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110 1 自由意志の向こう側 : 決定論をめぐる哲学史 / 木島
泰三著

2020.11 講談社

116 6 はじめての論理学 : 伝わるロジカル・ライティング入
門 / 篠澤和久, 松浦明宏, 信太光郎, 文景楠著

2020.10 有斐閣

135.5 32 フーコーの風向き : 近代国家の系譜学 / 重田園江
著

2020.9 青土社
135.5 9 狂気の歴史 : 古典主義時代における / ミシェル・

フーコー著 ; 田村俶訳
2020.7 新潮社

140 27B はじめて出会う心理学 / 長谷川寿一, 東條正城, 大
島尚, 丹野義彦, 廣中直行著

2020.10 有斐閣

162 19 ヨーロッパの世俗と宗教 : 近世から現代まで / 伊達
聖伸編著

2020.10 勁草書房

311.23 68 市民の義務としての<反乱> : イギリス政治思想史に
おけるシティズンシップ論の系譜 / 梅澤佑介著

2020.6 慶應義塾大
学出版会

312.1 83 政治改革再考 : 変貌を遂げた国家の軌跡 / 待鳥聡
史著

2020.5 新潮社
312.53 36 大統領選挙・連邦議会を知るためのアメリカ政治文

化辞典 = A dictionary of American political culture /
橋本二郎編著

2020.8 三省堂

316.82 7 ロヒンギャ差別の深層 / 宇田有三著 2020.8 高文研
317.1 65 国際行政の新展開 : 国連・EUとSDGsのグローバル・

ガバナンス / 福田耕治, 坂根徹著
2020.8 法律文化社

319 68 国際レジーム / スティーヴン・D.クラズナー編 ; 河野
勝監訳

2020.10 勁草書房
320 34 5 民法典編纂史の研究 / 広中俊雄著 2020.10 信山社
320 34 9 警備公安警察史 / 広中俊雄著 2020.10 信山社
320.4 カ37 2 2 ビジネスローの新しい流れ : 知的財産法と倒産法の

最新動向 : 片山英二先生古稀記念論文集
2020.11 青林書院

320.4 サ30 1:1 1:1 現代国際法の潮流. 浅田正彦, 桐山孝信, 德川信治,
西村智朗, 樋口一彦編集 I, 総論、法源・条約、機構・
経済、海洋、南極・宇宙 /

2020.11 東信堂

320.4 サ30 1:2 1:2 現代国際法の潮流. 浅田正彦, 桐山孝信, 德川信治,
西村智朗, 樋口一彦編集 II, 人権、刑事、遵守・責
任、武力紛争 /

2020.11 東信堂

320.4 タ57 1:1 1:1 同志社法學. 第414号 I, vol. 72 no. 4, 故竹中勲教授
追悼号

2020.10 同志社法学
会

320.4 タ57 1:2 1:2 同志社法學. 第414号 II, vol.72 no.4, 故竹中勲教授
追悼号

2020.10 同志社法学
会

320.4 ニ18 2 反社会的勢力・不当要求対策の現在と未来 : 日本弁
護士連合会民事介入暴力対策委員会40周年記念論
文集 / 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会

2020.11 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

321 153B 法学 : 法制史家のみた / 利光三津夫, 林弘正著 2020.11 成文堂
321.1 184 タバコ吸ってもいいですか : 喫煙規制と自由の相剋

/ 児玉聡編著 ; 奥田太郎, 後藤励, 亀本洋, 井上達夫
2020.10 信山社

321.1 190 レクチャー法哲学 / 那須耕介, 平井亮輔編 2020.10 法律文化社
321.1 23 2019 2019 他者をめぐる法思想 / 日本法哲学会編 2020.10 有斐閣
322.93 15 変わりゆくEU : 永遠平和のプロジェクトの行方 / 臼

井陽一郎編著
2020.4 明石書店

323.01 135 芦部信喜 : 平和への憲法学 / 渡辺秀樹著 2020.10 岩波書店
323.02 31 日本国憲法のお誕生 : その受容の社会史 / 江橋崇

