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現代文化論 
 ―新しい人文知とは何か― 
（有斐閣アルマ Specialized） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,400 

同時3アクセス（本体） ¥6,600 

冊子版ISBN 9784641220768  

著編者名 吉見 俊哉 発行年 2018 商品コード 1029502791 

〈文化〉とは何か。この原理的な問いに、古典的研究から最先端の議論まで、博覧強記の著者が明快に整理し、新
たな文化論を打ち出す画期的な教科書。ポップカルチャーから観光、ミュージアム、ネット社会まで、現代文化を読み
解くために必要な理論と方法を解説する。 

はじめてのケア論  
（有斐閣ストゥディア） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784641150607  

著編者名 三井 さよ 発行年 2018 商品コード 1029502790 

地域包括ケアの時代に求められる新たなケアシステムとは何か。「生活の質」を重視するケア（ベースの支援）に焦
点を当て、その基礎的論点を整理する。暮らしの中のケアに潜む「排除／包摂」の視点を通してケアと社会のあり方
を考える、ケアの社会学入門。 

消費者理解に基づくマーケティング 
 ―感覚マーケティングと消費者情報消化モデル― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 

同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784641165311  

著編者名 須永 努 発行年 2018 商品コード 1029502788 

色や音楽（BGM）が消費者行動へ及ぼす影響について実証研究を行い、感覚マーケティングの効果を明らかにし、
新しいモデルを提唱する。消費者行動の本質に基づいたマーケティングを構想して、実務面においても、有益な示唆
を提示する力作。 

消費者視点の小売イノベーション 
 ―オムニ・チャネル時代の食品スーパー― 

同時1アクセス（本体） ¥11,220 

同時3アクセス（本体） ¥14,960 

冊子版ISBN 9784641165304  

著編者名 高橋 広行 発行年 2018 商品コード 1029502787 

消費者視点に立った食品スーパーのイノベーションとはなにか。消費者の求める価値をさまざまな枠組みでとらえ、
先端的事例を分析。デジタル時代のマーケティング考察も行い、理論的・実務的示唆を導き出す。図表を多用し、い
きいきと解説する。 

雇用システム論 （※） 

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 9784641165298  

著編者名 佐口 和郎 発行年 2018 商品コード 1029502786 

会社に雇われ、働いてその報酬で生活を営む──こうした働き方が当たり前のことになったのは昔のことではない。
ICTの展開で雇用の枠外の働き方が現実になりつつある今、日本の雇用を概説することで、このメカニズムがいかに
確立し実現され、変容しつつあるかを示す。 
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越境の国際政治 
 ―国境を越える人々と国家間関係― 

同時1アクセス（本体） ¥18,150 

同時3アクセス（本体） ¥24,200 

冊子版ISBN 9784641149243  

著編者名 田所 昌幸 発行年 2018 商品コード 1029502785 

戦争や迫害によって移動を強いられる人々、観光や留学、商業目的で自ら移動する人々。現代の世界は、多くの
人々が国境を越えて行き交っている。こうした人の移動は国家と国際政治にどのような意味を持っているのかを、国
際政治学の観点から多角的に検討する。 

インドネシアのビジネス法務  
（アジアビジネス法務の基礎） 

同時1アクセス（本体） ¥8,580 

同時3アクセス（本体） ¥11,440 

冊子版ISBN 9784641048249  

著編者名 西村あさひ法律事務所 発行年 2018 商品コード 1029502783 

規模も大きく、安定的に成長しているインドネシア経済。様々な企業が進出しており、有望な事業展開先として注目
を集めている。ビジネスを成功させるためには法制度そのものや、実際の運用への理解が欠かせない。現地で活躍
する弁護士が解説する決定版！ 

入門刑法学・総論 第2版 
（法学教室LIBRARY） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 

同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784641139381  

著編者名 井田 良 発行年 2018 商品コード 1029502782 

刑法学の面白さと奥深さを実感できる好評テキストの第２版。重要な法改正等や、姉妹書の『入門刑法学・各論〔第
２版〕』とのクロスレファレンスにも対応した。刑法の基礎をしっかりと学びながら、中級・上級レベルまでの理解を目
指す初学者必読のテキスト。 

ADR法制の現代的課題 
 （民事手続法研究） 

同時1アクセス（本体） ¥35,310 

同時3アクセス（本体） ¥47,080 

冊子版ISBN 9784641137936  

著編者名 山本 和彦 発行年 2018 商品コード 1029502781 

ADR（裁判外紛争解決手続）は、判決手続と相俟って、紛争解決の質を向上させていく。ADR法の立案や見直しに参
画し、ADR機関とも関わって、ADR全体を様々な視角から観察してきた第一線研究者による、総合的かつアクチュア
ルな考究。 

民事訴訟法 第3版 
（有斐閣アルマ Specialized） （※） 

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 9784641221116  

著編者名 山本 弘 発行年 2018 商品コード 1029502780 

定評あるスタンダード・テキストの最新版。近時の重要判例や平成29年民法（債権関係）改正に対応。基本的な概念
が具体的な例を用いて丁寧に解説されている。全体を見通し易い分量でありながら高い理論的水準にあり、民事訴
訟法を学ぶ最初の一冊として好適。 
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よくわかる民事裁判 
 ―平凡吉訴訟日記―第3版 
（有斐閣選書 199） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥3,960 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784641281431  

著編者名 山本 和彦 発行年 2018 商品コード 1029502779 

ひょんなことから裁判に巻き込まれてしまった平凡吉の日記にそって、民事裁判のしくみをやさしく解説。現行民訴法
制定から20年、司法制度改革から10年余り、状況が大きく変化した民事裁判の姿はいかに、そして何処に──。平
凡吉、生まれ変わっての本格改訂。 

国際私法 第2版（Legal quest） （※） 

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 9784641179394  

著編者名 中西 康 発行年 2018 商品コード 1029341996 

国際私法を初めて学ぶ学生から、学習の進んだ学部生および法科大学院生まで、大学での授業および独習の際に
使えるように工夫した好評の教科書。制度・規定の趣旨を丁寧にわかりやすく解説。人事訴訟法等の改正および初
版刊行以後の重要判例を織り込んだ最新版。 

講義刑法学・総論 第2版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥9,460 

同時3アクセス（本体） ¥14,190 

冊子版ISBN 9784641139329  

著編者名 井田 良 発行年 2018 商品コード 1029341995 

行為無価値論の立場からの本格的体系書。近時の学説や判例、立法の動向を織り込むと同時に全体を見直した。
各論の議論も巧みに織り込み、「講義刑法学・各論」の参照頁を丁寧に付記。わかりやすい言葉と具体例を駆使した
叙述で、深い理解へと読者を導く。 

会社法入門 第13版 （※） 

同時1アクセス（本体） ¥13,860 

同時3アクセス（本体） ¥20,790 

冊子版ISBN 9784641137462  

著編者名 前田 庸 発行年 2018 商品コード 1029341994 

初学者から司法試験受験生・実務家まで幅広い読者を対象とする会社法テキストの決定版。平成26年会社法改正
の要綱を参照して著者が遺された改訂稿に、神田秀樹教授・神作裕之教授が補訂を加えた。平成29年民法改正に
も対応した最新版。 

救済法 第2版（行政法判例集 2） 

（※） 

同時1アクセス（本体） ¥7,700 

同時3アクセス（本体） ¥11,550 

冊子版ISBN 9784641227583  

著編者名 大橋 洋一 発行年 2018 商品コード 1029341993 

判例を有機的・多角的に分析する能力を養い、学習の深化・発展をはかる現代的な判例集。行政救済法分野につ
いて、高裁・地裁も含め194件の重要判例を精選、関連裁判例にも広く目配りする。新判例を多数収録、レファレンス
情報も一層充実した、待望の改訂。 
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2018年  近刊配信タイトル  

経営学入門 
 ―経験から学ぶ―第2版（有斐閣ブックス 449） （※） 

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 9784641184435  
著編者名 上林 憲雄 発行年 2018 商品コード 1029161053 

会社で働いた経験のない学生にも経営の現実が実感できるよう、工夫を尽くして解説された大好評テキスト、待望の改訂。企業経営の全体像
について、その意義と仕組みをやさしく説き明かします。企業活動に取り巻かれた現代の日常生活を捉えるための経営学入門。 

産業組織とビジネスの経済学 
 （有斐閣ストゥディア） （※） 

同時1アクセス（本体） ¥4,620 
同時3アクセス（本体） ¥6,930 

冊子版ISBN 9784641150591  

著編者名 花薗 誠 発行年 2018 商品コード 1029161052 

産業組織論、ビジネス・エコノミクスを学ぶ最初の１冊に最適な入門書。市場の成り立ちと企業の行動原理を体系的にとらえ、企業の
市場での行動とその社会的な意義を、さまざまな視点で分析していきます。事例も豊富に盛り込みました。 

不利益分配の政治学 
 ―地方自治体における政策廃止― 

同時1アクセス（本体） ¥12,540 
同時3アクセス（本体） ¥16,720 

冊子版ISBN 9784641149267  
著編者名 柳 至 発行年 2018 商品コード 1029161051 

近年、膨大な財政赤字や人口減少を背景として、政策廃止という不利益の分配がなされようとしている。これまで起こりにくいとされてきた政策
の廃止が、いかなる過程を経て実現したのかを、土地開発公社、自治体病院事業、ダム事業の事例を取り上げ、明らかにする。 

国際私法入門 第8版（有斐閣双書 42） （※） 
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 9784641112841  
著編者名 沢木 敬郎 発行年 2018 商品コード 1029161050 

国際私法の意義、歴史、学説等の基本を押さえ、現代的な議論もバランスよく織り込んで解説するテキスト。新しい判例・学説に対応
するとともに、平成30年の人事訴訟法改正に伴い、国際民事手続法の章を中心に全面改訂。講義用にも独習用にも最適な入門書。 

商標法 = Trademark law 第2版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥6,820 
同時3アクセス（本体） ¥10,230 

冊子版ISBN 9784641243118  
著編者名 茶園 成樹 発行年 2018 商品コード 1029161049 

商標法の基本的な考えを学ぶことができる、好評テキスト待望の第２版。各項目の要点をまとめたPOINT欄や具体例を示すCASE欄、
法律用語の解説欄など工夫が盛りだくさん。付録の「重要条文・判例一覧」は重要度別に条文・判例が分類され、知識の整理に最適。 

ケースブック刑事訴訟法 第5版 （※） 
同時1アクセス（本体） ¥13,200 
同時3アクセス（本体） ¥19,800 

冊子版ISBN 9784641139336  
著編者名 井上 正仁 発行年 2018 商品コード 1029161048 

判例を通じた刑事訴訟法の理解を徹底的に追求したケースブックの決定版。法科大学院での対話型教育を想定し、基礎知識から高度な解釈
問題まで、段階的設問の配置により、充実した自習、授業を可能にする。構成・設問の見直しと最新判例の追加でさらに充実。 

医事法入門 第5版（有斐閣アルマ Advanced） （※） 
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 9784641221130  
著編者名 手嶋 豊 発行年 2018 商品コード 1029161046 

好評の入門書を改訂。臨床研究法等の新法や個人情報保護をめぐる動きなど、医事法をとりまく周辺事情の変化に対応したほか、グ
ローバリゼーションの時代に、国内法たる医事法が国境を跨ぐ問題にいかに対応していくかを考えるための一章を新たに設けた。 

抵当権者の追及権について 
 ―抵当権実行制度の再定位のために― 

同時1アクセス（本体） ¥32,670 
同時3アクセス（本体） ¥43,560 

冊子版ISBN 9784641137882  
著編者名 阿部 裕介 発行年 2018 商品コード 1029161045 

抵当不動産が第三取得者に譲渡された場合における抵当権者の追及権に関するフランス法学説史を紐解き、得られた示唆をもとに日本法上
の抵当権実行制度の理論的な再定位を試みる。詳細かつ重厚な歴史研究の上に、物権法の新たな体系の可能性をも投げかける研究書。 

新実務家のための税務相談 会社法編 
同時1アクセス（本体） ¥10,230 
同時3アクセス（本体） ¥13,640 

冊子版ISBN 9784641131989  
著編者名 山田 泰弘 発行年 2017 商品コード 1029161047 

税務に携わる者が実務上ふと気になる問題や疑問について会社法がどうなっているかをハンディに知ることができる画期的なテキスト。会社法
の主要な制度・概念を分かりやすく説明し、それらと税法の諸問題との関連について、知識の架橋をすることを目指した。税理士、弁護士必携。 
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まずはなかなか手に入りにくい古典的な文献（現在は法律書に限定）を、安価で研究者・実務家等にご提供し、
研究や執筆の際の参照や文献調査にご利用いただく、あるいは現在の問題への解決の糸口として原点に立ち
返るべく調査をしたいといった場合にもご利用いただく、ということを目的としています。 
（注）本商品は全文検索不可となっています。 

