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αブックス   プリメール民法 新 

民法入門・総則 （1） 

著編者名 中田 邦博 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥6,160 同時3アクセス（本体） ¥9,240 

冊子版ISBN 9784589039118  商品コード 1028645657 

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した好評シリーズがリニューアル。最近の重要判例
を追加し、「消費者契約法・特定商取引法」の章を新設。2017年の民法改正対応版。 

物権・担保物権法 （2） 

著編者名 今村 与一 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784589039125  商品コード 1028645658 

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した好評シリーズがリニューアル。最近の重要判例
を追加し、2017年の民法改正にあわせて刊行。 

債権総論 （3） 

著編者名 松岡 久和 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784589039132  商品コード 1028645662 

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した好評シリーズがリニューアル。本書冒頭には
「改正された民法（債権関係）を学ぶ」を掲載し、2017年の民法改正への理解が深まる工夫をした。 

債権各論 （4） 

著編者名 青野 博之 発行年 2018 

同時1アクセス（本体） ¥5,720 同時3アクセス（本体） ¥8,580 

冊子版ISBN 9784589039149  商品コード 1028645659 

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した好評シリーズがリニューアル。最近の重要判例
を追加し、内容を更新。2017年の民法（債権関係）改正に対応。 

家族法 （5） 

著編者名 床谷 文雄 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 9784589039156  商品コード 1028645660 

はじめて民法を学ぶ人のために、読みやすさ・わかりやすさを追求した好評シリーズがリニューアル。最近の重要判例
を追加し、内容を更新。相続法改正の動向もおさえる。 

5冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥29,260 ¥43,890 
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〈 １ ８歳から〉シリーズ  

18歳から考える家族と法 （From 18） 

著編者名 二宮 周平 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 9784589039620  商品コード 1030447113 

家族の5つのライフステージごとに具体的事例を設け、社会のあり方（常識）を捉えなおす観点から家族と法の関係を
学ぶ。学生（子ども）の視点を重視し、問題を発見し、解決に向けた法制度のあり方を含めて考える。統計資料を豊富
に盛り込む。 

18歳からはじめる環境法 第2版（From 18） 

著編者名 大塚 直 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 9784589038838  商品コード 1028645652 

環境法の機能と役割を学ぶための入門書。公害・環境問題の展開と現状を整理し、環境保護にかかわる法制度の全
体像を概観する。初版刊行（2013年）以降の関連動向や判例法理の展開をふまえ、全面的に補訂。 

18歳から考えるワークルール 第2版（From 18） 

著編者名 道幸 哲也 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 9784589038821  商品コード 1028645651 

仕事を探し、働き、辞めるまでのさまざまな局面における基礎的知識と法的・論理的思考を習得する。法改正や新たな
動向をふまえ補訂するとともに、各章末に理解度チェックQ&AをQRコードで添付。 

18歳からはじめる情報法 （From 18） 

著編者名 米丸 恒治 発行年 2017 

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 9784589038333  商品コード 1028340381 

いま私たちは〈情報〉の重みが増すデジタル情報社会を生きている。情報にかかわる規範・規制などの法制度につい
て日常で遭遇する15のテーマを選び、法的素養がなくても理解できるようにわかりやすく概説する。 

18歳からはじめる民法 第3版（From 18） 

著編者名 潮見 佳男 発行年 2017 

同時1アクセス（本体） ¥4,840 同時3アクセス（本体） ¥7,260 

冊子版ISBN 9784589038272  商品コード 1028340380 

18歳の大学生（とその家族、友人たち）が日常生活において経験しうるトラブルを題材に、該当する法律関係・制度を
わかりやすく解説。第2版刊行（2014年）以降の法改正、判例に対応し債権法改正にも言及。 

5冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥25,080 ¥37,620 
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5冊 揃価格 
同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥35,650  ¥53,460  

＜商品コード：1024850358＞ 

人権の再問 （1） 
著編者名 市野川 容孝 

発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥6,600 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784589032911  

商品コード 1024850359 
差別、障害、老い、病い、セクシュアリティ、貧困など、現在を生きる私
たちが直面している諸問題と、これまで紡ぎだされてきた様々な思想
に照らし合わせ、人権とは何かをあらためて問い直す。 

人権の射程 （３） 
著編者名 長谷部 恭男 

発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784589032935  

商品コード 1024850361 
あらゆる人が平等に享受すべき人権を実効的に保障するためには、いか
なる制度構築が必要なのか。制度の中で権利はどのように捉えられ、いか
に実現していくのか。憲法学の直面する問題状況を描き、その行方を模索
する 