著
2020.11 有斐閣

323.1 378 フォーカス憲法 : 事例から学ぶ憲法基盤 / 加藤一
彦, 阪口正二郎, 只野雅人編著 ; 岩垣真人 [ほか] 共

2020.10 北樹出版

323.11 7 象徴天皇制のゆくえ / 茶谷誠一編 2020.9 南日本新聞
開発センター
(発売); 志學
館大学出版

323.12 204 安保法制違憲訴訟 : 私たちは戦争を許さない / 寺井
一弘, 伊藤真編著

2020.11 日本評論社

323.12 60 2 2 平和学入門. 多賀秀敏著 2, 戦争を理解するための
思考のドリル /

2020.10 勁草書房

323.13 4A 18歳から考える人権 / 宍戸常寿編 2020.11 法律文化社
323.13 91 AIと差別 / 反差別国際運動 (IMADR) 編集 2020.7 解放出版社

(発売); 反差
別国際運動



323.137 74 被差別部落マイノリティのアイデンティティと社会関係
/ 内田龍史著

2020.2 解放出版社

323.3 151 2 行政法ガール. 大島義則著 II / 2020.10 法律文化社
323.7 29 2A 2A 新実務家のための税務相談. 三木義一監修 ; 山田

泰弘, 安井栄二編 会社法編 /
2020.11 有斐閣

323.74 7 EU付加価値税の研究 : わが国, 消費税との比較の
観点から / 林幸一著

2020.8 広島大学出
版会

323.78 51B 詳解国際税務. 遠藤克博, 多田雄司, 幕内浩, 望月文
夫, 吉川保弘著 2020年版 /

2020.10 清文社

324 130A 民法演習サブノート210問 / 沖野眞已, 窪田充見, 佐
久間毅編著

2020.11 弘文堂

324 226A フレッシャーズのための民事法入門 / 今尾真, 大木
満, 黒田美亜紀, 伊室亜希子編著

2020.11 成文堂

324 55F 民法への招待 / 池田真朗著 2020.11 税務経理協
会324.14 9 一部無効論の多層的構造 / 酒巻修也著 2020.11 日本評論社

324.16 10 時効における理論と解釈 / 金山直樹著 2009.1 有斐閣
324.2 93A 物権法 / 松井宏興著 2020.12 成文堂
324.4 263 改正民法 (債権法) における判例法理の射程 : 訴訟

実務で押さえるべき重要論点のすべて / 伊藤進監
修 ; 長坂純, 川地宏行編集

2020.9 第一法規

324.4 264 民法読解. 旧民法から見た新債権法 / 大村敦志著 I,
旧民法財産編. 人権 :

2020.11 有斐閣

324.52 188B 民間 (七会) 連合協定工事請負契約約款の解説 : 令
和2 (2020) 年4月改正 / 民間 (七会) 連合協定工事
請負契約約款委員会編著

2020.11 大成出版社

324.6 93 2 2 多様化する家族と法. 二宮周平著 II, 子どもの育ちを
支える、家族を支える /

2020.7 朝陽会

324.62 96 同性婚論争 : 「家族」をめぐるアメリカの文化戦争 /
小泉明子著

2020.10 慶應義塾大
学出版会

324.812 48 土地賃貸借 : 土地賃貸借に関する法律と判例 / 渡
辺晋, 山本幸太郎著

2020.9 大成出版社

324.813 5 区分所有法 / 丸山英氣著 2020.11 信山社
325.2 145B 会社法 / 高橋美加, 笠原武朗, 久保大作, 久保田安

彦著
2020.11 弘文堂

325.2 145B 会社法 / 高橋美加, 笠原武朗, 久保大作, 久保田安
彦著

2020.11 弘文堂
325.2 145B 会社法 / 高橋美加, 笠原武朗, 久保大作, 久保田安

彦著
2020.11 弘文堂

325.2 172A 最新会社法務の基本と実務 : 図解で早わかり : 働き
方改革法、会社法改正に対応! / 森公任, 森元みのり

2020.3 三修社

325.23 60 コーポレート・ガバナンスとフィンテックの制度設計の
新展開 : スチュワードシップ・コード、コーポレートガ
バナンス・コード、会社法改正ならびに買収防衛策の
現代的変容などに伴う新たなガバナンスとプラクティ
スの課題と展望 / 藤川信夫著

