
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

講談社現代新
書

2568 還暦からの底力 : 歴史・人・旅に学ぶ生き方 / 出口
治明著

2020.5 講談社
中公新書 2587 五・一五事件 : 海軍青年将校たちの「昭和維新」 /

小山俊樹著
2020.4 中央公論新

社
322.35 4 ドレーフュス事件とジャン・ジョレース / 横山謙一著 2020.2 成文堂
中公新書 2591 白人ナショナリズム : アメリカを揺るがす「文化的反

動」 / 渡辺靖著
2020.5 中央公論新

社
323.337 6 ウィーン警察法研究 / 今村哲也著 2020.2 信山社
323.4 110B 法制執務詳解 / 石毛正純著 2020.3 ぎょうせい
法律学入門 38 法の世界へ / 池田真朗, 犬伏由子, 野川忍, 大塚英

明, 長谷部由起子著
2020.3 有斐閣

R320.3 9A デイリー法学用語辞典 / 三省堂編修所編 2020.4 三省堂
R320 3 2020:1 = 令和2年

版 1
六法全書 1948.6- 有斐閣

R320 3 2020:2 = 令和2年
版 2

六法全書 1948.6- 有斐閣

321 73A 現代実定法入門 : 人と法と社会をつなぐ / 原田大樹
著

2020.3 弘文堂
320.5 57A 日本の法 / 緒方桂子, 豊島明子, 長谷河亜希子編 2020.4 日本評論社
法律学入門 37 はじめての法律学 : HとJの物語 / 松井茂記, 松宮孝

明, 曽野裕夫著
2020.3 有斐閣

法律学入門 31 プレステップ法学 / 池田真朗編 2020.3 弘文堂
321 180A 法学入門 / 永井和之, 森光編 2020.3 中央経済グ

ループパブ
リッシング

321 93 法における伝統と革新 : 日独シンポジウム / 守矢健
一, 髙田昌宏, 野田昌吾編

2020.3 信山社

321.1 143 6 法と哲学 2015.6- 信山社
321.3 58 5 法と社会研究 2015.12- 信山社
320.4 ニ9 5 グローバリゼーションを超えて : アジア・太平洋地域

における比較法研究の将来 : 日本比較法研究所設
立70周年記念 / 70周年記念叢書編集委員会編

2020.3 中央大学出
版部

322.15 40 徳川日本の刑法と秩序 / 代田清嗣著 2020.2 名古屋大学
出版会

322.95 2 基礎から学べるアメリカ法 / 岩田太, 会沢恒, 髙橋脩
一, 板持研吾著

2020.4 弘文堂

323 11 6 憲法研究 2017.11- 信山社
323.01 96 3 憲法の規範力と市民法 / ドイツ憲法判例研究会編 ;

小山剛編集代表
2020.3 信山社

323.01 15A 国民主権と法人理論 : カレ・ド・マルベールと国家法
人説のかかわり / 時本義昭著

2020.2 成文堂

323.1 353 憲法講話 : 24の入門講義 / 長谷部恭男著 2020.3 有斐閣
323.1 355 現代憲法25講 / 片上孝洋編著 2020.4 成文堂
323.1 352 判例キーポイント憲法 / 岡田順太, 淡路智典, 今井

健太郎編
2020.4 成文堂

323.1 234A 憲法判例50! / 上田健介, 尾形健, 片桐直人著 2020.3 有斐閣
323.1 75F いちばんやさしい憲法入門 / 初宿正典, 高橋正俊,

米沢広一, 棟居快行著
2020.3 有斐閣

323.1 75F いちばんやさしい憲法入門 / 初宿正典, 高橋正俊,
米沢広一, 棟居快行著

2020.3 有斐閣

323.1 237 3 注釈日本国憲法. 長谷部恭男編 ; 川岸令和, 駒村圭
吾, 阪口正二郎, 宍戶常寿, 土井真一著 3, 国民の権
利及び義務(2)・国会. §§25-64 /