有斐閣YDC1000 に収載されている書籍タイトルが 
Maruzen eBook Libraryへ追加搭載されます 

® 

YDC1000   とは 有斐閣発行の法律書の古典的名著が 
インターネットを介して閲読できる電子書籍閲読サービスです。 

 

® 

収載書籍の選択の基準 
 
 

初期の収載候補としては、まず、[1]これまでオンデ
マンド書籍として販売しているもの（新書等一部を
除く）、[2]少部数の復刻版販売を目的として限定的
に復刻重版をしてきた書籍を対象にしました。これ
に[3]1945年から1989年（戦後から昭和の終わりま
で）に刊行された[2]と同等クラスの単行本、論文集、
講座等を加えています。 
（2015年2月現在、1012点を収載） 

全巻セット特価 

 

同時1アクセス（本体）：¥1,100,000 
同時3アクセス（本体）：¥1,320,000 

商品コード：1018156336 
＊分野ごとのセット価格も設定しています。 

    詳細は次項をご参照ください。 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

法・法律学分野 全点セット 憲法分野 全点セット 

法・法律学分野 36タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥50,600  
同時3アクセス（本体）：¥61,600 

商品コード：1018091626 

憲法・国会・司法分野 133タイトルの 
全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥159,500  
同時3アクセス（本体）：¥191,400 

商品コード：1018073984 

行政法分野 全点セット 民事法分野 全点セット 

行政法分野 87タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥113,300  
同時3アクセス（本体）：¥136,400 

商品コード：1018093174 

民事法分野 384タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥459,800  
同時3アクセス（本体）：¥551,100 

商品コード：1018126333 

刑事法分野 全点セット 社会･経済法分野 全点セット 

刑事法分野 179タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥214,500  
同時3アクセス（本体）：¥257,400 

商品コード：1018105264 

社会・経済法分野 57タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥74,800  
同時3アクセス（本体）：¥89,100 

商品コード：1018100845 

国際法・国際私法分野 全点セット 基礎法分野 全点セット 

国際法・国際私法分野 58タイトルの 
全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥75,900  
同時3アクセス（本体）：¥91,300 

商品コード：1018094943 

基礎法分野 78タイトルの全点セットです 

同時1アクセス（本体）：¥102,300  
同時3アクセス（本体）：¥122,100 

商品コード：1018050767 

分野ごとの全点セット購入も承ります！ 

※ 各タイトルリストの詳細はお問い合わせください。 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

雑誌バックナンバー  

■ジュリスト 

■論究ジュリスト 

■ジュリスト・論究ジュリスト 

書名 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ジュリスト 【2004年版】（1260-1281号） ¥26,400  1016291369 

ジュリスト 【2005年版】（1282-1303号） ¥26,400  1016291906 

ジュリスト 【2006年版】（1304-1325号） ¥28,600  1016293889 

ジュリスト 【2007年版】（1326-1347号） ¥24,200  1016298901 

ジュリスト 【2008年版】（1348-1369号） ¥24,200  1016311220 

ジュリスト 【2009年版】（1370-1391号） ¥24,200  1016376528 

ジュリスト 【2010年版】（1392-1413号） ¥24,200  1016378598 

ジュリスト 【2011年版】（1414-1435号） ¥24,200  1016379508 

ジュリスト 【2012年版】（1436-1448号） ¥13,200  1016388175 

ジュリスト 【2013年版】（1449-1461号） ¥15,400  1016391442 

ジュリスト 【2014年版】（1462-1474号） ¥15,400  1019613774 

ジュリスト 【2015年版】（1475-1487号） ¥15,400  1021933256 

ジュリスト 【2016年版】（1488-1500号） ¥15,400  1024920669 

ジュリスト 【2017年版】（1501-1513号） ¥15,400  1027378895 

書名 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

ジュリスト・論究ジュリスト【2012年版】 
（ジュリスト：1436～1448号、論究ジュリスト：1～3号） 

¥28,600  1016391443 

ジュリスト・論究ジュリスト【2013年版】 
（ジュリスト：1449～1461号、論究ジュリスト：4～7号） 

¥34,100  1016391444 

ジュリスト・論究ジュリスト【2014年版】 
（ジュリスト：1462-1474号、論究ジュリスト：8～11号） 

¥34,100  1019613776 

ジュリスト・論究ジュリスト【2015年版】 
（ジュリスト：1475-1487号、論究ジュリスト：12～15号） 

¥34,100  1021933258 

ジュリスト・論究ジュリスト【2016年版】 
（ジュリスト：1488-1500号、論究ジュリスト：16～19号） 

¥34,100  1024920670 

ジュリスト・論究ジュリスト【2017年版】 
（ジュリスト：1501-1513号、論究ジュリスト：20～23号） 

¥34,100  1027378893 

書名 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

論究ジュリスト（1-23号） ¥114,400  1027378896 

論究ジュリスト（8-11号） ¥20,900  1025183797 

論究ジュリスト（12-15号） ¥20,900  1023991169 

論究ジュリスト（16-19号） ¥20,900  1024920675 

論究ジュリスト（20-23号） ¥20,900  1027378897 

幅広い法分野・法事象を対象に，核心にせまる理論考察を
行う法律学究誌。 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

■法学教室 【2006-2017年度版】セット ¥182,600  1027378898 

法学教室 【2006年度版】（307-318号） ¥20,900  1016457952 

法学教室 【2007年度版】（319-330号） ¥23,100  1016462180 

法学教室 【2008年度版】（331-342号） ¥20,900  1016467453 

法学教室 【2009年度版】（343-354号） ¥23,100  1016479794 

法学教室 【2010年度版】（355-366号） ¥23,100  1016495982 

法学教室 【2011年度版】（367-378号） ¥23,100  1016498147 

法学教室 【2012年度版】（379-390号） ¥23,100  1016500194 

法学教室 【2013年度版】（391-402号） ¥23,100  1016502151 

法学教室 【2014年度版】（403-414号） ¥23,100  1019613778 

法学教室 【2015年度版】（415-426号） ¥23,100  1021933260 

法学教室 【2016年度版】（427-438号） ¥23,100  1024920671 

法学教室 【2017年度版】（439-450号） ¥23,100  1027378899 

雑誌バックナンバー  

■法学教室  

■法学教室Library（単行本）  
法学教室の連載を単行本化した大人気シリーズ！ 
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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 

「判旨」から読み解く民法（※） 水野 謙 2017 9784641137714 ¥8,580  ¥12,870  1025193916 

講義破産法・民事再生法 
 ―重要論点の解説と演習― 

田頭 章一 2016 9784641137202 ¥9,570  ¥12,760  1020296377 

会社法を学ぶ（※） 酒井 太郎 2016 9784641137271 ¥5,500  ¥8,250  1020598927 

事例から行政法を考える（※） 北村 和生 2016 9784641131873 ¥11,220  ¥14,960  1023366598 

新判例から見た刑法 第3版 （※） 山口 厚 2015 9784641139114 ¥6,380  ¥9,570  1017819749 

事例演習刑事訴訟法 第2版 （※）  古江 頼隆 2015 9784641139046 ¥7,040  ¥10,560  1018441486 

刑法の道しるべ（※） 塩見 淳 2015 9784641139077 ¥4,840  ¥7,260  1019314986 

事例で考える会社法 第2版 （※） 伊藤 靖史 2015 9784641137295 ¥7,700  ¥11,550  1020296376 

憲法学再入門（※） 木村 草太 2014 9784641131620 ¥4,180  ¥6,270  1016480172 

行政法総論を学ぶ（※） 曽和 俊文 2014 9784641131576 ¥7,700  ¥11,550  1016480182 

租税法入門（※） ◆新版販売中(第2版) 増井 良啓 2014 9784641131675 ¥5,720  ¥8,580  1016480187 

事例から民法を考える（※） 佐久間 毅 2014 9784641136755 ¥6,600  ¥9,900  1016480192 

事例から刑法を考える  第3版 （※） 島田 聡一郎 2014 9784641042988 ¥7,040  ¥10,560  1016480206 

2019年2月 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

雑誌バックナンバー  

■法学教室Library（単行本）  
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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 

刑法総論の考え方・楽しみ方  佐伯 仁志 2013 9784641042896 ¥8,800  ¥12,320  1014001237 

事例演習民事訴訟法  第3版 遠藤 賢治 2013 9784641136441 ¥7,425  ¥10,395  1014001243 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論  （※） 井田 良 2013 9784641042957 ¥4,400  ¥6,600  1016480207 

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論  （※） 
◆新版販売中(第2版) 

井田 良 2013 9784641042964 ¥4,400  ¥6,600  1016480209 

続・Interactive憲法  長谷部 恭男 2011 9784641131101 ¥6,600  ¥9,240  1014001210 

憲法基本判例を読み直す  野坂 泰司 2011 9784641130616 ¥9,625  ¥13,475  1014001211 

事例で考える会社法  ◆新版販売中(第2版) 伊藤 靖史 2011 9784641136113 ¥9,350  ¥13,090  1014001227 

事例演習刑事訴訟法  ◆新版販売中(第2版) 古江 頼隆 2011 9784641042797 ¥6,875  ¥9,625  1014001242 

演習会社法  第2版 弥永 真生 2010 9784641135925 ¥4,950  ¥6,930  1014001226 

独禁法事例の勘所  第2版 白石 忠志 2010 9784641144095 ¥7,975  ¥11,165  1014001248 

ウォッチング労働法  第3版 土田 道夫 2009 9784641144132 ¥8,525  ¥11,935  1014001244 

続・医療と法を考える――終末期医療ガイドライン  樋口 範雄 2008 9784641125322 ¥6,325  ¥8,855  1014001247 

新判例から見た刑法 第2版 
◆新版販売中(第3版) 

山口 厚 2008 9784641042636 ¥7,150  ¥10,010  1014001236 

医療と法を考える――救急車と正義  樋口 範雄 2007 9784641125230 ¥6,050  ¥8,470  1014001246 

Interactive憲法  長谷部 恭男 2006 9784641130159 ¥6,325  ¥8,855  1014001207 

ファーストステップ憲法  赤坂 正浩 2005 9784641129719 ¥7,425  ¥10,395  1014001206 

演習刑事訴訟法  長沼 範良 2005 9784641042247 ¥7,700  ¥10,780  1014001240 

刑事手続法Ⅲ  三井 誠 2004 9784641042179 ¥9,900  ¥13,860  1014001239 

刑事手続法Ⅱ  三井 誠 2003 9784641042032 ¥10,725  ¥15,015  1014001238 

債権総論  淡路 剛久 2002 9784641133198 ¥12,925  ¥18,095  1014001221 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

ジュリスト増刊  

■最高裁 時の判例（ジュリスト増刊）  

書名 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 

最高裁 時の判例 1 （平成元年～平成14年） 公法編（憲法・行政法ほか） 2003 9784641113824 ¥7,700  ¥10,780  1014001164 

最高裁 時の判例 2 （平成元年～平成14年）私法編1（民法） 2003 9784641113831 ¥7,700  ¥10,780  1014001165 

最高裁 時の判例 3 （平成元年～平成14年）私法編2（商法・民訴・知財ほか） 2004 9784641113848 ¥8,800  ¥12,320  1014001166 

最高裁 時の判例 4 （平成元年～平成14年）刑事法編（刑法・刑訴ほか） 2004 9784641113855 ¥7,700  ¥10,780  1014001167 

