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007.13 2 人工知能と人間・社会 / 稲葉振一郎, 大屋雄裕, 久
木田水生, 成原慧, 福田雅樹, 渡辺智暁編

2020.2 勁草書房

102 6 4 世界哲学史. 伊藤邦武, 山内志朗, 中島隆博, 納富信
留責任編集 4, II, 中世. 個人の覚醒 /

2020.4 筑摩書房

102 6 5 世界哲学史. 伊藤邦武, 山内志朗, 中島隆博, 納富信
留責任編集 5, III, 中世. バロックの哲学 /

2020.5 筑摩書房

102 6 6 世界哲学史. 伊藤邦武, 山内志朗, 中島隆博, 納富信
留責任編集 6, I, 近代. 啓蒙と人間感情論 /

2020.6 筑摩書房

134.2 26 カントの世界市民主義 : 十八世紀ドイツ啓蒙におけ
るカント歴史哲学の知識社会学的研究 / 西田雅弘

2020.2 晃洋書房

140 29D 心理学 / 鹿取廣人, 杉本敏夫, 鳥居修晃, 河内十郎
編

2020.3 東京大学出
版会

311.1 30 1 ロールズ政治哲学史講義. ジョン・ロールズ著 ; サ
ミュエル・フリーマン編 ; 齋藤純一, 佐藤正志, 山岡龍
一, 谷澤正嗣, 髙山裕二, 小田川大典訳 I /

2020.4 岩波書店

311.1 30 2 ロールズ政治哲学史講義. ジョン・ロールズ著 ; サ
ミュエル・フリーマン編 ; 齋藤純一, 佐藤正志, 山岡龍
一, 谷澤正嗣, 髙山裕二, 小田川大典訳 II /

2020.4 岩波書店

313.7 11 良き統治 : 大統領制化する民主主義 / ピエール・ロ
ザンヴァロン[著] ; 古城毅, 赤羽悠, 安藤裕介, 稲永
祐介, 永見瑞木, 中村督訳 ; 宇野重規解説

2020.3 みすず書房

316.8 21 レイシズム / ルース・ベネディクト [著] ; 阿部大樹訳 2020.4 講談社
320.4 イ57 1 これからの刑事司法の在り方 : 池田修先生前田雅英

先生退職記念論文集 / 秋吉淳一郎, 木村光江, 川田
宏一, 星周一郎, 細谷泰暢編集委員

2020.6 弘文堂

320.4 イ58 1 専修法学論集. 第138号, 2020年3月, 家永登教授, 坂
本武憲教授, 福永礼治教授退職記念号

2020.3 専修大学法
学会

320.4 キ23 1 知的財産法学の世界 : 吉備国際大学知的財産学研
究科10周年記念 : 土井輝生先生追悼記念、久々湊
伸一先生米寿記念論文集 / 吉備国際大学大学院知
的財産学研究科編集局編集

2020.1 マスターリン
ク

320.4 ナ30 1 日本法學. 第八十五巻第四号, 2020年3月, 南部篤教
授退職記念号

2020.3 日本大学法
学会

321.1 133 ジョン・ロックの権利論 : 生存権とその射程 / 渡邊裕
一著

2020.2 晃洋書房
321.1 137 正義と法 : キリスト教法倫理の基本線 / ヴォルフガ

ング・フーバー著 ; 宮田光雄監修 ; 佐藤司郎, 木部尚
志, 小嶋大造訳

2020.3 新教出版社

321.5 30 法制度における男性差別 : 合法化されるミサンドリー
/ ポール・ナサンソン, キャサリン・K・ヤング著 ; 久米

2020.6 作品社

322 1 69 = 69 法制史研究 / 法制史學會 [編] 1952. 7- 法制史學會;
創文社

322.15 41 幕藩法の諸相 : 規範・訴訟・家族 / 藩法研究会編 2019.11 汲古書院
322.928 9 イスラーム法と家産 : 19世紀イラン在地社会におけ

る家・相続・女性 / 阿部尚史著
2020.2 中央公論新

社
322.93 19 はじめて学ぶEU : 歴史・制度・政策 / 井上淳著 2020.3 法律文化社
322.93 67B EU : 欧州統合の現在 / 鷲江義勝編著 2020.3 創元社
323.13 11A 人権法 / 近藤敦著 2020.7 日本評論社
323.132 271 国家のシンボルとシンボリック・スピーチ / 徳永達哉

