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102 6 8 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 8, 現代, グローバル時代の知 /

2020.8 筑摩書房

309 32 29 人間の権利の擁護 ; 娘達の教育について / メアリ・
ウルストンクラフト著 ; 清水和子, 後藤浩子, 梅垣千

2020.8 京都大学学
術出版会

312.22 4 よくわかる現代中国政治 / 川島真, 小嶋華津子編著 2020.4 ミネルヴァ書
房

312.3 20 よくわかるEU政治 / 坂井一成, 八十田博人編著 2020.4 ミネルヴァ書
房

319.8 82 安全保障論 : 入門講義 / 宮岡勲著 2020.5 慶應義塾大
学出版会

320.1 13 判事がメガネをはずすとき : 最高裁判事が見続けて
きた世界 / 千葉勝美著

2020.8 日本評論社

320.4 ヨ14 1 現代市民社会における法の役割 : 吉村良一先生古
稀記念論集 / 和田真一, 大坂恵里, 石橋秀起編

2020.8 日本評論社

320.5 22A 動物愛護法入門 : 人と動物の共生する社会の実現
へ / 東京弁護士会公害・環境特別委員会編

2020.9 民事法研究
会

320.5 5B スポーツ法学 : 標準テキスト / 日本スポーツ法学会
監修 ; 浦川道太郎, 吉田勝光, 石堂典秀, 松本泰介,

2020.4 エイデル研
究所

321 166 こども六法 / 山崎聡一郎著 2019.8 弘文堂
321.1 161 合法性と正当性 : ワイマール期におけるカール・シュ

ミット、ハンス・ケルゼンおよびヘルマン・ヘラー / デ
イヴィッド・ダイゼンハウス著 ; 池端忠司訳

2020.3 春風社

321.1 163 西洋中世の正義論 : 哲学史的意味と現代的意義 /
山口雅広, 藤本温編著

2020.5 晃洋書房

321.1 170 ナッジ!? : 自由でおせっかいなリバタリアン・パターナ
リズム / 那須耕介, 橋本努編著

2020.5 勁草書房

321.2 35 法思想史入門 / 西村清貴著 2020.9 成文堂
321.5 139 17 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 15E 要件事実問題集 / 岡口基一著 2020.8 商事法務
321.9 11 標と数の法文化 : 時間軸と空間軸から数を眺めよう

/ ベルンハルト・グロスフェルト著 ; 山内惟介訳
2020.9 中央大学出

版部
322.96 6 ブラジル法概論 / 阿部博友著 2020.3 大学教育出

版323.1 140 2 憲法. 渡辺康行, 宍戸常寿, 松本和彦, 工藤達朗著 II,
総論・統治 /

2020.9 日本評論社

323.1 23C 日本国憲法論 / 佐藤幸治著 2020.9 成文堂
323.1 23C 日本国憲法論 / 佐藤幸治著 2020.9 成文堂
323.1 377 10歳から読める・わかるいちばんやさしい日本国憲

法 / 南野森監修
2017.10 東京書店

323.12 60 1 平和学入門. 多賀秀敏著 1, 平和を理解するための
思考のドリル /

2020.5 勁草書房

323.132 295 個人情報保護法制大全 / 西村あさひ法律事務所編
; 太田洋, 石川智也, 河合優子編著

2020.9 商事法務

323.14 53 議会審議の国際比較 : <議会と時間>の諸相 / 岡田
信弘編著

2020.2 北海道大学
出版会

323.14 56 議会制民主主義の活かし方 : 未来を選ぶために /
糠塚康江著

2020.5 岩波書店

323.2 28G 新解説世界憲法集 / 初宿正典, 辻村みよ子編 ; 江
島晶子, 野坂泰司, 松井茂記, 田近肇, 毛利透, 山元
一, 奥田喜道, 溝口修平, 鈴木賢, 水島玲央執筆

2020.9 三省堂

323.3 22 1 行政認定制度 : 行政法の森の散歩I / 碓井光明著 2020.8 信山社出版
323.3 52 官僚制改革の行政法理論 / 晴山一穂, 白藤博行, 本

多滝夫, 榊原秀訓編著
2020.9 日本評論社

323.34 2 逐条海岸法解説 / 藤川眞行監修 ; 海岸法制研究会
著

2020.8 大成出版社
323.35 25A 詳説自治体契約の実務 / 江原勲著 2020.9 ぎょうせい
323.4 179 地方自治入門 / 入江容子, 京俊介編著 2020.5 ミネルヴァ書

