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007.6 24 Macの便利ワザ333 / 河本亮, 小原裕太執筆 2019.7 スタンダーズ
007.6 25 エクセル兄さんが教える世界一わかりやすいMOS教

室 / たてばやし淳著
2019.7 PHP研究所

115 1 非合理性 / リサ・ボルトロッティ[著] ; 鴻浩介訳 ; 一ノ
瀬正樹解説

2019.7 岩波書店

140 24A 心理学・入門 : 心理学はこんなに面白い / サトウタ
ツヤ, 渡邊芳之著

2019.9 有斐閣

309 32 26 国家活動の限界 / フンボルト著 ; 西村稔編訳 2019.8 京都大学学
術出版会

311.1 29 昔話とアニメの中の政治学 / 梅川正美著 2019.9 成文堂
311.21 10 丸山眞男の教養思想 : 学問と政治のはざまで / 西

村稔著
2019.7 名古屋大学

出版会
311.23 67 1 試される民主主義 : 20世紀ヨーロッパの政治思想.

ヤン=ヴェルナー・ミュラー著 ; 板橋拓己, 田口晃監訳
; 五十嵐美香, 五十嵐元道, 川嶋周一, 佐藤貴史, 福

2019.7 岩波書店

311.23 67 2 試される民主主義 : 20世紀ヨーロッパの政治思想.
ヤン=ヴェルナー・ミュラー著 ; 板橋拓己, 田口晃監訳
; 五十嵐美香, 五十嵐元道, 川嶋周一, 佐藤貴史, 福

2019.7 岩波書店

311.7 37 民主主義を救え! / ヤシャ・モンク [著] ; 吉田徹訳 2019.8 岩波書店
312.3 16 教養としてのヨーロッパ政治 / 松尾秀哉, 近藤康史,

近藤正基, 溝口修平編著
2019.6 ミネルヴァ書

房
312.3 17 デモクラシーか資本主義か : 危機のなかのヨーロッ

パ / J.ハーバーマス [著] ; 三島憲一編訳
2019.6 岩波書店

316.4 8 ジハードと死 / オリヴィエ・ロワ著 ; 辻由美訳 2019.7 新評論
319 67 国際連盟 : 国際機構の普遍性と地域性 / 帶谷俊輔

著
2019.6 東京大学出

版会
320 27 15 =

15([2019.7])
法と実務 / 日弁連法務研究財団編 2000.11- 商事法務研

究会
320.4 イ54 1 刑事政策の新たな潮流 : 石川正興先生古稀祝賀論

文集 / 吉開多一, 小西暁和編集委員
2019.5 成文堂

320.4 オ26 4 続・知的財産法最高裁判例評釈大系 : 小野昌延先
生追悼論文集 : 平成17年1月1日-平成30年4月30日
: 「含」知財高裁大合議判決評釈/追悼の辞 / 小野昌
延先生追悼論文集刊行事務局編

2019.8 青林書院

320.4 カ47 1 現代民事手続法の課題 : 春日偉知郎先生古稀祝賀
/ 加藤新太郎, 中島弘雅, 三木浩一, 芳賀雅顯編集

2019.7 信山社

320.4 コ36 2 労働契約論の再構成 : 小宮文人先生古稀記念論文
集 / 淺野高宏, 北岡大介編

2019.6 法律文化社

320.4 シ27 1 市民法学の新たな地平を求めて : 法哲学・市民法
学・法解釈学に関する諸問題 : 篠原敏雄先生追悼論
文集 / 酒匂一郎, 新谷眞人, 福永清貴編集委員

2019.8 成文堂

320.4 ツ11 1 憲法の普遍性と歴史性 : 辻村みよ子先生古稀記念
論集 / 山元一, 只野雅人, 蟻川恒正, 中林暁生編

2019.8 日本評論社

320.4 ニ25 1 日本とブラジルからみた比較法 : 二宮正人先生古稀
記念 / 柏木昇, 池田真朗, 北村一郎, 道垣内正人, 阿
部博友, 大嶽達哉編集

2019.7 信山社

320.4 ヒ10 2 医と法の課題と挑戦 : 平沼高明先生追悼 / 有賀徹,
小賀野晶一, 木ノ元直樹, 黒木尚長, 杉田雅彦, 平沼

2019.7 民事法研究
会

320.4 ミ7 3 国際法のフロンティア : 宮崎繁樹先生追悼論文集 /
平覚, 梅田徹, 濱田太郎編集代表

2019.7 日本評論社

320.7 41 1B 法律英語のカギ : 契約・文書 / 長谷川俊明著 2019.8 第一法規
320.7 59A 法律文書作成の基本 / 田中豊著 2019.8 日本評論社
321 154 グローバル化と法の諸課題 : グローバル法学のすす

