
■法学部 21後期 教科書リスト 2021/9/14

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。9月13日時点での最新情報です。
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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 刑法２ 松尾　誠紀 教科書 刑法各論　第７版 弘文堂 ¥4,400

2年 演習１ 徐　行 教科書 はじめての中国法　 有斐閣 ¥2,420

2年 演習１ 徐　行 教科書 中国法　 集英社 ¥946

2年 演習１ 土井　翔平 教科書 ゲーム理論で考える政治学　 有斐閣 ¥2,860

2年 演習１ 土井　翔平 教科書 国際関係から学ぶゲーム理論　 有斐閣 ¥2,530

2年 憲法2 鈴木　敦 教科書 憲法　第７版 岩波書店 ¥3,520

2年 憲法2 鈴木　敦 教科書 憲法判例　第８版 有斐閣 ¥3,630

2年 商法１ 野田　耕志 教科書 会社法　第５版 有斐閣 ¥3,190

2年 商法１ 野田　耕志 教科書 商法判例集　第８版 有斐閣 ¥3,520

2年 民法２ 齋藤　由起 教科書 債権総論　 日本評論社 ¥2,090

2年 民法２ 齋藤　由起 教科書 債権総論　第四版 岩波書店 ¥5,280

2年 民法２ 齋藤　由起 教科書 契約法　 有斐閣 ¥5,280

2年 民法２ 齋藤　由起 参考書 民法判例百選　２　第８版 有斐閣 ¥2,530

2年 国際法１ 加藤　信行 教科書 現代国際法講義　第５版 有斐閣 ¥4,620

2年 国際法１ 加藤　信行 教科書 国際条約集　２０２１年版　 有斐閣 ¥3,080

2年 国際法１ 加藤　信行 教科書 判例国際法　第３版 東信堂 ¥4,290

2年 刑事訴訟法 上田　信太郎 教科書 刑事訴訟法　第２版　ＬＥＧＡＬ　ＱＵＥＳＴ 有斐閣 ¥3,960

2年 刑事訴訟法 上田　信太郎 教科書 刑事訴訟法判例百選　第１０版 有斐閣 ¥2,750

2年 刑事訴訟法 上田　信太郎 教科書 入門刑事手続法　第８版 有斐閣 ¥3,300

2年 刑事訴訟法 上田　信太郎 教科書 刑事訴訟法　第１０版 日本評論社 ¥4,290

2年 刑事訴訟法 上田　信太郎 教科書 刑事訴訟法　第２版 有斐閣 ¥4,730

2年 専門外国語(ドイツ語) 権左　武志 講義指定図書 しっかり学ぶ中級ドイツ語文法　 ベレ出版 ¥2,530

2年 専門外国語(ドイツ語) 権左　武志 参考書 ドイツ統一　 岩波書店 ¥902

2年 専門外国語（ラテン語） 水野　浩二 教科書 初級ラテン語入門　 白水社 ¥2,310

2年 演習１ 城下　裕二 教科書 刑法総論判例インデックス　第２版 商事法務 ¥3,080

2年 演習１ 城下　裕二 教科書 刑法各論判例インデックス　 商事法務 ¥3,520
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3年 演習２ 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

3年 演習２ 伊藤　隼 教科書 基礎演習民事訴訟法 弘文堂 ¥3,300

3年 演習２ 森悠一郎 教科書 Minimizing Marriage ¥4,302

3年 演習２ 森悠一郎 講義指定図書 法哲学　 有斐閣 ¥3,080

3年 演習２ 森悠一郎 講義指定図書 問いかける法哲学　 法律文化社 ¥2,750

3年 行政法２ 米田　雅宏 参考書 行政判例百選　２　第７版 有斐閣 ¥2,530

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

3年 国際私法 嶋　拓哉 教科書 国際私法判例百選　第２版 有斐閣 ¥2,860

3年 比較法２ 会沢　恒 教科書 アメリカ法判例百選　 有斐閣 ¥2,860

3年 比較法２ 会沢　恒 参考書 基礎から学べるアメリカ法　 弘文堂 ¥2,970

3年 行財政論 宮脇　淳 教科書 自治体経営リスクと政策再生　 東洋経済新報社 ¥3,300

3年 演習2 伊藤　隼 教科書 基礎演習民事訴訟法　第３版 弘文堂 ¥3,300

3年 民法４ 吉田　邦彦 教科書 家族法（親族法・相続法）講義録　 信山社出版 ¥3,520

3年 民法４ 吉田　邦彦 教科書 民法判例百選　３　第２版 有斐閣 ¥2,420

3年 社会保障法２ 川久保　寛 社会保障法　第７版 有斐閣 ¥2,750

3年 西洋政治思想史 権左　武志 教科書 西洋政治思想史　 有斐閣 ¥1,870

3年 西洋政治思想史 権左　武志 教科書 現代民主主義思想と歴史　 講談社 ¥2,035

3年 西洋政治思想史 権左　武志 講義指定図書 西洋政治思想資料集　 法政大学出版局 ¥3,520

3年 西洋政治思想史 権左　武志 講義指定図書 ヘーゲルとその時代　 岩波書店 ¥880

3年 演習２ 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 演習２ 中川　寛子 教科書 経済法入門　 有斐閣 ¥4,070

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

院 アジア法 徐　行 教科書 要説中国法　 東京大学出版会 ¥5,060

院 ローマ法 水野　浩二 教科書 概説西洋法制史　 ミネルヴァ書房 ¥3,520

全学年 生協推薦 - 推薦書 ポケット六法　令和4年版 有斐閣 ¥2,090

全学年 生協推薦 - 推薦書 デイリー六法 2022 令和４年版 三省堂 ¥2,090
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