最高裁 時の判例 5 （平成15年～平成17年） 2007 9784641113930 ¥10,450  ¥14,630  1014001168 

最高裁 時の判例 6 （平成18年～平成20年） 2010 9784641113961 ¥9,430  ¥13,202  1014001169 

法曹実務家や法曹を目指す学生・法科大学院生の判例学習にとって必携。 

ジュリスト編集室 著 

■その他ジュリスト増刊タイトル 
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 

ケース・スタディ ―生命倫理と法― 第2版 樋口 範雄 2012 9784641113985 ¥8,800  ¥12,320  1014001176 

民事訴訟法の改正課題  三木 浩一 2012 9784641113992 ¥7,857  ¥11,000  1014001187 

会社法施行5年 理論と実務の現状と課題  岩原 紳作 2011 9784641113978 ¥7,150  ¥10,010  1014001181 

労働審判 ―事例と運用実務― 日本弁護士連合会 2008 9784641113954 ¥7,334  ¥10,268  1014001197 

新破産法の基本構造と実務  伊藤 眞 2007 9784641113947 ¥11,000  ¥15,400  1014001191 

〈判例から学ぶ〉民事事実認定  伊藤 眞 2006 9784641113923 ¥8,250  ¥11,550  1014001185 

新仲裁法の理論と実務  三木 浩一 2006 9784641113916 ¥10,450  ¥14,630  1014001190 

改正行政事件訴訟法研究  小早川 光郎 2005 9784641113886 ¥8,800  ¥12,320  1014001171 

会社法新旧対照条文  弥永 真生 2005 9784641113909 ¥7,700  ¥10,780  1014001180 

新会社更生法の基本構造と平成１６年改正  伊藤 眞 2005 9784641113893 ¥7,700  ¥10,780  1014001189 

精神医療と心神喪失者等医療観察法  町野 朔 2004 9784641113862 ¥8,800  ¥12,320  1014001195 

民事再生法逐条研究 ―解釈と運用― 伊藤 眞 2002 9784641113817 ¥10,450  ¥14,630  1014001188 

研究会新民事訴訟法 ―立法・解釈・運用― 竹下 守夫 1999 9784641013988 ¥10,725  ¥15,015  1014001184 

民事訴訟法・民事訴訟規則新旧対照条文  ジュリスト編集部 1997 9784641013919 ¥3,666  ¥5,132  1014001183 
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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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

別冊ジュリスト  

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 

総則・物権 第6版（民法判例百選 ; 1 no. 195） （※） 中田 裕康 2009 9784641114951 ¥4,620  ¥6,930  1027352294 

債権 第6版（民法判例百選 ; 2 no. 196） （※） 中田 裕康 2009 9784641114968 ¥4,620  ¥6,930  1027352295 

労働判例百選 第8版（no. 197(45巻3号)） （※） 村中 孝史 2009 9784641114975 ¥5,500  ¥8,140  1027352296 

著作権判例百選 第4版（no. 198(45巻4号)） （※） 中山 信弘 2009 9784641114982 ¥5,280  ¥7,920  1027352297 

経済法判例・審決百選 （no. 199） （※） 舟田 正之 2010 9784641114999 ¥6,160  ¥9,240  1027352298 

消費者法判例百選 （no. 200） （※） 廣瀬 久和 2010 9784641115002 ¥5,940  ¥8,910  1027352299 

民事訴訟法判例百選 第4版（no. 201(46巻3号)） （※） 高橋 宏志 2010 9784641115019 ¥6,160  ¥9,240  1027352300 

保険法判例百選 （no. 202(46巻4号)） （※） 山下 友信 2010 9784641115026 ¥5,280  ¥7,920  1027352301 

刑事訴訟法判例百選 第9版（no. 203(47巻1号)） （※） 井上 正仁 2011 9784641115033 ¥5,280  ¥7,920  1027352302 

国際法判例百選 第2版（no. 204） （※） 小寺 彰 2011 9784641115040 ¥5,500  ¥8,140  1027352303 

会社法判例百選 第2版（no. 205） （※） 江頭 憲治郎 2011 9784641115057 ¥4,730  ¥7,150  1027352304 

環境法判例百選 第2版（no. 206(47巻4号)） （※） 淡路 剛久 2011 9784641115064 ¥5,720  ¥8,580  1027352305 

租税判例百選 第5版（no. 207(47巻5号)） （※） 水野 忠恒 2011 9784641115071 ¥5,610  ¥8,470  1027352306 

民事執行・保全判例百選 第2版（no. 208） （※） 上原 敏夫 2012 9784641115088 ¥4,840  ¥7,260  1027352307 

特許判例百選 第4版（no. 209） （※） 中山 信弘 2012 9784641115095 ¥5,280  ¥7,920  1027352308 

国際私法判例百選 第2版（no. 210） （※） 櫻田 嘉章 2012 9784641115101 ¥5,720  ¥8,580  1027352309 

行政判例百選 1 第6版（no. 211(48巻4号)） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115118 ¥5,060  ¥7,590  1027352310 

行政判例百選 2 第6版（no. 212(48巻5号)） （※） 宇賀 克也 2012 9784641115125 ¥5,060  ¥7,590  1027352311 

アメリカ法判例百選 （no. 213） （※） 樋口 範雄 2012 9784641115132 ¥5,720  ¥8,580  1027352312 

金融商品取引法判例百選 （no. 214(49巻1号)） （※） 神田 秀樹 2013 9784641115149 ¥5,060  ¥7,590  1027352313 

地方自治判例百選 第4版（no. 215） （※） 磯部 力 2013 9784641115156 ¥5,500  ¥8,140  1027352314 

倒産判例百選 第5版（no. 216(49巻3号)） （※） 伊藤 眞 2013 9784641115163 ¥5,280  ¥7,920  1027352315 

憲法判例百選 1 第6版（no. 217） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115170 ¥4,620  ¥6,930  1027352316 

憲法判例百選 2 第6版（no. 218） （※） 長谷部 恭男 2013 9784641115187 ¥4,620  ¥6,930  1027352317 

医事法判例百選 第2版（no. 219） （※） 甲斐 克則 2014 9784641115194 ¥5,280  ¥7,920  1027352318 

刑法判例百選 1: 総論 第7版（no. 220(50巻2号)） （※） 山口 厚 2014 9784641115200 ¥4,840  ¥7,260  1027352319 

刑法判例百選 2: 各論 第7版（no. 221(50巻3号)） （※） 山口 厚 2014 9784641115217 ¥5,280  ¥7,920  1027352320 

手形小切手判例百選 第7版（no. 222(50巻4号)） （※） 神田 秀樹 2014 9784641115224 ¥4,840  ¥7,260  1027352321 

総則・物権 第7版（民法判例百選 ; 1 no. 223） （※） 潮見 佳男 2015 9784641115231 ¥4,620  ¥6,930  1027352322 

債権 第7版（民法判例百選 ; 2 no. 224） （※） 中田 裕康 2015 9784641115248 ¥4,840  ¥7,260  1027352323 

親族・相続 （民法判例百選 ; 3 no. 225） （※） 水野 紀子 2015 9784641115255 ¥4,620  ¥6,930  1027352324 

民事訴訟法判例百選 第5版（no. 226(51巻4号)） （※） 高橋 宏志 2015 9784641115279 ¥6,160  ¥9,240  1027352325 

社会保障判例百選 第5版（no. 227） （※） 岩村 正彦 2016 9784641115286 ¥5,500  ¥8,250  1027352326 

租税判例百選 第6版（no. 228(52巻2号)） （※） 中里 実 2016 9784641115293 ¥5,720  ¥8,580  1027352327 

会社法判例百選 第3版（no. 229） （※） 岩原 紳作 2016 9784641115309 ¥5,280  ¥7,920  1027352328 

労働判例百選 第9版（no. 230(52巻4号)） （※） 村中 孝史 2016 9784641115316 ¥5,280  ¥7,920  1027352329 

著作権判例百選 第5版（no. 231(52巻5号)） （※） 小泉 直樹 2016 9784641115262 ¥5,280  ¥7,920  1027352330 

刑事訴訟法判例百選 第10版（no. 232(53巻1号)） （※） 井上 正仁 2017 9784641115323 ¥5,500  ¥8,250  1027352331 

交通事故判例百選 第5版（no. 233） （※） 新美 育文 2017 9784641115330 ¥5,500  ¥8,250  1027352332 

経済法判例・審決百選 第2版（no. 234） （※） 金井 貴嗣 2017 9784641115347 ¥6,160  ¥9,240  1027352333 

行政判例百選 1 第7版（no. 235(53巻4号)） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115354 ¥5,060  ¥7,590  1027352334 

行政判例百選 2 第7版（no. 236(53巻5号)） （※） 宇賀 克也 2017 9784641115361 ¥5,060  ¥7,590  1027352335 
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  有斐閣アルマ 

Interest 

アルマ（ＡＲＭＡ）とはラテン語で「道具・方策・手段」を意味します。多様化するカリキュラムのもとでの教えやすさ・学びやすさを追求し，

豊かな情報量をコンパクト・サイズに収め，機能的編集を心がけた，新しい時代の大学教育に応えるシリーズです。1995年に刊行開始

しました。学習の進度に合わせて選択が可能なように４つのグループ分けがされています。 

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 

新しい時代の生涯学習 第3版（※） 関口 礼子 2018 9784641221062 ¥4,620  ¥6,930  1028063217 

新しい時代の教育課程 第4版（※） 田中 耕治 2018 9784641221079 ¥4,400  ¥6,600  1028301467 

社会学のエッセンス 
 ―世の中のしくみを見ぬく―新版補訂版（※） 

友枝 敏雄 2017 9784641220980 ¥4,400  ¥6,600  1025376204 

ライフステージと法 第7版（※） 副田 隆重 2017 9784641221017 ¥4,180  ¥6,270  1025881745 

法の世界へ 第7版（※） 池田 真朗 2017 9784641220881 ¥3,740  ¥5,610  1024943438 

いちばんやさしい憲法入門 第5版（※） 初宿 正典 2017 9784641220911 ¥3,520  ¥5,280  1025193911 

やさしい教育原理 第3版（※） 田嶋 一 2016 9784641220812 ¥4,180  ¥6,270  1024322183 

中国の歴史 ―東アジアの周縁から考える―（世界に出会
う各国=地域史） 

濱下 武志 2015 9784641121911 ¥8,580  ¥11,440  1018858766 

やさしい教育心理学 第4版（※） 鎌原 雅彦 2015 9784641220591 ¥4,180  ¥6,270  1019314988 

新しい時代の教職入門 改訂版（※） 秋田 喜代美 2015 9784641220607 ¥4,180  ¥6,270  1019533012 

はじめて出会う会計学 新版（※） 川本 淳 2015 9784641220614 ¥4,400  ¥6,600  1020083582 

いちばんやさしい憲法入門  第4版補訂版（※） 
◆新版販売中(第5版) 

初宿 正典 2014 9784641220249 ¥3,520  ¥5,280  1016480171 

法の世界へ 第6版（※） ◆新版販売中(第7版) 池田 真朗 2014 9784641220317 ¥3,740  ¥5,610  1016972268 

新しい時代の生活指導 （※） 山本 敏郎 2014 9784641220348 ¥3,960  ¥5,940  1017332814 

はじめての特別支援教育  
 ―教職を目指す大学生のために―改訂版（※） 

柘植 雅義 2014 9784641220386 ¥4,400  ¥6,600  1017332815 

新しい時代の図書館情報学 （※） 山本 順一 2013 9784641220102 ¥3,960  ¥5,940  1016480262 

Interest ＝教養科目として学ぶ人に Basic ＝基礎科目として学ぶ人に 
Specialized ＝専門科目として学ぶ人に Advanced ＝高度な学習を目指す人に 

14 

2019年2月 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 
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  有斐閣アルマ  

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 

民事手続法入門 第5版 （※） 佐藤 鉄男 2018 9784641221109 ¥4,620  ¥6,930  1027659368 

財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第12版 （※） 桜井 久勝 2018 9784641221178 ¥3,960  ¥5,940  1027659384 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第15版 （※） 椋野 美智子 2018 9784641221123 ¥3,960  ¥5,940  1027659385 

はじめての行政法 第4版 （※） 石川 敏行 2018 9784641221154 ¥3,960  ¥5,940  1027882415 

民法 ―親族・相続―第5版 （※） 松川 正毅 2018 9784641221093 ¥5,060  ¥7,590  1028700572 

援助関係論入門 ―「人と人との」関係性― （※） 稲沢 公一 2017 9784641221000 ¥4,180  ¥6,270  1025376206 

総則・物権 第6版（民法） （※） 山野目 章夫 2017 9784641220898 ¥3,960  ¥5,940  1025599566 

心理学研究法 ―心を見つめる科学のまなざし―補訂版 （※） 高野 陽太郎 2017 9784641220867 ¥4,840  ¥7,260  1025599573 

財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第11版 （※） 
◆新版販売中(第12版) 

桜井 久勝 2017 9784641220973 ¥3,960  ¥5,940  1025881758 

データ分析をマスターする12のレッスン  （※） 畑農 鋭矢 2017 9784641221031 ¥5,060  ¥7,590  1026634657 

管理会計・入門 ―戦略経営のためのマネジリアル・アカウンティング―第4版 
（※） 

浅田 孝幸 2017 9784641220966 ¥5,060  ¥7,590  1026634659 

民事法入門 第7版 （※） 野村 豊弘 2017 9784641221055 ¥3,960  ¥5,940  1027116477 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第14版 （※） ◆新版販売中(第15版) 椋野 美智子 2017 9784641220935 ¥3,960  ¥5,940  1024775789 

