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この教科書・参考書目録について
●この目録は、小社出版物のうち、現在、全国の大学・短大および専門

学校等で活用されているもの、また新刊を含め今後の活用が見込まれ
るものを中心に構成しました。
ただし、採用にあたってご迷惑をおかけしないように、出荷可能な在
庫部数のあるテキストのみ収録しました。
ゼミナール等、2 0冊以下の
ご使用で本目録にない出版物は直接小社までご確認くださいますよ
うお願い申し上げます。
品切れの節はご容赦ください。
●昨年度の教科書・参考書目録発行後に刊行したテキスト、また来年

４月までに刊行・改訂を予定している新テキスト
（予価で掲載）
には、
★印を付けております。
●表示価格はすべて本体価格
（税別）
です。
また、重版により価格の変更

をすることがあります。
ご了承ください。
● 生協・書店を通じてご注文いただく場合、各書籍紹介欄に付けた

ISBNコードを告げていただくと物流がスムーズになり便利です。
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NBS・法律分野の特長
特長

1 実力ある執筆陣が参加!

特長

講義の枠内で、

2 無理なく通読できる分量

特長

3 基礎をしっかりと身につけられる!

NBS憲法Ⅰ 総論・統治（第2版）／NBS憲法Ⅱ 人権（第2版）
新井 誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道 聡／著

憲法の基本が深く理解できる教科書。判例とそれに挑戦する学説の考え方を
丁寧に解説。憲法学の世界へ誘うテキスト。Ⅰは総論・統治編、Ⅱは人権編。
★Ⅰ：2021年2月刊行予定 A5判 272頁
（予定） 予価1900円
★Ⅱ：2021年2月刊行予定 A5判 288頁
（予定） 予価1900円

NBS行政法

下山憲治・友岡史仁・筑紫圭一／著

行政法の基本的な仕組みと考え方、なぜそうなるのかを、豊富な具体例を使った
易しい文章で丁寧に解説。スイスイ読めます。※
〔電子書籍kindle版、
Kinoppy有り〕
ISBN978-4-535-80678-8 2017年 A5判 244頁 1800円

NBS民法総則（補訂版） 原田昌和・寺川 永・吉永一行／著
「意思表示」
や
「法律行為」
「
、代理」
「
、時効」
といった民法総則の重要概念も、より
明快に、より基礎基本に徹して解説。2018年成立した成年年齢を変更する民
法改正を踏まえた補訂版。

※
〔電子書籍kindle版有り〕

ISBN978-4-535-80684-9 2018年 A5判 240頁 1800円

NBS物権法（第2版） 秋山靖浩・伊藤栄寿・大場浩之・水津太郎／著
債権法改正・相続法改正に対応。物権変動総論・動産物権変動など全面的に書
き改めた第２版。教材に、独習に最適な教科書。

※
〔電子書籍kindle版有り〕

ISBN978-4-535-80683-2 2019年 A5判 208頁 1700円

NBS担保物権法（第2版） 田髙寛貴・白石 大・鳥山泰志／著

初学者でも読んで分かるように配慮した教科書。担保物権法の根幹を理解
し、学習することの魅力へ誘う。債権法改正、最新判例に対応してリニュー
※
〔電子書籍kindle版有り〕
アル。
ISBN978-4-535-80687-0 2019年 A5判 208頁 1700円

NBS債権総論

石田 剛・荻野奈緒・齋藤由起／著

民法の債権総論分野を基礎から丁寧に解説する教科書。
難しい制度や概念も、
無理なく理解できるよう分かりやすく叙述する。

※
〔電子書籍kindle版有り〕

ISBN978-4-535-80682-5 2018年 A5判 280頁 1900円
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日評ベーシック・シリーズ

講義や自らの学習のためのサポート役として、基礎力を身につ
け、思考力、創造力を養うために随所に創意工夫がなされてい
る、
「読む楽しさ」
を追求したあたらしい教科書シリーズです。

日評ベーシック・シリーズ

NBS契約法

松井和彦・岡本裕樹・都筑満雄／著

民法を初めて勉強する人でも無理なく通読でき、基本をしっかり理解できる教科
書。債権法改正で変わったところも分かりやすく解説。※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-80680-1 2018年 A5判 264頁 1900円

NBS家族法（第2版） 本山 敦・青竹美佳・羽生香織・水野貴浩／著
学習の魅力を読者に提供する「読む楽しさ」
を追求した教科書。改正された相
続法の情報も織り込んで、益々充実の第２版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
（第３版 2021年2月刊行予定）
ISBN978-4-535-80681-8 2019年 A5判 260頁 1800円

NBS刑法 I 総論／Ⅱ 各論
亀井源太郎・小池信太郎・佐藤拓磨・薮中 悠・和田俊憲／著

刑法学の基本的な理解を、内容を厳選し、条文・判例・学説をバランス良く解
説した、初学者の学修に配慮した教科書の総論編と各論編。
★Ⅰ：ISBN978-4-535-80690-0 2020年 A5判 280頁 1900円
★Ⅱ：ISBN978-4-535-80691-7 2020年 A5判 320頁 2000円

NBS民事訴訟法

渡部美由紀・鶴田 滋・岡庭幹司／著

判例・通説の趣旨をわかりやすく記述し、民事訴訟法を学ぶ上で必須の思考法と
知識を提供する。講義の教科書として最適。 ※
〔電子書籍kindle版、
Kinoppy有り〕
ISBN978-4-535-80675-7 2016年 A5判 272頁 1900円

NBS労働法（第2版） 和田 肇・相澤美智子・緒方桂子・山川和義／著
労働法の基礎的な仕組みや考え方が理解できる教科書。2018年「働き方改革関
連法」
に対応し、新たな裁判例を組み込んだ改訂版。 ※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-80685-6 2019年 A5判 280頁 1900円

NBS租税法

浅妻章如・酒井貴子／著

※
〔電子書籍kindle版有り〕

大学生に租税法を理解させるためには、を考え抜いた入門的な教科書。読み
やすく、わかりやすく、興味を持って読める工夫が満載。
★ISBN978-4-535-80693-1 2020年 A5判 248頁 1900円

以下続刊

NBS会社法

伊藤雄司・笠原武朗・得津 晶／著

会社法の全体像（仕組み・制度）
を理解することを意識し、会社法の “基本”を
メリハリを付けて解説。2019年改正法に対応。
★2021年3月刊行予定 A5判 288頁
（予定） 予価1900円

NBS事務管理・不当利得・不法行為
根本尚徳・林 誠司・若林三奈／著

通読しやすい文章で不法行為法を丁寧に紐解き、事務管理、不当利得につい
てもコンパクトながら深い解説を備える一冊。
★2021年2月刊行予定 A5判 256頁
（予定） 予価1800円

NBS刑事訴訟法

笹倉香奈・中島 宏・宮木康博／著

刑事訴訟法の基本が身につく教科書。基礎的な理解を確実にすることを目的
とし、わかりやすく平易な解説で学習の土台を提供する。
★2021年3月刊行予定 A5判 272頁
（予定） 予価1800円
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入門書の定番!

〈講義再現版〉
シリーズ
伊藤 真／著

●伊藤塾塾長

高い理想と抜群の技法、司法試験界を
リードする著者が書き下ろした画期的な
法律入門書。読みながらその熱意ある講
義を体感できる新しいスタイルが魅力。
※
〔電子書籍kindle版、
Kinoppy有り〕

伊藤真の法学入門（補訂版）
講義再現版

2010年の刊行以降、初学者から資格試験受験者まで、
確実に法学の核心が理解できると高い支持を得ている
入門書の決定版。その後の法改正などに対応して補訂。
※〔電子書籍kindle版、
大学生協版、
Kinoppy有り〕
ISBN978-4-535-52259-6 2017年 A5判 224頁 1500円

伊藤真の憲法入門（第6版）
講義再現版

施行70年。安保関連法制、憲法9条「改正」
の動きがある
憲法状況を踏まえ、日本国憲法の核心（人権尊重、立憲
主義、平和主義など）の基本原理と理念を具体的事例
を織り込みながら解説。定番の入門書を改訂。
本書の特色

◦授業形式の語り口で、具体例やエピソードを中心にわかりやすく解説
◦憲法学習に必要な基礎知識を重視した内容
◦社会生活の中で起こる憲法問題も市民の目線から解説
※
〔電子書籍kindle版、
Kinoppy有り〕
ISBN978-4-535-52304-3 2017年 A5判 268頁 1700円

伊藤真の行政法入門（第2版）
講義再現版

行政に関わる法律の全体像と趣旨を簡潔に解説。行政
法の勉強に入る前に読んでおきたい入門書の最新の法
改正や判例をふまえた最新版。
本書の特色

行政法は、統一法典が存在せず全体像を理解することが難しい。憲
法的視点から行政法の全体像と内容を明快に解説する。
※
〔電子書籍kindle版有り、
大学生協版、
Kinoppy有り〕
ISBN978-4-535-52119-3 2015年 A5判 192頁 1700円
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伊藤真の入門書
〈講義再現版〉
シリーズ

伊藤真の入門書

伊藤真の入門書
〈講義再現版〉
シリーズ

伊藤真の民法入門（第7版）
講義再現版

※
〔電子書籍kindle版有り〕

「民法がこの１冊でわかる」
と圧倒的支持を得ている民
法入門書の最新版。2020年4月施行の新民法の解説と
新情報を織り込んで改訂。
本書の特色

初学者だけでなく、資格試験受験者やビジネスパーソンにも必読の書。
★ISBN978-4-535-52477-4 2020年 A5判 204頁 1700円

伊藤真の刑法入門（第6版）
講義再現版

※
〔電子書籍kindle版、
Kinoppy有り〕

刑法総論、各論全般にわたり全体像と基礎知識が理解で
きる定番の刑法入門書。2017年改正を受けて最新版化。
本書の特色

〈重要基本論点〉
で限界事例を用いて複雑な理論が理解
できるよう工夫。 ISBN978-4-535-52342-5 2017年 A5判 244頁 1700円

伊藤真の会社法入門
講義再現版

※
〔電子書籍kindle版有り〕

資格試験や会社において必要不可欠な会社法の全体像
を丁寧かつわかりやすく解説した入門書の決定版。
『商
法入門』
の後継書。
本書の特色

ポイントを短時間でマスターできるようにメリハリをつけて会社法
の全体像を示す。
ISBN978-4-535-52449-1 2019年 A5判 228頁 1700円

