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021.2//U75//19
≪著作権講演会講師 著書≫
Q&Aで学ぶ写真著作権

日本写真家協会著作権委員会
（大亀 哲郎[ほか執筆]）

太田出版 2016.1

021.4//H96
≪著作権講演会講師 著書≫
編集者の危機管理術 : 名誉・プライバシー・著作権・表現

大亀 哲郎 青弓社 2011.12

007.3//Ka14//3 デジタル時代の知識創造 : 変容する著作権 長尾 真 KADOKAWA 2015.1

007.3//Y49
モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加害者にならな
いためのメディアリテラシー

山住 富也 近代科学社 2015.11

021.2//A66 ビジネス著作権法 荒竹 純一 中央経済社 2014.2

021.2//C31 著作権法 茶園 成樹 有斐閣 2014.4

021.2//C54 実務者のための著作権ハンドブック 著作権法令研究会 著作権情報センター 2014.1

021.2//C54//2015-2016 著作権法入門 著作権法令研究会 著作権情報センター 1996.7-

021.2//F76 18歳の著作権入門（ちくまプリマー新書） 福井 健策 筑摩書房 2015.1

021.2//F76 インターネットビジネスの著作権とルール 福井 健策 著作権情報センター 2014.7

021.2//H29 著作権法案内 半田 正夫 勁草書房 2014.7

021.2//H29 著作権法概説 半田 正夫 法学書院 2015.11

021.2//Ka39 大学生と著作権 神谷 信行 ナカニシヤ出版 2006.7

知っておこう著作権
（2016年6月28日開催 著作権講演会関連展示）

図書館主催講演会「知っておこう著作権2016」当日に紹介した図書です。
主に2010年以降に出版された資料を中心にまとめています。レポート・論文作成の際の引用はもちろん、インターネット利用時やビジネスにおいて守るべき事例な
どを資料で改めて学習し、互いの権利を尊重し合える社会をつくりましょう。

著作権に関する法令・判例を調べるなら「D1-Law.com」データベースが便利です。詳しくはカウンターへお尋ねください。
著作権に関して、図書館ホームページの「情報リンク集 ＞ 著作権・法令」にも便利なサイトを紹介しています。

「D1-Law.com」データベース（第一法規提供）
図書館ホームページ ＞ 情報リンク集 ＞ 著作権・法令

2016/6/29

http://libopac.josai.ac.jp/opac/gateway/list/search/kywd=D1/
http://libopac.josai.ac.jp/search/infolink.htm#chosakuken�
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021.2//Ki68 Q&A引用・転載の実務と著作権法 北村 行夫 中央経済社 2014.2

021.2//Ko38 クラウド時代の著作権法 : 激動する世界の状況 小泉 直樹 勁草書房 2013.7

021.2//Ko78 クリエイターのための著作権入門講座
コンピュータソフトウェア著作権協
会

マイナビ 2013.8

021.2//Ma82 著作権法要説 : 実務と理論 松村 信夫 世界思想社 2013.3

021.2//N45 著作権法 中山 信弘 有斐閣 2014.1

021.2//O43 著作権法 岡村 久道 民事法研究会 2014.9

021.2//Sa25 著作権法概論 斉藤 博 勁草書房 2014.12

021.2//Sa42 著作権法概論 作花 文雄 放送大学教育振興会 2014.3

021.2//Sh23 著作権法 渋谷 達紀 中央経済社 2013.2

021.2//Su96 もう知らないではすまされない著作権 鈴木 龍介 中央経済社 2014.3

021.2//To21 知らないとあぶない!著作権トラブル 富樫 康明 花伝社 2013.3

021.2//U36 日常でコンテンツを扱う際の著作権 上原 伸一 あみのさん 2015.4

021.2//U75//12 Q&Aで学ぶ図書館の著作権基礎知識 黒澤 節男 太田出版 2011.2

021.2//U75//19 Q&Aで学ぶ写真著作権 日本写真家協会著作権委員会 太田出版 2016.1

021.2//U75//20 映像の著作権 二瓶 和紀 太田出版 2016.1

021.2//W41 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 著作権情報センター (CRIC) 2011.3

021.2//Y45 著作権教育の第一歩 : 先生のための入門書 大和 淳 三省堂 2013.2

021.2//Y77
著作権がよ?くわかる本 : ポケット図解 : 事例満載!わかりやすい
入門書

横溝 昇 秀和システム 2016.3

021.2//Y97 デジタルコンテンツの著作権Q&A 結城 哲彦 中央経済社 2014.5

407//N77
すばらしい論文を書くための秘訣 : 大学院生と若手研究者への
助言

中島 エリザベス ブックウェイ 2014.7
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507.2//H11 ゼロからわかる知的財産のしくみ 土生 哲也 金融財政事情研究会 2015.8

507.2//N33 日本の知財戦略 中原 裕彦 金融財政事情研究会 2013.12

816.5//Mi84 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 東海大学出版会 2008.2

816.5//Y24
コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピ
ペから正しい引用へ

山口 裕之 新曜社 2013.7

836.5//Y91
英文ライティングと引用の作法 : 盗用と言われないための英文指
導

吉村 富美子 研究社 2013.6

城西大学水田記念図書館
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