現代の裁判 第7版 （※） 市川 正人 2017 9784641220959 ¥3,740  ¥5,610  1024943441 

基礎から学ぶ刑事法 第6版 （※） 井田 良 2017 9784641220997 ¥3,960  ¥5,940  1024943442 

はじめての法律学 ―HとJの物語―第5版 （※） 松井 茂記 2017 9784641220928 ¥3,740  ¥5,610  1025193910 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第13版 （※） ◆新版販売中(第15版) 椋野 美智子 2016 9784641220720 ¥3,960  ¥5,940  1020706869 

障害者福祉の世界 第5版 （※） 佐藤 久夫 2016 9784641220690 ¥4,620  ¥6,930  1020782107 

財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第10版補訂 
（※） ◆新版販売中(第7版) 

桜井 久勝 2016 9784641220737 ¥3,960  ¥5,940  1022295560 

ベーシック労働法 第6版補訂版 （※） 浜村 彰 2016 9784641220706 ¥4,180  ¥6,270  1022699140 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第12版 （※） ◆新版販売中(第15版) 椋野 美智子 2015 9784641220522 ¥3,960  ¥5,940  1017819750 

環境法入門 第3版 （※） 交告 尚史 2015 9784641220454 ¥4,180  ¥6,270  1018194113 

What's経済学 ―わかる楽しさ使うよろこび―第3版補訂版 （※） 辻 正次 2015 9784641220560 ¥4,180  ¥6,270  1018441494 

子ども家庭福祉の世界  （※） 山野 則子 2015 9784641220263 ¥4,180  ¥6,270  1018441501 

はじめての行政法 第3版補訂版 （※） ◆新版販売中(第4版) 石川 敏行 2015 9784641220553 ¥3,960  ¥5,940  1018683936 

財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第10版 （※） 
◆新版販売中(第12版) 

桜井 久勝 2015 9784641220539 ¥3,960  ¥5,940  1018683941 

ミクロ経済学・入門 ―ビジネスと政策を読みとく―新版 （※） 柳川 隆 2015 9784641220478 ¥4,620  ¥6,930  1018858756 

ベーシック労働法 第6版 （※） ◆新版販売中(第6版補訂版) 浜村 彰 2015 9784641220461 ¥4,180  ¥6,270  1019314987 

はじめての法律学 ―HとJの物語― 第4版 （※） ◆新版販売中(第5版) 松井 茂記 2014 9784641220225 ¥3,740  ¥5,610  1016480167 

ベーシック経済法 ―独占禁止法入門― 第4版 （※） 川濵 昇 2014 9784641220201 ¥4,400  ¥6,600  1016480217 

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第11版 （※） ◆新版販売中(第15版) 椋野 美智子 2014 9784641220218 ¥3,960  ¥5,940  1016480258 

高齢者福祉の世界  補訂版 （※） 直井 道子 2014 9784641220256 ¥3,960  ¥5,940  1016480259 

ゲーム理論・入門 ―人間社会の理解のために― 新版 （※） 岡田 章 2014 9784641220287 ¥4,180  ¥6,270  1016824341 

民事法入門 第6版 （※） ◆新版販売中(第7版) 野村 豊弘 2014 9784641220294 ¥3,960  ¥5,940  1016972269 

現代刑法入門 第3版補訂 （※） 浅田 和茂 2014 9784641220324 ¥4,400  ¥6,600  1016972275 

親族・相続 第4版（民法） （※） 松川 正毅 2014 9784641220300 ¥4,840  ¥7,260  1017332783 

現代商法入門 第9版 （※） 近藤 光男 2014 9784641220126 ¥4,180  ¥6,270  1017332785 

社会という謎の系譜 （社会学の歴史 ; 1） （※） 奥村 隆 2014 9784641220393 ¥4,180  ¥6,270  1017332807 

はじめての行政法 第3版 （※） ◆新版販売中(第4版) 石川 敏行 2013 9784641220089 ¥3,960  ¥5,940  1016480177 

基礎から学ぶ刑事法  第5版 （※） ◆新版販売中(第6版) 井田 良 2013 9784641220140 ¥3,960  ¥5,940  1016480204 

マクロ経済学・入門 第4版 （※） 福田 慎一 2011 9784641124394 ¥4,840  ¥7,260  1027349969 

Basic 
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  有斐閣アルマ  

Specialized 

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 

医事法入門 第4版（※） 手嶋 豊 2015 9784641220423 ¥5,060  ¥7,590  1018441477 

統合的理解を広げ深める （心理統計学の基礎 ; 続） （※） 南風原 朝和 2014 9784641220416 ¥4,400  ¥6,600  1017332810 

政治学の方法（※） 加藤 淳子 2014 9784641220379 ¥4,180  ¥6,270  1017332798 

論文の書き方マニュアル ―ステップ式リサーチ戦略のすすめ―新版（※） 花井 等 2014 9784641220362 ¥3,520  ¥5,280  1016972284 

Advanced 

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 

企業論 第4版（※） 三戸 浩 2018 9784641221192 ¥4,620  ¥6,930  1028700576 

契約 （民法 ; 5 ） （※） 山本 豊 2018 9784641221185 ¥5,500  ¥8,250  1028301461 

物権 第3版（民法 ; 2 ） （※） 千葉 恵美子 2018 9784641221147 ¥5,280  ¥7,920  1028063211 

行動分析学 ―行動の科学的理解をめざして―（※） 坂上 貴之 2018 9784641221024 ¥4,620  ¥6,930  1027659386 

現代ヨーロッパ経済 第5版（※） 田中 素香 2018 9784641221086 ¥6,160  ¥9,240  1027659380 

租税法 （※） 岡村 忠生 2017 9784641220942 ¥4,620  ¥6,930  1028700571 

グローバル・マーケティング戦略 （※） 三浦 俊彦 2017 9784641220874 ¥4,840  ¥7,260  1026405249 

親族・相続 第5版（民法 7） （※） 高橋 朋子 2017 9784641221048 ¥5,280  ¥7,920  1026405245 

現代広告論 第3版（※） 岸 志津江 2017 9784641220799 ¥5,280  ¥7,920  1025881757 

戦後アメリカ外交史 第3版（※） 佐々木 卓也 2017 9784641220805 ¥5,060  ¥7,590  1025881751 

知的財産法 第8版（※） 角田 政芳 2017 9784641220904 ¥6,380  ¥9,570  1025376194 

マーケティング・エンジニアリング入門 （※） 上田 雅夫 2017 9784641220829 ¥4,400  ¥6,600  1024775788 

戦後日韓関係史 （※） 李 鍾元 2017 9784641220775 ¥4,840  ¥7,260  1024775787 

刑事訴訟法 第5版（※） 長沼 範良 2017 9784641220508 ¥5,060  ¥7,590  1024775785 

民事執行・保全法 第5版（※） 上原 敏夫 2017 9784641220850 ¥4,400  ¥6,600  1024775784 

生涯発達心理学 ―認知・対人関係・自己から読み解く―（※） 鈴木 忠 2016 9784641220744 ¥3,960  ¥5,940  1024322182 

マーケティング戦略 第5版（※） 和田 充夫 2016 9784641220782 ¥4,400  ¥6,600  1024322180 

国際化時代の地域経済学 第4版（有斐閣アルマ  ） （※） 岡田 知弘 2016 9784641220751 ¥5,280  ¥7,920  1024118133 

経済法 ―独占禁止法と競争政策―第8版（※） 岸井 大太郎 2016 9784641220713 ¥5,940  ¥8,910  1022699141 

経営戦略 ―論理性・創造性・社会性の追求―第3版（※） 大滝 精一 2016 9784641220652 ¥4,840  ¥7,260  1020782103 

国際法 第3版（※） 中谷 和弘 2016 9784641220638 ¥4,620  ¥6,930  1020782098 

統治 第6版（憲法 ; 2 ） （※） 渋谷 秀樹 2016 9784641220683 ¥4,840  ¥7,260  1020782091 

人権 第6版（憲法 ; 1 ） （※） 渋谷 秀樹 2016 9784641220676 ¥4,620  ¥6,930  1020782090 

国際経営 第4版（※） 吉原 英樹 2015 9784641220645 ¥4,400  ¥6,600  1020296380 

新しい人事労務管理 第5版（※） 佐藤 博樹 2015 9784641220621 ¥4,400  ¥6,600  1020083581 

社会政策 ―福祉と労働の経済学―（※） 駒村 康平 2015 9784641220584 ¥5,500  ¥8,250  1019533007 

産業・労働社会学 ―「働くこと」を社会学する―（※） 小川 慎一 2015 9784641220430 ¥5,060  ¥7,590  1018683943 

社会保障法 第6版（※） 加藤 智章 2015 9784641220546 ¥5,500  ¥8,250  1018683939 

社会福祉と権利擁護 ―人権のための理論と実践―（※） 秋元 美世 2015 9784641220515 ¥3,960  ¥5,940  1018441499 

経営情報論 新版補訂（※） 遠山 暁 2015 9784641220577 ¥4,400  ¥6,600  1018441495 

知的財産法 第7版（※） ◆新版販売中(第8版) 角田 政芳 2015 9784641220447 ¥6,160  ¥9,240  1018441493 

経済法 ―独占禁止法と競争政策―第7版補訂（※） ◆新版販売中(第8版) 岸井 大太郎 2015 9784641220492 ¥5,500  ¥8,250  1018441491 

労働法 第5版（※） 浅倉 むつ子 2015 9784641220409 ¥5,720  ¥8,580  1018441488 

刑事訴訟法 第4版（※） ◆新版販売中(第5版) 寺崎 嘉博 2015 9784641124738 ¥4,840  ¥7,260  1018441485 

保険法 第3版補訂版（※） 山下 友信 2015 9784641220485 ¥4,620  ¥6,930  1018441480 

子どものこころ ―児童心理学入門―新版（※） 櫻井 茂男 2014 9784641220119 ¥4,620  ¥6,930  1017332811 

現代ヨーロッパ経済 第4版（※） ◆新版販売中(第5版) 田中 素香 2014 9784641220270 ¥6,160  ¥9,240  1017332803 

日本の産業と企業 ―発展のダイナミズムをとらえる―（※） 橘川 武郎 2014 9784641220355 ¥5,060  ¥7,590  1017332801 

親族・相続 第4版（民法 ; 7 ） （※） ◆新版販売中(第5版) 高橋 朋子 2014 9784641220331 ¥5,280  ¥7,920  1017162604 

都市社会学・入門 （※） 松本 康 2014 9784641220157 ¥4,400  ¥6,600  1016972282 

社会福祉政策 ―現代社会と福祉― 第3版（※） 坂田 周一 2014 9784641220195 ¥4,840  ¥7,260  1016480260 

民事執行・保全法  第4版（※） ◆新版販売中(第5版) 上原 敏夫 2014 9784641220171 ¥4,180  ¥6,270  1016480201 

21世紀中小企業論 ―多様性と可能性を探る― 第3版（※） 渡辺 幸男 2013 9784641220096 ¥4,840  ¥7,260  1016480233 

民事訴訟法  第2版（※） 山本 弘 2013 9784641220058 ¥5,280  ¥7,920  1016480197 

統合的理解のために （心理統計学の基礎 正） （※） 南風原 朝和 2002 9784641121607 ¥4,840  ¥7,260  1027049703 
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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 

人事管理 ―人と企業,ともに活きるために― （※） 平野 光俊 2018 9784641150478 ¥4,620  ¥6,930  1028700577 

はじめてのジェンダー論  （※） 加藤 秀一 2017 9784641150393 ¥3,960  ¥5,940  1025193928 

行政法  （※） 野呂 充 2017 9784641150386 ¥4,400  ¥6,600  1024322175 

はじめての行政学  （※） 伊藤 正次 2016 9784641150355 ¥4,180  ¥6,270  1024015026 

著作権法 = Copyright law （知的財産法 2） （※） 駒田 泰土 2016 9784641150218 ¥3,960  ¥5,940  1023366603 

人権 （有斐閣ストゥディア. 憲法 1） （※） 青井 未帆 2016 9784641150119 ¥3,960  ¥5,940  1023366597 

ストーリーで学ぶ開発経済学 ―途上国の暮らしを考える― （※） 黒崎 卓 2016 9784641150348 ¥3,960  ¥5,940  1022024368 

比較政治学の考え方  （※） 久保 慶一 2016 9784641150317 ¥4,400  ¥6,600  1021588069 

労働法 第2版 （※） 小畑 史子 2016 9784641150331 ¥4,180  ¥6,270  1021588066 

問いからはじめる社会福祉学 ―不安・不利・不信に挑む = Introduction 
to social welfare studies with critical questions― （※） 