め / 中谷和弘, 髙山佳奈子, 阿部克則編著
2019.7 東信堂

321.1 131 16 コジェーヴの法哲学 : 普遍等質国家における正義 /
堅田研一著

2019.8 成文堂

321.1 79 法哲学講義 / 酒匂一郎著 2019.7 成文堂
321.1 83 カント自律と法 : 理性批判から法哲学へ / 石田京子

著
2019.6 晃洋書房

322.15 33 海辺を行き交うお触れ書き : 浦触の語る徳川情報網
/ 水本邦彦著

2019.8 吉川弘文館

322.93 4 ヨーロッパ憲法論 / ユルゲン・ハーバーマス著 ; 三
島憲一, 速水淑子訳

2019.7 法政大学出
版局

323.02 78A 憲法義解 / 伊藤博文著 ; 宮沢俊義校註 2019.6 岩波書店



323.1 125 数学書として憲法を読む : 前広島市長の憲法・天皇
論 / 秋葉忠利著

2019.7 法政大学出
版局

323.1 136 1 憲法問題研究会メモワール. 池田政章編著 上, 例会
第2回-第40回, 1958年～1976年 (昭和33年～昭和

2019.8 信山社出版

323.1 273A 図解による憲法のしくみ / 神田将著 ; 生活と法律研
究所編集

2019.7 自由国民社

323.1 7A 憲法基本判例を読み直す / 野坂泰司著 2019.9 有斐閣
323.1 7A 憲法基本判例を読み直す / 野坂泰司著 2019.9 有斐閣
323.12 201 戦争裁判と平和憲法 : 戦争をしない/させないために

/ 児玉勇二著
2019.8 明石書店

323.12 27 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, 飯島滋明, 清末
愛砂編著

2018.11 大学図書
(発売); 現代
人文社

323.132 102 個人情報保護法制 / 宇賀克也著 2019.9 有斐閣
323.132 249 「プロセス」による自由の追求 : 「プライバシー」をめぐ

る裁判所の憲法解釈の正当性 / 阿部純子著
2019.8 敬文堂

323.137 52 差別と弾圧の事件史 / 筒井功著 2019.6 河出書房新
社323.3 150A 面白いほど理解できる行政法 : 法律に強いWセミ

ナーの : 超入門! / 行政法研究会編著
2019.10 早稲田経営

出版
323.3 226D 先端・ハイブリッド行政法 / 田村泰俊, 千葉実, 津軽

石昭彦編著 ; 早川和宏, 土田伸也, 廣地毅, 山口道
昭, 吉田勉 [執筆]

2019.7 八千代出版

323.3 263E 行政法 / 櫻井敬子, 橋本博之著 2019.9 弘文堂
323.3 263E 行政法 / 櫻井敬子, 橋本博之著 2019.9 弘文堂
323.3 263E 行政法 / 櫻井敬子, 橋本博之著 2019.9 弘文堂
323.355 62B Q&Aでわかる公文書管理法入門 / 岡本信一, 植草

泰彦著
2019.6 ぎょうせい

323.36 105A 判例から考える行政救済法 / 岡田正則, 榊原秀訓,
本多滝夫編

2019.9 日本評論社

323.36 105A 判例から考える行政救済法 / 岡田正則, 榊原秀訓,
本多滝夫編

2019.9 日本評論社

323.36 105A 判例から考える行政救済法 / 岡田正則, 榊原秀訓,
本多滝夫編

2019.9 日本評論社

323.36 111A 行政訴訟の実務と理論 / 斎藤浩著 2019.9 三省堂
323.37 1 公共用地補償の最前線 / 藤川眞行編著 2019.6 大成出版社
323.4 133 法務に強くなる!レベルアップ地方自治法解説 / 田村