伊藤真の

民事訴訟法入門（第5版）

講義再現版 ※〔電子書籍kindle版、大学生協版、Kinoppy有り〕

複雑な手続の流れと基礎知識を丁寧に解説した定番の
入門書の最新版。資格試験受験者、法律実務家、トラ
ブルに巻き込まれた人にも必読の書。
本書の特色

実体法である民法を実現するための「民事手続の全体像」
と「手続の
流れ」
「
、基本概念」
を丁寧に解説。
ISBN978-4-535-52164-3 2015年 A5判 200頁 1700円

伊藤真の

刑事訴訟法入門（第5版）

講義再現版 ※〔電子書籍kindle版、大学生協版、Kinoppy有り〕

憲法的刑事訴訟法の理念を基礎にいち早く平成28年刑
訴法改正の解説を織り込んだ定番入門書の改訂版。新し
い刑訴法の重要問題もコラムでわかりやすく解説。
ISBN978-4-535-52163-6 2016年 A5判 212頁 1700円
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新・判例ハンドブック シリーズ

新・判例ハンドブック シリーズ
コンパクトでありながら充実の解説によって、
適確に要所を把握し、判例学習の基礎体力を養う。
判例のひとつひとつが
四六判1ページにまとめられ、
すっきりコンパクトに！

新・判例ハンドブック 憲法（第2版） 高橋和之／編

ISBN978-4-535-00830-4 2018年 四六判 282頁 1400円

新・判例ハンドブック 情報法 宍戸常寿／編著
ISBN978-4-535-00831-1 2018年 四六判 272頁 1600円

新・判例ハンドブック 民法総則 河上正二・中舎寛樹／編著
ISBN978-4-535-00821-2 2015年 四六判 192頁 1400円

新・判例ハンドブック 物権法 松岡久和・山野目章夫／編著
ISBN978-4-535-00822-9 2015年 四六判 160頁 1300円

新・判例ハンドブック 債権法Ⅰ・Ⅱ
潮見佳男・山野目章夫・山本敬三・窪田充見／編著

Ⅰ：ISBN978-4-535-00828-1 2018年 四六判 216頁 1400円
Ⅱ：ISBN978-4-535-00829-8 2018年 四六判 288頁 1500円

新・判例ハンドブック 親族・相続 二宮周平・潮見佳男／編著
ISBN978-4-535-00823-6 2014年 四六判 216頁 1400円

新・判例ハンドブック 商法総則・商行為法・手形法
鳥山恭一・高田晴仁／編著

ISBN978-4-535-00825-0 2015年 四六判 240頁 1400円

新・判例ハンドブック 会社法 鳥山恭一・高田晴仁／編著
ISBN978-4-535-00824-3 2014年 四六判 240頁 1400円

新・判例ハンドブック 刑法総論 高橋則夫・十河太朗／編
ISBN978-4-535-00826-7 2016年 四六判 240頁 1600円

新・判例ハンドブック 刑法各論 高橋則夫・十河太朗／編
ISBN978-4-535-00827-4 2016年 四六判 208頁 1500円
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法学一般

学習六法（第9版）
憲法・民法・刑法

日本評論社編集部／編

憲民刑の三法とその他学習に有用な諸法を収録した
コンパクトな法令集。条文にルビを付し、初学者の
学習に最適。民法（債権法）
、刑法（性犯罪の厳罰化）
改正等を反映した改訂版。
本書の特色

◦難読文字にはふりがなを付記
◦条文に重要度別のマーク付き
◦民法
（債権法）
改正は新旧対照で収録
ISBN978-4-535-52297-8 2017年 B6判 272頁 1000円

法令用語の常識
林 修三／著
※
〔電子書籍kindle版有り〕
「及び」
と
「並びに」
「
、又は」
と
「若しくは」
の使い分けをはじめとして、法令用
語についての数々の約束事を元法制局長官たる著者が平易に解説したも
の。改版を機に引用を新しくし、内容をさらに充実させた。
ISBN978-4-535-00404-7 1975年 B6判 216頁 1200円

新法令用語の常識
吉田利宏／著

『法令用語の常識』出版から半世紀を経て、同書へのリスペクトのもと、現
在の法令等の情報に基づき同書の承継を目指す本が誕生！
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52086-8 2014年 四六判 216頁 1200円

新法令解釈・作成の常識
吉田利宏／著

名著『法令解釈の常識』
『法令作成の常識』
へのリスペクトのもと、現在の法
令等の情報に基づき同書の承継を目指す本が誕生！
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52246-6 2017年 四六判 268頁 1500円

法律文書作成の基本（第2版）

――Legal Reasoning and Legal Writing
※
〔電子書籍kindle版有り〕
田中 豊／著

訴状、答弁書、準備書面、契約書等の法律文書の「書き方」
を学ぶための、本
格的な
「リーガル・ライティング」
のテキスト。平成29年債権法改正を反映し、
豊富な
「演習問題」
や文書例も大幅に改訂。著者ならではのコラムも充実。
ISBN978-4-535-52384-5 2019年 A5判 504頁 3500円

悪文（第3版）
岩淵悦太郎／編著

※
〔電子書籍kindle版有り〕
悪文の実例を新聞・週刊誌・放送・広報などに求め、その誤りをていねいに
直し、正しく素直な文書を書く要諦を教える楽しい文章読本。昭和36年刊
行のロングセラーを全面的に改稿。
ISBN978-4-535-57475-5 1979年 B6判 230頁 1500円
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法学一般

リーガル・リサーチ（第5版）
いしかわまりこ・藤井康子・村井のり子／著
指宿 信・齊藤正彰／監修

法学習、法実務への第一歩はリーガル・リサーチか
ら始まる！ 法情報へのアクセス・リサーチ方法を
網羅した定評のマニュアル本が最新のリーガル・
データベース、電子媒体を織り込み改訂。
〔電子書籍kindle版有り〕
※

本書の特色

六法、判例、法律書、辞典などの法律の基本ツールの検索方法、所在情
報へのアクセス方法などが一目でわかる定番の法律情報検索ハンド
ブック。学生から実務家まで目的に応じてどこからでも利用可能な懇
切丁寧な法律ナビゲーションの最新版。
ISBN978-4-535-52162-9 2016年 A5判 468頁 1800円

■法セミ LAW CLASS シリーズ

法令読解心得帖

――法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方
吉田利宏・いしかわまりこ／著

法律の条文はどのようなルールでつくられているのか。学習者が知ってお
きたい作法、法律・政省令の構造をわかりやすく伝える。
ISBN978-4-535-51686-1 2009年 A5判 240頁 1900円

法学入門（第4版 新装版）
五十嵐 清／著

「法とは何か」
を規範性、法源、解釈、歴史などの様々な角度から比較法的知
見を交え、平易かつ深く掘り下げて解説した究極の法学入門書。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52318-0 2017年 B6判 292頁 2500円
■日本評論社 創業100年 記念出版

［新装版］
法学入門
末弘嚴太郎／著

末弘博士の歴史的名著を記念復刊。法を学ぶ者の心得を、軽妙な語り口で
説く法学入門書の決定版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52275-6 2018年 四六判 200頁 2200円
■日本評論社 創業100年 記念出版

［新装版］
嘘の効用
末弘嚴太郎／著

末弘博士の歴史的名著を記念復刊。法学に内在する様々な根本問題を平易
に、しかし鋭く解説した名著。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52276-3 2018年 四六判 320頁 2400円
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法学一般

〔新版〕
法学の世界
南野 森／編

法学は、果てしなく広く、深い。法律学の各分野か
ら気鋭の著者が集い、その魅力を十二分に伝える。
これから法を学ぶ読者に贈る、珠玉の一冊。
本書の特色

◦基本コンセプトは初版同様、情報法や刑事政策など新たな分野を
追加
◦初版以来の分野でも、新たな執筆陣がそれぞれの分野の魅力を語る
◦親しみやすい叙述ながら、広く、深い法学の解説を行い、初学者
はもちろん中級者以上にも読み応え十分
ISBN978-4-535-52368-5 2019年 A5判 304頁 2200円

日本の法（第2版）
緒方桂子・豊島明子・長谷河亜希子／編

大学１年生、他学部生、専門学校生などが対象の教養科目「法学入門」
のテ
キスト。全体を概観、コア部分を明確・容易に理解できる。
★ISBN978-4-535-52495-8 2020年 A5判 256頁 1800円

JLF選書

裁判の書
三宅正太郎／著 日弁連法務研究財団／編

激動の時代を司法官として生きた著者の、裁判に対する誠実さと不屈の思
想が息づく名著。原文の趣を損なわぬよう現代表記に改めて復刻。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52399-9 2019年 四六判 360頁 1200円

8

憲 法

憲法Ⅰ 基本権
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗／著

「三段階審査」
を基軸とする、初めての本格的な体系
書。判例とその理論を重視した、新しい時代の基本
〔電子書籍kindle版有り〕
となるべき１冊。
※
ISBN978-4-535-52060-8 2016年 A5判 512頁 3200円

憲法Ⅱ 総論・統治
渡辺康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗／著

『憲法Ⅰ 基本権』
の姉妹編となる機能的な権力分立
論による本格的な体系書。判例を重視し、憲法の解
釈・運用を具体的に示す。
「憲法附属法」
や附属的機関
〔電子書籍kindle版有り〕
についても詳解。
※
★ISBN978-4-535-52479-8 2020年 A5判 488頁 3200円

基本憲法Ⅰ 基本的人権
木下智史・伊藤 建／著
憲法事例問題を解くために、最も実践的なテキスト。
判例の示す規範と、それをどう事例に当てはめるか
〔電子書籍kindle版有り〕
を、わかりやすく解説。 ※
本書の特色

◦各権利・自由につき、①意義、②内容、③判断枠組み、④具体的
問題、⑤演習問題で構成
◦判例を重視した、極めて明快な解説
◦豊富な図表やコラムからも、楽しく、しっかり学べる
ISBN978-4-535-52137-7 2017年 A5判 372頁 3000円

