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請求記号
_Call Number

巻号_Volume タイトル/著者_Title/Author 出版年
_Publication
Date

出版社
_Publisher

230 4 4 分断と統合への試練 : ヨーロッパ史1950-2017 / イ
アン・カーショー著 ; 三浦元博訳

2019.11 白水社

304 1 2020 文藝春秋オピニオン : 論点100 2013.1- 文藝春秋
320.4 イ55 1 今関源成教授追悼号 2019.9 早稲田大学

法学会
320.4 シ28 1 庄菊博教授 田口文夫教授 出口正義教授 宮城啓子

教授退職記念号 / 専修大学法学会 [編]
2019.3 専修大学法

学会
320.4 マ30 1 間宮勇教授追悼論文集 2019.7 明治大学法

律研究所
321 155 立法過程 / 岩井奉信著 1988.9 東京大学出

版会
321 166 こども六法 / 山崎聡一郎著 2019.8 弘文堂
321 76 2 法を考えるヒント. 川崎政司著 II, キーワードから現代

の法を読む /
2019.11 日本加除出

版
321.1 23 2018 法多元主義 : グローバル化の中の法 / 日本法哲学

会編集
2019.11 有斐閣

321.1 285B 普遍の再生 : リベラリズムの現代世界論 / 井上達夫
著

2019.8 岩波書店
321.1 88 正義論 : ベーシックスからフロンティアまで / 宇佐美

誠, 児玉聡, 井上彰, 松元雅和著
2019.10 法律文化社

322.14 17A 中世の罪と罰 / 網野善彦, 石井進, 笠松宏至, 勝俣
鎭夫 [著]

2019.11 講談社

323.01 84 憲法学の虫眼鏡 / 長谷部恭男著 2019.11 羽鳥書店
323.13 116 憲法判例から考える自由と平等 : 権利をめぐる多様

性と妥当性 / 加藤隆之著
2019.11 ミネルヴァ書

房
323.13 73 「憲法上の権利」入門 / 井上典之編 ; 門田孝, 植木

淳, 春名麻季著
2019.6 法律文化社

323.132 292 個人情報の保護と利用 / 宇賀克也著 2019.11 有斐閣
323.15 47 憲法訴訟の十字路 : 実務と学知のあいだ / 石川健

治, 山本龍彦, 泉徳治編
2019.11 弘文堂

323.3 20C 行政法総論 / 大浜啓吉著 2019.10 岩波書店
323.7 118C 基礎から学ぶ現代税法 / 岸田貞夫, 吉村典久, 柳裕

治, 矢内一好, 秋山高善, 柳綾子共著
2019.10 財経詳報社

323.72 11 税務会計と租税判例 / 末永英男編著 2019.11 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

324 16 7 新注釈民法. 森田修編集 ; 大村敦志, 道垣内弘人,
山本敬三編集代表 7, 4, 物権. §§373-398の22 /

2019.11 有斐閣

324 182B 法律に強いWセミナーの面白いほど理解できる民法
/ 民法研究会[編]

2019.10 早稲田経営
出版

324 254B 新基本民法. 大村敦志著 1, 総則編. 基本原則と基本
概念の法 /

2019.11 有斐閣

324.1 47A 民法の流れ図 : 総則 / 中山秀登著 2019.10 流通経済大
学出版会

324.2 116 土地はだれのものか : 人口減少時代に問う / 「土地
はだれのものか」研究会著

2019.8 白揚社

324.2 150B 民法. 石田剛, 武川幸嗣, 占部洋之, 田高寛貴, 秋山
靖浩著 II, 物権 /

2019.11 有斐閣

324.2 150B 民法. 石田剛, 武川幸嗣, 占部洋之, 田高寛貴, 秋山
靖浩著 II, 物権 /

2019.11 有斐閣

324.4 110 新民法の分析. 堀竹学, 吉原知志著 III, 債権総則編
/

2019.11 成文堂
324.4 68 債権法改正と実務上の課題 / 道垣内弘人, 中井康

之編著
2019.11 有斐閣

324.4 82B 新標準講義民法債権総論 / 池田真朗著 2019.11 慶應義塾大
学出版会

324.62 100B 離婚調停・離婚訴訟 / 秋武憲一, 岡健太郎編著 2019.11 青林書院
324.7 73 改正相続法と家庭裁判所の実務 / 片岡武, 管野眞

