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憲法ガール Ⅱ 
著編者名 大島 義則 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,060 同時3アクセス（本体） ¥7,590 

冊子版ISBN 9784589039491 商品コード 1030447109 

小説形式で平成25～30年の司法試験論文式問題の解き方を指南。出題意図をよみとるコツ、各論点の考
え方、答案作成のテクニック（当事者の主張・反論・私見の書き方）を解説。平成30年にみられるリーガル
オピニオン型の出題形式の動向にも全面的にフォローする。 

憲法ガール Remake Edition 
著編者名 大島 義則 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,500 同時3アクセス（本体） ¥8,250 

冊子版ISBN 9784589038944 商品コード 1027666283 

司法試験受験生の間で話題の『憲法ガール』（2013年刊）のリメイク版。平成18～24年の答案例として、従
前の全論点網羅型のものに、試験当日の限られた時間内でも作成できるよう短い答案例を追加。引用文
献・判例一覧をアップデートし、事項索引も付ける。 

行政法ガール 
著編者名 大島 義則 発行年 2014 

同時1アクセス（本体） ¥5,280 同時3アクセス（本体） ¥7,920 

冊子版ISBN 9784589036117 商品コード 1019053077 

平成18年から平成25年までの司法試験公法系第2問を素材に、小説形式で事例問題の解き方を解説す
る。各話の末尾には、ワンポイントアドバイスと解答例も掲載。「憲法ガール」の続編。 

シリーズ 

αブックス    プリメール民法   新 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

民法入門・総則 （1） 中田  邦博 2018 9784589039118 ¥6,160  ¥9,240  1028645657 

物権・担保物権法 （2） 今村  与一 2018 9784589039125 ¥5,940  ¥8,910  1028645658 

債権総論 （3） 松岡  久和 2018 9784589039132 ¥5,940  ¥8,910  1028645662 

債権各論 （4） 青野  博之 2018 9784589039149 ¥5,720  ¥8,580  1028645659 

家族法 （5） 床谷  文雄 2018 9784589039156 ¥5,500  ¥8,250  1028645660 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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● 表示価格は税抜きです。 2019年11月 

ユーリカ民法  

新ハイブリッ ド民法  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

民法総則 新版（1） 小野 秀誠 2018 9784589039415 ¥6,820  ¥10,230  1028645655 

物権・担保物権法 新版（2） 本田 純一 2019 9784589040121 ¥6,600  ¥9,900  1030628375 

債権総論 新版（3） 松尾 弘 2018 9784589039637 ¥6,600  ¥9,900  1030447117 

債権各論 新版（4） 滝沢 昌彦 2018 9784589039422 ¥6,600  ¥9,900  1028645656 

家族法 第2版補訂（5） 半田 吉信 2017 9784589038319 ¥7,040  ¥10,560  1028494729 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

物権・担保物権 （2） 渡邊 博己 2018 9784589039224 ¥5,500  ¥8,250  1028645663 

債権総論・契約総論（3） 田井 義信 2018 9784589039477 ¥5,940  ¥8,910  1030447107 

債権各論 （4） 手嶋 豊 2018 9784589039385 ¥6,380  ¥9,570  1028645661 

親族・相続 （5） 田井 義信 2019 9784589040046 ¥6,160  ¥9,240  1030628377 

2 
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法学入門書  

〈 １ ８歳から 〉シ リーズ  

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

法学部ゼミガイドブック 
 ―ディベートで鍛える論理的思考力―改訂版 

西南法学基礎教育
研究会 

2019 9784589040107 ¥4,180  ¥6,270  1030628371 

私たちと法 3訂版 平野  武 2019 9784589039903 ¥4,180  ¥6,270  1030574743 

ゼロからはじめる法学入門 第2版 木俣  由美 2019 9784589039934 ¥5,280  ¥7,920  1030574748 

大学生のための法学 
 ―キャンパスライフで学ぶ法律入門― 

長沼  建一郎 2018 9784589039675 ¥5,940  ¥8,910  1030483177 

法学部入門 
 ―はじめて法律を学ぶ人のための道案内―第2版 

中村  邦義 2017 9784589038739 ¥4,620  ¥6,930  1028645632 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

18歳から考える家族と法 二宮  周平 2018 9784589039620 ¥5,060  ¥7,590  1030447113 

18歳から考えるワークルール 第2版（From 18） 道幸  哲也 2018 9784589038821 ¥5,060  ¥7,590  1028645651 

18歳からはじめる環境法 第2版（From 18） 大塚  直 2018 9784589038838 ¥5,060  ¥7,590  1028645652 

18歳からはじめる民法 第3版（From 18） 潮見  佳男 2017 9784589038272 ¥4,840  ¥7,260  1028340380 

18歳からはじめる情報法 （From 18） 米丸  恒治 2017 9784589038333 ¥5,060  ¥7,590  1028340381 
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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

新・法と現代社会 改訂版 三室 堯麿 2019  9784589040060  ¥5,280  ¥7,920  1030628366  

現代憲法入門 只野 雅人 2019  9784589040114  ¥7,040  ¥10,560  1030628378  

憲法9条学説の現代的展開 
 ―戦争放棄規定の原意と道徳的読解― 麻生 多聞 2019  9784589039897  ¥21,120  ¥31,680  1030574742  