達久著
2019.7 第一法規

323.4 136 地方自治法 / 池村好道, 西原雄二編 2019.9 弘文堂
323.4 184B はじめて学ぶ地方自治法 / 吉田勉著 2019.8 学陽書房
323.7 27D リーガルマインド租税法 / 増田英敏著 2019.7 成文堂
323.7 60 2A ステップアップ租税法と私法 : 租税法解釈の道しるべ

/ 酒井克彦著
2019.6 財経詳報社

323.72 19G 法人税法 : 理論と計算 / 成松洋一著 2019.6 税務経理協
会323.72 1H 図解法人税法「超」入門 : 令和元年度改正 / 山田&

パートナーズ監修 ; 宇田川隆編著
2019.7 税務経理協

会
323.72 35D やさしい法人税. 鈴木基史著 令和元年度改正 / 2019.6 税務経理協

会323.73 6 図解相続税法「超」入門 : とっつきやすく、飽きずに、
短時間で相続税の考え方、全体像がわかる入門書.
佐伯草一編著 ; 山田&パートナーズ監修 令和元年度

2019.7 税務経理協
会

323.74 21A 裁判例からみる消費税法 / 池本征男著 2019.8 大蔵財務協
会323.74 4C 消費税法 : 理論と計算 / 松本正春著 2019.7 税務経理協
会324 119 消費者のための民法入門 / 村千鶴子著 2019.8 サイエンス社
(発売); 新世

324 32F 民法がわかった / 田中嗣久, 田中義雄, 大島一悟著 2019.9 法学書院
324 355A 4 論点体系判例民法. 能見善久, 加藤新太郎編集 4, I

/ 債権総論.
2019.8 第一法規

324 355A 5 論点体系判例民法. 能見善久, 加藤新太郎編集 5, II
/ 債権総論.

2019.8 第一法規

324 355A 8 論点体系判例民法. 能見善久, 加藤新太郎編集 8, I
/ 不法行為.

2019.9 第一法規

324 355A 9 論点体系判例民法. 能見善久, 加藤新太郎編集 9, II
/ 不法行為.

2019.9 第一法規

324 356G 我妻・有泉コンメンタール民法 : 総則・物権・債権 /
我妻榮, 有泉亨, 清水誠, 田山輝明著

2019.8 日本評論社

324 71 ユーリカ民法. 田井義信監修 ; 大中有信編 1, 民法入
門・総則 /

2019.7 法律文化社



324.2 115 共有の法律相談 / 鈴木一洋, 仲隆, 安藤真一編 2019.10 青林書院
324.2 41 民法. 後藤巻則, 滝沢昌彦, 片山直也編 ; 秋山靖浩

[ほか] 執筆 II, 物権 /
2019.8 信山社出版

324.3 68 非占有動産担保の競合 / 清水裕一郎著 2019.8 九州大学出
版会

324.3 76 抵当権「代位」の法構造 : 担保法学研究,その理論と
実務 / 斎藤和夫著

2019.8 信山社出版

324.4 34B 債権法総論 / 柳勝司, 采女博文編著 ; 矢鋪渉, 森田
悦史, 齋田統, 足立清人著

2019.7 嵯峨野書院

324.52 32 売買における買主の追完請求権の基礎づけと内容
確定 / 田中洋著

2019.8 商事法務

324.52 35 多数当事者間契約の研究 / 中舎寛樹著 2019.9 日本評論社
324.54 121F 逐条解説・消費者契約法 / 消費者庁消費者制度課

編
2019.9 商事法務

324.55 168 逸失利益算定の基礎収入 : 判例メモ / 宮﨑直己著 2019.4 大成出版社
324.55 86 中国不法行為法の研究 : 公平責任と補充責任を中

心に / 文元春編著 ; 王成, 張愛軍, 亓培氷, 瀬川信
久, 小口彦太, 但見亮, 長友昭著

2019.7 成文堂

324.6 11 家族法改正を読む : 親族・相続法改正のポイントとト
レンド / 松尾弘著

2019.9 慶應義塾大
学出版会

324.6 44F 親族法・相続法 / 吉田恒雄, 岩志和一郎著 2019.7 尚学社
324.6 44F 親族法・相続法 / 吉田恒雄, 岩志和一郎著 2019.7 尚学社
324.6 48 2019 = 令和