一著
2019.10 日本加除出

版324.8 51 LGBTをめぐる法と社会 / 谷口洋幸編著 2019.10 日本加除出
版324.812 75 3 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 / 田中英司著
2019.11 日本評論社

324.86 20 15 = 追加編
10(要旨索引
編付)

登記関係先例集 / 法務省民事局 編 1955.3- 帝国判例法
規出版社
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324.86 20 16 = 追加編
11(要旨索引
編付)

登記関係先例集 / 法務省民事局 編 1955.3- 帝国判例法
規出版社

325.1 63B 商法総則・商行為法 / 大塚英明, 川島いづみ, 中東
正文, 石川真衣著

2019.11 有斐閣

325.2 190B はじめての会社法 / 尾崎哲夫著 2019.10 自由国民社
326 136 刑法の目的と解釈 / 設楽裕文著 2019.9 八千代出版
326 18 12A 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12巻, 第230条～第245条 /
2019.11 青林書院

326.09 10 カロリーナ刑事法典の研究 / 上口裕著 2019.11 成文堂
326.1 121 刑法総論 / 内田幸隆, 杉本一敏著 2019.11 有斐閣
326.5 72 2018 = 平成

30年
統計年報 / 東京保護観察所編集 1972- 東京保護観

察協会
327.1 2 挑戦する法 : 島川勝著作集 / 島川勝著 2019.11 日本評論社
327.15 46 司法通訳人という仕事 : 知られざる現場 / 小林裕子

著
2019.11 慶應義塾大

学出版会
327.2 180A 裁判上の各種目録記載例集 : 当事者目録、物件目

録、請求債権目録、差押・仮差押債権目録等 / 佐藤
2019.10 新日本法規

出版
327.2 31F 新民事訴訟法 / 新堂幸司著 2019.11 弘文堂
327.2 31F 新民事訴訟法 / 新堂幸司著 2019.11 弘文堂
327.2 31F 新民事訴訟法 / 新堂幸司著 2019.11 弘文堂
327.6 142 その証言、本当ですか? : 刑事司法手続きの心理学

/ ダン・サイモン著 ; 福島由衣, 荒川歩監訳
2019.10 勁草書房

327.68 35 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・日弁連刑事弁護センター, 日本
司法精神医学会・精神鑑定と裁判員制度に関する委

2019.11 大学図書
(発売); 現代
人文社

327.69 18 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, 石塚迅,
山崎直也編

2019.11 大学図書
(発売); 現代
人文社

328.33 4A 逐条解説環境影響評価法 / 環境影響評価研究会編 2019.11 ぎょうせい
328.61 14 企業法務と労働法 / 土田道夫編 ; 「企業法務と労働

法」研究会著
2019.11 商事法務

328.61 220C 事例演習労働法 / 水町勇一郎, 緒方桂子編著 2019.11 有斐閣
328.61 220C 事例演習労働法 / 水町勇一郎, 緒方桂子編著 2019.11 有斐閣
328.622 4 懲戒処分の基本と実務 / 石嵜信憲編著 ; 岸聖太郎,

豊岡啓人著
2019.10 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

328.627 4 労働災害と使用者のリスク責任 / 宮本健蔵著 2019.10 信山社
328.72 25 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, 同志社大学社会福祉教育・研究支援セ
2019.10 法律文化社

328.731 20 事例詳解介護現場における虐待・事故の予防と対応
/ 松宮良典著

2019.10 日本加除出
版

328.733 85 里親制度の史的展開と課題 : 社会的養護における
位置づけと養育実態 / 貴田美鈴著

2019.10 勁草書房

328.75 219 詳説次世代医療基盤法 / 團野浩編著 2019.11 ドーモ
328.756 14A 母子保健法の解釈と運用 / 厚生労働省子ども家庭

局母子保健課監修
2019.9 中央法規出

版
329.2 94A 日本の海洋政策と海洋法 / 坂元茂樹著 2019.10 信山社
329.32 4 2019:2 国際協力機構年報 / Japan International