人権の主体 （２） 
著編者名 愛敬 浩二 

発行年 2010 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784589032928  

商品コード 1024850360 
人権概念をその前提となる主体概念にまでさかのぼって、人権をめぐ
る問題状況を把握し、理論と実践における人権論の課題を明らかにす
る。 

人権の実現 （４） 
著編者名 齋藤 純一 

発行年 2011 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784589032942  

商品コード 1024850362 
人権の実現はどのような問題に直面しているのか。そもそもいかなる
権利が失われることが人間の生にとって致命的であるのか。実現され
保障されるべき内容を批判的、具体的に明らかにする。 

人権論の再構築 （５） 
著編者名 井上 達夫 

発行年 2010年 

同時1アクセス（本体） ¥7,260 

同時3アクセス（本体） ¥10,890 

冊子版ISBN 9784589032959  

商品コード 1024850363 
人権批判、人権主体の拡散と動揺、人権の射程、人権の実現問題が
突きつける「人権論の困難」。このような困難をふまえ、人権の意味・
根拠・場を原理的に問い直し、人権論の再構築を探求する。 

講座 人権論の再定位 全5巻 
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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、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 
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憲法関連  

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 

(本体) 
商品コード 

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 

スタディ憲法 曽我部 真裕 2018 9784589039170 ¥5,500  ¥8,250  1028645664 

大学生のための憲法 君塚 正臣 2018 9784589039071 ¥5,500  ¥8,250  1028645644 

離島と法 
 ―伊豆諸島・小笠原諸島から憲法問題を考える― 

榎澤 幸広 2018 9784589039323 ¥10,120  ¥15,180  1028340391 

憲法改正論の焦点 ―平和・人権・家族を考える― 辻村 みよ子 2018 9784589039293 ¥3,960  ¥5,940  1028340390 

司法権の国際化と憲法解釈 
 ―「参照」を支える理論とその限界― 

手塚 崇聡 2018 9784589039316 ¥12,320  ¥18,480  1028340388 

講義・憲法学 永田 秀樹 2018 9784589039255 ¥7,480  ¥11,220  1028340387 

司法権・憲法訴訟論 下 君塚 正臣 2018 9784589039019 ¥24,200  ¥36,300  1027666286 

司法権・憲法訴訟論 上 君塚 正臣 2018 9784589039002 ¥22,000  ¥33,000  1027666285 

教職のための憲法 ―「合格水準」― 志田 陽子 2017 9784589038654 ¥5,500  ¥8,250  1028645633 

憲法 第3版 加藤 一彦 2017 9784589038685 ¥7,480  ¥11,220  1028645631 

憲法とそれぞれの人権 第3版 
現代憲法教育
研究会 

2017 9784589038715 ¥5,720  ¥8,580  1028645628 

憲法 ―ベーシックテキスト―第3版 君塚 正臣 2017 9784589038494 ¥5,720  ¥8,580  1028494732 

クローズアップ憲法 第3版 小沢 隆一 2017 9784589038517 ¥5,500  ¥8,250  1028340385 

歴史から読み解く日本国憲法 第2版 倉持 孝司 2017 9784589038418 ¥5,720  ¥8,580  1028340384 

新・エッセンス憲法 安藤 高行 2017 9784589038265 ¥5,500  ¥8,250  1028340377 

テキストブック憲法 第2版 澤野 義一 2017 9784589038241 ¥4,840  ¥7,260  1028340376 

本当は怖い自民党改憲草案 伊地知 紀子 2017 9784589038593 ¥4,400  ¥6,600  1027666266 

インターネットの自由と不自由 
 ―ルールの視点から読み解く― 

庄司 克宏 2017 9784589038579 ¥6,380  ¥9,570  1025375394 

実務知的財産権と独禁法・海外競争法 ―技術標準
化・パテントプールと知財ライセンスを中心として― 

滝川 敏明 2017 9784589038500 ¥6,160  ¥9,240  1025375389 

多元的行政の憲法理論 = Die Verfassungstheorie 
und die Ausdifferenzierung der Verwaltung 
 ―ドイツにおける行政の民主的正当化論― 

高橋 雅人 2017 9784589038340 ¥13,200  ¥19,800  1025375382 

憲法の地図 ―条文と判例から学ぶ― 大島 義則 2016 9784589037473 ¥4,400  ¥6,600  1022489860 

統治機構の憲法構想 大石 眞 2016 9784589037671 ¥15,840  ¥23,760  1022489855 

脱原発と平和の憲法理論 
 ―日本国憲法が示す平和と安全― 

澤野 義一 2015 9784589037039 ¥7,920  ¥11,880  1020782564 

「安全保障」法制と改憲を問う 山内 敏弘 2015 9784589036902 ¥8,800  ¥13,200  1018545692 
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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 
(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 