憲法学教室（第3版）
浦部法穂／著

人権を基底に据えた明快な記述で憲法を読み解く体系書として支持され
た全訂第２版を、最新の立法、判例にも言及して10年ぶりに大改訂。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52151-3 2016年 A5判 656頁 3900円

憲法（第7版）
辻村みよ子／著

定評のある本格的教科書。2020年までの法改正、新判例、改元などの憲法
状況の動きと他の教科書等の改訂に対応。
★2021年1月刊行予定 A5判 604頁
（予定） 予価3800円
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憲 法

憲法論点教室（第2版）
曽我部真裕・赤坂幸一・新井 誠・尾形 健／編

「普段抱きがちだが教科書等に手掛かりがない疑
問」
「答案でありがちな誤り」
を解消する画期的な学
習参考書。改訂第２版。

本書の特色

◦普段抱きがちだが教科書等に手掛かりがない疑問を解消できる
◦答案でありがちな誤りを解消できる
◦
「普通の法学部生」
のための学習参考書
★ISBN978-4-535-52372-2 2020年 A5判 272頁 2200円

憲法講義（第2版）
本 秀紀／編

条文・解釈・判例・学説を解説し、憲法状況を捉え、歴史をふまえ現実に立
ち向かうツールとしての憲法理論を追求する意欲的教科書。
ISBN978-4-535-52344-9 2018年 A5判 552頁 3800円

人権法（第2版）
近藤 敦／著

日本国憲法と国際人権法の知見を盛り込み、人権条約適合的な憲法解釈を
導く定番の教科書。重要判例などを更新した第２版刊行。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52497-2 2020年 A5判 404頁 3800円

基本に学ぶ憲法
植野妙実子／著

基本的な学説・判例を章ごとに紹介しながら、今日的視点で丁寧に解説す
る憲法の教科書。憲法を一歩ずつ基本から学びたい全ての人に。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52400-2 2019年 A5判 492頁 3700円
■法セミLAW CLASSシリーズ

憲法訴訟の現代的転回
――憲法的論証を求めて
駒村圭吾／著

法学セミナーの好評連載を単行本化。憲法における論証のあり方を、平易
に、そして深く説く。法科大学院生はもちろん、学部生も必読。
ISBN978-4-535-51979-4 2013年 A5判 442頁 3000円
■法セミLAW CLASSシリーズ

憲法 解釈論の応用と展開（第2版）
宍戸常寿／著

※
〔電子書籍kindle版有り〕
学習者の誤解を芯からほぐし、憲法解釈論の深い理解を導いた初版をアッ
プデート。新しい判例、文献を網羅して刊行した待望の第２版。
ISBN978-4-535-52046-2 2014年 A5判 384頁 2700円
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憲 法

憲法問題のソリューション
市川正人・倉田 玲・小松 浩／編著

新聞記事を素材として、憲法上の論点を抽出し、基本的知識を確認して、
憲法論としての一定の道筋や結論を導く力を養う演習書。
★2021年3月刊行予定 A5判 256頁
（予定） 予価2500円

■法セミLAW CLASSシリーズ

憲法判例のコンテクスト
中林暁生・山本龍彦／著

下級審との対比、あるいは時代状況を「コンテクスト」
として捉え、憲法の
基本判例を読み通す。法学セミナー連載待望の書籍化。
ISBN978-4-535-52099-8 2019年 A5判 328頁 3000円

ケースメソッド
憲法（第2版）

市川正人／著

新聞記事の事件を憲法から斬る。論点、学説・判例の展開、筆者の考えを示
す。緻密かつ大胆な解釈。事例や審級情報を更新した第2版。
ISBN978-4-535-51714-1 2009年 A5判 272頁 2400円

判例ナビゲーション 憲法
榎 透・永山茂樹・三宅裕一郎／著

近時の重要な憲法判例につき、コンパクトな評釈と判例の傾向、重要論点
を確認する判例学習書。憲法学習のポイントが掴める。
ISBN978-4-535-51993-0 2014年 A5判 256頁 1900円

憲法判例からみる日本

――法×政治×歴史×文化
山本龍彦・清水唯一朗・出口雄一／編著

憲法訴訟が起きた背景には何があったのか。政治・歴史・文化の視点とかけ
あわせると、判決文だけでは知ることのできない新たな日本のすがたがみ
えてくる。憲法判例は、法学の外からみるとおもしろい！
ISBN978-4-535-52211-4 2016年 A5判 304頁 2500円

戦後史で読む憲法判例［デジタル複製版］
山田隆司／著

憲法の重要判例を、戦後史のなかに落とし込み、時代背景と裁判の事実関
係、地裁・高裁・最高裁の判決内容とその影響を詳しく解説。
ISBN978-4-535-59203-5 2016年 A5判 192頁 2200円

■法セミ LAW ANGLE シリーズ

臨床憲法学
笹沼弘志／著

現代社会では、
「権利を持つ権利」
がいかに阻害されているのか。野宿者支
援の経験と、憲法学の理論から
「臨床憲法学」
を提唱する。
ISBN978-4-535-51708-0 2014年 A5判 240頁 2200円
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憲 法

アジアの憲法入門
稲 正樹・孝忠延夫・國分典子／編著

日本で初めて公刊されるアジア諸国の憲法の概説書。各地域の専門研究者
ならではの洞察に基づき、わかりやすく説き明かす。
ISBN978-4-535-51671-7 2010年 A5判 300頁 2500円

■日本評論社 創業100年 記念出版

新装復刻版 みんなの憲法
日本評論社／編

日本国憲法の理念や原理、憲法が私たちの生活にどのような役割をはたし
ているのかをやさしく解説する。初版1961年の復刊企画。
ISBN978-4-535-52371-5 2018年 四六判 272頁 1600円

憲法学の世界
南野 森／編著
青井未帆・赤坂幸一・尾形 健・木村草太・小泉良幸ほか／著

憲法解釈論を学ぶ上で必要な素養となる、人権論や統治機構論の歴史（重
要な制度変革、その背景にあった時代状況、その基礎となった思想など）
、
憲法学独自の理論の組み立て方などを学び、トレーニングする学習参考書。
ISBN978-4-535-51815-5 2013年 A5判 288頁 2400円

憲法学のゆくえ

――諸法との対話で切り拓く新たな地平
宍戸常寿・曽我部真裕・山本龍彦／編著

憲法学に関わる理論的な問題や現下の切迫した問題をめぐって、気鋭の憲
法学者３人と各法分野の専門家が集い、対話を繰り広げる。■亀井源太郎／
見平 典／藤谷武史／水津太郎／松尾 陽／森 肇志／笠木映里／伊藤正次
ISBN978-4-535-52184-1 2016年 A5判 552頁 4800円

憲法学の現在地

――判例・学説から探究する現代的論点
山本龍彦・横大道 聡／編著

憲法学上の主要テーマを取り上げる論点解説集。SNSの普及やGAFAの台
頭といった状況等を織り込んで、憲法学の到達点を解説する。
★2020年12月刊行予定 A5判 432頁
（予定） 予価3600円

表現の自由とメディアの現在史

――統制される言論とジャーナリズムから遠ざかるメディア
田島泰彦／著

民主党政権成立前後から第２次安倍政権における表現の自由とメディアに
関する論点、展開を記録し、その問題点を提示する。
ISBN978-4-535-52435-4 2019年 四六判 288頁 2200円

12

行政法

基本行政法（第3版）
中原茂樹／著

初学者がつまずきやすい基本知識から、個別法と事
案への当てはめまで、法の全体像とともに確実に理
解できる。楽しくて深い解釈方法入門。
本書の特色

◦初学者がつまずきやすい基本知識から、個別法と事案への当ては
めまで、法の全体像とともに確実に理解できる
◦設例・解説とも判例を重視し、とにかくわかりやすい
◦豊富な図表やコラムからも、深く、楽しく行政法を学べる
ISBN978-4-535-52333-3 2018年 A5判 498頁 3400円

行政法解釈の基礎
――
「仕組み」
から解く
橋本博之／著

「5つの思考方法」
で個別行政法の解釈を学ぶ。司法試験過去問を素材に、
好評の『事例研究 行政法』
とコラボ。受験生・公務員に必ず役に立つ一冊。
筆者の教育成果を集大成。
ISBN978-4-535-51901-5 2013年 A5判 300頁 2700円
■法セミLAW CLASSシリーズ

行政法 事案解析の作法（第2版）
大貫裕之・土田伸也／著

※
〔電子書籍kindle版有り〕
法科大学院・司法試験対応の事例演習書。事案をいかに読み込んでいくの
か、その作法を習得する。支持の厚い演習書の改訂第２版。
ISBN978-4-535-52006-6 2016年 A5判 384頁 2800円

■法セミ LAW CLASS シリーズ

ダイアローグ行政法
大貫裕之／著

『行政法 事案解析の作法』
の著者が行政法の基礎を説くダイアローグス
タイルの解説書。入門から基礎、発展、復習まで、読み手の需要に応じて
姿を変える一冊。法学セミナー連載を単行本化。
ISBN978-4-535-52101-8 2015年 A5判 420頁 3200円

基礎演習 行政法（第2版）
土田伸也／著

行政法の初学者向け事例演習・解説書。法学部生、公務員試験受験生から、
法科大学院入試、法科大学院生まで、広い需要に応える。
ISBN978-4-535-52180-3 2016年 A5判 312頁 2300円
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行政法

判例から考える行政救済法（第2版）
岡田正則・榊原秀訓・本多滝夫／編

行政救済法の論点を最高裁重要判例を中心に、判例の論理を解き明かしつ
つ整理・解説。理解を助ける問いかけ、キーワード付き。
ISBN978-4-535-52448-4 2019年 A5判 296頁 2500円

環境訴訟法（第2版）
越智敏裕／著

学生・実務家に必要な、判例・訴訟理論をすべて網羅した充実かつコンパ
クトなテキスト。最新の法改正・判例をカバー。平易な文章と図表で明快
に解説。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52473-6 2020年 A5判 464頁 3400円
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民法学入門（第2版・増補版）
――民法総則講義・序論
河上正二／著