圷 洋一 2016 9784641150300 ¥4,180  ¥6,270  1020782106 

法学入門 = Introduction to legal studies  （※） 早川 吉尚 2016 9784641150324 ¥3,960  ¥5,940  1020782089 

計量経済学の第一歩 ―実証分析のススメ― （※） 田中 隆一 2015 9784641150287 ¥4,400  ¥6,600  1020296379 

政治行動論 ―有権者は政治を変えられるのか― （※） 飯田 健 2015 9784641150294 ¥3,960  ¥5,940  1020296378 

ゼロからはじめる心理学・入門 ―人の心を知る科学― （※） 金沢 創 2015 9784641150225 ¥3,960  ¥5,940  1020083584 

はじめて学ぶ国際金融論 = Introduction to international finance  （※） 永易 淳 2015 9784641150249 ¥3,960  ¥5,940  1020083580 

マクロ経済学 ―入門の「一歩前」から応用まで = Macroeconomics : 
from basic principles to applications― （※） 

平口 良司 2015 9784641150263 ¥4,400  ¥6,600  1020083578 

◆「考える力」を養おう◆ 
「ストゥディア」(studia)とはラテン語で熱意，情熱，学問，勉学を意味します。大学での「勉強」は，「答え」はひとつではなく，
課題を自分から探さなければなりません。その学問と高校までの知識とがどう結びつくのかを理解しながら，じっくり思考を
深めるためにまず手にとってほしい1冊として，2013年に刊行開始しました。 
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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 

環境法  （※） 北村 喜宣 2015 9784641150195 ¥3,960  ¥5,940  1020083570 

基礎から学ぶ認知心理学 ―人間の認識の不思議― （※） 服部 雅史 2015 9784641150270 ¥3,960  ¥5,940  1019748871 

私たちと公共経済 = Public economics: incentives and welfare  （※） 寺井 公子 2015 9784641150201 ¥4,400  ¥6,600  1019748867 

財政のエッセンス = The essence of public finance  （※） 西村 幸浩 2015 9784641150232 ¥4,180  ¥6,270  1019748865 

政治学の第一歩  （※） 砂原 庸介 2015 9784641150256 ¥4,180  ¥6,270  1019748863 

現代社会論 ―社会学で探る私たちの生き方― （※） 本田 由紀 2015 9784641150188 ¥3,960  ¥5,940  1018858762 

はじめての国際経営 = Introduction to international management  （※） 中川 功一 2015 9784641150171 ¥3,960  ¥5,940  1018858759 

問いからはじめる家族社会学 ―多様化する家族の包摂に向けて― （※） 岩間 暁子 2015 9784641150164 ¥3,960  ¥5,940  1018441497 

会社法 = Corporate law  （※） 中東 正文 2015 9784641150157 ¥4,180  ¥6,270  1018441481 

問いからはじめる教育学  （※） 勝野 正章 2015 9784641150140 ¥3,960  ¥5,940  1018194116 

問いからはじめる発達心理学 ―生涯にわたる育ちの科学― （※） 坂上 裕子 2014 9784641150133 ¥3,960  ¥5,940  1017332812 

特許法 = Patent law （知的財産法 1） （※） 駒田 泰土 2014 9784641150126 ¥3,960  ¥5,940  1017332793 

はじめての流通  （※） 崔 容熏 2014 9784641150102 ¥4,180  ¥6,270  1017162607 

都市・地域経済学への招待状 = Introduction to urban and regional 
economics  （※） 

佐藤 泰裕 2014 9784641150096 ¥3,960  ¥5,940  1016972280 

民事訴訟法 = Civil procedure  （※） 安西 明子 2014 9784641150072 ¥4,180  ¥6,270  1016480198 

はじめてのマーケティング = Marketing for beginners  （※） 久保田 進彦 2013 9784641150034 ¥3,960  ¥5,940  1016480255 

アントレプレナーシップ入門 ―ベンチャーの創造を学ぶ = Introduction 
to entrepreneurship : understanding new venture creation― （※） 

忽那 憲治 2013 9784641150027 ¥3,960  ¥5,940  1016480250 

金融のエッセンス = The essence of banking & finance  （※） 川西 諭 2013 9784641150041 ¥4,180  ¥6,270  1016480235 

ミクロ経済学の第一歩 = First steps in microeconomics  （※） 安藤 至大 2013 9784641150058 ¥4,400  ¥6,600  1016480230 

労働法  （※） ◆新版販売中(第2版) 小畑 史子 2013 9784641150010 ¥4,180  ¥6,270  1016480212 

  有斐閣ストゥディア  
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  有斐閣ブックス 
重厚で本格的な内容を，軽快なソフトカバーに収めた親しみやすい大学テキスト。1975年に刊行が開始されました。各学

部の基礎的専門科目を中心に，１年生のオリエンテーション向けから大学院をめざす人のための高度な体系書までを含

み，充実したラインナップです。 

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 

パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論（※） 大芝 亮 2018 9784641184381 ¥5,720  ¥8,580  1028301465 

民法入門・総則 第5版（.エッセンシャル民法 ; ） （※） 永田 眞三郎 2018 9784641184404 ¥4,400  ¥6,600  1028301460 

経験から学ぶ人的資源管理 新版（456） （※） 上林 憲雄 2018 9784641184398 ¥6,160  ¥9,240  1027441285 

交通経済学入門 新版（454） （※） 竹内 健蔵 2018 9784641184411 ¥5,280  ¥7,920  1027441284 

英語で学ぶ社会心理学 （699） （※） 大坪 庸介 2017 9784641184367 ¥5,280  ¥7,920  1027116491 

金融の仕組みと働き（※） 岡村 秀夫 2017 9784641184374 ¥4,840  ¥7,260  1026405248 

地方財政を学ぶ （476） （※） 沼尾 波子 2017 9784641184350 ¥5,280  ¥7,920  1025376202 

テキストブック現代財政学 （475） （※） 植田 和弘 2016 9784641184329 ¥5,940  ¥8,910  1025376203 

保険学 補訂版（460） （※） 近見 正彦 2016 9784641184343 ¥5,280  ¥7,920  1024589451 

アカデミック・スキル入門 ―大学での学びをアクティブにする― （※） 伊藤 奈賀子 2016 9784641184305 ¥3,740  ¥5,610  1024118138 

広告コミュニケーション研究ハンドブック （474） （※） 水野 由多加 2015 9784641184275 ¥8,360  ¥12,540  1020598938 

公共政策学の基礎 新版（106） （※） 秋吉 貴雄 2015 9784641184282 ¥5,720  ¥8,580  1020083577 

入門証券市場論 第3版補訂（407） （※） 釜江 廣志 2015 9784641184299 ¥5,280  ¥7,920  1019748864 

ケースに学ぶマーケティング （473） （※） 青木 幸弘 2015 9784641184268 ¥4,840  ¥7,260  1019533010 

テキストブック開発経済学 第3版 （※） 
ジェトロ・アジア
経済研究所 

2015 9784641184220 ¥5,060  ¥7,590  1019023637 

少年法入門 第6版（81） （※） 澤登 俊雄 2015 9784641184251 ¥5,720  ¥8,580  1018441487 

公共マネジメント ―組織論で読み解く地方公務員―（471） （※） 田尾 雅夫 2015 9784641184237 ¥5,060  ¥7,590  1018194115 

現代財政を学ぶ（※） 池上 岳彦 2015 9784641184244 ¥5,280  ¥7,920  1017973149 

広報・PR論 ―パブリック・リレーションズの理論と実際―（470） （※） 伊吹 勇亮 2014 9784641184213 ¥5,280  ¥7,920  1016972281 

新・シネマで法学 （94） （※） 野田 進 2014 9784641184190 ¥5,500  ¥8,250  1016824334 

はじめて学ぶリスクと保険  第4版 （※） 下和田 功 2014 9784641184206 ¥6,160  ¥9,240  1016480237 

認知心理学ハンドブック（※） 
日本認知心理
学会 

2013 9784641184169 ¥7,700  ¥11,550  1016480261 

ケースに学ぶ国際経営 （468） （※） 吉原 英樹 2013 9784641184152 ¥6,160  ¥9,240  1016480246 
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Lega l  ques t  
◆基本の徹底から，柔軟な法的思考力へ◆  
法科大学院時代の今，法学部で習得しておくべき「基本とは何か」を追求したテキスト・シリーズ。判
例・学説の理論状況を織り交ぜた丁寧な解説に定評があります。分野によっては，事案解決能力を
養うための練習問題も加え，読者を「法科大学院をめざす人に求められる水準」へと導くことをめざ
しています。 

大学の専門課程の基本科目を徹底的に重視した１科目１冊のスタンダード・テキスト・シリーズ。
ゆったりとしたページ・レイアウトのなかに豊富な図表や具体例を収め，重要ポイントを示すなど，
読みやすさとわかりやすさにねらいを絞りました。 

学生のための基礎的なテキスト・参考書としてだけでなく，生涯学習時代にふさわしい一般市
民向けの教養書，国際感覚を養うのに役立つビジネス書など，幅広いラインナップです。 

 有斐閣選書  

 有斐閣Ｓ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 

よくわかる税法入門 第12版 （※） 三木 義一 2018 9784641281424 ¥4,620  ¥6,930  1027882416 

よくわかる税法入門 第11版 （※） ◆新版販売中(第12版) 三木 義一 2017 9784641281417 ¥4,620  ¥6,930  1026634647 

排除と差別の社会学 新版（ 1671） 好井 裕明 2016 9784641281400 ¥7,260  ¥9,680  1025376205 

よくわかる税法入門 第10版 （※） ◆新版販売中(第12版) 三木 義一 2016 9784641281394 ¥4,620  ¥6,930  1021588064 

国際協力 ―その新しい潮流―第3版（207） （※） 下村 恭民 2016 9784641281387 ¥4,840  ¥7,260  1020782101 

基本的人権の事件簿 ―憲法の世界へ―第5版（185） （※） 棟居 快行 2015 9784641281356 ¥4,180  ¥6,270  1019533002 

よくわかる法人税法入門 第2版 （※） 三木 義一 2015 9784641281370 ¥4,840  ¥7,260  1018683937 

日本のジェンダーを考える （1667） （※） 川口 章 2013 9784641281325 ¥4,180  ¥6,270  1016480241 

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 

債権総論 第4版（民法 ; 3 22） （※） 野村 豊弘 2018 9784641159501 ¥4,180  ¥6,270  1027882417 

総則 第4版（民法 ; 1 1） （※） 山田 卓生 2018 9784641159495 ¥3,960  ¥5,940  1027296171 

物権 第4版（民法 2 (13) （※） 淡路 剛久 2017 9784641159471 ¥4,180  ¥6,270  1026634648 

民事訴訟法 第7版（43） （※） 上原 敏夫 2017 9784641159464 ¥3,740  ¥5,610  1025599568 

東アジア近現代史 新版（35） （※） 上原 一慶 2015 9784641159457 ¥5,720  ¥8,580  1020598940 

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 

親族・相続 第4版（ 民法 6） （※） 前田 陽一 2017 9784641179318 ¥5,940  ¥8,910  1024943439 

経済法 第2版 （※） 泉水 文雄 2015 9784641179288 ¥6,380  ¥9,570  1018441490 

民事訴訟法 第2版 （※） ◆新版販売中(第3版) 三木 浩一 2015 9784641179257 ¥8,580  ¥12,870  1018441484 

会社法 第3版 （※） ◆新版販売中(第4版) 伊藤 靖史 2015 9784641179271 ¥6,380  ¥9,570  1018441482 

親族・相続 第3版（ 民法 6） （※） ◆新版販売中(第4版) 前田 陽一 2015 9784641179264 ¥5,940  ¥8,910  1018441479 

行政法 第3版 （※） 稲葉 馨 2015 9784641179240 ¥5,720  ¥8,580  1018441475 

国際私法  （※） 中西 康 2014 9784641179127 ¥6,380  ¥9,570  1016480222 

人権 （ 憲法 2） （※） ◆新版販売中(第2版) 毛利 透 2013 9784641179233 ¥6,160  ¥9,240  1016480170 
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民法関連  

1 総則編  
 ―基本原則と基本概念の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641137707  

発行年 2017 商品コード 1025193917 

本シリーズでは、根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視する。契約の成立・効力・
効果帰属に関する一般法であり、「市民社会の構成原理」として民法の全体像を示すも
のとして、民法総則を考える。債権法改正に対応！ ２色刷。 

2 物権編  
 ―財産の帰属と変動の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784641137233  

発行年 2015 商品コード 1019748850 

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。2は、民法の要を占める
「物」に対する権利(所有権)について、その変動や意義、保護などを解説するほか、共同
所有の延長と位置づけられる法人制度も取り上げる。 