元年版
図解民法<親族・相続>. 田中千草[他]監修 令和元年
版 /

2019.8 大蔵財務協
会

324.6 93 1 多様化する家族と法. 二宮周平著 I, 個人の尊重から
考える /

2019.6 朝陽会

324.62 18 離婚と子の監護紛争の実務 : 家事事件リカレント講
座 / 若林昌子, 犬伏由子, 長谷部由起子編著

2019.8 日本加除出
版

324.7 25 高齢社会における相続法の課題 / 新・アジア家族法
三国会議編

2019.7 日本加除出
版

324.7 26 解説民法 (相続法) 改正のポイント / 大村敦志, 窪田
充見編 ; 青竹美佳, 石綿はる美, 堂薗幹一郎, 中原
利明, 幡野弘樹, 羽生香織, 増田勝久, 宮本誠子著

2019.8 有斐閣

324.7 64 裁判例・審判例からみた特別受益・寄与分 / 近藤ル
ミ子, 小島妙子 編著 ; 内藤千香子 [ほか] 著

2019.7 新日本法規
出版

324.8 25 LGBTIの雇用と労働 : 当事者の困難とその解決方法
を考える / 三成美保編著

2019.7 晃洋書房

324.81 27 Q&A空き家に関する法律相談 : 空き家の予防から、
管理・処分、利活用まで / 日本司法書士会連合会編

2017.7 日本加除出
版

324.812 17 借地借家モデル契約と実務解説 / 満田忠彦, 小圷
眞史, 松田章編

2019.5 青林書院

324.812 63A 建物賃貸借 : 建物賃貸借に関する法律と判例 / 渡
辺晋著

2019.8 大成出版社
324.82 34 信託崩壊 : 裏切られた信頼 / サミュエル・P・キング,

ランダル・W・ロス著 ; 新井誠監訳 ; 紺野包子訳
2019.7 日本評論社

324.82 65 フィデューシャリー・デューティーと利益相反 / 神作
裕之編 ; 友松義信, 佐藤令康, 溜箭将之, 松尾直彦,
加毛明, 小出篤 [著]

2019.7 岩波書店

324.86 12 「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究報
告書～所有者不明土地問題の解決に向けて～」の
概要 / 金融財政事情研究会編

2019.8 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

324.86 17C 読解不動産登記Q&A : 実務に役立つ登記簿・公図か
ら権利証までの読み方 / 杉本幸雄監修 ; 飯川洋一,
官澤里美著

2019.9 清文社

324.86 19C 集中講義不動産登記法 / 齋藤隆夫著 2019.9 成文堂
325.1 38 コア・テキスト商法総則・商行為法 / 川村正幸, 品谷

篤哉, 酒井太郎著
2019.7 サイエンス社

(発売); 新世
325.7 118B アドバンス金融商品取引法 / 長島・大野・常松法律

事務所編
2019.9 商事法務

325.7 125D 最新金融商品取引法講義 / 松岡啓祐著 2019.8 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.7 128A 不動産投資法人<REIT>の理論と実務 / 大串淳子,
田澤治郎, 半田太一監修 ; 渥美坂井法律事務所・外
国法共同事業, あずさ監査法人, KPMG税理士法人

2019.6 弘文堂



325.7 51 投資信託・投資法人法コンメンタール / 澤飯敦, 大越
有人, 滝琢磨編著 ; 大橋英樹, 有里貴夫, 太田昌男,
大井修平, 前田禎夫, 白沢光音著

2019.7 商事法務

326 18 5A 大コンメンタール刑法. 大塚仁, 河上和雄, 中山善房,
古田佑紀編 第5巻, 第60条～第72条 /

2019.8 青林書院

326 20D ケーススタディ刑法 / 井田良, 丸山雅夫著 2019.9 日本評論社
326 25 現代日本刑事法の基礎を問う / 木庭顕著 2019.7 勁草書房
326 59 条文あてはめ刑法 : 事案処理に向けた実体法の解

釈 / 粟田知穂著
2019.8 立花書房

326.01 18 1 刑事法の理論と実務. 佐伯仁志, 高橋則夫, 只木誠,
松宮孝明編集委員 1 /

2019.7 成文堂

326.1 81 先端刑法総論 : 現代刑法の理論と実務 / 松宮孝明
著

2019.9 日本評論社
326.6 32 脳科学と少年司法 / 山口直也編著 2019.8 大学図書

(発売); 現代
人文社

326.63 15 少年犯罪はどのように裁かれるのか。 : 成人犯罪へ
の道をたどらせないために / 須藤明著

2019.7 合同出版

326.63 16 虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか / 石井
光太著

2019.5 平凡社

326.8 26 2 特別刑法入門 : 刑事法実務の基礎知識. 安冨潔著 2
/

2019.7 慶應義塾大
学出版会

326.8 30 チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A : 決定版!
/ 山下貴司著, 宮内秀樹著, 三谷英弘著