房
323.4 18 自治体民営化のゆくえ : 公共サービスの変質と再生

/ 尾林芳匡著
2020.1 自治体研究

社
323.7 55 5 重要租税判例の解釈. 山口敬三郎著 V / 2020.7 星雲社 (発

売); リンケー
ジ・パブリッ



324 255A 5 広がる民法. 大村敦志著 5, 学説解読編. 公論の空
間を発見する /

2020.9 有斐閣

324 81A 民法 (財産法) / 松岡久和, 中田邦博編 2020.9 日本評論社
324.4 12C 民法入門債権総論 / 森泉章, 鎌野邦樹著 2020.9 日本評論社
324.52 140 双務契約の牽連性と担保の原理 : 同時履行の抗弁・

法定解除・留置権・相殺 / 岩川隆嗣著
2020.8 有斐閣

324.52 214 イギリス契約法の基本思想 / ニコラス・J・マックブラ
イド原著 ; 菅富美枝訳

2020.9 成文堂

324.54 113 消費者被害の救済と抑止 : 国際比較からみる多様
性 / 松本恒雄編

2020.9 信山社

324.54 24A 消費者法判例百選 / 河上正二, 沖野眞已編 2020.9 有斐閣
324.6 100 4 後見・扶養 / 二宮周平編集代表 ; 床谷文雄編集担

当
2020.8 日本評論社

325.1 75B 商法総則・商行為法 : 《基礎と展開》 / 末永敏和著 2020.9 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 131A ビジネススタンダード会社法 / 池島真策著 2020.9 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 209 新会社法講義 / 畠田公明, 前越俊之, 嘉村雄司, 後
藤浩士著

2020.10 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

325.2 413F 会社法 / 宮島司著 2020.9 弘文堂
326 137 刑法解釈論 / 設楽裕文著 2020.6 八千代出版
326.34 65 罪を犯した女たち / 藤野京子著 2020.7 金剛出版
326.37 89 性暴力被害の実際 : 被害はどのように起き,どう回復

するのか / 齋藤梓, 大竹裕子編著
2020.6 金剛出版

326.37 9 30 = 第30号
(2020.3)

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

1992.3- 成文堂; 日本
被害者学会

326.41 87 死刑賛成弁護士 / 犯罪被害者支援弁護士フォーラ
ム著

2020.7 文藝春秋
326.5 109 ルポ老人受刑者 / 斎藤充功著 2020.5 中央公論新

社326.63 83A 犯罪・非行の社会学 : 常識をとらえなおす視座 / 岡
邊健編

2020.9 有斐閣
327.07 61 10 = Vol.10(2019) 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 1E わかりやすい訴訟のしくみ : 見る+読む=わかる / 石
原豊昭著 ; 國部徹補訂 ; 山川直人絵

2020.4 自由国民社

327.12 39 2020 裁判所データブック / 判例調査会 [編] 200u 判例調査会
327.13 1 ナリ検 : ある次席検事の挑戦 / 市川寛著 2020.8 日本評論社
327.14 46 3 弁護士になりたいあなたへ. 青年法律家協会弁護士

学者合同部会, 久保木亜澄編 III /
2020.8 共栄書房

(発売); 花伝
327.14 52 逆転勝利を呼ぶ弁護 : 7つの実例とその教訓 / 原和

良著
2020.7 学陽書房

327.14 54 弁護士になった「その先」のこと。 / 中村直人, 山田
和彦著

2020.7 商事法務
327.15 81 法廷通訳人 / 丁海玉 [著] 2020.5 KADOKAWA
327.3 26B 実践民事執行法民事保全法 / 平野哲郎著 2020.9 日本評論社
327.34 34D 民事保全法 / 瀬木比呂志著 2020.9 日本評論社
327.6 238C 実践的刑事事実認定と情況証拠 / 植村立郎著 2020.9 立花書房
328.12 27 違反事例で学ぶ海外「競争法」規制内容と制裁金の

実態 : 米・EU・BRICS・アジア主要国等 / ベーカー&
マッケンジー法律事務所反トラスト法・競争法グルー

2020.7 第一法規

328.15 87 金融法の現在と未来 / 神吉正三著 2020.9 成文堂
328.3 43D 環境法 / 北村喜宣著 2020.9 弘文堂
328.3 43D 環境法 / 北村喜宣著 2020.9 弘文堂
328.42 50 2 検証・自動車運転死傷行為等処罰法 / 高山俊吉, 本