Cooperation Agency
2004.9- 国際協力機

構
329.32 4 2019:1 国際協力機構年報 / Japan International

Cooperation Agency
2004.9- 国際協力機

構
329.85 17 2019 = 第21

号(2019年)
国際商取引学会年報 / 国際商取引学会編 雄松堂出版

(発売); レク
シスネクシ
ス・ジャパン

329.85 18A 国際取引法講義 / 久保田隆著 2019.1 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

329.9 50C 外国人の法律相談Q&A : 法的ポイントから実務対応
まで / 第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権

2019.10 ぎょうせい

337 3 近世貨幣と経済発展 / 岩橋勝著 2019.10 名古屋大学
出版会
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361.65 3 ネット右派の歴史社会学 : アンダーグラウンド平成史
1990-2000年代 / 伊藤昌亮著

2019.8 青弓社

364 18 ベーシックインカムを問いなおす : その現実と可能性
/ 佐々木隆治, 志賀信夫編著 ; 今野晴貴, 藤田孝典,
竹信三恵子, 井手英策, 森周子, 小澤裕香, 小谷英

2019.10 法律文化社

367.3 2B 21世紀家族へ / 落合恵美子著 2019.10 有斐閣
368.2 28 本当の貧困の話をしよう : 未来を変える方程式 / 石

井光太著
2019.9 文藝春秋

375.3 2 主権者教育論 : 学校カリキュラム・学力・教師 / 渡部
竜也著

2019.9 春風社

389 12 人種と歴史 人種と文化 / クロード・レヴィ=ストロース
[著] ; ミシェル・イザール序文 ; 渡辺公三, 三保元, 福

2019.10 みすず書房

F326.4 1 When should law forgive? / Martha Minow. [2019] W W Norton
& Company

F328.6 2 3:17 = v.3,
no.17
(August-
September
2019)

Japan labor issues. c2017- Japan
Institute for
Labour
Policy and
Training

F328.6 2 3:18 = v.3,
no.18
(October
2019)

Japan labor issues. c2017- Japan
Institute for
Labour
Policy and

F328.6 2 3:19 = v.3,
no.19
(November
2019)

Japan labor issues. c2017- Japan
Institute for
Labour
Policy and

R320 10 2020 = 令和
2年版

模範小六法 / 判例六法編修委員会編 2008.11- 三省堂

R320 11 2020 = 令和
2年版

三省堂基本六法. 三省堂編修所編 令和2年版 2020
/

2019.11 三省堂

R320 14 2020:1 = 令
和2年版
01(公法・刑
事法・社会法
社会保障・厚
生法編・条

有斐閣判例六法professional = Yuhikaku's statutes
and precedents for professionals

2007.10- 有斐閣

R320 14 2020:2 = 令
和2年版
02(民事法・
社会法 労働
法編・産業

有斐閣判例六法professional = Yuhikaku's statutes
and precedents for professionals

2007.10- 有斐閣

R320 4 2020 = 令和
2年版

模範六法 / 模範六法編修委員会 [編集] 三省堂

ハクショ 17 2019 = 令和
元年版

労働経済白書 / 厚生労働省編 2001- 日本労働研
究機構

ハクショ 26 2018 = 平成
30年版

女性労働の分析 / 厚生労働省雇用均等・児童家庭
局編

2006- 21世紀職業
財団

角川文庫 あ-88-1 どうぶつ友情辞典 / あべ弘士 [著] 2019.9 KADOKAWA
角川文庫 き-24-13 覆面作家の夢の家 / 北村薫 [著] 2019.9 KADOKAWA
角川文庫 み-50-1 ゆめこ縮緬 / 皆川博子 [著] 2019.9 KADOKAWA
角川文庫 お-74-11 小説空の青さを知る人よ / 額賀澪著 ; 超平和バス