2020.3 有斐閣

323.137 60 平等権解釈の新展開 : 同性婚の保障と間接差別の
是正に向けて / 白水隆著

2020.3 三省堂

323.15 50 司法審査の理論と現実 / 市川正人著 2020.3 日本評論社
323.3 120 33 行政法研究 2012.9- 信山社
323.36 61 行政判例と法理論 / 神橋一彦著 2020.2 信山社
320.4 タ56 1 法執行システムと行政訴訟 : 髙木光先生退職記念

論文集 / 大橋洋一, 仲野武志編
2020.3 弘文堂

323.3 229 1F 行政法概説. 宇賀克也著 I, 行政法総論 / 2020.3 有斐閣
323.3 229 1F 行政法概説. 宇賀克也著 I, 行政法総論 / 2020.3 有斐閣
323.3 229 1F 行政法概説. 宇賀克也著 I, 行政法総論 / 2020.3 有斐閣



323.3 182A 行政法 / 野呂充, 野口貴公美, 飯島淳子, 湊二郎著 2020.3 有斐閣
324.53 33A 民法. 橋本佳幸, 大久保邦彦, 小池泰著 V, 事務管

理・不当利得・不法行為 /
2020.3 有斐閣

324.53 33A 民法. 橋本佳幸, 大久保邦彦, 小池泰著 V, 事務管
理・不当利得・不法行為 /

2020.3 有斐閣

320.4 イ56 1 民法と金融法の新時代 : 池田眞朗先生古稀記念論
文集 / 片山直也, 北居功, 武川幸嗣, 北澤安紀編

2020.2 慶應義塾大
学出版会

324.1 12B 民法. 佐久間毅, 石田剛, 山下純司, 原田昌和著 I, 総
則 /

2020.3 有斐閣
324.1 65 民法総則 / 松原孝明, 堀川信一編 ; 亀井隆太, 萩原

基裕, 堀川信一, 松原孝明, 山口志保 [著]
2020.3 尚学社

324.1 19 プロセス講義民法. 後藤巻則, 滝沢昌彦, 片山直也編
I, 総則 /

2020.3 信山社出版

324.1 17A クルツ・レーアブーフ民法総則 / 藤井俊二著 2020.3 成文堂
324.4 213A 実務解説改正債権法 / 日本弁護士連合会編 2020.3 弘文堂
324.4 22E スタートライン債権法 / 池田真朗著 2020.3 日本評論社
324.4 22E スタートライン債権法 / 池田真朗著 2020.3 日本評論社
324.4 195B 債権総論 / 野澤正充著 2020.3 日本評論社
324.4 124 もっとやさしく役に立つ新民法 : 契約ルールは,市民・

企業のために,どう改正されたか / 児玉隆晴著
2020.2 信山社

324.53 32B 事務管理・不当利得・不法行為 / 野澤正充著 2020.3 日本評論社
324.53 32B 事務管理・不当利得・不法行為 / 野澤正充著 2020.3 日本評論社
324.53 32B 事務管理・不当利得・不法行為 / 野澤正充著 2020.3 日本評論社
324.5 20 民法概論. 山野目章夫著 4, 債権各論 / 2020.4 有斐閣
324.52 213 菊間弁護士と学ぶ!契約のキホンのキホン / 菊間千

乃著
2020.4 ぎょうせい

324.6 68 親族法 : 逐条ガイド : 民法725条～881条 / 本山敦
編著 ; 梅澤彩, 遠藤隆幸, 大島梨沙, 佐々木健, 羽生
香織, 松久和彦, 宮本誠子執筆

2020.2 日本加除出
版

324.6 213E 民法. 高橋朋子, 床谷文雄, 棚村政行著 7, 親族・相
続 /

2020.3 有斐閣
324.6 213E 民法. 高橋朋子, 床谷文雄, 棚村政行著 7, 親族・相

続 /
2020.3 有斐閣

324.6 213E 民法. 高橋朋子, 床谷文雄, 棚村政行著 7, 親族・相
続 /

2020.3 有斐閣
324.7 75 1B 遺言と遺留分. 久貴忠彦編集代表 第1巻, 遺言 / 2020.3 日本評論社
324.86 7B 不動産登記法 / 山野目章夫著 2020.3 商事法務
325 23C Law Practice商法 / 黒沼悦郎編著 ; 中東正文, 福島