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 
(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 

新ハイブリッ ド民法  

ユーリカ民法  

民法関連  

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 

(本体) 
商品コード 

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

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 

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

民法入門 生田 敏康 2017 9784589038623 ¥4,400  ¥6,600  1028494733 

面会交流支援の方法と課題 
 ―別居・離婚後の親子へのサポートを目指して― 

二宮 周平 2017 9784589038357 ¥7,040  ¥10,560  1025375384 

離別後の親子関係を問い直す 
 ―子どもの福祉と家事実務の架け橋をめざして― 

小川 富之 2016 9784589037305 ¥7,040  ¥10,560  1022049591 
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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 

リーディングス刑事政策 
 = Readings in criminal justice policy 

朴 元奎 2016 9784589037152 ¥11,660  ¥17,490  1022111646 

リーディングス刑事訴訟法 
 = Readings in criminal procedure 

川崎 英明 2016 9784589037145 ¥12,100  ¥18,150  1022111645 

リーディングス刑法 = Readings in criminal law 伊東 研祐 2015 9784589036964 ¥12,980  ¥19,470  1019847986 

リーディングス  刑法・刑事法  

刑法・刑事法・民事関連  

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 

刑事訴訟法の基本 中川 孝博 2018 9784589039279 ¥7,040  ¥10,560  1028645648 

犯罪学リテラシー = Understanding criminology 岡本 英生 2017 9784589038616 ¥5,720  ¥8,580  1028494735 

「共謀罪」を問う ―法の解釈・運用をめぐる問題点― 松宮 孝明 2017 9784589038678 ¥2,037  ¥3,055  1027666271 

性暴力の罪の行為と類型 ―フェミニズムと刑法― 森川 恭剛 2017 9784589038296 ¥10,560  ¥15,840  1025375383 

高齢犯罪者の権利保障と社会復帰 安田 恵美 2017 9784589038043 ¥11,660  ¥17,490  1024512957 

刑事法と歴史的価値とその交錯 
 ―内田博文先生古稀祝賀論文集― 

徳田 靖之 2016 9784589037961 ¥48,400  ¥72,600  1024512954 

被疑者取調べ録画制度の最前線 
 ―可視化をめぐる法と諸科学― 

指宿 信 2016 9784589037749 ¥9,900  ¥14,850  1022489852 

保護観察とは何か ―実務の視点からとらえる― 今福 章二 2016 9784589037459 ¥5,500  ¥8,250  1022489847 

刑法実践演習 甲斐 克則 2015 9784589037022 ¥7,480  ¥11,220  1020782557 

ドイツ刑事法入門 金 尚均 2015 9784589036520 ¥8,360  ¥12,540  1018193959 

公正な刑事手続と証拠開示請求権 斎藤 司 2015 9784589036612 ¥11,880  ¥17,820  1018193958 

民事保全法要論 戸根 住夫 2015 9784589036650 ¥6,600  ¥9,900  1018193957 
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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 

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 

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 

イギリス法入門 = Introduction to English law 
 ―歴史、社会、法思想から見る― 

戒能 通弘 2018 9784589039231 ¥5,280  ¥7,920  1028645650 

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

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 

セクシュアリティと法 
 ―身体・社会・言説との交錯― 

谷口 洋幸 2017 9784589038722 ¥5,500  ¥8,250  1027666273 

問いかける法哲学 瀧川 裕英 2016 9784589037886 ¥5,500  ¥8,250  1024512949 

法思想の水脈 = The undercurrent of legal thought 森村 進 2016 9784589037626 ¥5,500  ¥8,250  1022489857 

振舞いとしての法 ―知と臨床の法社会学― 西田 英一 2016 9784589037190 ¥13,200  ¥19,800  1020782570 

コモンズ訴訟と環境保全 
 ―入会裁判の現場から― 

中尾 英俊 2015 9784589037169 ¥15,180  ¥22,770  1020782560 

法学関連  
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同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

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

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

スタンダード商法 Ⅴ 商法入門 高橋 英治 2018 9784589039750 ¥4,840  ¥7,260  1030483204 

スタンダード商法  

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 

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 

会社法の到達点と展望 
 ―森淳二朗先生退職記念論文集― 

徳本 穰 2018 9784589039408 ¥24,200  ¥36,300  1028340393 

会社法のファイナンスとM&A 畠田 公明 2017 9784589038692 ¥7,260  ¥10,890  1028645630 

会社法関連  
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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 