2020.10 文眞堂

325.4 48 インシュアテックと保険法 : 新技術で加速する保険業
の革新と法の課題 / 吉澤卓哉著

2020.8 保険毎日新
聞社

325.4 51 保険のデジタル化と法 : InsurTechの社会実装に向
けて / 細田浩史著

2020.11 弘文堂

325.5 21B 基本海事法規 / 福井淡原著 2020.4 海文堂出版
326 132 行為主義と刑法理論 / 松原芳博著 2020.11 成文堂
326.1 161C 刑法判例百選. 佐伯仁志, 橋爪隆編 I, 総論 / 2020.11 有斐閣
326.1 161C 刑法判例百選. 佐伯仁志, 橋爪隆編 I, 総論 / 2020.11 有斐閣
326.2 156D 刑法判例百選. 佐伯仁志編, 橋爪隆編 II, 各論 / 2020.11 有斐閣
326.2 156D 刑法判例百選. 佐伯仁志編, 橋爪隆編 II, 各論 / 2020.11 有斐閣
326.34 15 司法・犯罪心理学 / 藤岡淳子編 2020.10 有斐閣
326.35 22 性的虐待を犯した少年たち : ボーイズ・クリニックの

治療記録 / アンデシュ・ニューマン, ウーロフ・リスベ
リィ, ベリエ・スヴェンソン [著] ; 見原礼子訳

2020.4 新評論

326.41 112 サンソン回想録 : フランス革命を生きた死刑執行人
の物語 / オノレ・ド・バルザック著 ; 安達正勝訳

2020.10 国書刊行会

326.5 111 ルポ闘う情状弁護へ : 「知的・発達障害と更生支
援」、その新しい潮流 / 佐藤幹夫著

2020.3 論創社

326.81 17 「共謀罪」を問う : 法の解釈・運用をめぐる問題点 /
松宮孝明著

2017.9 法律文化社

327.07 20 裁判員時代の刑事手続に関する法教育基礎理論序
説 / 佐藤伸彦著

2020.9 ナカニシヤ出
版



327.15 82 司法書士法改正記念誌 / 日本司法書士会連合会司
法書士法改正対策部法改正記念事業WT編

2020.10 日本司法書
士会連合会

327.2 140 講義民事訴訟の実務 / 田子真也著 2020.12 きんざい (発
売); 金融財
政事情研究

327.2 215 民事訴訟の簡易救済法理 / 川嶋四郎著 2020.11 弘文堂
327.2 272 ゼミナール民事訴訟法 / 渡部美由紀, 鶴田滋, 岡庭

幹司著
2020.11 日本評論社

327.3 5 改正民事執行法の論点と今後の課題 / 中島弘雅,
内田義厚, 松嶋隆弘編

2020.10 勁草書房

327.3 50 実務からみる改正民事執行法 : 金融・民事・家事の
ここが変わる! / 中島弘雅, 松嶋隆弘編著

2020.11 ぎょうせい

327.5 31B 新和解技術論 : 和解は未来を創る / 草野芳郎著 2020.10 信山社出版
327.63 28 AI裁判 / 小川進著 2020.10 緑風出版
327.66 16 冤罪 : 中国の誤審はなぜ起きたか / 何家弘著 ; 古

賀啓一郎訳
2020.4 科学出版社

東京
328.12 168C 独占禁止法 / 菅久修一編著 ; 品川武, 伊永大輔, 原

田郁著
2020.11 商事法務

328.15 75 暗号資産・デジタル証券法 / 河合健, 高松志直, 田
中貴一, 三宅章仁編著

2020.9 商事法務

328.15 88 ブロックチェーンと法 : <暗号の法>がもたらすコード
の支配 / プリマヴェラ・デ・フィリッピ, アーロン・ライト
著 ; 片桐直人編訳 ; 栗田昌裕, 三部裕幸, 成原慧, 福

2020.11 弘文堂

328.15 94 36 = 第36号(2020) 金融法研究 / 金融法学会 [編] 1985.5- 金融法学会
328.3 26 11 環境法研究 = Kankyoho-kenkyu 2014.4- 信山社
328.3 80 ケースブック国際環境法 / 繁田泰宏, 佐古田彰編集