洋尚, 松井秀征, 行澤一人著
2020.3 商事法務

325 23C Law Practice商法 / 黒沼悦郎編著 ; 中東正文, 福島
洋尚, 松井秀征, 行澤一人著

2020.3 商事法務

325 23C Law Practice商法 / 黒沼悦郎編著 ; 中東正文, 福島
洋尚, 松井秀征, 行澤一人著

2020.3 商事法務

325.2 93C 最新会社法講義 / 松岡啓祐著 2020.3 中央経済グ
ループパブ
リッシング

325.2 339 6 逐条解説会社法. 第431条~第574条 / 酒巻俊雄, 龍
田節編集代表 ; 上村達男, 川村正幸, 神田秀樹, 永
井和之, 前田雅弘, 森田章編集 ; 片木晴彦 [ほか] 執
筆 第6巻, 計算等・定款の変更・事業の譲渡等・解

2020.4 中央経済グ
ループパブ
リッシング

325.2 294W 会社法 / 神田秀樹著 2020.3 弘文堂
325.2 294W 会社法 / 神田秀樹著 2020.3 弘文堂
325.22 34 株主権の再評価 / 新津和典著 2020.2 成文堂
325.23 25 役員人事の法制度 : 経営者選解任と報酬を通じた企

業統治の理論と機能 / 津野田一馬著
2020.3 商事法務

325.4 25 保険金請求権の現代的課題 : 第三者のためにする
生命保険契約における固有権性 / 長谷川仁彦, 清
水耕一, 横田尚昌, 河森計二, 桜沢隆哉, 金尾悠香,

2020.3 保険毎日新
聞社

325.4 47 現代保険法・海商法 / 岡田豊基著 2020.4 中央経済グ
ループパブ
リッシング

326 39E 現代刑法入門 / 浅田和茂, 内田博文, 上田寛, 松宮
孝明著

2020.3 有斐閣

326 57 團藤重光研究 : 法思想・立法論、最高裁判事時代 /
福島至編著

2020.2 日本評論社

326.1 67A 刑法. 成瀬幸典, 安田拓人編 ; 安達光治 [ほか] 執筆
I, 総論 /

2020.2 信山社出版

326.1 35 刑法総論の悩みどころ / 橋爪隆著 2020.3 有斐閣
326.2 36 詐欺罪と財産損害 / 佐竹宏章著 2020.3 成文堂



326.88 4 行政刑法論序説 / 今村暢好著 2020.3 成文堂
327.1 32 現代日本の司法 : 「司法制度改革」以降の人と制度

/ 市川正人, 大久保史郎, 斎藤浩, 渡辺千原編著
2020.3 日本評論社

327.13 23F 検察講義案. 司法研修所検察教官室編集 平成30年
版 /

2020.2 法曹会
327.2 244B 民事訴訟法 / 長谷部由起子著 2020.2 岩波書店
327.2 244B 民事訴訟法 / 長谷部由起子著 2020.2 岩波書店
320.4 カ48 1 民事手続法の発展 : 加藤哲夫先生古稀祝賀論文集

/ 三木浩一, 山本和彦, 中西正, 山本研, 勅使川原和
彦編集委員

2020.3 成文堂

327.3 39 Q&A令和元年改正民事執行法制 / 内野宗揮編著 ;
吉賀朝哉, 松波卓也著

2020.4 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

327.3 81F 民事執行・保全法 / 上原敏夫, 長谷部由起子, 山本
和彦著

2020.3 有斐閣

327.3 81F 民事執行・保全法 / 上原敏夫, 長谷部由起子, 山本
和彦著

2020.3 有斐閣

327.36 27 倒産手続と情報資産 / 橋本誠志著 2020.2 信山社
327.2 130 民事訴訟における当事者の主張規律 / 金美紗著 2020.3 慶應義塾大