民法のイメージを豊富に伝える良書であり、教科書・自習用に最適な入門
書として高評を得ている本書第２版をさらに増補。
ISBN978-4-535-52048-6 2014年 A5判 392頁 3000円

我妻・有泉コンメンタール民法 ―総則・物権・債権

（第7版）

我妻 榮・有泉亨・清水 誠・田山輝明／著

改正債権法などの解釈論をより詳しく解説した改訂版を刊行。商法改正に
ついても従来法との対応関係を紹介する。
★2021年1月刊行予定 A5判 1704頁
（予定） 予価8000円

民法講義録（改訂版）
新井 誠・岡 伸浩／編

通説・判例をもとに、財産法と家族法からなる民法の全体を平易に解説す
る。債権法改正に準拠し、相続法改正も反映した改訂版。
★ISBN978-4-535-52393-7 2019年 A5判 1192頁 5800円

平野裕之 教科書シリーズ《全6巻》
中級者～上級者のための段階的に学習できる教科書シリーズ。
詳細な記述、多数の判例を織り込む充実の１冊。
物権法・担保物権法を除き、2017年改正に完全対応。

民法総則
物権法

※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52159-9 2017年 A5判 512頁 4500円
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-51917-6 2016年 A5判 416頁 4400円

担保物権法

※
〔電子書籍kindle版有り〕

債権総論

※
〔電子書籍kindle版有り〕

ISBN978-4-535-52241-1 2017年 A5判 332頁 3400円

ISBN978-4-535-52242-8 2017年 A5判 512頁 4500円

債権各論Ⅰ――契約法

※
〔電子書籍kindle版有り〕

ISBN978-4-535-52243-5 2018年 A5判 528頁 4600円

債権各論Ⅱ――事務管理・不当利得・不法行為

※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52244-2 2019年 A5判 528頁 4600円
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民法でみる法律学習法（第2版）
金井高志／著

ロジカルシンキングを法律を整理して理解するツールとして解説。新た
に、事例の図式化の方法、答案構成・作成の方法も加わる！
★2021年2月刊行予定 A5判 224頁
（予定） 予価2000円

解説 新・条文にない民法

――概念・制度がもっとよくわかる
椿 寿夫・中舎寛樹／編著

民法を習得するには、条文に書かれていない重要な
「概念」
を理解すること
が不可欠である。財産法分野の72項目の
「概念」
をわかりやすく解説した評
判の書籍の新版。
ISBN978-4-535-51798-1 2010年 A5判 416頁 3000円

民法がわかる

――はじめての財産法
打矢 恵／著

民法の全体像を把握するための、初学者向けの入門書。とくに法学部以外
で民法が必修の学部学生に、最低限必要な情報をコンパクトに解説。
ISBN978-4-535-51658-8 2009年 A5判 356頁 2800円

■法セミLAW CLASSシリーズ

基本事例で考える民法演習
池田清治／著

「基礎・基本」
の定着を追求する演習書。基本レベルから応用・展開レベルま
で、段階的な記述で思考を鍛える。学部生・法科大学院生とも必読。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-51971-8 2013年 A5判 192頁 1900円
■法セミLAW CLASSシリーズ

基本事例で考える民法演習2
池田清治／著

「基礎・基本」
の定着を追求する演習書。基本レベルから応用・展開レベルま
で、段階的な記述で思考を鍛える好著の第2弾。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52067-7 2014年 A5判 200頁 1900円
■法セミLAW CLASSシリーズ

プラスアルファ基本民法
武川幸嗣／著

学生が民法学を学ぶ上で重要なテーマ、学習上苦労するテーマを24選び、
条文・条文解釈・判例を整理して理解し、総合的な力を養う。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52293-0 2019年 A5判 304頁 2700円
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スタートライン民法総論
（第3版）

池田真朗／著

初学者には難しい「民法総則」
を、物権法・債権法・家
族法と併せて学ぶことで理解力を補い、民法全体の
入門も兼ねる。平成29年民法改正にも完全対応。契約
重視の変革の時代に示す、民法総則学習の新しいモ
デル。小説仕立てのガイダンスなど、独学にも最適。
※
〔電子書籍kindle版有り〕

本書の特色

◦民法の全体像をつかむことができる
「民法総則」
を超えた
「民法総論」
◦トランプマーク
「♡♢♣♠」
でグレード別に解説
◦重要概念に付される新機軸のアイテムマーク
◦小説仕立ての読者へのグループ別アドバイスも！
ISBN978-4-535-52081-3 2018年 A5判 288頁 2200円

■法セミLAW CLASSシリーズ

民法総則（第2版）

中舎寛樹／著

民法総則を、(1)条文、(2)解釈、(3)発展問題、に整理して解説する教科書。
同著者の
『債権法』
に続き改正民法に対応した改訂第２版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52354-8 2018年 A5判 536頁 3700円

民法総則
新井 誠・岸本雄次郎／著

民法総則を債権・物権・家族法等との有機的関係のなかで懇切丁寧に解説
する。総則で躓かないための最良の入門書。
ISBN978-4-535-52077-6 2015年 A5判 592頁 4500円
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物権法（第5版）
山野目章夫／著

第4版以降の法改正や判例をふまえて、基礎理論を押さえた体系的な解説
がなされた新版。法科大学院生、法学部生にとってスタンダードな教科書
であると同時に、実務家にも最適の書。
ISBN978-4-535-51882-7 2012年 A5判 432頁 3700円
■法セミLAW CLASSシリーズ

物権法講義
河上正二／著

『民法学入門』
『民法総則講義』
に続く、河上民法学の第三弾。初学者でも十
分読み進められる、優しく語りかけるような記述で、物権法の世界を深く
味わえる本格的教科書。時事的なトピックと史的エピソードも盛り沢山。
ISBN978-4-535-51810-0 2012年 A5判 410頁 3300円

物権法講義（第3版）
山川一陽／著

物権法の基本的骨組みを理解し、体系的な把握をするための、スタンダー
ドなテキスト。新たな学説や重要新判例を反映させ、また、視覚的に理解
できる資料編も新たにして新版化した。
ISBN978-4-535-51875-9 2012年 A5判 304頁 2900円

民法ノート 物権法①（第3版）
鎌田 薫／著

第2版以降の重要判例、民法等の法改正、学説の新しい動向を反映させ新
版化。また、担保物権法を第2集に回し物権法を充実させた。
ISBN978-4-535-51602-1 2007年 四六判 280頁 2500円

■法セミLAW CLASSシリーズ

不動産法入門 ――不動産をキーワードにして学ぶ
秋山靖浩／著

不動産にかかわる法分野を体系的に学べる教科書。法曹のみならず市民も
知っておきたい不動産関係の法律知識を基礎から学べる。
ISBN978-4-535-51870-4 2011年 A5判 312頁 2800円

■法セミLAW CLASSシリーズ

担保物権法講義
河上正二／著

『物権法講義』
に続く、担保物権法の本格的教科書。変動する担保法の世界
を、基礎から丁寧に学ぶ。
「人間や社会に対する深い洞察力」
に基づく、著
者の体系を示す。
ISBN978-4-535-51980-0 2015年 A5判 472頁 3700円
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■法セミLAW CLASSシリーズ

担保物権法
松岡久和／著

法学セミナー連載からの待望企画。事例や図表を要
所で用いての明快な解説、そして奥の深い担保物権
法の世界を語り尽くす。学生から実務家まで松岡民
法学の魅力を存分に味わえる一冊。
本書の特色

※
〔電子書籍kindle版有り〕

◦具体的な制度やルールの目的を分かりやすく伝え、全体像を無理
なく俯瞰できる
◦何を論じているのか、基本設例で具体的なイメージを獲得しやすい
◦紛争の場面を確認した上で、定義や原則に抽象化する記述で理解を
ISBN978-4-535-52185-8 2017年 A5判 452頁 3300円
実感できる

コンメンタール借地借家法（第4版）
稻本洋之助・澤野順彦／編

理論と実務の状況をアップデートし、借地条件の変更等の裁判手続に関す
る平成23年改正法、平成29年の民法改正整備法にも完全対応。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52331-9 2019年 A5判 570頁 5300円

コンメンタールマンション区分所有法（第3版）
稻本洋之助・鎌野邦樹／著

法人法改正に伴う区分所有法の改正、被災マンション法等2014年までの法
令改正、標準管理規約の改訂、判例をフォロー。
ISBN978-4-535-00204-3 2015年 A5判 808頁 8000円
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スタートライン債権法
（第7版）
池田真朗／著

民法を知らない人でも最後まで読み通せる好評入
門書が2020年施行の民法大改正に完全対応！ 改正
法の要点がよくわかる１冊。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦第６版からの新項目
“ルール創りの観点から”
◦レベルを表すマーク
「♡♢♣♠」
別に、
各自の到達度に応じて学べる
◦債権法の深い理解につながり、
学習の進んだ上級者にも対応
★ISBN978-4-535-52455-2 2020年 A5判 416頁 2400円

民法入門 債権総論（第4版）
森泉 章・鎌野邦樹／著

“コンパクト”かつ “わかりやすい” 債権総論の入門書としての魅力を維持し
つつ、2020年施行の改正民法に完全対応させて復活。
★ISBN978-4-535-52507-8 2020年 A5判 336頁 3000円

■法セミLAW CLASSシリーズ

セカンドステージ債権法

Ⅰ 契約法（第3版）
Ⅱ 債権総論（第3版）
Ⅲ 事務管理・不当利得・不法行為
野澤正充／著

（第3版）

新民法（債権法改正）
に完全対応。判例と通説を踏まえて債権法の体系を解
き明かしたオーソドックスな民法教科書の改訂第３版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★Ⅰ：ISBN978-4-535-52428-6 2020年 A5判 336頁 2700円
★Ⅱ：ISBN978-4-535-52429-3 2020年 A5判 368頁 2800円
★Ⅲ：ISBN978-4-535-52430-9 2020年 A5判 336頁 2800円
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債権法

――債権総論・契約
中舎寛樹／著

債権法（取引法）
を基礎からときほぐす教科書。条文の内容・解釈を丁寧に
解説し、民法
（債権法）
改正前後の異同を明らかにする。
ISBN978-4-535-52348-7 2018年 A5判 552頁 3700円