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

公共政策を学ぶための行政法入門 深澤 龍一郎 2018 9784589038036 ¥5,500  ¥8,250  1028645639 

つかむ・つかえる行政法 第2版 吉田 利宏 2017 9784589038777 ¥5,720  ¥8,580  1028645629 

行政法の基 ―重要判例からのアプローチ―第6版 北村 和生 2017 9784589038302 ¥5,940  ¥8,910  1028340383 

行政不服審査法の使いかた 幸田 雅治 2016 9784589037879 ¥5,280  ¥7,920  1022489864 

行政法関連  

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 

地方自治論 ―変化と未来― 幸田 雅治 2018 9784589039040 ¥6,160  ¥9,240  1028645645 

いまから始める地方自治 上田 道明 2018 9784589038975 ¥5,280  ¥7,920  1028645638 

都道府県出先機関の実証研究 
 ―自治体間連携と都道府県機能の分析― 

水谷 利亮 2018 9784589039286 ¥11,440  ¥17,160  1028340389 

自治制度の抜本的改革 
 ―分権改革の成果を踏まえて― 

阿部 昌樹 2017 9784589038746 ¥14,300  ¥21,450  1027666274 

都市法概説 第3版 安本 典夫 2017 9784589038661 ¥8,360  ¥12,540  1027666270 

ローカル・ガバナンスとデモクラシー 
 ―地方自治の新たなかたち― 

石田 徹 2016 9784589037251 ¥5,060  ¥7,590  1020782568 

行政・地方自治関連  
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政治学  

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 

政治哲学概説 寺島 俊穂 2019 9784589039811 ¥6,160  ¥9,240  1030483207 

「政治改革」の研究 ―選挙制度改革による呪縛― 吉田 健一 2018 9784589039552 ¥16,500  ¥24,750  1030483178 

民意のはかり方 ―「世論調査×民主主義」を考える― 吉田 徹 2018 9784589039026 ¥6,600  ¥9,900  1030447106 

日本政治ガイドブック ―民主主義入門―新版 村上 弘 2018 9784589038869 ¥5,280  ¥7,920  1028645640 

「スコットランド問題」の考察 ―憲法と政治から― 倉持 孝司 2018 9784589039392 ¥12,320  ¥18,480  1028340396 

デモクラシーとセキュリティ 
 ―グローバル化時代の政治を問い直す― 

杉田 敦 2018 9784589039330 ¥8,580  ¥12,870  1028340392 

はじめての政治学 第2版 佐藤 史郎 2017 9784589038326 ¥4,180  ¥6,270  1028340400 

日本のネット選挙 
 ―黎明期から18歳選挙権時代まで― 

岡本 哲和 2017 9784589038630 ¥8,800  ¥13,200  1027666268 

社会資本 (ソーシャル・キャピタル) の政治学 
 ―民主主義を編む― 

河田 潤一 2017 9784589038432 ¥8,800  ¥13,200  1025375388 

ポピュリズムのグローバル化を問う ―揺らぐ民主主義の
ゆくえ―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第21輯） 

中谷 義和 2017 9784589038395 ¥10,560  ¥15,840  1025375386 

市民社会論 ―理論と実証の最前線― 坂本 治也 2017 9784589038135 ¥7,040  ¥10,560  1024512962 

市民立法の研究 （岐阜経済大学研究叢書 18） 勝田 美穂 2017 9784589038210 ¥9,460  ¥14,190  1024512961 

ドイツ統一から探るヨーロッパのゆくえ 
天理大学EU研
究会 

2016 9784589038074 ¥5,720  ¥8,580  1024512956 

逆光の政治哲学 ―不正義から問い返す― 姜 尚中 2016 9784589037619 ¥6,600  ¥9,900  1022489859 

人の国際移動とEU 
 ―地域統合は「国境」をどのように変えるのか?― 

岡部 みどり 2016 9784589037732 ¥5,500  ¥8,250  1022489849 

「再国民化」に揺らぐヨーロッパ ―新たなナショナリズムの

隆盛と移民排斥のゆくえ―（龍谷大学社会科学研究所叢書） 
高橋 進 2016 9784589037374 ¥8,360  ¥12,540  1020782572 

アメリカ多文化社会論 
 ―「多からなる一」の系譜と現在― 

南川 文里 2016 9784589037282 ¥6,160  ¥9,240  1020782567 

政治学基本講義 河田 潤一 2015 9784589036971 ¥5,500  ¥8,250  1019847987 

戦後思想の再審判 ―丸山眞男から柄谷行人まで― 大井 赤亥 2015 9784589036988 ¥6,600  ¥9,900  1019255594 

カナダ連邦政治とケベック政治闘争 
 ―憲法闘争を巡る政治過程― 

荒木 隆人 2015 9784589036575 ¥9,240  ¥13,860  1018193961 
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(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