3 担保編  
 ―物的担保・人的担保の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641137554  

発行年 2016 商品コード 1023366601 

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。3は、担保物権と保証・連帯
債務を扱い、民法における債権担保の全体像を機能的に把握することを目指す。債権法
改正案に対応。 

4 債権編  
 ―契約債権の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641137523  

発行年 2016 商品コード 1023366602 

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。4は、民法「第3編債権第1章
総則」を取り上げ、「債権」を「契約債権」に重点を置いて把握するとともに、その「実現」と
いう観点から解説する。債権法改正案に対応。 

5 契約編  
 ―各種契約の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641137424  

発行年 2016 商品コード 1022699139 

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。5は、民法「第3編第2章契
約」を「各種契約の法」として把握できるよう解説する。現行法とともに、債権法改正案の
条数も掲げる。 

6 不法行為編  
 ―法定債権の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784641137219  

発行年 2015 商品コード 1019748851 

大学の法学部における民法の教育・学習のためのテキスト。6は、約定とならぶ債権の発
生原因である不法行為・不当利得・事務管理(=法定債権)を、「救済(あるいは責任)の法」
として再構成することを試みる。 

7 家族編  
 ―女性と子どもの法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784641136946  

発行年 2014 商品コード 1017332784 

抽象的な「人」ではなく，人格・家族関係の主体としての「人」を中心とした民法（親族法）
を学ぶ。親しみやすくわかりやすい叙述。図表を駆使すると共に，各ユニットに，統括する
問い，重要な文章や用語を明示し，学びを助ける工夫を凝らす。２色刷。 

8 相続編  
 ―遺産管理の法―  （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784641137639  

発行年 2017 商品コード 1024943440 

相続法が財産法と家族法の交点に位置づけられることから、これを「遺産管理の法」とし
て把握する。親しみやすくわかりやすい叙述。図表を駆使すると共に、各ユニットに、統
括する問い、重要な文章や用語を明示し、学びを助ける工夫を凝らす。２色刷。 

新基本民法シリーズ〈全8巻〉 
大 村  敦 志  著  

民法の根底にある基本的な考え方を学ぶことを重視した「新基本民法シリーズ」 

新基本民法 全8巻 揃価格 同時１アクセス(本体) ：￥31,900 同時３アクセス(本体) ：￥47,850 

※2017年5月26日、民法の一部を改正する法律（債権法改正法案）は参議院本会議で可決成立しました。（6月2日に公布され、公布より3年以内に施行される予定。） 

  1巻～6巻につきまして、改正法案に基づくものですが、「法案」を「新法」に、「案●●条」を「新●●条」に読み替えていただければ、新報の下で使用可能なものとして書かれています。 
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営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

民法関連  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

独仏法における法定解除の歴史と 
論理 （大阪市立大学法学叢書 64） 

同時1アクセス(本体) ¥22,770 

同時3アクセス(本体) ¥30,360 

冊子版ISBN 9784641048218  

著編者名 杉本 好央 発行年 2018 商品コード 1028301464 

2017年に成立した民法改正には、法定解除に関して理論的な問題が存在する。本書では独仏法における一般的な
法定解除の歴史的展開を素材とする考察を行う。そして、独仏法における一般的な法定解除の形成と展開を支えた
論理を明らかにして、本改正に対する示唆を行う。 

不法行為法  
 ―民法を学ぶ―第2版 （※） 

同時1アクセス(本体) ¥8,140 

同時3アクセス(本体) ¥12,210 

冊子版ISBN 9784641137226  

著編者名 窪田 充見 発行年 2018 商品コード 1027882418 

不法行為法の基本的構造を理解させることに主眼を置いた「丁寧な」テキスト。行間を埋めるような、言葉を尽くした
筆致はスムーズな読解を助け、無理なく通読できる。平成29年の民法改正や、初版刊行後の重要判例も織り込んだ
第2版。 

倒産処理法入門 第5版 （※） 

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 9784641137899  

著編者名 山本 和彦 発行年 2018 商品コード 1027659369 

定評ある倒産法入門テキストの最新版。コラムを大幅に増やし、より興味をもって読み進められる構成に。破産、民
事再生、会社更生、特別清算、そして私的整理や倒産ADRに至るまで、倒産手続の全体を簡潔に、かつわかりやす
く解説。 

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 

家事事件手続 ―裁判実務フロンティア― 矢尾 和子 2017 9784641137530 ¥10,890  ¥14,520  1028301462 

解説民法 (債権法) 改正のポイント 大村 敦志 2017 9784641137356 ¥10,560  ¥14,080  1027659365 

民法総則 （民法概論 1） （※） 山野目 章夫 2017 9784641137783 ¥7,040  ¥10,560  1027116478 

契約法 （※） 中田 裕康 2017 9784641137318 ¥10,560  ¥15,840  1026405244 

不法行為責任内容論序説 長野 史寛 2017 9784641137684 ¥17,820  ¥23,760  1025881747 

民法visual materials 第2版 （※） 池田 真朗 2017 9784641137745 ¥4,400  ¥6,600  1025376191 

民法(全) （※） 潮見 佳男 2017 9784641137660 ¥9,900  ¥14,850  1025376190 

信託法 （現代民法 別巻） （※） 道垣内 弘人 2017 9784641137653 ¥7,700  ¥11,550  1025193920 

担保物権法 第4版（現代民法 3） （※） 道垣内 弘人 2017 9784641137769 ¥7,040  ¥10,560  1025193919 

包括的担保法の諸問題 （上智大学法学叢書 第38巻） 佐藤 岩昭 2017 9784641137677 ¥18,810  ¥25,080  1025193918 

家族法 ―民法を学ぶ―第3版 （※） 窪田 充見 2017 9784641137592 ¥9,020  ¥13,530  1024775783 

不法行為法 第5版 （※） 吉村 良一 2017 9784641137646 ¥5,940  ¥8,910  1024775782 

法の扉を開く （広がる民法 1 ; 入門編） （※） 大村 敦志 2017 9784641137615 ¥5,060  ¥7,590  1024775781 

弁護士の紛争解決力 
 ―元裁判官による実践的ケースで学ぶ― 

高世 三郎 2017 9784641125926 ¥7,260  ¥9,680  1024322173 
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民法関連  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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 

物権判例30! （Start up . 民法 2） （※） 水津 太郎 2017 9784641137851 ¥3,520  ¥5,280  1027441281 

総則判例30! （Start up . 民法 ; 1） （※） 原田 昌和 2017 9784641137820 ¥3,520  ¥5,280  1027296170 

親族・相続判例30! （Start up . 民法 5） （※） 青竹 美佳 2017 9784641137844 ¥3,520  ¥5,280  1027116481 

債権各論判例30! （Start up . 民法 4） （※） 中原 太郎 2017 9784641137790 ¥3,520  ¥5,280  1027116480 

債権総論判例30! （Start up . 民法 3） （※） 田高 寛貴 2017 9784641137776 ¥3,520  ¥5,280  1026634649 

アクチュアル民事の訴訟 補訂版 （※） 福永 有利 2016 9784641137493 ¥4,840  ¥7,260  1023668637 

相続法の立法的課題 水野 紀子 2016 9784641137332 ¥12,210  ¥16,280  1022024364 

民事訴訟法の現代的課題 （民事手続法研究 1） 山本 和彦 2016 9784641137264 ¥36,300  ¥48,400  1021588065 

民事訴訟における争点形成 （上智大学法学叢書 第37巻） 安西 明子 2016 9784641137325 ¥16,830  ¥22,440  1020782096 

公共訴訟の救済法理 （同志社大学法学叢書 3） 川嶋 四郎 2016 9784641137417 ¥23,100  ¥30,800  1020782095 

民事訴訟法概論 （※） 高橋 宏志 2016 9784641137349 ¥7,480  ¥11,220  1020782094 

民事手続原則の限界 = The bounds of principles in civil justice 長谷部 由起子 2016 9784641137301 ¥17,820  ¥23,760  1020598928 

消費者契約の経済分析 西内 康人 2016 9784641137288 ¥17,490  ¥23,320  1020598923 

親族・相続 補訂版（民法概論 5） （※） 川井 健 2015 9784641137363 ¥6,380  ¥9,570  1020598924 

日本民法学の新たな時代 ―星野英一先生追悼― 高 翔龍 2015 9784641137189 ¥72,600  ¥96,800  1020296374 

民事手続の現代的使命 ―伊藤眞先生古稀祝賀論文集― 高橋 宏志 2015 9784641136861 ¥92,400  ¥123,200  1020083574 

子ども法 大村 敦志 2015 9784641125766 ¥8,250  ¥11,000  1020083572 

中途解除と契約の内容規制 丸山 絵美子 2015 9784641137257 ¥25,410  ¥33,880  1020083571 

読解民事訴訟法 = Die übersichtliche Einführung in das 
Zivilprozessrecht （※） 

勅使川原 和彦 2015 9784641136892 ¥6,160  ¥9,240  1019748855 

民法読解 親族編 大村 敦志 2015 9784641137073 ¥23,100  ¥30,800  1019748853 

実践PL法 第2版 
日本弁護士連合会消
費者問題対策委員会 

2015 9784641136922 ¥7,920  ¥10,560  1019748852 

民法学を語る 大村 敦志 2015 9784641137240 ¥7,920  ¥10,560  1019748849 

民法論集 第10巻 星野 英一 2015 9784641136830 ¥39,600  ¥52,800  1019748848 

非典型担保法の課題 （現代民法研究 2） 道垣内 弘人 2015 9784641137165 ¥18,480  ¥24,640  1019533003 

信託法実務判例研究 新井 誠 2015 9784641136908 ¥12,540  ¥16,720  1019023636 

要件事実の基礎 ―裁判官による法的判断の構造―新版 
（※） 

伊藤 滋夫 2015 9784641137080 ¥10,340  ¥15,510  1018683935 

離婚判例ガイド 第3版（Case G） 二宮 周平 2015 9784641137042 ¥10,230  ¥13,640  1018441478 

民事裁判過程論 土屋 文昭 2015 9784641137028 ¥5,060  ¥7,590  1018194114 
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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 

民事再生法入門 第2版 （※） 松下 淳一 2014 9784641137066 ¥3,960  ¥5,940  1017332788 

家事事件手続法 ―理論・解釈・運用― 高田 裕成 2014 9784641137035 ¥11,880  ¥15,840  1017332787 

担保・執行・倒産の現在 
 ―事例への実務対応―（Jurist books Professional） 

伊藤 眞 2014 9784641136816 ¥11,550  ¥15,400  1017332782 

現代裁判を考える ―民事裁判のヴィジョンを索めて― （※） 田中 成明 2014 9784641125759 ¥7,040  ¥10,560  1017332778 

講義物権・担保物権法 第2版 （※） 安永 正昭 2014 9784641136977 ¥8,360  ¥12,540  1017162603 

破産法・民事再生法 第3版 （※） 伊藤 眞 2014 9784641136731 ¥17,160  ¥25,740  1016972274 

倒産法制の現代的課題 （民事手続法研究 2） 山本 和彦 2014 9784641136762 ¥25,740  ¥34,320  1016972273 

担保物権・債権総論 第3版（民法判例集） （※） 瀬川 信久 2014 9784641136915 ¥6,380  ¥9,570  1016972270 

事情変更法理と契約規範 吉政 知広 2014 9784641136786 ¥15,840  ¥21,120  1016824336 

契約締結過程における正当な信頼 ―契約形成論の研究― 山城 一真 2014 9784641136854 ¥25,740  ¥34,320  1016824335 

重点講義民事訴訟法 第2版補訂版（下） 高橋 宏志 2014 9784641136885 ¥15,950  ¥22,330  1016819914 

民事訴訟法  第4版補訂版 （※） ◆新版販売中(第5版) 伊藤 眞 2014 9784641136823 ¥11,220  ¥16,830  1016671265 

成年後見制度 ―法の理論と実務― 第2版 新井 誠 2014 9784641136588 ¥14,520  ¥19,360  1016671261 

契約書作成の実務と書式 
 ―企業実務家視点の雛形とその解説― 

阿部・井窪・片山法
律事務所 

2014 9784641136595 ¥14,520  ¥19,360  1016606022 

民事裁判実務の基礎 . 刑事裁判実務の基礎 渡辺 弘 2014 9784641125704 ¥6,270  ¥8,360  1016606019 

将来債権譲渡担保と倒産手続 和田 勝行 2014 9784641136694 ¥13,200  ¥17,600  1016480202 

ライブ争点整理 （※） 林 道晴 2014 9784641136670 ¥5,280  ¥7,920  1016480200 

不法行為法における名誉概念の変遷 建部 雅 2014 9784641136649 ¥13,530  ¥18,040  1016480195 

信託法  第4版 （※） 新井 誠 2014 9784641136663 ¥9,900  ¥14,850  1016480190 

民事訴訟における手続運営の理論 三木 浩一 2013 9784641136533 ¥33,000  ¥44,000  1016480199 

契約の危殆化と債務不履行 松井 和彦 2013 9784641136540 ¥22,770  ¥30,360  1016480194 

星野英一先生の想い出 内田 貴 2013 9784641125629 ¥9,900  ¥13,200  1016480189 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