■法セミLAW CLASSシリーズ

家族法の歩き方（第2版）
本山 敦／著

家族法を入門レベルから一通り学びたい読者に、親族法・相続法の各分野
を軽妙な語り口で解説する。2009年初版以降の法改正も踏まえた改訂版。
ISBN978-4-535-51881-0 2013年 A5判 272頁 2600円
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消費者法講義（第5版）
日本弁護士連合会／編

実務の第一線で活躍する弁護士による豊富な経験
に裏付けられた
「消費者法」
の教科書の改訂版。2018
年法改正まで対応。
本書の特色

◦実務の第一線で活躍する弁護士による体系的テキスト
◦法科大学院の消費者法講義の予習・復習に最適
◦消費者問題に携わる法曹から消費者問題相談員まで必携
ISBN978-4-535-52313-5 2018年 A5判 560頁 4300円

■法セミLAW CLASSシリーズ

基本講義 消費者法

（第4版）

中田邦博・鹿野菜穂子／編

分野横断的な消費者法の世界を、簡単な事例でわか
りやすく解説する。最新の課題も紹介し消費者法を
実践的に学べる教科書。 ※〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦シンプルな事例で消費者法の基本から応用までがわかる
◦最新の消費者問題を素材にし、消費者法の最前線の課題も解説する
◦第一線の研究者と実務家が、消費者法の理論と実践を描き出す
★ISBN978-4-535-52457-6 2020年 A5判 404頁 2800円

テキストブック 消費者法（第4版）
伊藤 進・村 千鶴子・高橋岩和・鈴木深雪／著

消費者問題を学ぶ人たちへ消費者法についての基礎的な知識を提供し、よ
り高度な勉強のための入門書としても最適な消費者法テキストの決定版。
ISBN978-4-535-51935-0 2013年 A5判 320頁 2800円
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企業法入門（第5版）
龍田 節・杉浦市郎／著

現代の経済活動の主な担い手である企業を取り巻くさまざまな法を、企業
との関係を、初学者でも理解できるようわかりやすく解説する。平成26年
会社法改正、改正民法の成立に伴い改訂。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52343-2 2018年 四六判 228頁 2200円

会社法講義

――会社法の仕組みと働き
新山雄三／編著 正井章筰・西尾幸夫・矢㟢淳司・佐藤 誠／著

会社法の仕組みを読み解き、制度趣旨から理解する基本書のロングセラー
『会社法の仕組みと働き』
を新版化。2014年法改正に対応。
ISBN978-4-535-51970-1 2014年 A5判 456頁 3700円

■法セミLAW CLASSシリーズ

会社法の学び方
久保田安彦／著

それを知らないと会社法がよくわからないのに教科書にはあまり書かれて
いないことを解説し、会社法の理解を一歩進める学習参考書。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52338-8 2018年 A5判 240頁 2500円
■法セミLAW CLASSシリーズ

人間ドラマから会社法入門
高田晴仁・久保田安彦／編著

会社法の重要論点を、具体的でリアルなストーリーとイメージを視覚的に
想像させるマンガを使って、気鋭の商法学者が丁寧に解説。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52037-0 2015年 A5判 256頁 2500円

民法でみる商法・会社法
金井高志／著

商法・会社法は民法の「特別法」
。何が、どのように「特別」
なのかを意識し、
商法・会社法の学習に
「民法」
を正しく使おう。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-51974-9 2016年 A5判 268頁 2200円

特定商取引法ハンドブック（第6版）
齋藤雅弘・池本誠司・石戸谷 豊／著

特定権利概念、仮想通貨やインターネット通販の問題、業務禁止命令の
新設をはじめとする法執行の強化など、平成28年改正に対応した待望の
改訂版。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52364-7 2019年 A5判 868頁 5000円

新・金融商品取引法ハンドブック（第4版）
桜井健夫・上柳敏郎・石戸谷 豊／著

法施行から10年を経て、最新改正をふまえた金商法・金販法解説、金商法
分野の新たな法的論点、充実の裁判例集の４部構成に一新。
ISBN978-4-535-52267-1 2018年 A5判 706頁 5000円
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基本刑法Ⅰ 総論（第3版）
大塚裕史・十河太朗・塩谷 毅・豊田兼彦／著

絶大な人気を誇る定番の教科書。法改正・新判例を
踏まえ、さらに明快にバージョンアップ。
「正当防衛」
「実行の着手」
「共犯」
は全面改訂。
※
〔電子書籍kindle版有り〕

基本刑法Ⅱ 各論（第2版）
大塚裕史・十河太朗・塩谷 毅・豊田兼彦／著

判例の立場をしっかり理解できるテキスト。
「基本構
造」
「重要問題」
の２段階構成で、徹底してわかりや
すく解説。2017年改正対応。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦判例の考え方と規範の当てはめ方をしっかり学べるテキスト
◦典型例を理解するための
「事例」
と、論点を学ぶための
「設問」
◦とにかくわかりやすい解説
◦旧版全部を見直して改訂。Ⅰ
（第3版）
は、特に実行の着手（17講）
と
共犯（20講～）
を全面改訂。Ⅱ
（第2版）
は、2017年刑法改正を踏ま
えて改訂
◦
「学習のポイント」
、図表、コラムも充実
◦日本評論社ウェブサイトに簡易問題集あり
★Ⅰ
（第3版）
：ISBN978-4-535-52383-8 2019年 A5判 536頁 3800円
Ⅱ
（第2版）
：ISBN978-4-535-52240-4 2018年 A5判 610頁 3900円

〈市民〉
と刑事法（第4版）

――わたしとあなたのための生きた刑事法入門
内田博文・佐々木光明／編

刑法、刑事政策等の入門授業で多く使用実績がある刑事法入門書。問題提
起が多く、自分の頭で考える端緒とすることが狙われている。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52142-1 2016年 A5判 272頁 2500円
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■法セミLAW CLASSシリーズ

刑法総論（第2版）
松原芳博／著

刑法総論の基本的な考え方を丁寧に論じる体系書。初版から「刑の適用」
「刑法の適用範囲」
の２章を追加し、さらに網羅性を高めた。
ISBN978-4-535-52257-2 2017年 A5判 552頁 3300円

■法セミLAW CLASSシリーズ

刑法各論（第2版）
松原芳博／著

基本原理から判例の分析まで、事例の分岐を通じて奥深い議論をしっかり
学べる刑法の基本書。性犯罪に関わる大改正を踏まえ、さらなる解説を加
えた充実の第2版。
★2021年2月刊行予定 A5判 720頁
（予定） 予価4400円

ケーススタディ刑法（第5版）
井田 良・丸山雅夫／著

具体的ケースを通して学ぶ刑法総論の基礎。わかりやすい解説で難しい論
点もよく分かる。判例・学説や法改正の動向を反映した最新版。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
★ISBN978-4-535-52412-5 2019年 A5判 432頁 3100円
■法セミLAW CLASSシリーズ

理論刑法学入門

――刑法理論の味わい方
高橋則夫・杉本一敏・仲道祐樹／著

刑法学上の重要論点を気鋭の研究者が大胆に分析し、驚きと発見の中から
理論刑法学の姿を鮮やかに描き出す。
ISBN978-4-535-52031-8 2014年 A5判 360頁 3300円
■法セミLAW CLASSシリーズ

先端刑法 総論

――現代刑法の理論と実務
松宮孝明／著

刑事司法・刑事法実務の中で、刑法総論分野に関わる実務と密接な関係が
ある理論問題を刑法解釈論の立場から詳しく論じる本。
★ISBN978-4-535-52454-5 2019年 A5判 288頁 2600円
■法セミLAW CLASSシリーズ

財産犯バトルロイヤル

――絶望しないための方法序説
※
〔電子書籍kindle版有り〕
高橋則夫・田山聡美・内田幸隆・杉本一敏／著

数多くある財産犯の相互関係を理解し、具体的な事例で何罪が成立するの
か判断できるようになるためのトレーニングができる本。
ISBN978-4-535-52266-4 2017年 A5判 340頁 3200円
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民事訴訟法・刑事訴訟法等

民事訴訟法
瀬木比呂志／著

理論上・実務上の重要論点を網羅し、正確、明快に解説。法学部・法科大学
院生から弁護士・司法書士・企業法務関係者まで、幅広いニーズに完璧に応
えた民訴教科書の新たなスタンダード。
ISBN978-4-535-52236-7 2019年 A5判 784頁 5000円

民事保全法（新訂第２版）
瀬木比呂志／著

待望の改訂版。債権法改正に対応させたほか、インターネット関係仮処
分、振替社債等および電子記録債権に対する仮差押えを追加。
★ISBN978-4-535-52460-6 2020年 A5判 732頁 7400円

民事訴訟実務・制度要論
瀬木比呂志／著

民事訴訟の実務とそれを支える制度のエッセンスを理論的見地もふまえ
て解説。かつて実務家も研究者も論じることができなかった点に言及。
ISBN978-4-535-52089-9 2015年 A5判 604頁 6500円

ケース演習 民事訴訟実務と法的思考
瀬木比呂志／著

『ケースブック 民事訴訟活動・事実認定と判断』
の解説をさらに徹底的に掘
り下げ、設問に詳細にして完璧な解答を加えた待望の全面改訂版。
ISBN978-4-535-52178-0 2017年 A5判 556頁 5800円

ケースでわかる民事訴訟法
小林秀之／著

判例に基づくケース・スタディこそ、民事訴訟法の修得と事案解決能力の
涵養の切り札だ。版を重ねた『ケースで学ぶ民事訴訟法』
を大幅リニューア
ル！
ISBN978-4-535-51999-2 2014年 A5判 488頁 3600円
■法セミLAW CLASSシリーズ

民事訴訟法 重要問題とその解法
杉山悦子／著

民事訴訟法の学習上で躓きやすい問題を題材に、基礎的な知識から考え方
の分岐点までを分かりやすく説く。
ISBN978-4-535-52021-9 2014年 A5判 280頁 2800円

ゼミナール民事訴訟法
渡部美由紀・鶴田 滋・岡庭幹司／編

『日評ベーシック・シリーズ民事訴訟法』
の著者が、事例問題を素材に一歩
進めた考え方を示す。独習またはゼミの教材として最適。
★ISBN978-4-535-52291-6 2020年 A5判 224頁 2300円
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実践 民事執行法
民事保全法（第3版）
平野哲郎／著