2019.6 第一法規

326.81 13 組織的犯罪処罰法ハンドブック : 逐条解説から犯罪
事実記載例まで / 加藤俊治編著

2019.8 立花書房

327.07 11A 新・司法試験予備試験に独学合格する方法 / 鬼頭
政人著

2019.9 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

327.1 139B 法曹の倫理 / 森際康友編 2019.8 名古屋大学
出版会

327.12 15 コートマネージャーとしての裁判所書記官 : 協働の中
の裁判実務 / 山本正名著

2019.6 新日本法規
出版

327.14 130A 弁護士研修ノート : 相談・受任～報酬請求 課題解決
プログラム / 原和良著

2019.8 第一法規

327.15 2 こんなにおもしろい行政書士の仕事 / 近藤秀将著 2019.8 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

327.2 303 2 民事訴訟法講義案. 松村和德著 第二分冊 / 2019.7 成文堂
327.2 303 1 民事訴訟法講義案. 松村和德著 第一分冊 / 2019.4 成文堂
327.2 305 手続集中論 / 松村和德著 2019.6 成文堂
327.2 307 <概説>民事訴訟法 / 三上威彦著 2019.7 信山社
327.34 43C 民事保全 / 須藤典明, 深見敏正, 金子直史著 2019.8 青林書院
327.36 14 破産実務の基礎 / 永谷典雄, 上拂大作編著 2019.8 商事法務
327.36 16 明日、相談を受けても大丈夫! 破産事件の基本と実

務 : モデル事例と基本判例・論点でつづる破産法入
門 / 高木裕康著

2019.3 日本加除出
版

327.6 133 刑事手続法の論点 / 川出敏裕著 2019.8 立花書房
327.6 134 入門刑事訴訟法 / 河村有教著 2019.9 晃洋書房
327.62 19 伝聞法則に強くなる / 後藤昭著. 2019. 日本評論社
327.62 23 事例でわかる伝聞法則 / 工藤昇編著 ; 飯田信也,

近藤俊之, 鈴木大樹, 成田信生, 渡部俊太著
2019.7 弘文堂

327.63 67 取調べにおける被誘導性 : 心理学的研究と司法へ
の示唆 / A・M・リドリー, F・ギャバート, D・J・ラルーイ
編 ; 渡邉和美監訳 ; 和智妙子, 久原恵理子訳

2019.8 北大路書房

327.63 92A 最新告訴状・告発状モデル文例集 / 三木祥史編著 2019.6 新日本法規
出版

327.69 1 悪性格と有罪推認 : イギリス控訴院判例の分析 / 中
川武隆著

2019.8 信山社

328.12 136C ケースブック独占禁止法 / 金井貴嗣, 川濵昇, 泉水
文雄編著 ; 河谷清文, 瀬領真悟, 武田邦宣, 中川寛
子, 平山賢太郎, 宮井雅明著

2019.6 弘文堂

328.12 25 競争法における「脆弱な消費者」の法理 : 顧客誘引
に対する規制と規律の複線化の考察 / 岩本諭著

2019.9 成文堂



328.15 56 債権回収ものがたり : 司法書士による不動産・動産・
債権の執行実務 / 仲野知樹, 恒川照美著

2019.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

328.15 78 暗号資産の法律・税務・会計 : 改正資金決済法対応
: 仮想通貨はこう変わる!! / 松嶋隆弘, 渡邊涼介編著

2019.8 ぎょうせい

328.3 66 2 未来世代の環境刑法. 長井圓著 2, Principles原理編
/

2019.7 信山社
328.3 66 1 未来世代の環境刑法. 長井圓編著 ; 渡辺靖明, 冨川

雅満, 今井康介, 阿部鋼 [執筆] 1, Textbook基礎編 /
2019.7 信山社

328.3 68 共有資源管理利用の法制度 / 奥田進一著 2019.8 成文堂
328.34 8 土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任 / 小澤英明

