
学情センター2F企画展示

著作権 展示期間：2012.9.24-10.6

書名 配置場所 請求記号
アウト・オブ・コントロール : ネットにおける情報共有・セキュリティ・匿名性 / 大谷卓史著. -- 岩波書
店, 2008.4.

7F新体系 007.3//O84//1352

デザイナーのための著作権ガイド / 赤田繁夫, 上野善弘, 久野寧子著. -- パイインターナショナル,
2010.7.

3F開架新体系 021.2//A28//6714

グーグルに異議あり! / 明石昇二郎著. -- 集英社, 2010.4. -- (集英社新書 ; 0537B). 4F新書版 021.2//A32//0846

著作権法入門 / 文化庁文化部著作権課内著作権法令研究会編著. -- 平成8年度版 - 2011-2012.
-- 著作権情報センター, 1996.7-.

3F開架新体系 021.2//B89//6163

クリエイターのための著作権入門講座 : 自分の作品を守り、他者の権利を侵害しないために / コン
ピュータソフトウェア著作権協会編. -- 毎日コミュニケーションズ, 2007.4.

3F開架新体系 021.2//C85//2239

図解わかる著作権 : クリエイティブ×ビジネスの基礎知識 / コンピュータソフトウェア著作権協会編
著. -- ワークスコーポレーション, 2010.4.

3F開架新体系 021.2//C85//4071

エンタテインメント法への招待 / 道垣内正人, 森下哲朗編著. -- ミネルヴァ書房, 2011.4. 3F開架新体系 021.2//D81//1415

デジタルコンテンツ法の最前線 : 発展するコンテンツビジネス / エンターテインメント・ロイヤーズ・
ネットワーク編. -- 商事法務, 2009.3.

3F開架新体系 021.2//E63//1273

ライブ・エンタテインメントの著作権 / 福井健策編 ; 福井健策, 二関辰郎著. -- 著作権情報セン
ター, 2006.1. -- (エンタテインメントと著作権 : 初歩から実践まで ; 1).

3F開架新体系 021.2//F76//2447

著作権の世紀 : 変わる「情報の独占制度」 / 福井健策著. -- 集英社, 2010.1. -- (集英社新書 ;
0527A).

4F新書版 021.2//F76//6662

ちょっと待って、そのコピペ!著作権侵害の罪と罰 / 林幸助著. -- 実業之日本社, 2008.7. -- (じっぴ
コンパクト).

3F開架新体系 021.2//H48//8135

著作権という魔物 / 岩戸佐智夫著. -- アスキー・メディアワークス. -- (アスキー新書 ; 065). 4F新書版 021.2//I97//2634

大学生と著作権 / 神谷信行著. -- ナカニシヤ出版, 2006.7. 3F開架新体系 021.2//KA39//2731

知って活かそう!著作権 : 書・音楽・学校の現場から / 神谷信行著. -- 日本評論社, 2005.4. 3F開架新体系 021.2//KA39//6493

現場で使える美術著作権ガイド / 甲野正道, 山梨俊夫著 ; 全国美術館会議編. -- ブリュッケ. 3F開架新体系 021.2//KO76//8170

著作権ビジネス最前線 / 久保利英明, 内田晴康, 横山経通著. -- 新版. -- 中央経済社, 2007.7. 3F開架新体系 021.2//KU14//9189

知恵蔵裁判全記録 / 鈴木一誌, 知恵蔵裁判を読む会編. -- 太田出版, 2001.1. 3F開架大型本 L021.2//SU96//1997

海の向こうに本を届ける : 著作権輸出への道 / 栗田明子著. -- 晶文社, 2011.11. 3F開架新体系 021.2//KU67//8169

エンタテインメント契約法 / 内藤篤著. -- 改訂版. -- 商事法務, 2007.4. 3F開架新体系 021.2//N29//2744

「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック / 中村俊介著. -- 翔泳社, 2006.1. 3F開架新体系 021.2//N37//2425

著作権2.0 : ウェブ時代の文化発展をめざして / 名和小太郎著. -- NTT出版, 2010.7. -- (NTT出
版ライブラリーレゾナント ; 061).

3F開架新体系 021.2//N59//3953

Q&Aで学ぶ写真著作権 / 日本写真家協会著作権委員会編著. -- 太田出版, 2012.4. -- (ユニ知的
所有権ブックス ; no. 15).