民事執行法・民事保全法の基本的な理解と実務的な
問題解決能力を同時に修得できる、学習・試験・実
務に対応可能な教科書の第３版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦初学者が制度の全体像と手続の流れを理解しやすい教科書
◦解説本文とリンクする形で実務で使用される書式を豊富に掲載
◦関連する豆知識やエピソードのコラムで飽きずに楽しく学べる
★ISBN978-4-535-52511-5 2020年 A5判 596頁 3800円

民事訴訟判例 読み方の基本

――The Fundamentals of Judicial Precedents on Civil Procedure
※
〔電子書籍kindle版有り〕
田中 豊／著

判例の射程とは？ 主論と傍論とは？ 判例の種類とは？ 50の主要判例
と320の関連判例に即して解説する法律実務家のための本格的な「読み方」
のテキスト。生きている民事訴訟の全体像を明らかにし、未来を展望する。
ISBN978-4-535-52222-0 2017年 A5判 596頁 4700円

破産から新民法がみえる
――民法の盲点と破産法入門
小林秀之／著

民法と破産法の深い関係に注目すると民法をもっとよく理解できる。民法
改正をふまえ、
『新・破産から民法がみえる』
をリニューアル。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52330-2 2018年 A5判 264頁 2800円

民事紛争解決の基本実務
木納敏和・鈴木道夫・高須順一・藤原 浩／編

経験豊富な裁判官と弁護士が、紛争類型ごとにあるべき紛争解決の手法の
要諦を伝授する。
〔電子書籍kindle版有り〕
※
ISBN978-4-535-52196-4 2018年 A5判 480頁 4500円

書式と理論で民事手続（新版）

――訴訟から執行までのやりとり
鬼追明夫・加島 宏／監修 法と法実務研究会／編

1つの民事事件をケースに、訴訟手続きに始まり執行手続、保全手続まで
を時系列に作成する書式を示しながら、理論的、実務的に解説し、新版化。
CDに利用できる書式などを収録。
ISBN978-4-535-51802-5 2010年 A5判 608頁 4300円
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要件事実・事実認定ハンドブック（第2版）
――ダイアグラムで紐解く法的思考のヒント
河村 浩・中島克巳／著

民事裁判の基礎理論を根本から理解するためのハンドブック。債権法改正
をふまえた記述にアップデートし、さらなる充実を期した第２版。
ISBN978-4-535-52283-1 2017年 A5判 620頁 5000円

ADR仲裁法（第2版）
山本和彦・山田 文／著

体系性・客観性・包括性を実現し、初学者から研究者・実務家まで、多様な
ニーズに応えうる、注目の２名の著者による最良のテキスト。
ISBN978-4-535-51972-5 2015年 A5判 482頁 3800円
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基本刑事訴訟法Ⅰ
手続理解編

吉開多一・緑 大輔・設楽あづさ・國井恒志／著

他の『基本』シリーズと同様、短い事例を使いつつ、
徹底してわかりやすい記述で、判例実務の考え方を
学べる教科書。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦既存の教科書に書かれていない基礎知識をしっかり学べる
◦豊富な図表と具体例で徹底してわかりやすく解説
◦法曹三者と研究者の協働による、実践的にも理論的にも優れた内容
◦
「LS共通的な到達目標モデル」
にも完全対応
★ISBN978-4-535-52419-4 2020年 A5判 392頁 3000円

基本刑事訴訟法Ⅱ
論点理解編

吉開多一・緑 大輔・設楽あづさ・國井恒志／著

他の『基本』シリーズと同様、短い事例を使いつつ、
徹底してわかりやすい記述で、判例実務の考え方を
学べる教科書。

No image

本書の特色

◦論点を①問題の所在、②判例・学説、③設問の検討の順で丁寧に解説
◦受験生が誤りやすいポイントをしっかりカバー
◦法曹三者と研究者の協働による、実践的にも理論的にも優れた内容
◦
「LS共通的な到達目標モデル」
にも完全対応
★2021年3月刊行予定 A5判 420頁
（予定） 予価3300円

刑事訴訟法（第10版）
白取祐司／著

定評ある体系書の改訂版。刑訴法の適正手続きの考
え方をベースにした理論的解説と刑事実務を念頭に
置いた論点にも言及した体系書。

No image

本書の特色

①大学でのスタンダードな教科書
②資格試験受験者には合格水準を確保できる基本書
③刑事実務家にも必携の書
★2021年3月刊行予定 A5判 544頁
（予定） 予価3900円

■法セミLAW CLASSシリーズ

刑事訴訟法入門（第2版）
緑 大輔／著

刑事訴訟法学習のつまづきやすいポイントをわかりやすく、丁寧に解説。
基礎から応用までをフォローし、学習を強力にサポートする。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52203-9 2017年 A5判 372頁 2800円
29

民事訴訟法・刑事訴訟法等

■法セミLAW CLASSシリーズ

刑事訴訟法における学説と実務――初学者のために
守屋克彦／編著

現役裁判官と元裁判官の執筆陣が、刑事訴訟法の重要論点について、学
説と実務を意識しながら学生向けに解説する貴重な解説書。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52271-8 2018年 A5判 216頁 2500円
■法セミLAW CLASSシリーズ

伝聞法則に強くなる
後藤 昭／著

刑事訴訟法の試験で頻出し、学習のなかでの最難関の一つといえる伝聞
法則を、刑訴法理論と実務研究の第一人者が解説する決定版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52424-8 2019年 A5判 208頁 2000円

プロブレム・メソッド刑事訴訟法30講
後藤 昭・白取祐司／著

判例を参照しながら具体的事案の解決を考えるプロブレム・メソッドを基
本とする教材。法科大学院等での双方向的授業に最適。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52058-5 2014年 A5判 488頁 3400円
■法セミLAW CLASSシリーズ

刑事訴訟法の思考プロセス
斎藤 司／著

2016年刑訴法改正に対応した標準的な法学部生向けのテキスト。刑事訴
訟法の考え方を思考プロセスから学ぶ工夫にあふれた新機軸。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52437-8 2019年 A5判 440頁 3500円

刑事法廷弁護技術
高野 隆・河津博史／編著

2009年の裁判員裁判の開始以降、実務の積み上げによって研磨してきた法
廷技術を、刑事弁護の第一人者らが解説する実践的弁護技術書。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52287-9 2018年 A5判 320頁 2900円

起訴前・公判前整理・裁判員裁判の弁護実務
日本弁護士連合会刑事調査室／編著

刑事弁護実務の基本をコンパクトに解説。新たに裁判員裁判に携わる弁護
士必読。刑事弁護の考え方をふまえた実務の要点がわかる。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52427-9 2019年 A5判 192頁 1800円

ナリ検

――ある次席検事の挑戦
市川 寛／著

無罪判決に関する検察の控訴審議はベールに包まれている。元検察官の著
者が弁護士出身の検察官（ナリ検）
を主人公にその実態を赤裸々に描く。法
曹関係者必読のリーガル小説。
★ISBN978-4-535-52517-7 2020年 四六判 260頁 1700円
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■法セミLAW CLASSシリーズ

少年法講義

武内謙治／著

少年法の世界を生き生きと描き出す本格的な教科
書。歴史的かつ実証的な視点から、法の理念、仕組
み、体系を丁寧に説き起こす。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52111-7 2015年 A5判 592頁 4300円

刑事政策学
武内謙治・本庄 武／著

刑事立法活性化の時代に贈る、刑事政策の教科書。既存制度の基本から、
制度間の関係・制度を支える価値を分かりやすく解説する。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52380-7 2019年 A5判 296頁 2800円

犯罪統計入門（第2版）
――犯罪を科学する方法
浜井浩一／編著

犯罪の実体は統計に表れる。犯罪統計の読み方を身につければ、刑事法の
世界の見方が変わる！ 現実から乖離した治安悪化の言説を冷静に分析
し、反響を呼んだ2006年刊行の初版をアップデートした第2版。
ISBN978-4-535-51961-9 2013年 A5判 288頁 2800円
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労働法（第3版）
西谷 敏／著

労働法の定評ある基本書。
「働き方改革」関連法などの法改正に対応。労働
法の全体像を基本原理に立ち返ってわかりやすく解説。
★ISBN978-4-535-52421-7 2020年 A5判 836頁 4800円

労働法
野川 忍／著

労働法改革、民法改正など最新の情報を取り込み、労働法の全体像を包括
的に解説する、スタンダードで詳細な体系書。
ISBN978-4-535-52308-1 2018年 A5判 1136頁 6000円

労働法理論の探究
西谷 敏・道幸哲也／編著

企業パラダイムの変容を踏まえ、労働法の基礎理論を問い直す。法律時報
誌の好評連載に書き下ろしを加えての書籍化。
★ISBN978-4-535-52485-9 2020年 A5判 224頁 4500円

労働組合法の基礎と活用
――労働組合のワークルール
道幸哲也／著

労働組合の役割と意義を通読できる記述で丁寧に解説。実際の紛争解決の
場面を念頭に具体的に解説する実践的教科書。
ISBN978-4-535-52335-7 2018年 A5判 280頁 3200円

労働組合法の応用と課題

――労働関係の個別化と労働組合の新たな役割
道幸哲也／著

一見個別的であっても、実際には集団的な側面を備えている紛争は少なく
ない。著者渾身の、生きる労組法体系を具体的に展開する。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52407-1 2019年 A5判 260頁 4200円

新版 労働法重要判例を読むⅠ・Ⅱ

――Ⅰ総論・労働組合法関係／Ⅱ労働基準法・労働契約法関係
唐津 博・和田 肇・矢野昌浩／編

労働法の学習には判例学習が必須だが、２冊で学習に必要な合計50本の重
要判例を取り上げた。法科大学院生、弁護士など実務家が十分満足できる
内容となっている。この２冊で判例学習は完璧。
Ⅰ：51868-1／Ⅱ：51869-8 2013年 A5判 Ⅰ：308頁／Ⅱ：312頁 各2600円