学出版会
326.09 3 7 米国刑事判例の動向 : 合衆国最高裁判所判決. 椎

橋隆幸編 VII, 「第4修正関係」 : 捜索・押収3 /
2020.3 中央大学出

版部
329 31 国際法 / 岩沢雄司著 2020.3 東京大学出

版会
329.09 3 2020 = 2020年版 ベーシック条約集 1997.3- 東信堂
329.09 3 2020 = 2020年版 ベーシック条約集 1997.3- 東信堂
R329 6 2020 = 2020年版 ベーシック条約集 1997.3- 東信堂
329.09 23B コンパクト学習条約集 / 芹田健太郎編集代表 2020.2 信山社
329 175 3 永住者の権利 / 芹田健太郎著 2020.2 信山社
329 175 4 犯人引渡と庇護権の展開 / 芹田健太郎著 2020.3 信山社
329.01 1 国際法と憲法秩序 : 国際規範の実施権限 / 松田浩

道著
2020.3 東京大学出

版会
329.4 3 国際テロリズムに対する法的規制の構造 : テロリズ

ム防止関連諸条約における裁判管轄権の検討 / 安
2020.4 国際書院

329.7 24 国際刑事手続法の体系 : 「プレミス理論」と一事不再
理原則 / 越智萌著

2020.2 信山社

329.8 17 2019 = 21 国際私法年報 / 国際私法学会 [編] 1999- 信山社
ハクショ 7 2019:2 = 2019年2 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
岩波新書 1830 世界経済図説 / 宮崎勇, 田谷禎三著 2020.4 岩波書店
ハクショ 25 2019 = 2019年版 開発協力白書 / 外務省編 2016- 全国官報販

売協同組合
(発売); 文化

325 14B ビジネス法入門 / 中村信男, 和田宗久, 新井剛著 2020.4 中央経済グ
ループパブ
リッシング

328.12 54H 独禁法講義 / 白石忠志著 2020.3 有斐閣
328.12 46H 独占禁止法 / 村上政博著 2020.3 弘文堂
328.1 14K 経済法 : 独占禁止法と競争政策 / 岸井大太郎, 大

槻文俊, 中川晶比兒, 川島富士雄, 稗貫俊文著
2020.3 有斐閣

328.12 153 2019 逐条解説・令和元年改正独占禁止法 : 課徴金制度
の見直し / 松本博明編著 ; 萩原泰斗, 橋本達裕, 宮
本太介, 能地裕之, 菊澤雄一, 近藤彩夏, 荒岸栞, 村

2020.4 商事法務

328.12 110D ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 / 川濵昇, 瀬領
真悟, 泉水文雄, 和久井理子著

2020.3 有斐閣

328.12 110D ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 / 川濵昇, 瀬領
真悟, 泉水文雄, 和久井理子著

2020.3 有斐閣

328.12 110D ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 / 川濵昇, 瀬領
真悟, 泉水文雄, 和久井理子著

2020.3 有斐閣

325.4 45 傷害保険の約款構造 : 原因事故の捉え方と2種類の
偶然性を中心に / 吉澤卓哉著

2020.3 法律文化社

323.7 17 2019 = 令和元年
度版

図説日本の税制 1990.12- 財経詳報社

323.7 45 税法がわかる30話 / 阿部徳幸著 2020.3 中央経済グ
ループパブ
リッシング



323.7 41M よくわかる税法入門 / 三木義一編著 2020.3 有斐閣
327.3 36A 租税法 / 岡村忠生, 酒井貴子, 田中晶国著 2020.3 有斐閣
323.71 8F スタンダード所得税法 / 佐藤英明著 2020.3 弘文堂
323.71 8F スタンダード所得税法 / 佐藤英明著 2020.3 弘文堂

323.71 8F スタンダード所得税法 / 佐藤英明著 2020.3 弘文堂

323.71 17 課税所得の認識原理の研究 / 山本直毅著 2020.3 成文堂

ハクショ 18 2020 = 令和2年版 地方財政白書 / 自治省財政局編 19??- 大蔵省印刷
局講談社現代新書2574 「自閉症」の時代 / 竹中均著 2020.5 講談社