著
2020.7 成文堂

323.137 61 障害者差別を問いなおす / 荒井裕樹著 2020.4 筑摩書房
323.137 62 被差別部落女性の主体性形成に関する研究 / 熊本

理抄著
2020.3 解放出版社

323.137 72 人権侵害にかかわる差別事例判例集 / 部落解放・
人権研究所編

2020.3 解放出版社
(発売); 部落
解放・人権研
究所

323.14 51 統治のデザイン : 日本の「憲法改正」を考えるために
/ 楠綾子 [ほか著] ; 駒村圭吾, 待鳥聡史編

2020.7 弘文堂

323.234 19G ドイツ憲法集 / 高田敏, 初宿正典編訳 2020.6 信山社出版
323.4 44C 地方自治 / 礒崎初仁, 金井利之, 伊藤正次著 2020.4 北樹出版
323.7 14F 現代税法入門塾 : 税金のすべてがわかる / 石村耕

治編
2020.4 清文社

324 207A 新・コンダクト民法 / 宮本健蔵編著 ; 明石真昭, 西牧
正義, 齋田統, 石口修, 松田佳久, 甲斐好文, 大木満,
武田政明, 森田悦史著

2020.5 嵯峨野書院



324 236 論点精解改正民法 / 田中豊著 2020.7 弘文堂
324.09 11 現代独仏民事責任法の諸相 / 中原太郎編著 2020.3 商事法務
324.2 162C 新・マルシェ物権法・担保物権法 / 宮本健蔵編著 ;

松田佳久, 遠山純弘, 西牧正義, 鳥谷部茂, 今尾真著
2020.5 嵯峨野書院

324.3 89C 民法講義. 近江幸治著 III, 担保物権 / 2020.4 成文堂
324.3 89C 民法講義. 近江幸治著 III, 担保物権 / 2020.4 成文堂
324.3 89C 民法講義. 近江幸治著 III, 担保物権 / 2020.4 成文堂
324.4 14A 1 債権総論. 奥田昌道, 佐々木茂美著 上巻 / 2020.7 判例タイムズ

社
324.54 99 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる特定商取引法と消

費者取引の法律問題トラブル解決法 / 森公任, 森元
みのり監修

2019.11 三修社

324.6 100 1 個人、国家と家族 / 二宮周平編集代表 ; 棚村政行
編集担当

2020.6 日本評論社

325.2 132C 会社法の考え方 / 山本爲三郎著 2020.5 八千代出版
325.2 228A 実務の視点から考える会社法 / 高橋均著 2020.7 中央経済グ

ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 86 コア・テキスト会社法 / 川村正幸, 品谷篤哉, 山田剛
志, 尾関幸美著

2020.6 サイエンス社
(発売); 新世

325.7 17 オプション : 理論・制度・応用 / 大村敬一, 俊野雅司,
楠美将彦著

2020.3 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

326.13 38 緊急避難の理論とアクチュアリティ / 深町晋也著 2018.10 弘文堂
326.2 144 刑法各論 / 浅田和茂著 2020.7 成文堂
326.5 105 塀の中の事情 : 刑務所で何が起きているか / 清田

浩司著
2020.5 平凡社

326.7 9 2 死体は語る. 上野正彦著 2, 上野博士の法医学ノート
/

2020.2 文藝春秋
327.124 11A 裁判官幹部人事の研究 : 「経歴的資源」を手がかり

として / 西川伸一著
2020.4 五月書房新

社
327.17 112 裁判員制度の10年 : 市民参加の意義と展望 / 牧野

茂, 大城聡, 飯考行編 ; 青木孝之 [ほか著]
2020.4 日本評論社

327.2 119A 民事紛争交渉過程論 / 和田仁孝著 2020.7 信山社
327.6 62A 刑事訴訟法 / 酒巻匡著 2020.7 有斐閣
327.6 62A 刑事訴訟法 / 酒巻匡著 2020.7 有斐閣
327.6 62A 刑事訴訟法 / 酒巻匡著 2020.7 有斐閣
328.3 163C 環境法 / 大塚直著 2020.7 有斐閣
328.3 163C 環境法 / 大塚直著 2020.7 有斐閣
328.3 163C 環境法 / 大塚直著 2020.7 有斐閣
328.3 88A アメリカ環境法 / ダニエル・A・ファーバー著 ; 辻雄一