民法でみる知的財産法（第2版）
金井高志／著

民法の基礎理論からその応用として知財法を解説する好評の書が平成
20・23年特許法等の改正を受けて改訂！ 楽しく学べるコラムも新設。
ISBN978-4-535-51897-1 2012年 A5判 324頁 2700円
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――新規性
（類似）
と創作非容易性
創英IPラボ／編著 佐藤英二／著

2020年４月、意匠審査基準が改められた。豊富な判決例とともに二大登録
要件たる新規性
（類似）
と創作非容易性につき解説する。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52506-1 2020年 A5判 332頁 3000円
■法セミ LAW CLASS シリーズ

医事法講義
米村滋人／著

法学の深い知見と、医師でもある著者自身の臨床経験に裏打ちされた、待
望の本格的教科書。医事法の全領域を体系的に説く。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52175-9 2016年 A5判 384頁 3200円

比較法学入門
貝瀬幸雄／著

法の本質的理解を通してヒューマニズムに至る魅力的な学問である「比較
法」
の待望の教科書。最新の動向を取り入れた濃密な内容。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52408-8 2019年 A5判 208頁 2200円

サブテクスト国際法
――教科書の一歩先へ
森 肇志・岩月直樹／編

教科書の説明では物足りなかった国際法上の論点を深め、学生にとって、
もっと国際法学習をおもしろくするための一冊。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52472-9 2020年 A5判 248頁 2400円

国際法の現在

――変転する現代世界で法の可能性を問い直す
寺谷広司／編 伊藤一頼／編集補助

変化を続ける国際法の動態を切りとり国際法の最新の議論を提供する。第
一線の研究者と国連等でも活躍した執筆陣による珠玉の論集。
★ISBN978-4-535-52481-1 2020年 A5判 448頁 7200円

国際知的財産法入門
木棚照一／著

国際知財法の権威による学生向けの分かりやすく簡潔な入門書。ビジネス
実務でも今後ますます必要になる分野の最適な概説書。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52340-1 2018年 A5判 260頁 3000円

国際法資料集（第2版）
西谷 元／編著

国際法、国際条約などにかかわる重要項目について、図表も多用し網羅的
に解説する。2010年の初版以降の国際情勢の変化に対応。
ISBN978-4-535-52199-5 2016年 A4判 508頁 3700円
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最新 意匠審査基準・判例解説
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テキストブック国際人権法（第3版）
阿部浩己・今井 直・藤本俊明／著

待望の第3版。人権理事会の創設をはじめとする国連改革等、この間大き
く動いた状況を反映させ、情報をアップデイト。学部および法科大学院に
おける学習上もさらに便利な教材となるよう、全面的に改訂する。
ISBN978-4-535-51636-6 2009年 A5判 336頁 3200円

事例で解く 国際取引訴訟（第2版）

――国際取引法・国際私法・国際民事訴訟法への総合アプローチ
大塚章男／著

具体的な事例に則して、国際取引法と国際私法および国際民訴法の財産法
分野の重要論点を諸学説もふまえて総合的に解説する。
ISBN978-4-535-52235-0 2018年 A5判 468頁 4600円

EU法基本判例集（第3版）
中村民雄・須網隆夫／編著

基本判例を通じてEU法を学ぶ好評のテキストを9年振りに改訂。リスボン
条約発効後のEU法の新展開を示す判例を加え、解説を刷新。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52346-3 2019年 A5判 376頁 4000円
■BUL叢書

アメリカ法入門（第5版）
伊藤正己・木下 毅／著

アメリカ法を、わかりやすく解説した定番の入門書。民事訴訟手続の加筆、
資料編の充実化、アメリカ法の文献案内の新設等を改訂。
ISBN978-4-535-01036-9 2012年 B6判 352頁 2800円

現代アメリカ法入門
――アメリカ法の考え方
丸田 隆／著

アメリカの法制度、担い手そして紛争解決の手段である訴訟手続きを通じ
て、生きたアメリカ法とその考え方を知ることができる実践的テキスト。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52195-7 2016年 A5判 280頁 2700円

アメリカ憲法の考え方
丸田 隆／著

アメリカ憲法の典型的論点を取り上げ、具体的事件、判例を通して、アメ
リカの法的・政治的制度のあり方を、その背景から解説する。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52396-8 2019年 A5判 448頁 3500円
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――そのまま文書化できる戦略的表現
中村秀雄／著 野口ジュディー／英文監修

口にした言葉を書き取れば、最終的な英文法律文書ができあがるように話
すことで、契約交渉を有利に進めることができる用語用例集。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52252-7 2017年 A5判 296頁 3200円

発展するアジアの政治・経済・法

――法は政治・経済のために何ができるか
松尾 弘／著

アジア諸国で広く進む高度経済成長において、法は政治・経済のために何
ができるのか、実例に即して具体的に比較・分析する。
ISBN978-4-535-52214-5 2016年 A5判 288頁 2600円

コリアの法と社会
尹 龍澤・青木 清・大内憲昭・岡 克彦
國分典子・中川敏宏・三村光弘／編著

日本から近くて遠い国、韓国・北朝鮮の法と社会について学び、理解し、比
較することを通じ、日本の法や社会への関心を高める本。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
★ISBN978-4-535-52270-1 2020年 A5判 352頁 3000円

国際連合

――その役割と機能
植木安弘／著

国連の仕組み、役割、機能について国連憲章に沿って解説する入門書の決
定版。最新のトピックスを随所に掲載、組織の内実に迫る！
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-58714-4 2018年 A5判 288頁 2600円

国連平和構築

――紛争のない世界を築くために何が必要か
長谷川祐弘／著

国連で平和活動の最前線に立った著者が、政策の軌跡を振り返り、何が紛
争解決と予防に決定的な役割を果たすのかに切り込む。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-58716-8 2018年 四六判 336頁 2900円

人間の安全保障と平和構築
東 大作／編著

紛争の絶えない世界に、平和をどうやってもたらすのか。国際社会に何が
できるのか。さまざまな角度から論じる。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-58700-7 2017年 A5判 304頁 2600円
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労働法・知的財産法・医事法・国際法・法社会学等

国際交渉の法律英語

労働法・知的財産法・医事法・国際法・法社会学等

現代司法（第6版）

テキストブック

木佐茂男・宮澤節生・佐藤鉄男
川嶋四郎・水谷規男・上石圭一／著
日本の司法に関する正しい認識とより好ましい方向
への議論を目指す意欲的なテキストの最新版。裁判
員制度や法曹養成制度などに関する最新の動向を
盛り込み、多面的に、わかりやすく解説する。
本書の特色

◦1992年の初版以来、読み継がれてきた定番の書
◦歴史的観点・国際的観点等、複眼的に現代日本の司法を見つめる
◦市民・住民が自らを守る第一歩として、法的問題・法的紛争とは何
かをわかりやすく解説
ISBN978-4-535-51987-9 2015年 A5判 360頁 2900円

あなたも明日は裁判員!?
飯 考行・裁判員ラウンジ／編著

2019年5月で施行10年を迎えた裁判員制度。その学生・市民向け解説書。経
験者ら市民の声と専門家の平易な解説は、教養として法を学ぶのに最適。
ISBN978-4-535-52402-6 2019年 四六判 224頁 1700円

裁判員制度の10年

――市民参加の意義と展望
牧野 茂・大城 聡・飯 考行／編

裁判員制度の施行から10年が経った。これまでの到達点とこれからの展望
について、市民、法律家、記者らが紙上で熱く議論する。
★ISBN978-4-535-52459-0 2020年 A5判 176頁 1700円

民事陪審裁判が日本を変える

――沖縄に民事陪審裁判があった時代からの考察
陪審裁判を考える会／編
新倉 修・四宮 啓・福来 寛・飯 考行／編著

沖縄基地問題、原発訴訟、なぜ民意は反映されないのか？ かつて沖縄で行
われていた陪審裁判の記録から、現代へのヒントを探る。
★ISBN978-4-535-52468-2 2020年 A5判 248頁 3500円

陪審制度論
パウル・ヨハン・アンゼルム・フォイエルバッハ／著 福井 厚／訳

陪審制は、裁判官の恣意に対する市民的自由の防壁である。
“近代刑法学の
父”フォイエルバッハが陪審制の是非を検討した重要な書籍を本邦初訳。
★ISBN978-4-535-52409-5 2019年 四六判 248頁 2700円

■Series Law in Action 3

交渉と紛争処理

和田仁孝・太田勝造・阿部昌樹／編

法社会学の最重要テーマのひとつである紛争処理研究はここまできた。司
法制度改革の時代の羅針盤ともいうべきその豊かな蓄積のエッセンスでつ
くりあげた最も斬新で刺激に満ちた教科書。
ISBN978-4-535-51141-5 2002年 四六判 360頁 2400円
36

川人 博／編著

企業社会、環境問題、医療、刑事手続、報道被害など、弁護士・ジャーナリ
ストの経験をもとに問いかける。最新事例をもとに改訂。
ISBN978-4-535-51725-7 2009年 A5判 240頁 2300円

クィアと法

――性規範の解放／開放のために
綾部六郎・池田弘乃／編著

昨今注目を集めている、いわゆる性的マイノリティやLGBTの問題につ
いて、クィア理論に関わる諸テーマを取り上げて最先端の議論を紹介す
る論文集。
★ISBN978-4-535-52426-2 2019年 A5判 248頁 5000円

ケースからはじめよう 法と経済学
――法の隠れた機能を知る
福井秀夫／著

まず各章の冒頭に設例をあげ、その背景の解説、関連する判例と法令を通
して、
「法と経済学」
を学んでゆく法学部学生向けテキスト。
ISBN978-4-535-51581-9 2007年 A5判 296頁 2600円

考古学のための法律
久末弥生／著

考古学調査では費用の負担、出土品の評価や所有権、調査後の土地の保存
など、関連法制が立ちはだかる。ハンディで現場に必携の書。
ISBN978-4-535-52300-5 2017年 四六判 168頁 2600円
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労働法・知的財産法・医事法・国際法・法社会学等

テキストブック現代の人権（第4版）

事例研究シリーズ

事例研究

行政法（第3版）

曽和俊文・野呂 充・北村和生／編著

大好評の事例問題集を、５年ぶりに全面改訂。初学
者にもより使いやすく、かつ、行政法の現代的課題
にも応えうる、最高の１冊。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
本書の特色