人権入門 ―憲法/人権/マイノリティ―第3版 横藤田 誠 2017 9784589038258 ¥4,620  ¥6,930  1028340382 

差別表現の法的規制 ―排除社会へのプレリュード
としてのヘイト・スピーチ― 

金 尚均 2017 9784589038876 ¥11,000  ¥16,500  1027666280 

なぜ表現の自由か 
 ―理論的視座と現況への問い― 

阪口 正二郎 2017 9784589038555 ¥6,600  ¥9,900  1025375393 

ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 
 ―表現の自由のジレンマ― 

桧垣 伸次 2017 9784589038227 ¥10,560  ¥15,840  1025375378 

憲法と人権  

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 

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 

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

レクチャー国際取引法 第2版（αブックス） 松岡 博 2018 9784589039354 ¥6,600  ¥9,900  1028645654 

法と国際社会 ―テキストブック―第2版 徳川 信治 2018 9784589039262 ¥5,060  ¥7,590  1028645646 

国際ビジネスのための英米法入門 
 ―英米法と国際取引法のエッセンス50講―第3版 

植田 淳 2017 9784589038289 ¥6,380  ¥9,570  1028340375 

航空機ファイナンスにおける担保制度統一の分析 
 ―ケープタウン条約の挑戦― 

佐藤 育己 2016 9784589037367 ¥9,680  ¥14,520  1022111643 

国際法関連  
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同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

21世紀,大転換期の国際社会 
 ―いま何が起こっているのか?― 

羽場 久美子 2019 9784589039835 ¥5,280  ¥7,920  1030483209 

資料で読み解く国際関係 佐道 明広 2019 9784589039972 ¥6,380  ¥9,570  1030265402 

SDGsを学ぶ ―国際開発・国際協力入門― 高柳 彰夫 2018 9784589039699 ¥7,040  ¥10,560  1030483210 

安全保障の位相角  川名 晋史 2018 9784589039781 ¥9,240  ¥13,860  1030483206 

平和をめぐる14の論点 ―平和研究が問い続けること― 日本平和学会 2018 9784589039545 ¥5,060  ¥7,590  1030447110 

日本外交の論点 佐藤 史郎 2018 9784589039033 ¥5,280  ¥7,920  1028645647 

沖縄平和論のアジェンダ ―怒りを力にする視座と方法― 星野 英一 2018 9784589039095 ¥5,500  ¥8,250  1028645643 

「街頭の政治」をよむ ―国際関係学からのアプローチ― 阿部 容子 2018 9784589038999 ¥5,500  ¥8,250  1028645641 

国際的難民保護と負担分担 
 ―新たな難民政策の可能性を求めて― 

杉木 明子 2018 9784589039248 ¥9,240  ¥13,860  1027666291 

核の脅威にどう対処すべきか 
 ―北東アジアの非核化と安全保障―（RECNA叢書 3） 

鈴木 達治郎 2018 9784589039217 ¥7,040  ¥10,560  1027666290 

主体・地域・新領域  
（グローバル・ガバナンス学叢書 . グローバル・ガバナンス学 2） 

グローバル・ガバ
ナンス学会 

2018 9784589038814 ¥8,360  ¥12,540  1027666278 

理論・歴史・規範  
（グローバル・ガバナンス学叢書 . グローバル・ガバナンス学 1） 

グローバル・ガバ
ナンス学会 

2018 9784589038807 ¥8,360  ¥12,540  1027666277 

国際政治学 ―主権国家体制とヨーロッパ政治外交― 清水 聡 2017 9784589038852 ¥5,500  ¥8,250  1028645665 

国際関係論へのファーストステップ 新版 中村 都 2017 9784589038524 ¥5,500  ¥8,250  1028494730 

資料で学ぶ日本政治外交史 武田 知己 2017 9784589038012 ¥5,280  ¥7,920  1028340398 

外交・国際問題関連  
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外交・国際問題関連  

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 

原爆投下をめぐるアメリカ政治 ―開発から使用までの内
政・外交分析 = Policy making in the United States on the 
atomic bombings of Japan― 

山田 康博 2017 9784589038197 ¥9,460  ¥14,190  1024512959 

ドイツの平和主義と平和運動 
 ―ヴァイマル共和国期から1980年代まで― 

竹本 真希子 2017 9784589038029 ¥11,660  ¥17,490  1024512958 

新自由主義的グローバル化と東アジア ―連携と反発の動
態分析―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第20輯） 

中谷 義和 2016 9784589037992 ¥15,400  ¥23,100  1024512955 

戦争への終止符 ―未来のための日本の記憶― グレン・D・フック 2016 9784589037596 ¥6,600  ¥9,900  1022489862 

「核なき世界」への視座と展望  
（なぜ核はなくならないのか 2） 

広島市立大学広
島平和研究所 

2016 9784589037855 ¥4,400  ¥6,600  1022489856 

核兵器をめぐる5つの神話 （RECNA叢書） 
ウォード・ウィル
ソン 

2016 9784589037756 ¥5,500  ¥8,250  1022489848 

暴力の経験史 ―第一次世界大戦後ドイツの義勇軍経験1918～

1923 = Erfahrungsgeschichte der Gewalt : Freikorpserfahrungen in 
Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg 1918-1923― 

今井 宏昌 2016 9784589037688 ¥14,080  ¥21,120  1022049592 

平和と安全保障を考える事典 
広島市立大学広
島平和研究所 

2016 9784589037398 ¥7,920  ¥11,880  1020782576 

グローバル・ガバナンスと共和主義 
 ―オートポイエーシス理論による国際社会の分析― 

川村 仁子 2016 9784589037381 ¥10,780  ¥16,170  1020782575 

戦争をなくすための平和学 寺島 俊穂 2015 9784589037077 ¥5,500  ¥8,250  1020782563 

東ドイツと「冷戦の起源」1949〜1955年 清水 聡 2015 9784589037015 ¥10,120  ¥15,180  1020782558 

グローバル・タックスの構想と射程 上村 雄彦 2015 9784589036599 ¥9,460  ¥14,190  1018193955 

新・先住民族の「近代史」 
 ―植民地主義と新自由主義の起源を問う― 

上村 英明 2015 9784589036391 ¥5,500  ¥8,250  1018193953 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
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(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

地域で支える出所者の住まいと仕事 （6） 水野 有香 2016 9784589037343 ¥1,760  ¥2,640  1022111644 

たたかうLGBT&アート 
 ―同性パートナーシップからヘイトスピーチまで,
人権と表現を考えるために―（7） 

山田 創平 2016 9784589037336 ¥1,760  ¥2,640  1022111647 

都市の包容力 
 ―セーフティネットシティを構想する―（9） 

水内 俊雄 2017 9784589038470 ¥1,760  ¥2,640  1025375387 

U R P 先端的都市研究シリーズ  

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 

グローバリゼーション下のイギリス経済 ―EU離脱に至る資本
蓄積と労働過程の変化―（大阪経済大学研究叢書 第88冊） 

櫻井 幸男 2018 9784589038982 ¥11,440  ¥17,160  1027666284 

現代地域政策学 ―動態的で補完的な内発的発展の創造― 入谷 貴夫 2018 9784589038906 ¥11,660  ¥17,490  1027666281 

米州の貿易・開発と地域統合 
 ―新自由主義とポスト新自由主義を巡る相克― 

所 康弘 2017 9784589038647 ¥6,600  ¥9,900  1027666269 

会社事業承継の実務と理論 
 ―会社法・相続法・租税法・労働法・信託法の交錯― 

山下 眞弘 2017 9784589038111 ¥6,600  ¥9,900  1025375379 

琉球独立への経済学 
 ―内発的発展と自己決定権による独立― 

松島 泰勝 2016 9784589037572 ¥5,500  ¥8,250  1022489858 

中国経済の産業連関分析と応用一般均衡分析 藤川 清史 2016 9784589037237 ¥10,340  ¥15,510  1020782571 

丼家の経営 ―24時間営業の組織エスノグラフィー― 田中 研之輔 2015 9784589036704 ¥5,720  ¥8,580  1018193962 

経済学関連  
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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 

教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間 孝 2018 9784589039705 ¥5,500  ¥8,250  1030483179 