民事訴訟による集合的権利 
保護の立法と理論 

三木 浩一 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641137431 

同時１アクセス(本体) ¥26,400  

同時３アクセス(本体) ¥35,200 

商品コード 1027116482 

民事訴訟法 第5版 （※） 

伊藤 眞 著 2016年刊行 

冊子版ISBN 9784641137608 

同時１アクセス(本体) ¥11,440  

同時３アクセス(本体) ¥17,160  

商品コード 1024118129 

民法関連  
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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 

重点講義民事訴訟法  第2版補訂版（上） 高橋 宏志 2013 9784641136557 ¥15,675  ¥21,945  1014001232 

家族法 民法を学ぶ ―民法を学ぶ― 第2版 
◆新版販売中(第3版) 

窪田 充見 2013 9784641136342 ¥11,000  ¥15,400  1014001225 

重点講義民事訴訟法 第2版（下） 
◆新版販売中(第2版補訂版) 

高橋 宏志 2012 9784641136274 ¥15,675  ¥21,945  1014001231 

民法講義 第３版（1） （※） 山本 敬三 2011 9784641135253 ¥9,900  ¥14,850  1025800338 

不法行為判例に学ぶ ―社会と法の接点― 大村 敦志 2011 9784641136083 ¥8,250  ¥11,550  1014001224 

債権回収法講義  第2版 森田 修 2011 9784641136007 ¥9,900  ¥13,860  1014001223 

ステップアップ民事事実認定 土屋 文昭 2010 9784641135970 ¥6,325  ¥8,855  1014001186 

家族法改正 ―婚姻・親子関係を中心に― 中田 裕康 2010 9784641135987 ¥9,900  ¥13,860  1014001177 

民事再生法入門 松下 淳一 2009 9784641135338 ¥4,950  ¥6,930  1014001233 

講義 物権・担保物権法 安永 正昭 2009 9784641135369 ¥11,000  ¥15,400  1014001220 

もうひとつの基本民法Ⅱ 大村 敦志 2007 9784641134973 ¥6,050  ¥8,470  1014001222 

もうひとつの基本民法Ⅰ 大村 敦志 2005 9784641133853 ¥6,050  ¥8,470  1014001219 

民法の”なぜ”がわかる 前田 達明 2005 9784641133860 ¥7,700  ¥10,780  1014001218 

マルチラテラル民法 池田 真朗 2002 9784641132924 ¥9,350  ¥13,090  1014001217 

民法トライアル教室 磯村 保 1999 9784641132269 ¥8,800  ¥12,320  1014001215 

民法解釈方法に関する十二講 広中 俊雄 1997 9784641038721 ¥6,875  ¥9,625  1014001214 

取引関係における違法行為とその法的処理  
―制度間競合論の視点から― 

奥田 昌道 1996 9784641038578 ¥6,141  ¥8,597  1014001175 

判例に学ぶ民法 星野 英一 1994 9784641037939 ¥7,287  ¥10,202  1014001213 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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アクセス 

(本体) 
商品コード 

信託の設定・信託財産 （1） 能見 善久 2013 9784641136311 ¥10,560  ¥14,080  1016480193 

受託者 （2） 能見 善久 2014 9784641136632 ¥13,860  ¥18,480  1016606018 

受益者等・委託者 （3） 能見 善久 2015 9784641137004 ¥13,200  ¥17,600  1020296375 

信託の変更・終了・特例等 （4） 能見 善久 2016 9784641137516 ¥13,200  ¥17,600  1026405243 

■信託法セミナー シリーズ 
ジュリスト連載「信託法セミナー」を
追加収録を加えて単行本化。 
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憲法関連  

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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 

機関争訟の「法律上の争訟」性 西上 治 2017 9784641227309 ¥27,390  ¥36,520  1027659361 

立憲主義と日本国憲法 = Constitutionalism and the 
constitution of Japan 第4版 （※） 

高橋 和之 2017 9784641227255 ¥6,820  ¥10,230  1025193914 

憲法 = Japanese constitutional law 第3版 （※） 渋谷 秀樹 2017 9784641227231 ¥12,980  ¥19,470  1025193913 

憲法の論理 長谷部 恭男 2017 9784641227163 ¥14,850  ¥19,800  1025193912 

国民の権利及び義務 1 （有斐閣コンメンタール . 注釈日本
国憲法 2） 

長谷部 恭男 2017 9784641017979 ¥20,790  ¥27,720  1024775779 

憲法の時間 （※） 井上 典之 2016 9784641227118 ¥4,180  ¥6,270  1025376189 

憲法判例50! （Start up） （※） 上田 健介 2016 9784641227194 ¥3,960  ¥5,940  1024322174 

憲法判例集 第11版（有斐閣新書） （※） 野中 俊彦 2016 9784641091603 ¥2,200  ¥3,300  1024015019 

スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える （※） 松井 茂記 2016 9784641227057 ¥5,060  ¥7,590  1023668632 

判例憲法 第3版 （※） 大石 眞 2016 9784641227033 ¥5,940  ¥8,910  1023366596 

一歩先への憲法入門 （※） 片桐 直人 2016 9784641131965 ¥4,840  ¥7,260  1022699135 

憲法9条と安保法制 ―政府の新たな憲法解釈の検証― 阪田 雅裕 2016 9784641227101 ¥8,580  ¥11,440  1022295557 

古典で読む憲法 （※） 曽我部 真裕 2016 9784641131859 ¥5,500  ¥8,250  1021588063 

トピックからはじめる統治制度 ―憲法を考える― （※） 笹田 栄司 2015 9784641131880 ¥4,180  ¥6,270  1019748845 

検証・安保法案 ―どこが憲法違反か― 長谷部 恭男 2015 9784641131927 ¥4,290  ¥5,720  1019023635 

現代人権論の起点 （上智大学法学叢書 第35巻） 矢島 基美 2015 9784641131590 ¥15,840  ¥21,120  1018441473 

憲法学読本 第2版 （※） 安西 文雄 2014 9784641131729 ¥5,940  ¥8,910  1017332780 

アメリカ憲法判例 続 （※） 憲法訴訟研究会 2014 9784641048133 ¥13,640  ¥20,460  1016972279 

国家作用の本質と体系 1 仲野 武志 2014 9784641131538 ¥25,080  ¥33,440  1016480181 

番号法の逐条解説 
◆新版販売中(第2版) 

宇賀 克也 2014 9784641131583 ¥9,570  ¥12,760  1016480180 

憲法講義 1  第3版 （※） 大石 眞 2014 9784641131606 ¥5,940  ¥8,910  1016480173 

法治国家観の展開 ―法治主義の普遍化的近代化と現代化― 高田 敏 2013 9784641131286 ¥33,000  ¥44,000  1016480174 

政府の憲法解釈 （※） 阪田 雅裕 2013 9784641131484 ¥7,260  ¥10,890  1016480169 

立憲主義と日本国憲法 = Constitutionalism and the 
constitution of Japan  第3版 （※） ◆新版販売中(第4版) 

高橋 和之 2013 9784641131446 ¥6,600  ¥9,900  1016480168 

LAW IN CONTEXT 憲法 ―法律問題を読み解く35の事例― 松井 茂記 2010 9784641130845 ¥7,975  ¥11,165  1014001209 

芦部憲法学を読む ―統治機構論― 高見 勝利 2004 9784641129597 ¥11,000  ¥15,400  1014001205 

憲法学Ⅰ 憲法総論 芦部 信喜 1992 9784641031685 ¥9,350  ¥13,090  1014001204 

憲法判例 第8版 （※） 

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 9784641227453  

著編者名 戸松 秀典 発行年 2018 商品コード 1027659360 

憲法を学ぶ上で重要な判例・裁判例を網羅。事実や判旨のほか、個別意見も一部収載。第８版では、再婚禁止期間、
夫婦同氏制、GPS捜査、およびNHK受信料に関する最高裁判例など、2017年までの重要判例を収録してアップデー
トを図った。 
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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 

ポイントレクチャー保険法 第2版 （※） 甘利 公人 2017 9784641137738 ¥5,720  ¥8,580  1027659366 

商法判例集 第7版 （※） 山下 友信 2017 9784641137837 ¥7,040  ¥10,560  1026634650 

会社訴訟・紛争実務の基礎 ―ケースで学ぶ実務対応― （※） 三笘 裕 2017 9784641137622 ¥5,280  ¥7,920  1026405246 

会社法判例の読み方 ―判例分析の第一歩― （※） 飯田 秀総 2017 9784641137752 ¥6,820  ¥10,230  1025599567 

会社法大要 第2版 （※） 龍田 節 2017 9784641137509 ¥9,900  ¥14,850  1025193921 

会社法要説 第2版 （※） 落合 誠一 2016 9784641137561 ¥5,500  ¥8,250  1024015023 

株主と会社役員をめぐる法的課題 近藤 光男 2016 9784641137486 ¥28,050  ¥37,400  1024015022 

会社法の継受と収斂 （大阪市立大学法学叢書 63） 高橋 英治 2016 9784641137394 ¥28,050  ¥37,400  1022295559 

会社法のみちしるべ （※） 大塚 英明 2016 9784641137370 ¥3,300  ¥4,950  1020782093 

会社法事例演習教材 第3版 （※） 前田 雅弘 2016 9784641137400 ¥6,600  ¥9,900  1020598926 

ひとりで学ぶ会社法 （※） 

著編者名 久保 大作 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 9784641137813  商品コード 1028063213 

Stage１からStage３まで段階的にレベルアップしていく仕立ての演習書。Stage１（25問）・Stage２（18問）・Stage３（６
問）で49問を収録。基礎から応用まで、会社法事例の考え方を徹底的に学ぶ。頑張るひとの背中を強く押す一書。 

保険法 上 （※） 

著編者名 山下 友信 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784641137912  商品コード 1028063212 

2005年刊行『保険法』を2008年制定の保険法をはじめとした法改正に対応させ、２分冊として全面改訂。保険契約の
プロセスに着目した構成で、業法にも言及し、保険法の全体像を明らかにする。民法（債権関係）改正にも対応。上
巻では総論と保険契約の成立を扱う。 

株主の利益に反する経営の適法性と持続可能性  ―会社が築く豊かで住みよい社会― 

著編者名 草野 耕一 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784641137943  商品コード 1027882420 

企業の非営利活動は「株主利益の最大化」という会社法の大原則と両立するのか、経営者はこれを継続的に実施で
きるのか。長年弁護士として企業経営者の隣に立ってきた経験と数理的な知見を生かして分析、実践可能な行動指
針を導く。 

商法総則・商行為法 第7版（有斐閣法律学叢書） （※） 

著編者名 近藤 光男 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 9784641137981  商品コード 1027659367 

簡潔・明瞭な記述によって商法総則・商行為法の基本的知識を分かりやすく解説する好評のテキストの最新版。平
成25年刊行の前版以降の新判例を補い、平成26年会社法改正や平成29年民法（債権法）改正といった重要な法改
正にも対応した記述に改訂。 

商法関連  

27 

2019年2月 



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 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。   ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

書名 著編者 発行年 冊子版ＩＳＢＮ 
同時１アクセス 
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同時３アクセス 
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会社法のみちしるべ （※） 大塚 英明 2016 9784641137370 ¥3,300  ¥4,950  1020782093 