郎, 信澤久美子, 阿部満, 北村喜宣訳
2020.7 勁草書房

328.46 129 サイバーハラスメント : 現実へと溢れ出すヘイトクライ
ム / ダニエル・キーツ・シトロン著 ; 明戸隆浩, 唐澤
貴洋, 原田學植監訳 ; 大川紀男訳

2020.6 明石書店

328.52 110 5A インターネットビジネスの著作権とルール / 福井健策
編 ; 福井健策, 池村聡, 杉本誠司, 増田雅史著

2020.3 著作権情報
センター

328.52 195A プラクティス知的財産法. 田村善之, 高瀬亜富, 平澤
卓人著 II, 著作権法 /

2020.6 信山社出版

328.52 39 写真の撮影・利用をめぐる紛争と法理 : 肖像権、著
作権、著作者人格権、パブリシティ、プライバシー、名
誉毀損等の判例 / 升田純著

2020.3 民事法研究
会

328.54 134J 知っておきたい特許法 : 特許法から著作権法まで /
工業所有権法研究グループ編

2020.3 朝陽会

328.54 24A 商標・意匠・不正競争判例百選 / 茶園成樹, 田村善
之, 宮脇正晴, 横山久芳編

2020.7 有斐閣

328.54 42 論点別意匠裁判例事典 : 迅速な調査と活用のため
に / 高石秀樹著 ; 吉田和彦監修

2020.3 経済産業調
査会

328.61 118 労働法トークライブ / 森戸英幸, 小西康之著 2020.7 有斐閣
328.61 119 トピック労働法 / 山田省三, 石井保雄編著 2020.4 信山社
328.62 26A 予防・解決職場のパワハラセクハラメンタルヘルス :

パワハラ防止法とハラスメント防止義務 : 事業主にお
ける措置・対処法と職場復帰まで / 水谷英夫著

2020.3 日本加除出
版

328.62 37A 労働基準法・労働契約法 : 実務コンメンタール / 労
務行政研究所編

2020.3 労務行政



328.7 7A <概観>社会保障法総論・社会保険法 / 伊奈川秀和
著

2020.7 信山社
328.757 39B Q&A心神喪失者等医療観察法解説 / 日本弁護士連

合会刑事法制委員会著
2020.4 三省堂

328.8 7 法と文化 : 文化財保護への司法的挑戦 / ホルヘ・サ
ンチェス=コルデロ著 ; 松浦芳枝訳

2019.12 西田書店

328.81 51A 学校と法 / 坂田仰編著 2020.3 NHK出版 (発
売); 放送大
学教育振興

329 175 7 環境法・公害法と海洋法 / 芹田健太郎著 2020.6 信山社
329.31 11 21 国連と大国政治 / 日本国際連合学会編 2020.6 国際書院
329.6 67 通常兵器軍縮論 / 福井康人著 2020.3 東信堂
329.84 59A 国際家族法 : 準拠法・手続法・国籍法・戸籍法・入管

法 / 奥田安弘著
2020.6 明石書店

329.9 132A 国籍の境界を考える : 日本人、日系人、在日外国人
を隔てる法と社会の壁 / 丹野清人著

2020.2 吉田書店

331.8 5 不平等と再分配の経済学 : 格差縮小に向けた財政
政策 / トマ・ピケティ著 ; 尾上修悟訳

2020.2 明石書店

338 9E 金融読本 / 島村髙嘉, 中島真志著 2020.4 東洋経済新
報社

341 21B 財政学 / 林宜嗣, 林亮輔, 林勇貴著 2019.12 サイエンス社
(発売); 新世

367.3 15A 近代家族の成立と終焉 / 上野千鶴子著 2020.6 岩波書店
NHKブックス 1263 戦争をいかに語り継ぐか : 「映像」と「証言」から考え

る戦後史 / 水島久光著
2020.6 NHK出版

R323.7 1 2020:2:1 = 令和2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 2020:2:2 = 令和2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 1 2020:1 = 令和2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

R323.78 1 2020 = 令和2年版 租税条約関係法規集 / 大蔵省主税局国際租税課編 19??- 清文社 (発
売); 納税協
会連合会

R325.2 4D 「会社法」法令集 / 中央経済社編 2020.7 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