家族法 第2版 中川 淳 2019  9784589039958  ¥5,720  ¥8,580  1030574745  

プライマリー商法総則・商行為法 第4版 藤田 勝利 2019  9784589040053  ¥5,280  ¥7,920  1030628367  

レクチャー会社法 第2版（αブックス） 菊地 雄介 2019  9784589039828  ¥5,940  ¥8,910  1030628370  

会社法の基礎 加藤 徹 2019  9784589039941  ¥5,940  ¥8,910  1030574747  

刑事政策がわかる 改訂版 前田 忠弘 2019  9784589040091  ¥5,060  ¥7,590  1030628374  

労働法の基本 本久 洋一 2019  9784589040077  ¥5,500  ¥8,250  1030628373  

人権法の現代的課題 ―ヨーロッパとアジア― 中西 優美子 2019  9784589039842  ¥12,320  ¥18,480  1030483208  

フランス刑事法入門 島岡 まな 2019  9784589039767  ¥8,580  ¥12,870  1030628372  

シティズンシップをめぐる包摂と分断 （共生社会の再構築 1） 大賀 哲 2019  9784589040015  ¥9,240  ¥13,860  1030628368  

デモクラシーと境界線の再定位 （共生社会の再構築 2） 大賀 哲 2019  9784589040022  ¥9,240  ¥13,860  1030628369  

子ども この尊きもの ―モンテッソーリ教育の底を流れるもの― 片山 忠次 2019  9784589040039  ¥5,060  ¥7,590  1030628380  

環境規制の現代的展開 ―大塚直先生還暦記念論文集― 大久保 規子 2019  9784589040176  ¥26,400  ¥39,600  1030628381  

現代行政とネットワーク理論 野呂 充 2019  9784589039873  ¥13,640  ¥20,460  1030574737  

家計から診る貧困 ―子ども・若者・女性の経済的困難と政策― 室住 真麻子 2019  9784589039798  ¥9,240  ¥13,860  1030574738  

「18歳選挙権」時代のシティズンシップ教育 
 ―日本と諸外国の経験と模索― 石田 徹 2019  9784589039880  ¥9,240  ¥13,860  1030574739  

つながる政治学 ―12の問いから考える― 平井 一臣 2019  9784589039866  ¥6,160  ¥9,240  1030574740  
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2019年 新規配信タイトル 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

水をめぐる政策科学 仲上 健一 2019  9784589039965  ¥4,620  ¥6,930  1030574741  

地方自治の法と政策 中川 義朗 2019  9784589040008  ¥5,940  ¥8,910  1030574746  

ジェンダー法学入門 第3版（法律文化ベーシック・ブックス） 三成 美保 2019  9784589040152  ¥5,500  ¥8,250  1030628379  

法の理論と実務の交錯 
 ―共栄法律事務所創立20周年記念論文集― 

共栄法律事務
所 

2018  9784589039583  ¥25,520  ¥38,280  1030447119  

ローディバイス法学入門 第2版 三枝 有 2018  9784589038937  ¥5,280  ¥7,920  1028645637  

いま日本国憲法は ―原点からの検証―第6版 小林 武 2018  9784589039644  ¥6,600  ¥9,900  1030447118  

家族法の道案内 川村 隆子 2018  9784589039484  ¥5,720  ¥8,580  1030447108  

民法総則 生田 敏康 2018  9784589039590  ¥4,400  ¥6,600  1030447121  

組織再編における債権者保護 
 ―詐害的会社分割における「詐害性」の考察― 牧 真理子 2018  9784589039613  ¥8,580  ¥12,870  1030447115  

公務員をめざす人に贈る行政法教科書 板垣 勝彦 2018  9784589039514  ¥5,500  ¥8,250  1030574750  

子どもと法 丹羽 徹 2016 9784589037862 ¥5,280 ¥7,920 1031064001 

過料と不文の原則 須藤 陽子 2018  9784589039507  ¥8,360  ¥12,540  1030447114  

Basic study民事訴訟法 越山 和広 2018  9784589039187  ¥6,600  ¥9,900  1030574751  

電子取引時代のなりすましと「同一性」外観責任 臼井 豊 2018  9784589039521  ¥15,840  ¥23,760  1030447120  

国際法入門 ―逆から学ぶ―第2版 山形 英郎 2018  9784589039606  ¥5,940  ¥8,910  1030447116  

スポーツ法へのファーストステップ 石堂 典秀 2018  9784589039651  ¥5,940  ¥8,910  1030483205  

商法総則・商行為法 （スタンダード商法 1） 北村 雅史 2018  9784589039712  ¥5,500  ¥8,250  1030483180  

会社法 （スタンダード商法 2） 徳本 穰 2019  9784589039729  ¥6,600  ¥9,900  1030628376  

保険法 （スタンダード商法 3） 山下 典孝 2019  9784589039736  ¥5,720  ¥8,580  1030483181  

商法入門 （スタンダード商法 5） 高橋 英治 2018  9784589039750  ¥4,840  ¥7,260  1030483204  
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp


