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151 12 自由意志 / ジョセフ・K.キャンベル [著] ; 高崎将平訳
; 一ノ瀬正樹解説

2019.9 岩波書店

222 38A 現代中国の歴史 : 両岸三地100年のあゆみ / 久保
亨, 土田哲夫, 高田幸男, 井上久士著, 中村元哉著

2019.9 東京大学出
版会

234.6 13 月下の犯罪 : 一九四五年三月、レヒニッツで起きた
ユダヤ人虐殺、そして或るハンガリー貴族の秘史 /
サーシャ・バッチャーニ著 ; 伊東信宏訳

2019.8 講談社

309 32 27 道徳について / デイヴィッド・ヒューム著 ; 神野慧一
郎, 林誓雄訳

2019.10 京都大学学
術出版会

318 44 30 憲法の中の自治、自治の中の憲法 / 日本地方自治
学会編

2019.7 敬文堂

319.8 1 2019-20 =
2019-2020

アジアの安全保障 / 平和・安全保障研究所編 1979- 朝雲新聞社
(発売); 平
和・安全保障
研究所

320 25 17 法を使う/紛争文化 / 松本尚子編 2019.11 国際書院
320.4 ニ26 1 国境を超える市民社会と刑事人権 : 新倉修先生古

稀祝賀論文集 / 酒井安行, 中野正剛, 山口直也, 山
下幸夫編集委員

2019.9 大学図書
(発売); 現代
人文社

320.7 41 4A 法律英語とガバナンス / 長谷川俊明著 2019.10 第一法規
321.1 143 5 法と哲学 2015.6- 信山社
321.5 139 16 ジェンダーと法 / ジェンダー法学会編 = Gender and

law / Japan Association of Gender and Law
2004- 日本加除出

版
321.7 12A 8A 要件事実民法. 大江忠著 8, 相続 / 2019.10 第一法規
322.922 23A 入門中国法 / 田中信行編 2019.10 弘文堂
322.93 70B EUとは何か : 国家ではない未来の形 / 中村民雄著 2019.9 信山社
322.93 70B EUとは何か : 国家ではない未来の形 / 中村民雄著 2019.9 信山社
322.93 86 6 EU法研究 2016.3- 信山社
323 11 5 憲法研究 2017.11- 信山社
323 2 27 憲法の可能性 / 憲法理論研究会編 2019.10 敬文堂
323.01 78 前憲法的国家の法理論 / 小関康平著 2019.8 三恵社
323.1 136 2 憲法問題研究会メモワール : 1958年～1976年(昭和

33年～昭和51年). 池田政章編著 下, 例会第41回～
2019.10 信山社出版

323.1 138 2 木村草太の憲法の新手. 木村草太著 2 / 2019.7 沖縄タイムス
社

323.1 138 1 木村草太の憲法の新手 / 木村草太 著 2017.3 沖縄タイムス
社

323.1 199 判例で読む憲法 / 櫻井智章著 2019.10 北樹出版
323.1 229 合法性と正当性 / 岩間昭道著 2019.10 尚学社
323.1 247 憲法判例のコンテクスト / 中林暁生, 山本龍彦著 2019.10 日本評論社
323.13 104 101 対話 韓国民主化運動の歴史 : 行動する知識人・李

泳禧の回想 / 李泳禧, 任軒永著 ; 舘野晳, 二瓶喜久
2019.8 明石書店

323.13 44E 基本的人権の事件簿 : 憲法の世界へ / 棟居快行,
松井茂記, 赤坂正浩, 笹田栄司, 常本照樹, 市川正人

2019.9 有斐閣

323.13 62 2 大学の危機と学問の自由 / 寄川条路編 ; 石塚正英,
小川仁志, 野中善政, 福吉勝男, 山口雪子著

2019.9 法律文化社

323.137 56 賤民とは何か / 喜田貞吉著 2019.8 筑摩書房
323.14 36 比較議院内閣制論 : 政府立法・予算から見た先進民

主国と日本 / 佐々木毅編 ; 阪野智一,安井宏樹, 伊
藤武, 野中尚人, 待鳥聡史, 谷口将紀, 平野浩, 加藤
淳子, 成田憲彦執筆

2019.9 岩波書店

323.15 10 憲法判例と裁判官の視線 : その先に見ていた世界 /
千葉勝美著

2019.10 有斐閣

323.3 120 31 行政法研究 2012.9- 信山社
323.3 151 行政法ガール / 大島義則著 2014.7 法律文化社
323.3 29F 判例行政法入門 / 芝池義一, 大田直史, 山下竜一,