代表 ; 岡松暁子, 小林友彦共同編集 ; 鳥谷部壌, 平
野実晴編集協力

2020.10 東信堂

328.42 34 判例にみる高齢者の交通事故 : 高齢被害者の損害
と高齢加害者の責任 / 古笛恵子編著

2020.11 日本加除出
版

328.46 135 電子商取引・電子決済の法律相談 / 渡邊涼介, 梅本
大祐, 柘植寛著

2020.11 青林書院

328.46 136 AIの法律 / 福岡真之介編著 2020.11 商事法務
328.46 137 プラットフォームビジネスの法務 / 岡田淳, 中野玲也,

古市啓, 羽深宏樹編著
2020.11 商事法務

328.62 43 ハラスメント防止の基本と実務 / 石嵜信憲編著 ; 豊
岡啓人, 松井健祐, 藤森貴大, 山崎佑輔著

2020.6 中央経済グ
ループパブ
リッシング
(発売); 中央

328.642 12 使い捨て外国人 : 人権なき移民国家、日本 / 指宿昭
一著

2020.4 朝陽会
328.73 19 <概観>社会福祉・医療運営論 / 伊奈川秀和著 2020.10 信山社
328.75 172A 医療倫理超入門 / マイケル・ダン, トニー・ホープ

[著] ; 児玉聡, 赤林朗訳
2020.10 岩波書店

328.75 25 35 = 35(2020) 年報医事法学 = Journal of medical law / 日本医事
法学会編

1986- 日本評論社

328.75 94A いのちと平等をめぐる13章 : 優生思想の克服のため
に / 竹内章郎著

2020.4 生活思想社

328.757 5 いますぐ彼を解きなさい : イタリアにおける非拘束社
会への試み / ジョバンナ・デル・ジューディチェ著 ; 岡
村正幸監訳 ; 小村絹恵訳

2020.4 ミネルヴァ書
房

329 171C はじめての国際法 / 尾崎哲夫著 2020.10 自由国民社
329 175 11 新国家と国際社会 / 芹田健太郎著 2020.10 信山社
329 24A ビジュアルテキスト国際法 / 加藤信行, 植木俊哉, 森

川幸一, 真山全, 酒井啓亘, 立松美也子編著
2020.11 有斐閣

329.2 97 宇宙と安全保障 : 軍事利用の潮流とガバナンスの模
索 / 福島康仁著

2020.4 千倉書房

329.3 17 国際機構間関係論 : 欧州人権保障の制度力学 / 大
道寺隆也著

2020.9 信山社

329.9 144 入管法概説 / 髙宅茂著 2020.11 有斐閣
329.9 145 ルポ入管 : 絶望の外国人収容施設 / 平野雄吾著 2020.10 筑摩書房
338.9 2D 新・国際金融のしくみ / 西村陽造, 佐久間浩司著 2020.10 有斐閣
367.1 43 フェミニズムはみんなのもの : 情熱の政治学 / ベル・

フックス著 ; 堀田碧訳
2020.8 エトセトラブッ

クス
367.1 80 <家父長制>は無敵じゃない : 日常からさぐるフェミニ

ストの国際政治 / シンシア・エンロー著 ; 佐藤文香監
2020.10 岩波書店



368.2 29 「高学歴ワーキングプア」からの脱出 / 水月昭道著 2020.5 光文社
F328.6 2 4:27 = v.4, no.27

(November-
December 2020)

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

R320 11 2021 = 令和3年版 三省堂基本六法. 三省堂編修所編 2021 令和3年版
/

2020.11 三省堂
R320 14 2021:1 = 令和3年

版 01(公法・刑事
法・社会法 社会保
障・更生法編・条約)

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

2007.10- 有斐閣

R320 14 2021:2 = 令和3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 2021 = 令和2年版 模範六法 / 模範六法編修委員会 [編集] 19??- 三省堂
R328.6 1 2021 = 令和3年版 労働法全書 / 労務行政研究所編 2005- 労務行政研

究所
ハクショ 14 2020 = 令和2年版 厚生労働白書 / 厚生労働省監修 2001.9- ぎょうせい
角川文庫 か-88-1 革命テーラー / 川瀬七緒[著] 2020.10 KADOKAWA
角川文庫 そ-5-1 悪い夏 / 染井為人[著] 2020.9 KADOKAWA
岩波ブックレット 1035 成人式とは何か / 田中治彦著 2020.11 岩波書店
岩波ブックレット 1036 見えない脳損傷MTBI / 山口研一郎著 2020.11 岩波書店
岩波新書 1854 1854 SDGs : 危機の時代の羅針盤 / 南博, 稲場雅紀著 2020.11 岩波書店
岩波新書 1855 1855 地方の論理 / 小磯修二著 2020.11 岩波書店
岩波新書 1856 1856 がんと外科医 / 阪本良弘著 2020.11 岩波書店
岩波新書 1857 1857 文在寅時代の韓国 : 「弔い」の民主主義 / 文京洙著 2020.11 岩波書店
岩波新書 1858 1858 グローバル・タックス : 国境を超える課税権力 / 諸富