著
2019.8 新日本法規

328.34 9 逐条解説土壌汚染対策法 / 環境省水・大気環境局
土壌環境課編集

2019.8 新日本法規
出版

328.36 48 2019 = 平成
31年版

廃棄物処理法法令集 : 三段対照 / 廃棄物法制研究
会監修

ぎょうせい

328.4 5 自動運転と社会変革 : 法と保険 / 明治大学自動運
転社会総合研究所監修 ; 中山幸二, 中林真理子, 栁
川鋭士, 柴山将一編

2019.7 商事法務

328.42 95A 交通事故事件弁護学入門 / 高山俊吉著 2019.7 日本評論社
328.46 126 広告法律相談125問 / 松尾剛行著 2019.7 日本加除出

版328.5 144B 英文ライセンス契約実務マニュアル : 誰も教えてくれ
ない実践的ノウハウ / 小高壽一, 中本光彦著

2019.9 民事法研究
会

328.5 198 1 農林水産関係知財の法律相談. 日弁連知的財産セ
ンター, 弁護士知財ネット監修 I /

2019.9 青林書院

328.5 198 2 農林水産関係知財の法律相談. 日弁連知的財産セ
ンター, 弁護士知財ネット監修 II /

2019.9 青林書院

328.51 38A 不正競争防止法 / 茶園成樹編 2019.9 有斐閣
328.52 161C 著作権法 / 岡村久道著 2019.8 民事法研究

会328.54 214A テーマ別重要特許判例解説 / 創英IPラボ編著 ; 設
樂隆一監修

2019.9 日本評論社

328.54 217A 特許権・進步性判断基準の体系と判例理論 / 永野
周志著

2019.7 経済産業調
查会

328.54 34E 特許法 / 中山信弘著 2019.8 弘文堂
328.54 34E 特許法 / 中山信弘著 2019.8 弘文堂
328.54 7 産業財産権標準テキスト. 経済産業省特許庁, 工業

所有権情報・研修館企画 ; 発明推進協会製作 総合
2019.2 発明推進協

会
328.6 29 労働における事実と法 : 基本権と法解釈の転回 / 豊

川義明著
2019.9 日本評論社

328.61 11A 労働法入門 / 水町勇一郎著 2019.6 岩波書店
328.61 73A 小説で読む労働法 : 働き方改革対応 / 熊隼人法律

事務所編
2019.8 法学書院

328.62 24A 判例から読み解く職場のハラスメント実務対応Q&A :
パワハラ セクハラ マタハラ …etc / 小笠原六川国際
総合法律事務所著

2019 清文社

328.626 6 EU性差別禁止法理の展開 : 形式的平等から実質的
平等へ、さらに次のステージへ / 黒岩容子著

2019.9 日本評論社

328.69 2 規範の逆転 : フランス労働法改革と日本 / 野田進著 2019.9 日本評論社
328.7 32 社会保障法 / 黒田有志弥, 柴田洋二郎, 島村暁代,

永野仁美, 橋爪幸代著
2019.7 有斐閣

328.7 33 闘わなければ社会は壊れる : <対決と創造>の労働・
福祉運動論 / 今野晴貴, 藤田孝典編

2019.6 岩波書店

328.72 24 じゃあ、どうしろって言うのさ! : ウェルフェア・マザーの
素顔 / スーザン・シーハン著 ; 西尾祐吾監訳 ; 上田

2019.6 晃洋書房

328.73 9 国家・公共の福祉・基本権 / ヨーゼフ・イーゼンゼー
著 ; 田中啓之, 西村裕一, 藤川直樹訳

2019.9 弘文堂

328.731 11 3 認知症と情報 / 藤田卓仙, 小賀野晶一, 成本迅編 2019.6 勁草書房
328.731 18 アメリカ高齢者法 / 樋口範雄著 2019.8 弘文堂
328.731 19 高齢者法 : 長寿社会の法の基礎 / 樋口範雄, 関ふ

佐子編
2019.8 東京大学出

版会
328.733 82 児童虐待の司法判断 / 林弘正著 2019.9 成文堂
328.75 166 生命倫理と公共政策 / 成澤光著 2019.7 法政大学出