北村和生編
2017.12 有斐閣

323.337 3 警察の真髄 : 警察行政法警察捜査法警察政策を巡
る重要論点 / 小野正博著

2019.9 啓正社

323.36 13 客観訴訟制度の存在理由 / 山岸敬子著 2019.9 信山社



323.6 54 1 日本近代建築法制の100年 : 市街地建築物法から建
築基準法まで : 都市計画法・建築基準法制定100周
年記念事業 / 日本近代建築法制100年史編集委員

2019.6 日本建築セ
ンター

323.7 23 47 租税法研究 / 租税法学会 [編] 1973.10- 有斐閣
323.7 30 租税史回廊 / 中里実著 2019.11 税務経理協

会323.7 58 12 租税訴訟. 租税訴訟学会編 No.12, 6, 租税公正基準.
重要租税判例の検証 /

2019.7 財経詳報社

323.71 9E 図解所得税法「超」入門 : とっつきやすく、飽きずに、
短時間で所得税の考え方、全体像がわかる入門書 /
山口暁弘編著 ; 山田&パートナーズ監修

2019.7 税務経理協
会

323.78 40A 設例から考える国際租税法 / 藤本哲也編 2019.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

324 114C 18歳からはじめる民法 / 潮見佳男, 中田邦博, 松岡
久和編

2019.9 法律文化社
324 136 2 コア・ゼミナール民法. 平野裕之著 II, 物権法・担保物

権法 /
2019.10 サイエンス社

(発売); 新世
324 143 19 民事判例 / 現代民事判例研究会編 2010.10- 日本評論社
324 16 19 新注釈民法. 潮見佳男編集 ; 大村敦志, 道垣内弘人,

山本敬三編集代表 19, 1, 相続. §§882-959 /
2019.10 有斐閣

324 68 2:7 民法研究. minpo-kenkyu. 第2集, 東アジア編 : 2016- 信山社出版
324.2 105 物権・担保物権法 / 堀田泰司, 柳勝司編著 ; 岡田愛,

杉浦林太郎, 足立清人, 齋田統, 宮田浩史, 原謙一,
野口大作, 藤野博行著

2019.7 嵯峨野書院

324.2 107 物権変動の法的構造 / 大場浩之著 2019.9 成文堂
324.2 175A 物権 / 永田眞三郎, 松本恒雄, 松岡久和, 中田邦博,

横山美夏著
2019.10 有斐閣

324.2 6F 民法. 淡路剛久, 鎌田薫, 原田純孝, 生熊長幸著 II,
物権 /

2019.9 有斐閣
324.2 6F 民法. 淡路剛久, 鎌田薫, 原田純孝, 生熊長幸著 II,

物権 /
2019.9 有斐閣

324.2 98 体系から学ぶ物権六法 / 大久保紀彦編著 2019.4 三恵社
324.4 1 民法(債権法)改正の解説 / 村松秀樹, 脇村真治著 2019.7 テイハン
324.5 56A レクチャー民法学債権各論 / 藤井俊二, 宮崎淳著 2019.10 成文堂
324.52 203A 不動産取引における心理的瑕疵の裁判例と評価 :