徹著
2020.11 岩波書店

講談社現代新
書

2589 ペルソナ : 脳に潜む闇 / 中野信子著 2020.10 講談社
講談社現代新
書 2593

2593 部長って何だ! / 丹羽宇一郎著 2020.11 講談社

講談社現代新
書 2594

2594 やばいデジタル : "現実"が飲み込まれる日 / NHKス
ペシャル取材班著

2020.11 講談社

講談社現代新
書 2595

2595 はじめてのスピノザ : 自由へのエチカ / 國分功一郎
著

2020.11 講談社

講談社現代新
書 2596

2596 経済学の堕落を撃つ : 「自由」vs「正義」の経済思想
史 / 中山智香子著

2020.11 講談社

講談社現代新
書 2597

2597 左翼の逆襲 : 社会破壊に屈しないための経済学 /
松尾匡著

2020.11 講談社

講談社文庫 お-131-1 アマゾンの料理人 : 世界一の"美味しい"を探して僕
が行き着いた場所 / 太田哲雄 [著]

2020.10 講談社

講談社文庫 し-46-7 竜と流木 / 篠田節子 [著] 2020.7 講談社
講談社文庫 の-19-1 師弟 / 野村克也, 宮本慎也 [著] 2020.10 講談社
講談社文庫 ま-46-15 スピンクの壺 / 町田康 [著] 2017.10 講談社
講談社文庫 ま-54-18 シンドローム. 真山仁 [著] 上 / 2020.10 講談社
講談社文庫 ま-54-19 シンドローム. 真山仁 [著] 下 / 2020.10 講談社
講談社文庫 も-48-7 静かに、ねぇ、静かに / 本谷有希子 [著] 2020.10 講談社
講談社文庫 よ-38-10 ルパンの星 / 横関大 [著] 2020.9 講談社
講談社文庫 な
-97-4

な-97-4 雪の王光の剣 / 中村ふみ [著] 2020.7 講談社

講談社文庫 な
-97-5

な-97-5 永遠の旅人天地の理 / 中村ふみ [著] 2020.8 講談社

集英社文庫 た-58-19 辺境の怪書、歴史の驚書、ハードボイルド読書合戦
/ 高野秀行, 清水克行著

2020.10 集英社

集英社文庫 や-56-2 日本殺人巡礼 / 八木澤高明著 2020.9 集英社
中公新書 2616 2616 法華経とは何か : その思想と背景 / 植木雅俊著 2020.11 中央公論新

社中公新書 2617 2617 暗殺の幕末維新史 : 桜田門外の変から大久保利通
暗殺まで / 一坂太郎著

2020.11 中央公論新
社

中公新書 2618 2618 板垣退助 : 自由民権指導者の実像 / 中元崇智著 2020.11 中央公論新
社中公新書 2619 2619 もののけの日本史 : 死霊、幽霊、妖怪の1000年 / 小

山聡子著
2020.11 中央公論新

社
中公新書 2620 2620 コロナ危機の政治 : 安倍政権vs.知事 / 竹中治堅著 2020.11 中央公論新

社法律学入門 39 法を学ぼう / 三上威彦編著 ; 横大道聡, 金尾悠香,
荒木泰貴, 金安妮 [執筆]

2020.10 信山社

法律学入門 40 法学を学ぶのはなぜ? : 気づいたら法学部、にならな
いための法学入門 / 森田果著

2020.10 有斐閣



法律学入門 41 法学部入門 : はじめて法律を学ぶ人のための道案
内 / 吉永一行編 ; 中村邦義, 二本柳高信著

2020.11 法律文化社

法律学入門 42 法律の学び方 : シッシー&ワッシーと開く法学の扉 /
青木人志著

2020.11 有斐閣