アニメ聖地巡礼の観光社会学 ―コンテンツツーリ
ズムのメディア・コミュニケーション分析― 

岡本 健 2018 9784589039576 ¥6,160  ¥9,240  1030447111 

日常のなかの「フツー」を問いなおす 
 ―現代社会の差別・抑圧― 

植上 一希 2018 9784589039460 ¥5,500  ¥8,250  1028645653 

人口減少を乗り越える 
 ―縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む― 

藤本 健太郎 2018 9784589039200 ¥7,040  ¥10,560  1028340386 

変化を生きながら変化を創る 
 ―新しい社会変動論への試み― 

北野 雄士 2018 9784589039057 ¥8,800  ¥13,200  1027666287 

在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ 
 ―「民族」の想像/創造― 

鄭 栄鎭 2018 9784589038913 ¥10,780  ¥16,170  1027666282 

入門・社会統計学 
 ―2ステップで基礎から「Rで」学ぶ― 

杉野 勇 2017 9784589038463 ¥6,160  ¥9,240  1028494731 

入門・社会調査法 
 ―2ステップで基礎から学ぶ―第3版 

轟 亮 2017 9784589038173 ¥5,500  ¥8,250  1028340399 

人口論入門 ―歴史から未来へ― 杉田 菜穂 2017 9784589038609 ¥4,620  ¥6,930  1027666267 

走らないトヨタ 
 ―ネッツ南国の組織エスノグラフィー― 

田中 研之輔 2016 9784589037916 ¥5,720  ¥8,580  1024512950 

映画は社会学する 西村 大志 2016 9784589037848 ¥4,840  ¥7,260  1022489863 

オーストラリアの日本人 ―過去そして現在― 長友 淳 2016 9784589037824 ¥10,560  ¥15,840  1022489854 

包摂都市を構想する ―東アジアにおける実践― 全 泓奎 2016 9784589037350 ¥6,160  ¥9,240  1020782578 

日米比較文化論 ―「統合主義」的理論化― 平尾 透 2015 9784589036896 ¥14,960  ¥22,440  1019053075 

ソーシャルビジネスの政策と実践 
 ―韓国における社会的企業の挑戦― 

羅 一慶 2015 9784589036742 ¥5,720  ¥8,580  1018193965 

包摂型社会 
 ―社会的排除アプローチとその実践― 

全 泓奎 2015 9784589036711 ¥6,160  ¥9,240  1018193964 

フランスにおける家族政策の起源と発展 
 ―第三共和制から戦後までの「連続性」― 

福島 都茂子 2015 9784589036582 ¥14,740  ¥22,110  1018193960 

社会学関連  
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(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

貧困と生活困窮者支援 
 ―ソーシャルワークの新展開― 

埋橋 孝文 2018 9784589039569 ¥6,600  ¥9,900  1030447112 

住宅扶助と最低生活保障 ―住宅保障法理の展開
とドイツ・ハルツ改革―（札幌学院大学選書） 

嶋田 佳広 2018 9784589039163 ¥15,400  ¥23,100  1027666289 

貧困の社会構造分析 
 ―なぜフィリピンは貧困を克服できないのか― 

太田 和宏 2018 9784589038845 ¥12,100  ¥18,150  1027666279 

司法福祉 ―罪を犯した人への支援の理論と実践
―第2版 

藤原 正範 2017 9784589038548 ¥6,600  ¥9,900  1028494734 

社会福祉の歴史 ―地域と世界から読み解く― 田中 和男 2017 9784589038166 ¥5,280  ¥7,920  1028340379 

「子どもの貧困」を問いなおす 
 ―家族・ジェンダーの視点から― 

松本 伊智朗 2017 9784589038708 ¥7,260  ¥10,890  1027666272 

障害とは何か ―戦力ならざる者の戦争と福祉― 藤井 渉 2017 9784589038456 ¥9,900  ¥14,850  1025375391 

生活困窮者支援で社会を変える 五石 敬路 2017 9784589038449 ¥5,280  ¥7,920  1025375390 

社会福祉研究のこころざし 權 順浩 2017 9784589038364 ¥8,800  ¥13,200  1025375385 

「自立支援」の社会保障を問う 
 ―生活保護・最低賃金・ワーキングプア― 

桜井 啓太 2017 9784589038234 ¥11,880  ¥17,820  1025375380 

生活保護の社会学 ―自立・世帯・扶養― 
（松山大学研究叢書 第91巻） 

牧園 清子 2017 9784589038203 ¥10,120  ¥15,180  1025375377 

地域福祉のオルタナティブ ―「いのちの尊厳」と
「草の根民主主義」からの再構築― 

加藤 博史 2016 9784589037930 ¥6,380  ¥9,570  1024512951 

災害対応ハンドブック 野呂 雅之 2016 9784589037312 ¥5,280  ¥7,920  1022489861 

英国高齢者福祉政策研究 
 ―福祉の市場化を乗り越えて― 

山本 惠子 2016 9784589037701 ¥12,320  ¥18,480  1020782577 

貧困理論の再検討 
 ―相対的貧困から社会的排除へ― 

志賀 信夫 2016 9784589037329 ¥7,260  ¥10,890  1020782573 

社会福祉事業の生成・変容・展望 鵜沼 憲晴 2015 9784589037091 ¥15,180  ¥22,770  1020782565 

養育費政策の源流 ―家庭裁判所における履行確
保制度の制定過程― 

下夷 美幸 2015 9784589036889 ¥8,800  ¥13,200  1018545693 

保育所経営への営利法人の参入 
 ―実態の検証と展望― 

石田 慎二 2015 9784589036766 ¥9,240  ¥13,860  1018193963 

介護事故の法政策と保険政策 長沼 建一郎 2011 9784589033789 ¥11,000  ¥16,500  1029834014 

社会福祉関連  
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社会保障関連  

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・初めての社会保障論 第2版 古橋 エツ子 2018 9784589038890 ¥5,060  ¥7,590  1028645636 

