
2019』日本整形外科学会／南江堂
『上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン 2019』
日本整形外科学会／南江堂
『アキレス腱断裂診療ガイドライン 2019』日
本整形外科学会／南江堂
『脊柱靱帯骨化症診療ガイドライン 2019』日
本整形外科学会／南江堂
『膀胱癌診療ガイドライン 2019年版』日本泌
尿器科学会／医学図書出版
『 全 身 性エリテマトーデス診 療ガイドライン
2019』厚生労働省／南山堂
『頭部外傷治療・管理のガイドライン 第4 版』
頭部外傷治療・管理のガイドライン作成委員会
／医学書院
『糖尿病診療ガイドライン 2019』日本糖尿病
学会／南江堂
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