自殺・孤独死等によって、不動産の価値はどれだけ
下がるか? / 宮崎裕二, 仲嶋保, 難波里美, 高島博著

2019.8 プログレス

324.54 74C 消費者相談マニュアル / 東京弁護士会消費者問題
特別委員会編

2019.10 商事法務

324.54 85 クレサラ対協40周年記念誌 : 失われ続ける時代、生
活再建の今 / 全国クレサラ・生活再建問題対策協議
会編・著

2019.6 耕文社 (印
刷); 全国クレ
サラ・生活再
建問題対策

324.6 41D 親族 : 民法第725条～第881条 / 松川正毅, 窪田充
見編 ; 青竹美佳[ほか]著

2019.10 日本評論社

324.62 52 離婚に伴う財産分与 : 裁判官の視点にみる分与の
実務 / 松本哲泓著

2019.8 新日本法規
出版

324.63 24 子の親権・監護・面会交流の法律相談 / 平田厚著 2019.10 青林書院
325 47 ファーストステップ企業法入門 / 西口竜司, 城戸直樹

著
2019.10 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 245F 会社法重要判例 / 酒巻俊雄, 尾崎安央, 川島いづ
み, 中村信男編

2019.10 成文堂

325.2 369 23 会社法コンメンタール. 岩原紳作編 補巻, 平成26年
改正 /

2019.10 商事法務
325.22 14 少数株主権等の理論と実務 / 上田純子, 植松勉, 松

嶋隆弘編著
2019.10 勁草書房

326.01 3A 二元的犯罪論序説 / 鈴木茂嗣著 2019.10 成文堂
326.09 8 中国の犯罪体系 : 沿革と課題 / 孫文著 2019.9 成文堂
326.1 113 どこでも刑法. 和田俊憲著 #総論 / 2019.10 有斐閣
326.32 93 44 犯罪社会学研究 / 日本犯罪社会学会 [編] 1976- 立花書房
326.37 9 29 = 第29号

(2019.3)
被害者学研究 = Japanese journal of victimology /
日本被害者学会

1992.3- 成文堂

326.41 11 2019 オウム大虐殺 : 13人執行の残したもの / 年報・死刑
廃止編集委員会編集

2019.10 インパクト出
版会



326.8 29A 詳説犯罪収益移転防止法・外為法 / 中崎隆著 2019.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

327.07 61 9 =
Vol.9(2018)

法と教育 : an official journal of the Japan Society
for Law and Education / 法と教育学会編

2011.9- 商事法務

327.1 70 2018:1 = 平
成30年

司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 1,
Civil cases 1, 民事・行政編 =

法曹会

327.1 70 2018:2 = 平
成30年

司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 2,
Criminal cases 2, 刑事編 =

法曹会

327.1 70 2018:3 = 平
成30年

司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 3,
Family cases / 最高裁判所事務総局編 3, 家事編 =

法曹会

327.1 70 2018:4 = 平
成30年

司法統計年報. Annual report of judicial statistics. 4,
Juvenile cases 4, 少年編 =

法曹会

327.12 39 2019 裁判所データブック / 判例調査会 [編] 判例調査会
327.14 3E 条解弁護士法 / 日本弁護士連合会調査室編著 2019.10 弘文堂
327.15 61G 行政書士法コンメンタール / 兼子仁著 2019.9 北樹出版
327.29 13 アメリカ民事訴訟法の研究 / 椎橋邦雄著 2019.9 信山社
327.3 31 条解民事執行法 / 伊藤眞, 園尾隆司編集代表 ; 林

道晴, 山本和彦, 古賀政治編集委員
2019.11 弘文堂

327.4 53 3 家事法の理論・実務・判例. 道垣内弘人, 松原正明編
3 /

2019.10 勁草書房
327.6 137 刑事訴訟法の思考プロセス / 斎藤司著 2019.10 日本評論社
327.63 103 中国の捜査法 / 何琳著 2019.10 成文堂
327.63 76 被疑者取調べの憲法的規制 / 安部祥太著 2019.9 日本評論社
327.64 13A 刑事公判の理論と実務 / 三好一幸著 2019.6 司法協会
327.66 15 2019 = 2019 冤罪白書 / 『冤罪白書』編集委員会編 2019.10- 燦灯出版
327.66 86A 無実の死刑囚 : 三鷹事件竹内景助 / 高見澤昭治著 2019.10 日本評論社
327.68 29 刑事弁護の展開と刑事訴訟 / 大出良知著 2019.10 大学図書