庄武編
2020.9 日本評論社

328.46 100D 情報法入門 : デジタル・ネットワークの法律 / 小向太
郎著

2020.3 NTT出版
328.46 131 サイバーセキュリティと刑法 : 無権限アクセス罪を中

心に / 西貝吉晃著
2020.8 有斐閣

328.5 193 6 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.6 /

2020.8 民事法研究
会

328.52 149B 著作権法 / 中山信弘著 2020.8 有斐閣
328.52 149B 著作権法 / 中山信弘著 2020.8 有斐閣
328.54 33A 2 知的財産権訴訟要論. 竹田稔, 川田篤著 意匠編 / 2020.3 発明推進協

会



328.54 60 バイオテクノロジーの法規整 : 交差する公法と知的
財産法 / 斎藤誠著

2020.9 有斐閣

328.62 54C 労働基準法・労働契約法 / 西谷敏, 野田進, 和田肇,
奥田香子編 ; 荒木尚志 [ほか著]

2020.8 日本評論社

328.626 40 LGBTとハラスメント / 神谷悠一, 松岡宗嗣著 2020.7 集英社
328.7 34 ライフステージと社会保障 / 丸谷浩介著 2020.3 NHK出版 (発

売); 放送大
学教育振興

328.7 35 消費税増税と社会保障改革 / 伊藤周平著 2020.7 筑摩書房
328.7 37 社会保障 : 生活を支えるしくみ / 田畑洋一, 岩崎房

子, 大山朝子, 山下利恵子編著
2020.4 学文社

328.712 3 年金財政はどうなっているか / 石崎浩著 2020.6 信山社
328.73 18 裁判例にみる家族と暴力 : 家庭福祉の危機と回復 /

李政元著
2020.4 関西学院大

学出版会
328.73 3A <概観>社会福祉法 / 伊奈川秀和著 2020.8 信山社
328.75 193A 日本の医療 : 制度と政策 / 島崎謙治著 2020.4 東京大学出

版会
328.75 222 バイオバンクの展開 : 人間の尊厳と医科学研究 / 奥

田純一郎, 深尾立共編
2016.12 ぎょうせい

(発売);
Sophia
University
Press上智大

328.75 36A コ・メディカルのための医事法学概論 / 野﨑和義著 2020.5 ミネルヴァ書
房

328.81 40 教育と法のフロンティア / 伊藤良高, 大津尚志, 橋本
一雄, 荒井英治郎編

2020.4 晃洋書房

328.815 23 国連子どもの権利条約と日本の子ども期 : 第4・5回
最終所見を読み解く / 子どもの権利条約市民・NGO

2020.7 本の泉社

329 175 9 日本の領土 / 芹田健太郎著 2020.8 信山社
329 74 3 国際法を物語る. 阿部浩己著 III, 人権の時代へ / 2020.6 朝陽会
329.6 68 ルソーの戦争/平和論 : 『戦争法の諸原理』と『永久

平和論抜粋・批判』 / ジャン=ジャック・ルソー著 ; ブ
レーズ・バコフェン, セリーヌ・スペクトール監修 ; ブ
リュノ・ベルナルディ, ガブリエッラ・シルヴェストリーニ

2020.7 勁草書房

329.85 17 2020 = 第22号
(2020年)

国際商取引学会年報 / 国際商取引学会編 200?- 雄松堂出版
(発売); レク
シスネクシ
ス・ジャパン

332 11 グローバル経済の歴史 / 河﨑信樹, 村上衛, 山本千
映著

2020.8 有斐閣
350 6 4 統計学が最強の学問である. データ分析と機械学習

のための新しい教科書 / 西内啓著 数学編 :
2017.12 ダイヤモンド

社
377 32 プレゼンテーション入門 : 学生のためのプレゼン上達

術 / 慶應義塾大学教養研究センター監修 ; 大出敦
編著 ; 直江健介著

2020.8 慶應義塾大
学出版会

816 11 詳解公用文の書き方 : 分かりやすく正確な公用文を
書くために / 瀬口至著

2020.4 夢の友出版

F322.92 1 development of the rule of law in ASEAN : the state
and regional integration / Imelda Deinla.