岩波新書 1834 マックス・ヴェーバー : 主体的人間の悲喜劇 / 今野
元著

2020.5 岩波書店

中公新書
2594 マックス・ウェーバー : 近代と格闘した思想家 / 野口

雅弘著
2020.5 中央公論新

社

中公新書
2593 戦国武将の叡智 : 人事・教養・リーダーシップ / 小和

田哲男著
2020.5 中央公論新

社
328.7 30 11 社会保障法研究 2011.5- 信山社

324.54 63C 基本講義消費者法 / 中田邦博, 鹿野菜穂子編 2020.3 日本評論社

R328.6 8 2020 労働六法 / [労働六法]編集委員会 [編] 1???- 旬報社

328.61 206C
労働法 / 両角道代, 森戸英幸, 小西康之, 梶川敦子,
水町勇一郎著

2020.3 有斐閣

328.62 39
法人格を越えた労働法規制の可能性と限界 : 個別
的労働関係法を対象とした日独米比較法研究 / 土

2020.3 有斐閣

328.61 192G 労働法 / 水町勇一郎著 2020.3 有斐閣

328.61 192G 労働法 / 水町勇一郎著 2020.3 有斐閣

328.61 96A
コンパクト労働法 / 原昌登著 2020.2 サイエンス社

(発売); 新世
328.61 165I ベーシック労働法 / 浜村彰, 唐津博, 青野覚, 奥田香

子著
2020.3 有斐閣

328.61 228F 最新重要判例200労働法 / 大内伸哉著 2020.3 弘文堂

328.733 90
子ども福祉弁護士の仕事 : 恩恵的福祉観から権利
的福祉観へ / 平湯真人編著

2020.2 大学図書
(発売); 現代
人文社

327.07 77
法教育の理論と実践 : 自由で公正な社会の担い手
のために / 中平一義編 ; 村松謙法律監修

2020.3 大学図書
(発売); 現代
人文社

岩波新書 1835 紫外線の社会史 : 見えざる光が照らす日本 / 金凡
性著

2020.5 岩波書店

中公新書 1877 感染症 : 広がり方と防ぎ方 / 井上栄著 2020.4 中央公論新
社328.75 191C 医事法講義 / 前田和彦著 2020.4 信山社

328.751 89A 医療ミスでは?と思ったら読む本 / 医療事故研究会
著

2020.3 日本評論社

328.75 169
製薬と日本社会 : 創薬研究の倫理と法 / 奥田純一
郎, 深尾立共編

2020.3 ぎょうせい
(発売); 上智
大学出版

328.5 183A 入門知的財産法 / 平嶋竜太, 宮脇正晴, 蘆立順美著 2020.3 有斐閣

328.5 145G 知的財産法判例教室 / 正林真之監修 2020.3 法学書院

R328.3 1
2020:2 = 令和2年
版2

環境六法 / 環境庁総務課 1973- 中央法規出
版

R328.3 1
2020:1 = 令和2年
版1

環境六法 / 環境庁総務課 1973- 中央法規出
版

328.3 204D
環境法入門 / 交告尚史, 臼杵知史, 前田陽一, 黒川
哲志著

2020.3 有斐閣

岩波新書 1831 5G : 次世代移動通信規格の可能性 / 森川博之著 2020.4 岩波書店

329.86 14A
WTO・FTA法入門 : グローバル経済のルールを学ぶ
/ 小林友彦, 飯野文, 小寺智史, 福永有夏著

2020.3 法律文化社

328.42 96A 交通事故訴訟 / 塩崎勤, 小賀野晶一, 島田一彦編 2020.3 民事法研究
会

中公新書
2588 日本の航空産業 : 国産ジェット機開発の意味と進化

するエアライン・空港・管制 / 渋武容著
2020.4 中央公論新

社

岩波新書
1815 大岡信『折々のうた』選 : 詩と歌謡 / 大岡信 [編著] ;

蜂飼耳編
2020.4 岩波書店
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4:23 = v.4, no.23
(May-June 2020)

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