版局
328.75 175 9 医療情報と医事法 / 甲斐克則編 2019.6 信山社
328.81 57A 学校内弁護士 : 学校現場のための教育紛争対策ガ

イドブック / 神内聡著
2019.8 日本加除出

版



329.2 96 宇宙六法 / 青木節子, 小塚荘一郎編集 2019.7 信山社
329.31 38 国連総会の葛藤と創造 : 国連の組織, 財政, 交渉 /

岩谷暢子著
2019.8 信山社

329.35 47 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 / 横田洋三, 大谷實, 坂

2019.8 国際書院

329.86 52B 国際経済法 / 中川淳司, 清水章雄, 平覚, 間宮勇著 2019.7 有斐閣
329.86 52B 国際経済法 / 中川淳司, 清水章雄, 平覚, 間宮勇著 2019.7 有斐閣
329.86 52B 国際経済法 / 中川淳司, 清水章雄, 平覚, 間宮勇著 2019.7 有斐閣
329.9 141 フランス人とは何か : 国籍をめぐる包摂と排除のポリ

ティクス / パトリック・ヴェイユ著 ; 宮島喬, 大嶋厚, 中
力えり, 村上一基訳

2019.6 明石書店

331 18 スタートダッシュ経済学 / 伊ケ崎大理, 大森達也, 佐
藤茂春, 内藤徹著

2019.7 勁草書房

334.3 1 人口問題と移民 : 日本の人口・階層構造はどう変わ
るのか / 駒井洋監修 ; 是川夕編著 ; ジル・スピル
ボーゲル [ほか] 執筆

2019.6 明石書店

334.4 14 ドイツの移民・統合政策 : 連邦と自治体の取り組み
から / 岡本奈穗子著

2019.3 成文堂

334.4 15 地図とデータで見る移民の世界ハンドブック / カト
リーヌ・ヴィトール・ド・ヴァンダン著 ; 太田佐絵子訳 ;
マドレーヌ・ブノワ=ギュイヨ地図製作

2019.6 原書房

334.4 16 包摂・共生の政治か、排除の政治か : 移民・難民と
向き合うヨーロッパ / 宮島喬, 佐藤成基編

2019.8 明石書店

334.5 5 移民と国内植民の社会学 : 矢内原忠雄の植民論と
アイヌ民族 / 佐久間孝正著

2019.5 勁草書房

349 12 近現代日本の税財政制度 / 髙沢修一著 2019.5 財経詳報社
361 50 同調圧力 / 望月衣塑子, 前川喜平, マーティン・ファ

クラー [著]
2019.6 KADOKAWA

361.234 17 1:1 宗教社会学論集. マックス・ヴェーバー著 ; 戸田聡訳
第1巻. 上 /

2019.5 北海道大学
出版会

366 24 国家公務員の仕事図鑑 : みんなが憧れるプロフェッ
ショナルの世界 / 公務員試験予備校EYE編

2019.7 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

367.1 38 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あ
なたがあなたらしくいられるための29問 / 佐藤文香
監修 ; 一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同著

2019.6 明石書店

836 3A 2 最新英語論文によく使う表現. 﨑村耕二著 発展編 / 2019.7 創元社
855 8A 1 フラ語入門、わかりやすいにもホドがある! / 清岡智

比古著
2019.9 白水社

940 3 沈黙する教室 : 1956年東ドイツ : 自由のために国境
を越えた高校生たちの真実の物語 / ディートリッヒ・
ガルスカ著 ; 大川珠季訳

2019.5 アルファベー
タブックス

R323.7 2C 租税法判例六法 / 中里実, 増井良啓編 2019.7 有斐閣
角川文庫 ほ-20-7 dele. 本多孝好[著] 3 / 2019.6 KADOKAWA
角川文庫 あ-74-4 山の霊異記 : 霧中の幻影 / 安曇潤平 [著] 2019.7 KADOKAWA
角川文庫 お-90-1 牛姫の嫁入り / 大山淳子 [著] 2019.7 KADOKAWA
角川文庫 ゆ-3-55 呼ぶ山 : 夢枕獏山岳小説集 / 夢枕獏 [著] 2016.2 KADOKAWA
角川文庫 し-57-7 小説天気の子 / 新海誠 [著] 2019.7 KADOKAWA
講談社文庫 ま-54-16 ハーディ. 真山仁 [著] 下 / 2017.11 講談社
集英社文庫 ふ-35-1 キャプテン翼勝利学 / 深川峻太郎著 2019.7 集英社
新潮文庫 き-31-51 今昔百鬼拾遺 天狗 / 京極夏彦著 2019.7 新潮社