◦32問中19問が新規の事例問題。既存の問題も全て「当てはめ」
を
丁寧にして全面見直し
◦第１部に「ウォーミングアップ」
、第３部に配点を入れ、個々の読
者の学習段階に対応
◦ミニ講義も１本追加し、その他のコラムもさらに充実
ISBN978-4-535-52194-0 2016年 A5判 544頁 3500円

民事法（第2版）Ⅰ
事例研究 民事法
（第2版）
Ⅱ
事例研究

瀬川信久・七戸克彦・山野目章夫・小林 量
山本和彦・山田 文・杉山悦子・永石一郎
亀井尚也／編著

好評の事例問題集。第２版はⅠが主に民法、Ⅱが主に民事訴訟法・商法に
分離し、さらに使いやすくハイクォリティにバージョンアップ。
本書の特色

◦民法・商法・民事手続法を横断した、研究者と実務家の綿密な共同
作業によるやや長文の事例と丁寧な解説
◦民訴を中心に新規問題を大幅に追加、初版にあった問題もすべて
改訂
◦各問題の末尾に参考答案あり
Ⅰ：ISBN978-4-535-51912-1 2013年 A5判 520頁 3600円
Ⅱ：ISBN978-4-535-51913-8 2013年 A5判 408頁 3300円
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事例研究シリーズ

事例研究

刑事法Ⅰ刑法（第2版）
事例研究

刑事法Ⅱ刑事訴訟法（第2版）
井田 良・田口守一・植村立郎・河村 博／編著

本気で法曹を目指す人・若手法曹のための最高峰の演習書。新しい判例等
を踏まえ、自習でも法科大学院でもさらに使い易くバージョンアップ。
本書の特色

◦事案解決に必要な事実・規範・あてはめをしっかり学べる事例問題
◦判例・実務を重視した丁寧な解説
◦発展問題も充実、関連問題は授業で使いやすいよう全面改訂
Ⅰ：ISBN978-4-535-52032-5 2015年 A5判 460頁 3000円
Ⅱ：ISBN978-4-535-52033-2 2015年 A5判 412頁 3000円

事例研究

会社法

小林 量・北村雅史／編著

基礎編・応用編に分けられた事例問題全てに、議論
を重ねて仕上げたわかりやすい解説。平成26年改正
対応の判例・通説に基づくテキスト。
本書の特色

※
〔電子書籍kindle版有り〕

◦会社法の知識・事例への当てはめ方を
「楽しく」
学ぶ!
◦基本問題・発展問題に分けられた事例問題すべてに、議論を重ね
て仕上げたわかりやすい解説
◦自分の理解を確認して定着させたい法科大学院生にも、より深く
学びたい法学部生にも最適な判例・通説に基づくテキスト
ISBN978-4-535-52136-0 2016年 A5判 448頁 3000円
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法科大学院向けテキスト

新・コンメンタール

憲法（第2版）

木下智史・只野雅人／編

憲法の条文を、歴史的経緯を踏まえ解説した信頼のコンメンタール。18歳
選挙、天皇の生前退位、ヘイトクライムなど近時の問題もフォローした待望
の改訂版。
※
〔電子書籍kindle版有り〕
ISBN978-4-535-52433-0 2019年 A5判 840頁 4600円
新・コンメンタール

（第2版）
民法
（財産法）

松岡久和・中田邦博／編

条文趣旨をコンパクトに解説したコンメンタール、2022年施行の改正民法
に対応した改訂版。関連法令、判例情報もアップデート。
★ISBN978-4-535-52514-6 2020年 A5判 1360頁 6700円

新・コンメンタール

民法
（家族法）
松岡久和・中田邦博／編

条文趣旨をコンパクトに解説したコンメンタール、2022年施行の改正
民法に対応した改訂版。関連法令、判例情報もアップデート。
★2021年2月刊行予定 A5判 464頁
（予定） 予価3000円

新・コンメンタール

刑法（第2版）

松宮孝明・金澤真理／編

最新の法改正に対応し、新判例や重要学説を組み込みんだ改訂版。簡潔・
明瞭な解説で、判例・学説の
「基本」
がよくわかる。
★2021年1月刊行予定 A5判 544頁
（予定） 予価3400円

新・コンメンタール

民事訴訟法（第3版）
笠井正俊・越山和広／編

１冊完結の民訴法コンメンタール。第２版（2013年３月刊）以降の法改正
や新判例などに対応した改訂第３版。
★2021年2月刊行予定 A5判 1360頁
（予定） 予価6500円

新・コンメンタール

刑事訴訟法（第3版）
後藤 昭・白取祐司／編

2016年の法改正で盛り込まれた取調べの録音・録画制度や協議・合意制度
等、改正法を踏まえたコンメンタール待望の第３版。
ISBN978-4-535-52334-0 2018年 A5判 1330頁 6700円
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法科大学院向けテキスト

民事法Ⅰ（第2版）
総則・物権

民事法Ⅱ（第2版）
担保物権・債権総論

民事法Ⅲ（第2版）
債権各論

鎌田 薫・加藤新太郎・須藤典明
中田裕康・三木浩一・大村敦志／編著

民法・民訴法学者と実務家の共同編集・執筆により、民法と民訴法を有機
的に関連づけて理解し、理論と実務とを架橋させる新機軸のテキスト。
「設問」
と「解説」
、
「問題の背景」
から構成、問題発見・解決能力を育成す
る。新たに、２設問と
「民事訴訟手続と設問論点との関係」
を追加。
本書の特色

時代の要請に応える、新しい法学教育や法曹養成を目的とした司法
修習とりわけ法科大学院用の画期的テキスト。
Ⅰ：ISBN978-4-535-51693-9 2010年 A5判 392頁 3900円
Ⅱ：ISBN978-4-535-51694-6 2010年 A5判 460頁 4000円
Ⅲ：ISBN978-4-535-51695-3 2010年 A5判 432頁 4000円

■別冊法学セミナー

司法試験の問題と解説2020
法学セミナー編集部／編

2020年司法試験の問題・解説を収録。すべての論文式・短答式問題を法科
大学院・法学部教員が解説する司法試験受験生必読の書。
★2021年2月刊行予定 B5判 304頁
（予定） 予価2600円
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社会・文化・歴史

ゼミナール

日本のマス・メディア
春原昭彦・武市英雄／編

（第3版）

1998年の初版以来読み継がれてきたマス・メディア
に関する基本的なテキスト。最新の研究成果も盛り
込み、わかりやすく解説する。
本書の特色

◦マス・メディアについて学ぶために読み継がれてきた定番の書
◦最新の研究成果に基づいて大幅改訂
◦
「世論とマス・メディア」
「国際報道と日本」
等の章を新設
ISBN978-4-535-52148-3 2016年 A5判 288頁 2400円

［新訂］
新聞学
浜田純一・田島泰彦・桂 敬一／編

インターネットの攻勢、国際化の波、そして読者離れ。危機に立つ新聞を、
ジャーナリズム論から総合的に検討し、今後を展望する。
ISBN978-4-535-58568-3 2009年 A5判 456頁 3000円

マス・メディア法入門（第5版）
松井茂記／著

マス・メディア法についての定評ある学習書。国家秘密と情報公開、イン
ターネットをめぐる問題など、新事例を大幅に追加。
ISBN978-4-535-51978-7 2013年 四六判 408頁 2800円

出版メディア入門（第2版）
川井良介／編

電子化の激流に晒されている出版・編集の現況を整理し、その課題を平易
に解き明かす。好評を博した標準的テキストの新版。
ISBN978-4-535-58616-1 2012年 A5判 304頁 2700円

新しい東アジアの近現代史㊤・㊦
日中韓３国共同歴史編纂委員会／編

開かれた歴史認識の共有を目指し、日中韓３国の研究者・教師が共同編集
した歴史学術書。上巻は、東アジア近・現代の国際関係の歴史を分析、展望
を示す。下巻は、東アジア近・現代の人と交流の歴史を分析、展望を示す。
㊤ISBN978-4-535-58630-7 2012年 A5判 244頁 2500円
㊦ISBN978-4-535-58631-4 2012年 A5判 264頁 2500円

異論排除に向かう社会 ――トランプ時代の負の遺産
ティモシー・ジック／著 田島泰彦／監訳
森口千弘・望月穂貴・清水 潤・城野一憲／訳

トランプ大統領の報道、言論の自由に対する攻撃、排除の本質と問題を米
国憲法修正1条との関係で批判的に解明。これは決してアメリカだけの問
題ではない。
★ISBN978-4-535-52508-5 2020年 四六判 280頁 2400円
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■あ

悪文（第3版）…6
アジアの憲法入門…12
新しい東アジアの近現代史㊤・㊦…42
あなたも明日は裁判員!?…36
アメリカ憲法の考え方…34
アメリカ法入門
（第5版）…34
医事法講義…33
EU法基本判例集
（第3版）…34
異論排除に向かう社会…42
ADR仲裁法（第2版）…28

■か

会社法講義…23
会社法の学び方…23
解説 新・条文にない民法…16
学習六法（第9版）…6
家族法の歩き方
（第2版）…21
環境訴訟法（第2版）
…14
企業法入門（第5版）
…23
起訴前・公判前整理・裁判員裁判の弁護実務…30
基礎演習 行政法（第2版）…13
基本行政法（第3版）
…13
基本刑事訴訟法Ⅰ・Ⅱ…29
基本刑法Ⅰ 総論（第3版）…24
基本刑法Ⅱ 各論（第2版）…24
基本憲法Ⅰ 基本的人権…9
基本講義 消費者法
（第4版）…22
基本事例で考える民法演習…16
基本事例で考える民法演習２…16
基本に学ぶ憲法…10
行政法解釈の基礎…13
行政法 事案解析の作法
（第2版）…13
クィアと法…37
ケース演習 民事訴訟実務と法的思考…26
ケースからはじめよう 法と経済学…37
ケーススタディ刑法
（第5版）…25
ケースでわかる民事訴訟法…26
ケースメソッド憲法
（第2版）…11
刑事政策学…31
刑事訴訟法（第10版）
…29
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