R328.3 2F ベーシック環境六法 / 大塚直, 北村喜宣, 高村ゆか
り, 島村健編集

2020.4 第一法規

ハクショ 1 2020 = 令和2年版 公務員白書 / 人事院編 19??- 大蔵省印刷
局ハクショ 22 2020 = 2020年版 白書の白書 / 木本書店編集部編集 1986- 木本書店

ハクショ 24 2020 = 令和2年版 環境白書 : 循環型社会白書/生物多様性白書 / 環
境省編

2009- 全国官報販
売協同組合
(発売); 日経

ハクショ 4 2020 = 令和2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

角川文庫 い-105-1 民王 / 池井戸潤 [著] 2019.10 KADOKAWA
角川文庫 い-58-8 キトラ・ボックス / 池澤夏樹 [著] 2020.2 KADOKAWA
角川文庫 い-59-3 AXアックス / 伊坂幸太郎 [著] 2020.2 KADOKAWA
角川文庫 し-59-2 かわうそ堀怪談見習い / 柴崎友香 [著] 2020.2 KADOKAWA
角川文庫 は-37-4 まことの華姫 / 畠中恵 [著] 2019.6 KADOKAWA
角川文庫 ハ-30-5 ダスト. ヒュー・ハウイー [著] ; 雨海弘美訳 上 / 2015.8 KADOKAWA
角川文庫 ハ-30-6 ダスト. ヒュー・ハウイー [著] ; 雨海弘美訳 下 / 2015.8 KADOKAWA
角川文庫 み-44-4 砂子のなかより青き草 : 清少納言と中宮定子 / 宮木

あや子[著]
2019.1 KADOKAWA

岩波ブックレット 1027 加害者家族を支援する : 支援の網の目からこぼれる
人々 / 阿部恭子著

2020.6 岩波書店

岩波ブックレット 1020 迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考
える / 内田良, 広田照幸, 髙橋哲, 嶋﨑量, 斉藤ひで

2020.3 岩波書店

岩波ブックレット 1021 3.11を心に刻んで. 岩波書店編集部編 2020 / 2020.3 岩波書店
岩波ブックレット 1022 沖縄を世界軍縮の拠点に : 辺野古を止める構想力 /

豊下楢彦, 北上田毅, 吉川秀樹, 大城尚子, 豊田祐基
子, 沖縄対外問題研究会著

2020.3 岩波書店

岩波ブックレット 1028 明子のピアノ : 被爆をこえて奏で継ぐ / 中村真人著 2020.7 岩波書店
岩波新書 別冊12 岩波新書解説総目録 : 1938-2019 / 岩波新書編集

部編
2020.6 岩波書店



岩波新書 1836 リスクの正体 : 不安の時代を生き抜くために / 神里
達博著

2020.6 岩波書店
岩波新書 1833 ドキュメント強権の経済政策 : 官僚たちのアベノミク

ス 2 / 軽部謙介著
2020.6 岩波書店

講談社現代新
書

2575 戦国大名の経済学 / 川戸貴史著 2020.6 講談社
講談社現代新
書

2573 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 / 木村和美
著

2020.6 講談社
講談社現代新
書

2572 近現代史からの警告 / 保阪正康著 2020.6 講談社
講談社現代新
書

2576 クオリアと人工意識 / 茂木健一郎著 2020.7 講談社
講談社現代新
書

2577 日本人と山の宗教 / 菊地大樹著 2020.7 講談社
講談社現代新
書

2578 文字世界で読む文明論 : 比較人類史七つの視点 /
鈴木董著

2020.7 講談社

講談社文庫 あ-143-1 伴走者 / 浅生鴨 [著] 2020.2 講談社
講談社文庫 あ-144-1 有楽斎の戦 / 天野純希 [著] 2020.3 講談社
集英社文庫 よ-20-1 第三の時効 / 横山秀夫著 2006.3 集英社
集英社文庫 わ-16-3 アイドル 地下にうごめく星 / 渡辺優著 2020.3 集英社
集英社文庫 わ-17-1 意識のリボン / 綿矢りさ著 2020.2 集英社
論文入門 1 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド / 佐渡島

紗織, オリベイラ, ディエゴ, 嶼田大海, デルグレゴ,ニ
2020.6 大修館書店

論文入門 14 租税法修士論文の書き方 / 細川健著 2020.3 白桃書房