2019. Cambridge
University
Press

F322.93 2 Brussels effect : how the European Union rules the
world / Anu Bradford.

[2020] Oxford
University
Press

F327.5 1 Russian arbitration law and practice / Hiroshi Oda. 2020. Oxford
University
Press

F328.3 1 Transnational sustainability laws / Phillip Paiement. 2017. Cambridge
University
Press

F329.35 1 ASEAN Intergovernmental Commission on Human
Rights : institutionalising human rights in Southeast
Asia / Tan Hsien-Li

2011 Cambridge
University
Press

F329.85 5 Enforcing transnational private regulation : a
comparative analysis of advertising and food safety
/ Paul Verbruggen (assistant professor of Law,
Business and Law Research Center, Radboud
University, Nijmegen, the Netherlands).

[2014] Edward Elgar



F329.86 2 Regional economic integration and dispute
settlement in East Asia : the evolving legal
framework / Anna G. Tevini.

2018. Hart

R320 13 2021 = 2021年版 法学六法 : book of major laws for beginners 20??- 信山社
R322.933 14 021 = 21st ed. bluebook : a uniform system of citation. c1991- Harvard Law

Review
Association

R322.933 14 021 = 21st ed. bluebook : a uniform system of citation. c1991- Harvard Law
Review
Association

R328.4 3 2020 = 令和2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

ハクショ 30 2020 = 令和2年版 犯罪被害者白書 / 内閣府 [編集] 2006- 佐伯印刷
ハクショ 31 2020 = 令和2年版 障害者白書 / 総理府編 1994- 大蔵省印刷

局ハクショ 32 2020 = 令和2年版 高齢社会白書 / 総務庁編 1996- 大蔵省印刷
局ハクショ 33 2020 = 2020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 5 2020 = 令和2年版 子ども・若者白書 / 内閣府 [編集] 2010.12- 中和印刷
ハクショ 9 2020 = 令和2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 お-65-33 もうひとつの空の飛び方 : 『枕草子』から『ナルニア

国』まで / 荻原規子 [著]
2020.7 KADOKAWA

角川文庫 す-28-1 青くて痛くて脆い / 住野よる [著] 2020.6 KADOKAWA
角川文庫 ま-49-1 満月と近鉄 / 前野ひろみち [著] 2020.5 KADOKAWA
角川文庫 ゆ-14-7 凶犬の眼 / 柚月裕子 [著] 2020.3 KADOKAWA
角川文庫 こ-53-2 里山奇談 : めぐりゆく物語 / coco, 日高トモキチ, 玉

川数[著]
2020.5 KADOKAWA

岩波ブックレット 1031 官製ワーキングプアの女性たち : あなたを支える人
たちのリアル / 竹信三恵子, 戒能民江, 瀬山紀子編

2020.9 岩波書店

岩波ブックレット 1032 子どもの心の声を聴く : 子どもアドボカシー入門 / 堀
正嗣著

2020.9 岩波書店

岩波新書 1848 道教思想10講 / 神塚淑子著 2020.9 岩波書店
岩波新書 1847 ドイツ統一 / アンドレアス・レダー [著] ; 板橋拓己訳 2020.9 岩波書店
岩波新書 1849 有島武郎 : 地人論の最果てへ / 荒木優太著 2020.9 岩波書店
岩波新書 1846 暴君 : シェイクスピアの政治学 / スティーブン・グリー

ンブラット [著] ; 河合祥一郎訳
2020.9 岩波書店

講談社文庫 あ-127-6 アンマーとぼくら / 有川ひろ [著] 2020.8 講談社
講談社文庫 か-132-8 紅のアンデッド / 川瀬七緒著 2020.8 講談社
講談社文庫 ふ-69-13 南柯の夢 / 椹野道流著 2020.6 講談社
講談社文庫 ま-46-16 スピンクの笑顔 / 町田康著 2020.7 講談社
集英社文庫 う-25-4 対岸のヴェネツィア / 内田洋子著 2020.7 集英社
新潮文庫 か-84-2 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 / 川上

和人著
2020.7 新潮社

法律学入門 20 体験する法学 / 関根豪政, 北村貴編著 2020.3 ミネルヴァ書
房

法律学入門 60 法を学ぶパートナー / 武藤眞朗, 多田英明, 宮木康
博著

2020.9 成文堂