(発売); 現代
人文社

328.1 11 40 競争法と消費者 / 日本経済法学会編 2019.9 有斐閣
328.12 42A はじめて学ぶ独占禁止法 / 菅久修一 編著 ; 南雅晴,

天田弘人, 小室尚彦, 田邊貴紀, 稲熊克紀, 五十嵐俊
2019.6 商事法務

328.15 94 35 = 第35号
(2019)

金融法研究 / 金融法学会 [編] 1985.5- 金融法学会

328.2 30C 農地法講義 / 宮崎直己著 2019.11 大成出版社
328.3 23 22 環境法における参加 : 展望と課題 / 環境法政策学

会編
2019.8 商事法務

328.3 26 9 環境法研究 = Kankyoho-kenkyu 2014.4- 信山社
328.32 13 アスベスト(石綿)裁判と損害賠償の判例集成 : 公的

機関・建設関連必携 / 外井浩志著
2019.7 とりい書房

328.46 46A ロボット法 : AIとヒトの共生にむけて / 平野晋著 2019.10 弘文堂
328.5 193 5 知的財産紛争の最前線 : 裁判所との意見交換・最新

論説. Law & Technology編集部編集 No.5 /
2019.9 民事法研究

会
328.5 199 プレップ知的財産法 / 小泉直樹著 2019.10 弘文堂
328.52 148A 判例でみる音楽著作権訴訟の論点80講 / 田中豊編 2019.10 日本評論社
328.52 206 現代と著作権 / 堀之内清彦著 2019.9 論創社
328.52 207 剽窃論 / 南馨斗著 ; 田島哲夫訳 2019.10 日本評論社
328.54 155B 特許判例百選 / 小泉直樹, 田村善之編 2019.8 有斐閣
328.54 28A 産業財産権法の解説 : 特許法等の一部改正. 特許

庁総務部総務課制度審議室編 平成30年 /
2019.6 発明推進協

会
328.61 110 詳解労働法 / 水町勇一郎著 2019.9 東京大学出

版会
328.61 19 2019 = 2019

年版
年間労働判例・命令要旨集 / 労務行政研究所 労務行政研

究所
328.61 199C ウォッチング労働法 / 土田道夫, 豊川義明, 和田肇

編著 ; 天野晋介, 石田信平, 金井幸子, 坂井岳夫, 篠
原信貴, 本庄淳志, 山川和義, 山本陽大 [執筆]

2019.9 有斐閣

328.626 21 「労働」から学ぶジェンダー論 : Society5.0でのライフ
スタイルを考える / 乙部由子著

2019.10 ミネルヴァ書
房

328.64 4A 「同一労働同一賃金」のすべて / 水町勇一郎著 2019.9 有斐閣
328.7 30 9 社会保障法研究 2011.5- 信山社
328.732 2D 障害者総合支援法がよーくわかる本 / 福祉行政法

令研究会著
2019.6 秀和システ

ム



328.75 218 殺す親 殺させられる親 : 重い障害のある人の親の
立場で考える尊厳死・意思決定・地域移行 / 児玉真

2019.8 生活書院

328.75 25 34 =
34(2019)

年報医事法学 / 日本医事法学会編 1986- 日本評論社
328.754 59 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 / 神山敏雄著
2019.10 成文堂

329.9 142 難民問題と国際法制度の動態 / 川村真理著 2019.9 信山社
329.9 143 二重国籍と日本 / 国籍問題研究会編 2019.10 筑摩書房
364 17 みんなにお金を配ったら : ベーシックインカムは世界