ターズ原作
2019.8 KADOKAWA

角川文庫 ん-25-3 時効警察はじめました. 三木聡, 福田雄一 , 田中眞
一, 小峯裕之 [著] 上 /

2019.10 KADOKAWA

角川文庫 ケ-7-8 壊れやすいもの / ニール・ゲイマン [著] ; 金原瑞人,
野沢佳織訳

2019.6 KADOKAWA

岩波ブック
レット

1012 最低賃金 : 生活保障の基盤 / 日本弁護士連合会貧
困問題対策本部編

2019.11 岩波書店

岩波ブック
レット

1011 文化財返還問題を考える : 負の遺産を清算するため
に / 五十嵐彰著

2019.11 岩波書店

岩波新書 1809 AIの時代と法 / 小塚荘一郎著 2019.11 岩波書店
岩波新書 1804 中華の成立 : 唐代まで / 渡辺信一郎著 2019.11 岩波書店
岩波新書 1799 日本経済30年史 : バブルからアベノミクスまで / 山

家悠紀夫著
2019.10 岩波書店
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岩波新書 1816 「孤独な育児」のない社会へ : 未来を拓く保育 / 榊原
智子著

2019.11 岩波書店

岩波新書 1810 放送の自由 : その公共性を問う / 川端和治著 2019.11 岩波書店
岩波新書 1803 日曜俳句入門 / 吉竹純著 2019.10 岩波書店
岩波新書 1811 大岡信『折々のうた』選. 大岡信 [編著] ; 長谷川櫂編

一 / 俳句.
2019.11 岩波書店

講談社現代
新書

2551 自分をコントロールする力 : 非認知スキルの心理学
/ 森口佑介著

2019.11 講談社

講談社現代
新書

2550 論点別昭和史 : 戦争への道 / 井上寿一著 2019.11 講談社

講談社現代
新書

2549 韓国 行き過ぎた資本主義 : 「無限競争社会」の苦悩
/ 金敬哲著

2019.11 講談社

講談社現代
新書

2548 タテ社会と現代日本 / 中根千枝著 ; 現代新書編集
部構成

2019.11 講談社

講談社文庫 お-122-2 オールブラックスが強い理由 : 世界最強チーム勝利
のメソッド / 大友信彦 [著]

2019.8 講談社

講談社文庫 ひ-17-34 危険なビーナス / 東野圭吾 [著] 2019.8 講談社
講談社文庫 か-132-7 フォークロアの鍵 / 川瀬七緒 [著] 2019.10 講談社
講談社文庫 さ-116-2 Ank : a mirroring ape / 佐藤究 [著] 2019.9 講談社
講談社文庫 ふ-69-8 無明の闇 / 椹野道流 [著] 2019.10 講談社
講談社文庫 み-58-17 誰かの家 / 三津田信三 [著] 2018.3 講談社
講談社文庫 ち-9-2 江戸は浅草. 知野みさき [著] 2, 盗人探し / 2019.10 講談社
講談社文庫 か-113-3 大きな鳥にさらわれないよう / 川上弘美 [著] 2019.10 講談社
講談社文庫 み-4-4 告白 : 三島由紀夫未公開インタビュー / 三島由紀夫

[著] ; TBSヴィンテージクラシックス編
2019.11 講談社

集英社文庫 せ-6-3 ファミリーデイズ / 瀬尾まいこ著 2019.10 集英社
新潮文庫 お-37-63 白銀の墟 玄の月. 小野不由美著 第二巻 / 2019.10 新潮社
新潮文庫 も-29-1 太陽の塔 / 森見登美彦著 2006.6 新潮社
新潮文庫 お-37-62 白銀の墟 玄の月. 小野不由美著 第一巻 / 2019.10 新潮社
留学 25 2020-21 学生・社会人のための大学・大学院留学徹底ガイド :

これからの時代を生き抜く力を手に入れる
2019.12 留学ジャー

ナル