生活分析から政策形成へ 
 ―地域調査の設計と分析・活用― 

河合 克義 2017 9784589038760 ¥7,260  ¥10,890  1027666276 

年金保険法 ―基本理論と解釈・判例―第4版 堀 勝洋 2017 9784589038128 ¥16,280  ¥24,420  1025375381 

世界の診療報酬 加藤 智章 2016 9784589038067 ¥8,360  ¥12,540  1024512953 

日本における社会改良主義の近現代像 
 ―生存への希求― 

玉井 金五 2016 9784589037985 ¥13,640  ¥20,460  1024512952 

社会保障法における自立支援と地方分権 
 ―生活保護と介護保険における制度変容の検証― 

石橋 敏郎 2016 9784589037299 ¥12,320  ¥18,480  1020782569 

介護保険の検証 ―軌跡の考察と今後の課題― 増田 雅暢 2016 9784589037244 ¥5,500  ¥8,250  1020782566 

求職者支援と社会保障 ―イギリスにおける労働権保

障の法政策分析―（佐賀大学経済学会叢書） 
丸谷 浩介 2015 9784589037060 ¥16,720  ¥25,080  1020782559 
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(本体) 
商品コード 

個別的労働関係法 第3版（NJ叢書 . 労働法 2） 吉田 美喜夫 2018 9784589039361 ¥8,140  ¥12,210  1028645649 

労働者のメンタルヘルス情報と法 
 ―情報取扱い前提条件整備義務の構想― 

三柴 丈典 2018 9784589039453 ¥13,640  ¥20,460  1028340395 

労働法の基礎構造 西谷 敏 2016 9784589037763 ¥8,800  ¥13,200  1022489850 

ドイツ・ハルツ改革における政府間行財政関係 
 ―地域雇用政策の可能性― 

武田 公子 2016 9784589037206 ¥8,800  ¥13,200  1020782561 

現代ドイツの労働協約 岩佐 卓也 2015 9784589036513 ¥8,580  ¥12,870  1018193954 

労働問題関連  

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 

生命倫理 ―テキストブック― 霜田 求 2018 9784589038951 ¥5,060  ¥7,590  1028645635 

新・いのちの法と倫理 改訂版（HBB+） 葛生 栄二郎 2017 9784589038180 ¥5,720  ¥8,580  1028340397 

医療法律相談室 ―医療現場の悩みに答える― 川西 譲 2017 9784589038104 ¥5,500  ¥8,250  1027666265 

医学と倫理関連  
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(本体) 
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環境ガバナンスの政治学 
 ―脱原発とエネルギー転換― 

坪郷 實 2018 9784589039088 ¥7,040  ¥10,560  1028645642 

はじめての環境学 新版 北川 秀樹 2018 9784589038920 ¥6,380  ¥9,570  1028645634 

公害・環境訴訟講義 吉村 良一 2018 9784589039446 ¥8,140  ¥12,210  1028340394 

レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論 
 ―アクティブ・ラーニングによる環境教育の試み― 

嘉田 由紀子 2017 9784589038753 ¥5,720  ¥8,580  1027666275 

環境教育学の基礎理論 ―再評価と新機軸― 今村 光章 2016 9784589037831 ¥7,480  ¥11,220  1022489853 

都市計画法の探検 久末 弥生 2016 9784589037794 ¥5,280  ¥7,920  1022489851 

EU環境法の最前線 ―日本への示唆― 中西 優美子 2016 9784589037466 ¥7,040  ¥10,560  1020782574 

ポスト京都議定書を巡る多国間交渉 
 ―規範的アイデアの衝突と調整の政治力学― 

角倉 一郎 2015 9784589037213 ¥12,100  ¥18,150  1020782562 

環境関連  

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 

協働型社会と地域生涯学習支援 今西 幸藏 2018 9784589039064 ¥16,280  ¥24,420  1027666288 

生涯学習論入門 改訂版 今西 幸藏 2017 9784589038425 ¥5,500  ¥8,250  1028340378 

学校事故の責任法理 2 奥野 久雄 2017 9784589038562 ¥14,300  ¥21,450  1025375392 

アメリカの大学におけるソ連研究の編制過程 藤岡 真樹 2017 9784589038142 ¥8,800  ¥13,200  1024512960 

ノンエリートのためのキャリア教育論 
 ―適応と抵抗そして承認と参加― 

居神 浩 2015 9784589036544 ¥9,240  ¥13,860  1018193956 

教育関連  
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【中四国】
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