でどう議論されているか? / アニー・ローリー[著] ; 上
2019.10 みすず書房

367.3 29 中世ヨーロッパの結婚と家族 / ジョゼフ・ギース, フラ
ンシス・ギース ; 栗原泉訳

2019.8 講談社

377 49A 科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック / 児島将康
著

2019.8 羊土社
417 3 確率 / ダレル・P. ロウボトム [著] ; 佐竹佑介訳 ; 一

ノ瀬正樹解説
2019.6 岩波書店

NHKブックス 1258 資本主義はいかに衰退するのか : ミーゼス、ハイエ
ク、そしてシュンペーター / 根井雅弘著

2019.8 NHK出版

R320 13 2020 = 2020
年版

法学六法 : book of major laws for beginners 信山社

R320 6 2020 = 令和
2年版

有斐閣判例六法 1989.12- 有斐閣

R320 6 2020 = 令和
2年版

有斐閣判例六法 1989.12- 有斐閣

R320 7 2020 = 令和
2年版

ポケット六法 1978- 有斐閣

R320 7 2020 = 令和
2年版

ポケット六法 1978- 有斐閣

R320 8 2020 = 令和
2年版

デイリー六法 1991.10- 三省堂

R320 8 2020 = 令和
2年版

デイリー六法 1991.10- 三省堂

R323.4 3 2020 = 令和
2年版

自治六法 / 自治大臣官房総務課監修 1971.8- 帝国地方行
政学会

R323.7 1 2019:1 = 令
和元年版 通
達編

税務六法 / 日本税理士会連合会編 1965- 帝国地方行
政学会

R323.7 1 2019:2:1 = 令
和元年版 法
令編1

税務六法 / 日本税理士会連合会編 1965- 帝国地方行
政学会

R323.7 1 2019:2:2 = 令
和元年版 法
令編2

税務六法 / 日本税理士会連合会編 1965- 帝国地方行
政学会

R323.7 8 2019 相続税法規通達集. 日本税理士会連合会, 中央経済
社編 令和元年7月1日現在 /

2019.8 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

R323.72 2 2019 = 令和
元年7月16日
現在

法人税法規集 / 日本税理士会連合会, 中央経済社
編

中央経済社

R323.78 1 2019:1 = 令
和元年版 1

租税条約関係法規集 / 大蔵省主税局国際租税課編 清文社 (発
売); 納税協
会連合会

R323.78 1 2019:2 = 令
和元年版 2

租税条約関係法規集 / 大蔵省主税局国際租税課編 清文社 (発
売); 納税協
会連合会

R325 3K 会計法規集 / 中央経済社編 2019.9 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

