
■法学部 21前期 教科書リスト 2021/3/30

本リストに掲載している教科書および参考書は教員の皆様から生協にご連絡いただいたものです。3月29日時点での最新情報です。

本リストにない場合は店頭またはメールにてお問い合わせください。 textorder@coop.hokudai.ac.jp

ご購入後の返品・交換は一切できません。

学科 学年 講義名 教員名 必要度 書名 出版社名 税込価格

2年 憲法１ 齊藤　正彰 教科書 教材憲法判例　第５版 北海道大学出版会 ¥3,520

2年 民法１ 根本　尚徳 教科書 民法の基礎　２　第２版 有斐閣 ¥2,640

2年 民法１ 根本　尚徳 教科書 担保物権法　 日本評論社 ¥3,630

2年 民法１ 根本　尚徳 参考書 民法判例百選　１　第８版 有斐閣 ¥2,420

2年 民法１ 根本　尚徳 参考書 民法ノート物権法　１　第３版 日本評論社 ¥2,750

2年 演習１ 桑原　朝子 推薦書 日本の近代小説　改版 岩波書店 ¥924

2年 演習１ 権左　武志 教科書 地獄の淵から　 白水社 ¥6,820

2年 演習１ 眞壁　仁 参考書 天皇退位何が論じられたのか 中央公論新社 ¥2,200

2年 演習１ 眞壁　仁 推薦書 国民主権と天皇制 講談社 ¥1,221

2年 演習１ 眞壁　仁 推薦書 日本の皇室 中央公論新社 ¥1,980

2年 演習１ 眞壁　仁 推薦書 新編　国民統合の象徴 中央公論新社 ¥2,090

2年 演習１ 米田　雅宏 参考書 行政法入門　第７版 有斐閣 ¥2,090

2年 演習１ 米田　雅宏 参考書 行政法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　第２版 有斐閣 ¥2,750

2年 演習１ 米田　雅宏 参考書 行政法判例５０！　 有斐閣 ¥1,980

2年 民事訴訟法１ 山木戸　勇一郎 教科書 民事訴訟法　第３版 有斐閣 ¥4,290

2年 民事訴訟法１ 山木戸　勇一郎 教科書 民事訴訟法判例百選　第５版 有斐閣 ¥3,080

2年 刑法１ 小名木　明宏 教科書 刑法総論　第３版 弘文堂 ¥3,960

2年 刑法１ 小名木　明宏 教科書 刑法総論判例インデックス　第２版 商事法務 ¥3,080

3年 比較法１ 徐行 教科書 現代中国法入門 有斐閣 ¥3,520

3年 演習２ 徐行 教科書 普遍的価値を求める 法政大学出版局 ¥4,180

3年 演習２ 徐行 教科書 現代中国の法治と寛容 成文堂 ¥8,800

3年 国際経済法 小林　友彦 教科書 ＷＴＯ・ＦＴＡ法入門　第二版 法律文化社 ¥2,640

3年 行政学 村上　裕一 参考書 現代の行政　新版 第一法規出版 ¥2,200

3年 行政学 村上　裕一 参考書 行政学　新版 有斐閣 ¥3,410

3年 国際法２ 児矢野　マリ 教科書 現代国際法講義　第５版 有斐閣 ¥4,620

3年 国際法２ 児矢野　マリ 教科書 国際条約集　２０２０年版　 有斐閣 ¥3,080

3年 国際法２ 児矢野　マリ 教科書 判例国際法　第３版 東信堂 ¥4,290

3年 行政法１ 山下　竜一 教科書(オンライン) 判例行政法入門 有斐閣 ¥2,200

3年 社会保障法１ 加藤　智章 教科書 社会保障法　第７版 有斐閣 ¥2,750

3年 社会保障法１ 加藤　智章 参考書 目で見る社会保障法教材　第５版 有斐閣 ¥2,310

3年 社会保障法１ 加藤　智章 参考書 社会保障判例百選　第５版 有斐閣 ¥2,750



■法学部 21前期 教科書リスト 2021/3/30

本リストに掲載している教科書および参考書は教員の皆様から生協にご連絡いただいたものです。3月29日時点での最新情報です。

本リストにない場合は店頭またはメールにてお問い合わせください。 textorder@coop.hokudai.ac.jp

ご購入後の返品・交換は一切できません。

学科 学年 講義名 教員名 必要度 書名 出版社名 税込価格

3年 演習２ 権左　武志 教科書 社会契約論　 白水社 ¥1,540

3年 演習２ 権左　武志 教科書 第三身分とは何か　 岩波書店 ¥858

3年 演習２ 権左　武志 教科書 近代人の自由と古代人の自由・征服の精神と簒奪　 岩波書店 ¥1,111

3年 演習２ 権左　武志 教科書 革命について　 筑摩書房 ¥1,595

3年 演習２ 権左　武志 教科書 現代議会主義の精神史的状況　 岩波書店 ¥726

3年 演習２ 権左　武志 教科書 ナポレオン戦争　 白水社 ¥2,530

3年 演習２ 児矢野　マリ 教科書 レポート・論文の書き方入門　第４版 慶應義塾大学出版会 ¥1,100

3年 演習２ 児矢野　マリ 教科書 国際人権入門　 岩波書店 ¥880

3年 演習２ 嶋　拓哉 教科書 国際関係私法入門　第４版 有斐閣 ¥2,750

3年 演習２ 鈴木　敦 教科書 憲法学の現在地　 日本評論社 ¥3,960

3年 演習２ 眞壁　仁 教科書 自由論 岩波書店 ¥924

3年 商法２ 三宅　新 教科書 手形小切手判例百選（第7版） 有斐閣 ¥2,420

3年 商法２ 三宅　新 教科書 コア・テキスト 手形・小切手法 (ライブラリ商法コア・テキスト) 新世社 ¥1,760

3年 商法２ 三宅　新 教科書 商法判例百選 ¥2,750

3年 民法３ 山本　周平 教科書 民法　４　第４版 有斐閣 ¥2,860

3年 演習２ 上田　信太郎 参考書 刑事訴訟法判例百選　第１０版 有斐閣 ¥2,750

3年 行政法３ 田中　啓之 推薦書 租税法 弘文堂 ¥7,150

3年 経済法 中川　寛子 教科書 ベーシック経済法　第５版 有斐閣 ¥2,310

3年 経済法 中川　寛子 教科書 経済法判例・審決百選　第２版 有斐閣 ¥3,080

3年 経済法 中川　寛子 教科書 経済法入門　 有斐閣 ¥4,070

3年 法と経済学? ハズハ　ブラニスラヴ 教科書 数理法務概論　 有斐閣 ¥6,050

3年 日本政治史 前田　亮介 日本政治史　増補版 有斐閣

3年 法哲学 森　悠一郎 教科書 法哲学　 有斐閣

生協推薦 生協推薦 推薦書 民法の基礎　１　第５版 有斐閣 ¥3,410

生協推薦 生協推薦 推薦書 ポケット六法　令和３年版　 有斐閣 ¥2,090