3F開架新体系 021.2//N71//2684

デジタル時代の著作権 / 野口祐子著. -- 筑摩書房, 2010.10. -- (ちくま新書 ; 867). 4F新書版 021.2//N93//6762

教育の情報化と著作権教育 / 野中陽一編. -- 三省堂, 2010.10. 3F開架新体系 021.2//N95//6321

文化のための追及権 / 小川明子著. -- 集英社, 2011.10. -- (集英社新書 ; 0612A). 4F新書版 021.2//O24//6552

なんでコンテンツにカネを払うのさ? : デジタル時代のぼくらの著作権入門 / 岡田斗司夫, 福井健策
著. -- 阪急コミュニケーションズ, 2011.12.

3F開架新体系 021.2//O38//2476

建築の著作権入門 / 大森文彦著. -- 大成出版社, 2006.6. -- (大成ブックス). 3F開架新体系 021.2//O63//2203

Q&A著作権法 : 実務経験に基づく重要事例108 / 鈴木基宏著. -- 青林書院, 2011.1. 3F開架新体系 021.2//SU96//8171

実務詳説著作権訴訟 / 高部眞規子著. -- 金融財政事情研究会. 3F開架新体系 021.2//TA28//3382

グーグル日本上陸撃退記 : 出版社の権利と流対協 / 高須次郎著. -- 論創社, 2011.12. 3F開架新体系 021.2//TA54//3166

事件で学ぶ著作権 / 豊田きいち著. -- 太田出版, 2011.3. -- (ユニ知的所有権ブックス ; NO.13). 3F開架新体系 021.2//TO83//0146

クリエイトする人たちのための基本からの著作権 / 上原伸一著. -- 商事法務, 2011.2. 3F開架新体系 021.2//U36//0115

そこが知りたい著作権Q&A100 : CRIC著作権相談室から / 早稲田祐美子著. -- 著作権情報セン
ター (CRIC), 2011.3.

3F開架新体系 021.2//W41//2312

「海賊版」の思想 : 18世紀英国の永久コピーライト闘争 / 山田奨治 [著]. -- みすず書房, 2007.12. 3F開架新体系 021.2//Y19//0368

日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか / 山田奨治著. -- 人文書院, 2011.9. 3F開架新体系 021.2//Y19//5955

著作権法論点データベース / 山本建著. -- 経済産業調査会, 2012.1. -- (現代産業選書 . 知的財
産実務シリーズ).

3F開架新体系 021.2//Y31//5377

著作権が明解になる10章 / 吉田大輔著. -- 全訂版. -- 出版ニュース社, 2009.9. 3F開架新体系 021.2//Y86//4398

よくわかる音楽著作権ビジネス / 安藤和宏著. -- 基礎編, 実践編. -- 3rd edition. -- リットーミュー
ジック, 2005.10.

3F開架新体系 021.23//A47//5643

音楽著作権訴訟の論点60講 : 判例でみる / 田中豊編. -- 日本評論社, 2010.3. 3F開架新体系 021.23//TA84//0466

チャレンジする東大法科大学院生 : 社会科学としての家族法・知的財産法の探究 / 太田勝造編著.
-- 商事法務, 2007.11.

4F開架新体系 324.6//O81//9414

オタク文化と蔓延する「ニセモノ」ビジネス / 江藤茂博著. -- 戎光祥出版, 2008.10. 3F学生選書 361.5//E78//7971

「反」知的独占 : 特許と著作権の経済学 / ミケーレ・ボルドリン, デヴィッド・K・レヴァイン著 ; 山形浩
生, 守岡桜訳. -- NTT出版, 2010.10.

3F開架新体系 507.2//B63//7366

インターネットユーザーのための事例で学ぶ知的財産権の基礎知識 / 知的財産教育協会編. -- 日
本経済新聞出版社, 2007.12.

3F開架新体系 507.2//C49//9962
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書名 配置場所 請求記号
模倣社会 : 忍び寄る模倣品犯罪の恐怖 / パット・チョート著 ; 橋本碩也訳. -- 税務経理協会,
2006.10.

3F開架新体系 507.2//C52//3937

知的財産法入門 / 小泉直樹著. -- 岩波書店, 2010.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1266). 4F新書版 507.2//KO38//5961

いんちきおもちゃ大図鑑 : 中国・香港・台湾・韓国のアヤシイ玩具 / いんちき番長, 加藤アングラ著.
-- 社会評論社, 2009.11.

3F学生選書 589.77//I54//7974

その音楽の「作者」とは誰か : リミックス・産業・著作権 / 増田聡 [著]. -- みすず書房, 2005.7. 3F開架新体系 764.7//MA66//0064

学術論文のための著作権Q&A : 著作権法に則った「論文作法」 / 宮田昇著. -- 新訂2版. -- 東海
大学出版会, 2008.2.

4F新書版 816.5//MI84//2326

「盗作」の文学史 : 市場・メディア・著作権 / 栗原裕一郎著. -- 新曜社, 2008.6. 7F新体系 910.26//KU61//7423
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