R328.38 1 2019:1 =
2019年1

原子力規制関係法令集 大成出版社

R328.38 1 2019:2 =
2019年2

原子力規制関係法令集 大成出版社

R328.4 3 2019 = 令和
元年版

国土交通六法. 国土交通省大臣官房総務課監修 社
会資本整備編 /

2001.12- 東京法令出
版

R813.1 9C 大辞林 / 松村明, 三省堂編修所編 2019.9 三省堂



ハクショ 10 2019 = 2019
年版

子ども白書 / 日本子どもを守る会編 1964- 緑星社

ハクショ 11 2019 = 令和
元年版

首都圏白書 / 国土庁 [編] 1990- 大蔵省印刷
局

ハクショ 14 2018 = 平成
30年版

厚生労働白書 / 厚生労働省監修 2001.9- ぎょうせい

ハクショ 15 2019 = 令和
元年版

通商白書 / 通商産業省編 1981- 大蔵省印刷
局

ハクショ 16 2019 = 令和
元年版

国土交通白書 / 国土交通省編集協力 2002- ぎょうせい

ハクショ 19 2018 = 平成
30年度版

図説日本の財政 / 大蔵省大臣官房調査課 [編] 財経詳報社;
東洋経済新
報社

ハクショ 21 2018 = 平成
30年版

交通事故統計年報 / 警察庁交通局監修 1994- 全日本交通
安全協会

ハクショ 3 2019 = 令和
元年版

警察白書 : 警察活動の現況 / 警察庁編 1973.10- 大蔵省印刷
局

ハクショ 30 2019 = 令和
元年版

犯罪被害者白書 / 内閣府 [編集] 2006- 佐伯印刷

ハクショ 31 2019 = 令和
元年版

障害者白書 / 総理府編 1994- 大蔵省印刷
局

ハクショ 32 2019 = 令和
元年版

高齢社会白書 / 総務庁編 1996- 大蔵省印刷
局

ハクショ 33 2019 = 2019
年版

エネルギー白書 / 経済産業省編 2004.6- ぎょうせい

ハクショ 34 2019 = 令和
元年版

防災白書 / 総理府編 大蔵省印刷
局

ハクショ 35 2019 = 令和
元年版

人権教育・啓発白書 / 法務省, 文部科学省編 2003.3- 財務省印刷
局

ハクショ 4 2019 = 令和
元年版

公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地
利用調整の現況 / 公害等調整委員会編

1985- 大蔵省印刷
局

ハクショ 5 2019 = 令和
元年版

子ども・若者白書 / 内閣府 [編集] 2010.12- 中和印刷

ハクショ 6 2019 = 令和
元年版

経済財政白書 / 内閣府編 2001- 財務省印刷
局

ハクショ 7 2019:1 =
2019年1

世界経済の潮流 / 内閣府政策統括官(経済財政-景
気判断・政策分析担当) [編]

2002- 財務省印刷
局

ハクショ 9 2019 = 令和
元年版

少子化社会対策白書 / 内閣府 [編] 2013.8- 勝美印刷

角川文庫 あ-48-15 倒れるときは前のめり / 有川ひろ [著] 2019.9 KADOKAWA
角川文庫 あ-81-2 残業禁止 / 荒木源[著] 2019.9 KADOKAWA
角川文庫 き-24-12 覆面作家の愛の歌 / 北村薫 [著] 2019.7 KADOKAWA
角川文庫 ゆ-14-5 蟻の菜園 : アントガーデン / 柚月裕子 [著] 2019.6 KADOKAWA
角川文庫 か-63-7 死の淵を見た男 : 吉田昌郎と福島第一原発 / 門田

隆将 [著]
2016.10 KADOKAWA

角川文庫 や-42-12 キリン / 山田悠介 [著] 2013.6 角川書店
角川文庫 し-31-7 夏の災厄 / 篠田節子 [著] 2015.2 KADOKAWA
角川文庫 な-57-1 切り裂きジャックの告白 : 刑事犬養隼人 / 中山七里

[著]
2014.12 KADOKAWA

岩波ブック
レット

1010 外国人労働者受け入れを問う / 宮島喬, 鈴木江理子
著

2019.10 岩波書店

岩波ブック
レット

1009 過労死110番 : 働かせ方を問い続けて30年 / 森岡孝
二, 大阪過労死問題連絡会編

2019.10 岩波書店

岩波ブック
レット

1005 年表昭和・平成史 : 1926-2019 / 中村政則, 森武麿
編

2019.7 岩波書店

岩波ブック
レット

1006 安楽死・尊厳死を語る前に知っておきたいこと / 安
藤泰至著

2019.7 岩波書店

岩波ブック
レット

1007 日本人の歴史認識と東京裁判 / 吉田裕著 2019.8 岩波書店

岩波ブック
レット

1008 介護職がいなくなる : ケアの現場で何が起きている
のか / 結城康博著

2019.9 岩波書店

岩波新書 1785 独ソ戦 : 絶滅戦争の惨禍 / 大木毅著 2019.7 岩波書店
岩波新書 1789 奴隷船の世界史 / 布留川正博著 2019.8 岩波書店
岩波新書 1795 行動経済学の使い方 / 大竹文雄著 2019.9 岩波書店
岩波新書 1802 ミシェル・フーコー : 自己から脱け出すための哲学 /

慎改康之著
2019.10 岩波書店

岩波新書 1794 女性のいない民主主義 / 前田健太郎著 2019.9 岩波書店



岩波新書 1771 南北戦争の時代 : 19世紀 / 貴堂嘉之著 2019.7 岩波書店
岩波新書 1784 虐待死 : なぜ起きるのか、どう防ぐか / 川崎二三彦

著
2019.7 岩波書店

岩波新書 1786 モンテーニュ : 人生を旅するための7章 / 宮下志朗
著

2019.7 岩波書店
岩波新書 1787 リハビリ : 生きる力を引き出す / 長谷川幹著 2019.7 岩波書店
岩波新書 1788 2100年の世界地図 : アフラシアの時代 / 峯陽一著 2019.8 岩波書店
岩波新書 1791 世界遺産 : 理想と現実のはざまで / 中村俊介著 2019.8 岩波書店
岩波新書 1792 短篇小説講義 / 筒井康隆著 2019.8 岩波書店
岩波新書 1793 ルポトランプ王国. 金成隆一著 2, ラストベルト再訪 / 2019.9 岩波書店
岩波新書 1797 ヴァルター・ベンヤミン : 闇を歩く批評 / 柿木伸之著 2019.9 岩波書店
岩波新書 1798 酒井抱一 : 俳諧と絵画の織りなす抒情 / 井田太郎

著
2019.9 岩波書店

岩波新書 1772 20世紀アメリカの夢 : 世紀転換期から一九七〇年代
/ 中野耕太郎著

2019.10 岩波書店

岩波新書 1800 民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本 / 山口
二郎著

2019.10 岩波書店

岩波新書 1801 統合失調症 / 村井俊哉著 2019.10 岩波書店
岩波新書 1796 社会保障再考 : <地域>で支える / 菊池馨実著 2019.9 岩波書店
岩波新書 1790 生きのびるマンション : <二つの老い>をこえて / 山岡

淳一郎著
2019.8 岩波書店

講談社現代
新書

2533 佐藤優の挑戦状 : 地頭を鍛える60題 / 佐藤優著 2019.8 講談社

講談社現代
新書

2541 究極の歩き方 / アシックススポーツ工学研究所著 2019.9 講談社

講談社現代
新書

2545 未来予測入門 : 元防衛省情報分析官が編み出した
技法 / 上田篤盛著

2019.10 講談社

講談社現代
新書

2544 年金「最終警告」 / 島澤諭著 2019.10 講談社

講談社現代
新書

2546 覚悟の競馬論 / 国枝栄著 2019.10 講談社

講談社現代
新書

2530 民事裁判入門 : 裁判官は何を見ているのか / 瀬木
比呂志著

2019.7 講談社

講談社現代
新書

2528 日本社会のしくみ : 雇用・教育・福祉の歴史社会学 /
小熊英二著

2019.7 講談社

講談社現代
新書

2531 戦争の記憶 : コロンビア大学特別講義 : 学生との対
話 / キャロル・グラック著 ; [小暮聡子訳]

2019.7 講談社

講談社現代
新書

2532 仏教入門 / 南直哉著 2019.7 講談社

講談社現代
新書

2534 ザ・ネクストバンカー : 次世代の銀行員のかたち / 浪
川攻著

2019.8 講談社

講談社現代
新書

2535 愛と欲望の三国志 / 箱崎みどり著 2019.8 講談社

講談社現代
新書

2536 資本主義に出口はあるか / 荒谷大輔著 2019.8 講談社

講談社現代
新書

2537 愛 / 苫野一徳著 2019.8 講談社

講談社現代
新書

2538 ノモンハン 責任なき戦い / 田中雄一著 2019.8 講談社

講談社現代
新書

2539 ビッグデータ探偵団 / 安宅和人, 池宮伸次, Yahoo!
ビッグデータレポートチーム著

2019.9 講談社

講談社現代
新書

2540 「国境なき医師団」になろう! / いとうせいこう著 2019.9 講談社

講談社現代
新書

2542 感動のメカニズム : 心を動かすWork & Lifeのつくり方
/ 前野隆司著

2019.9 講談社

講談社現代
新書

2543 京都異界紀行 / 西川照子著 2019.9 講談社

講談社現代
新書

2547 オペラ入門 / 許光俊著 2019.10 講談社

講談社現代
新書

2529 「カッコいい」とは何か / 平野啓一郎著 2019.7 講談社

講談社文庫 と-55-12 虹のふもと / 堂場瞬一 [著] 2019.4 講談社
講談社文庫 ま-54-15 ハーディ. 真山仁 [著] 上 / 2017.11 講談社
講談社文庫 よ-38-8 ルパンの帰還 / 横関大 [著] 2019.7 講談社
講談社文庫 あ-119-6 阿蘭陀西鶴 / 朝井まかて [著] 2016.11 講談社
講談社文庫 ふ-69-7 暁天の星 / 椹野道流 [著] 2019.9 講談社
講談社文庫 た-54-14 オライオン飛行 / 高樹のぶ子 [著] 2019.9 講談社
講談社文庫 え-9-21 ビジネスウォーズ : カリスマと戦犯 / 江波戸哲夫

[著]
2019.7 講談社



司法試験 1 2019 = 令和
元年

司法試験短答式問題と解説. 中央大学真法会編 令
和元年 /

2019.7 法学書院

司法試験 1 2019 = 令和
元年

司法試験短答式問題と解説. 中央大学真法会編 令
和元年 /

2019.7 法学書院

司法試験 7 2019 = 令和
元年

予備試験短答式問題と解説. 受験新報編集部編 令
和元年 /

2019.7 法学書院

司法試験 8 2019 = 令和
元年

予備試験論文式問題と解説. 受験新報編集部編 令
和元年 /

2019.9 法学書院

集英社文庫 ま-30-1 テニスの王子様勝利学 / 松岡修造著 2019.8 集英社
集英社文庫 い-73-2 陸王 / 池井戸潤著 2019.6 集英社
集英社文庫 は-44-4 リーチ先生 / 原田マハ著 2019.6 集英社
新潮文庫 み-22-26 ソロモンの偽証. 宮部みゆき著 第I部, 下巻 / 事件. 2014.9 新潮社
新潮文庫 み-22-25 ソロモンの偽証. 宮部みゆき著 第I部, 上巻 / 事件. 2014.9 新潮社
中公新書 2564 統計分布を知れば世界が分かる : 身長・体重から格

差問題まで / 松下貢著
2019.10 中央公論新

社
中公新書 2553 ヒトラーの時代 : ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂した

のか / 池内紀著
2019.7 中央公論新

社
中公新書 2550 大隈重信. 伊藤之雄著 上, 「巨人」が夢見たもの / 2019.7 中央公論新

社中公新書 2551 大隈重信. 伊藤之雄著 下, 「巨人」が築いたもの / 2019.7 中央公論新
社中公新書 2554 日本近現代史講義 : 成功と失敗の歴史に学ぶ / 山

内昌之, 細谷雄一編著
2019.8 中央公論新

社
中公新書 2555 織田信忠 : 天下人の嫡男 / 和田裕弘著 2019.8 中央公論新

社中公新書 2556 日本近代文学入門 : 12人の文豪と名作の真実 / 堀
啓子著

2019.8 中央公論新
社

中公新書 2557 太閤検地 : 秀吉が目指した国のかたち / 中野等著 2019.8 中央公論新
社中公新書 2558 日本の地方議会 : 都市のジレンマ、消滅危機の町村

/ 辻陽著
2019.9 中央公論新

社
中公新書 2559 菅原道真 : 学者政治家の栄光と没落 / 滝川幸司著 2019.9 中央公論新

社中公新書 2560 月はすごい : 資源・開発・移住 / 佐伯和人著 2019.9 中央公論新
社中公新書 2561 キリスト教と死 : 最後の審判から無名戦士の墓まで

/ 指昭博著
2019.9 中央公論新

社
中公新書 700 戦略的思考とは何か / 岡崎久彦著 2019.8 中央公論新

社中公新書 2562 現代美術史 : 欧米、日本、トランスナショナル / 山本
浩貴著

2019.10 中央公論新
社

中公新書 2563 持統天皇 : 壬申の乱の「真の勝者」 / 瀧浪貞子著 2019.10 中央公論新
社中公新書 2565 大御所徳川家康 : 幕藩体制はいかに確立したか /

三鬼清一郎著
2019.10 中央公論新

社
中公新書 2552 藩とは何か : 「江戸の泰平」はいかに誕生したか /

藤田達生著
2019.7 中央公論新

社
中公新書 1741 美学への招待 / 佐々木健一著 2019.7 中央公論新

社論文入門 4 失敗から学ぶ大学生のレポート作成法 / 近藤裕子,
由井恭子, 春日美穂著

2019.4 ひつじ書房

論文入門 58 論文・レポート作成に使うWord2019活用法 : スタイル
活用テクニックと数式ツールの使い方 / 相澤裕介著

2019.4 カットシステ
ム