会社法事例演習教材 第3版 （※） 前田 雅弘 2016 9784641137400 ¥6,600  ¥9,900  1020598926 

平成26年会社法改正 ―会社実務における影響と判例の
読み方―（Jurist books） 

岩原 紳作 2015 9784641137141 ¥4,400  ¥6,160  1019748854 

会社法 第14版（リーガルマインド） （※） 弥永 真生 2015 9784641137059 ¥7,040  ¥10,560  1019533005 

商業登記法入門 （※） 神崎 満治郎 2015 9784641137172 ¥5,720  ¥8,580  1019533004 

ポイントレクチャー会社法 第2版 （※） 近藤 光男 2015 9784641137097 ¥8,360  ¥12,540  1018858752 

現代会社法入門 第4版 （※） 北村 雅史 2015 9784641137134 ¥6,380  ¥9,570  1018858751 

企業金融と会社法・資本市場規制 = Law of corporate 
finance and securities regulation 

久保田 安彦 2015 9784641137103 ¥19,800  ¥26,400  1018683938 

不正競争防止法 （※） 茶園 成樹 2015 9784641144774 ¥5,280  ¥7,920  1018441492 

会社法・関連法令条文集 第2版 （※） 江頭 憲治郎 2015 9784641001473 ¥7,700  ¥11,550  1018441483 

平成26年改正会社法 ―改正の経緯とポイント― 
 規則対応補訂版 （※） 

野村 修也 2015 9784641137196 ¥5,940  ¥7,920  1018194117 

商事法の研究 山下 友信 2015 9784641136991 ¥22,440  ¥29,920  1017819747 

平成26年改正会社法 ―改正の経緯とポイント―  
◆新版販売中(規則対応補訂版) 

野村 修也 2014 9784641136960 ¥5,940  ¥7,920  1017332786 

商法判例集 第6版 （※） ◆新版販売中(第7版) 山下 友信 2014 9784641136953 ¥6,820  ¥10,230  1016972271 

会社法・関連法令条文集 （※） ◆新版販売中(第2版) 江頭 憲治郎 2014 9784641001114 ¥7,700  ¥11,550  1016824338 

商法総則・商行為法  第2版補訂版（リーガルマインド） （※） 弥永 真生 2014 9784641136847 ¥4,400  ¥6,600  1016824337 

商事法の新しい礎石 ―落合誠一先生古稀記念― 飯田 秀総 2014 9784641136618 ¥62,700  ¥83,600  1016671264 

リーガルマインド会社法  第13版 弥永 真生 2012 9784641136281 ¥8,250  ¥11,550  1014001228 

改正会社法セミナー （企業統治編） 江頭 憲治郎 2006 9784641134560 ¥10,450  ¥14,630  1014001179 

改正会社法セミナー （株式編） 江頭 憲治郎 2005 9784641133822 ¥11,550  ¥16,170  1014001178 

商法関連  
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(本体) 
商品コード 

ミャンマー新投資法・改正会社法 ―最新実務を踏まえて― 
西村あさひ法律
事務所 

2018 9784641048201 ¥11,550  ¥15,400  1028063215 

独禁法講義 第8版 （※） 白石 忠志 2018 9784641243088 ¥4,840  ¥7,260  1027659375 

経済法の現代的課題 ―舟田正之先生古稀祝賀― 金井 貴嗣 2017 9784641144910 ¥56,100  ¥74,800  1026634654 

セオリー&プラクティス経済政策 （有斐閣コンパクト） （※） 柳川 隆 2017 9784641164994 ¥4,620  ¥6,930  1025376200 

事例で学ぶ独占禁止法 （※） 鈴木 孝之 2017 9784641144576 ¥10,120  ¥15,180  1025193924 

独占禁止法 第3版 （※） 白石 忠志 2016 9784641144934 ¥12,320  ¥18,480  1024322177 

M&A法大系 
森・濱田松本法
律事務所 

2015 9784641136984 ¥31,350  ¥41,800  1020598925 

企業統治の法と経済 
 ―比較制度分析の視点で見るガバナンス― 

田中 亘 2015 9784641164543 ¥12,540  ¥16,720  1020083573 

独占禁止法概説 第5版 （※） 根岸 哲 2015 9784641144828 ¥8,800  ¥13,200  1019748860 

ケーススタディ経済法 （※） 大久保 直樹 2015 9784641144767 ¥5,720  ¥8,580  1018441489 

条文から学ぶ独占禁止法 （※） 土田 和博 2014 9784641144705 ¥5,500  ¥8,250  1016972276 

独禁法講義  第7版 （※） ◆新版販売中(第8版) 白石 忠志 2014 9784641144651 ¥5,280  ¥7,920  1016480216 

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 

租税法判例六法 第3版 （※） 中里 実 2017 9784641001510 ¥6,380  ¥9,570  1025881746 

新実務家のための税務相談 民法編 本山 敦 2017 9784641131972 ¥10,560  ¥14,080  1025599565 

所得課税の国際的側面 渕 圭吾 2016 9784641227125 ¥21,780  ¥29,040  1023668635 

税法入門 第7版（有斐閣新書 [A61]） （※） 金子 宏 2016 9784641091597 ¥4,620  ¥6,930  1022699137 

租税法判例六法 第2版 （※） ◆新版販売中(第3版) 中里 実 2015 9784641001480 ¥6,380  ¥9,570  1019533001 

租税法概説 第2版 （※） 中里 実 2015 9784641131781 ¥6,380  ¥9,570  1018858750 

クロスボーダー取引課税のフロンティア （西村高等法務研
究所理論と実務の架橋シリーズ） 

中里 実 2014 9784641131705 ¥13,860  ¥18,480  1017332781 

租税法と市場 金子 宏 2014 9784641131668 ¥24,090  ¥32,120  1016671262 

現代租税の理論と思想 = Theory and thoughts of modern 
taxation 

宮本 憲一 2014 9784641164246 ¥13,860  ¥18,480  1016480238 

ビジネス・タックス ―企業税制の理論と実務― 中里 実 2005 9784641129757 ¥12,650  ¥17,710  1014001173 

経済法関連  
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刑法総論判例50! （Start up） （※） 十河 太朗 2016 9784641139213 ¥3,960  ¥5,940  1024322176 

講義刑法学・各論 （※） 井田 良 2016 9784641139176 ¥9,240  ¥13,860  1024015024 

刑法総論 第3版 （※） 山口 厚 2016 9784641139152 ¥6,820  ¥10,230  1020782097 

エクササイズ刑事訴訟法 （※） 粟田 知穂 2016 9784641139169 ¥3,960  ¥5,940  1020598930 

刑事弁護の基礎知識 （※） 岡 慎一 2015 9784641139145 ¥4,620  ¥6,930  1020598931 

逐条解説刑事収容施設法 第3版 
同時1アクセス(本体) ¥29,700 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

著編者名 林 眞琴 冊子版ISBN 9784641018457  

発行年 2017 商品コード 1027659372 

「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の信頼できる解説書。これまでの議論を踏まえ各条を理論的に
解説するとともに、重要な訓令・通達の内容に触れながら、矯正実務における運用を明らかにする。本法および関連法
令の改正等を踏まえ加筆・修正を加えた。 

刑法各論判例50! （Start up） （※） 
同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

著編者名 十河 太朗 冊子版ISBN 9784641139268  

発行年 2017 商品コード 1027296173 

いままでにない新しい判例教材。学習上の最重要判例を易しく丁寧に解説し、学生の理解を徹底サポート！ 判決文・決定
文を読む際に、どこにどのように着目すべきかを明確に指し示す。事案と判旨だけでは難解な事例も、《読み解きポイント》、
《この判決／決定が示したこと》、本文の隣に置いた注や基礎的な事項もおさえた《解説》で着実な理解に導く。 

刑事法入門 第8版 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

著編者名 大谷 實 冊子版ISBN 9784641139275  

発行年 2017 商品コード 1026888877 

初学者でも刑事法に関する基礎知識を身に付けることができるように工夫された入門書。刑法領域での性犯罪関連、
共謀罪、児童虐待等の新しい態様の犯罪、刑の一部執行猶予、刑訴法領域での国選弁護人制度の拡大、取調べの可
視化・司法取引等に対応した最新版。 

ケースブック刑法 第3版 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

著編者名 岩間 康夫 冊子版ISBN 9784641139190  

発行年 2017 商品コード 1025599569 

法科大学院の双方向型授業を想定した学習教材。重要判例と多彩な設問で、知識の定着、理論の体系的理解を助け
る。第３版では、判例、設問を一層厳選し大幅なコンパクト化を図ったほか、内容も再度吟味して、法科大学院での実践
的利用により資するものとした。 

入門刑事手続法 第7版 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

著編者名 三井 誠 冊子版ISBN 9784641139244  

発行年 2017 商品コード 1025193922 

本書は、刑事手続の実務と概要を手続の流れに沿って、平易かつ客観的な解説と豊富な統計・書式により、読者の基
礎知識の理解と整理に役立つものとなっている。初学者から法科大学院生まで幅広い読者の信頼を得ているテキスト。
2016年改正法にも対応。 
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ひとりで学ぶ刑法 （※） 安田 拓人 2015 9784641139008 ¥7,480  ¥11,220  1020598929 

少年法 = Juvenile law （※） 川出 敏裕 2015 9784641139121 ¥7,480  ¥11,220  1019748858 

刑事訴訟法 （※） 酒巻 匡 2015 9784641139060 ¥8,800  ¥13,200  1019748857 

刑法各論 第4版 （※） 中森 喜彦 2015 9784641139138 ¥7,260  ¥10,890  1019748856 

刑法 第3版 （※） 山口 厚 2015 9784641139084 ¥7,040  ¥10,560  1017819748 

強制捜査と任意捜査 新版 井上 正仁 2014 9784641139053 ¥22,440  ¥29,920  1017522743 

憲法的刑法学の展開 ―仏教思想を基盤として― 平川 宗信 2014 9784641042995 ¥22,440  ¥29,920  1017332790 

刑法事例演習教材 第2版 （※） 井田 良 2014 9784641139091 ¥6,160  ¥9,240  1017332789 

入門刑事手続法  第6版 （※） ◆新版販売中(第7版) 三井 誠 2014 9784641139022 ¥6,380  ¥9,570  1016480211 

刑法各論  第4版 （※） 斎藤 信治 2014 9784641139015 ¥8,360  ¥12,540  1016480208 

刑事法入門  第7版補訂版 （※） 大谷 實 2014 9784641139039 ¥4,840  ¥7,260  1016480205 

ケースブック刑事訴訟法  第4版 （※） 井上 正仁 2013 9784641042940 ¥12,980  ¥19,470  1016480210 

刑法 ―(全)― 第4版 / 船山泰範補訂（有斐閣双書） （※） 藤木 英雄 2013 9784641112827 ¥5,060  ¥7,590  1016480203 

来し方の記 ―刑事訴訟法との五〇年― 松尾 浩也 2008 9784641125285 ¥8,800  ¥12,320  1014001241 

刑事弁護の技術と倫理 ―刑事弁護の心・技・体― 佐藤 博史 2007 9784641042476 ¥10,450  ¥14,630  1014001230 

刑法と民法の対話 佐伯 仁志 2001 9784641132702 ¥8,250  ¥11,550  1014001216 

エキサイティング刑法 （各論） 大谷 實 2000 9784641041851 ¥7,700  ¥10,780  1014001235 

エキサイティング刑法 （総論） 大谷 實 1999 9784641041783 ¥7,975  ¥11,165  1014001234 

刑事手続法 1 三井 誠 1997 9784641041592 ¥6,050  ¥8,470  1017961636 

捜査手段としての通信・会話の傍受 井上 正仁 1997 9784641041639 ¥10,450  ¥14,630  1014001192 
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日本の労働市場 ―経済学者の視点― （※） 川口 大司 2017 9784641165120 ¥7,920  ¥11,880  1028700575 

労働経済学 ―理論と実証をつなぐ― （※） 川口 大司 2017 9784641165076 ¥6,160  ¥9,240  1027659381 

判例労働法入門 第5版 （※） 野田 進 2017 9784641243002 ¥6,600  ¥9,900  1026634653 

事例演習労働法 第3版 （※） 水町 勇一郎 2017 9784641144972 ¥5,940  ¥8,910  1026634651 

派遣労働という働き方 ―市場と組織の間隙― 島貫 智行 2017 9784641164970 ¥14,190  ¥18,920  1025193927 

労働法の世界 第12版 （※） 中窪 裕也 2017 9784641144996 ¥7,480  ¥11,220  1025193923 

雇用差別禁止法制の展望 浅倉 むつ子 2016 9784641144668 ¥36,300  ¥48,400  1025376193 

労働契約法 第2版 （※） 土田 道夫 2016 9784641144866 ¥15,180  ¥22,770  1024589447 

労働法 第3版 （※） 荒木 尚志 2016 9784641144880 ¥12,320  ¥18,480  1023891751 

労働法 第6版 （※） ◆新版販売中(第7版) 水町 勇一郎 2016 9784641144873 ¥7,480  ¥11,220  1022024366 

企業変動における労働法の課題 野川 忍 2016 9784641144842 ¥15,510  ¥20,680  1022024365 

労働者像の多様化と労働法・社会保障法 村中 孝史 2015 9784641144736 ¥26,400  ¥35,200  1019748859 

ケースブック労働法 第4版 （※） 荒木 尚志 2015 9784641144743 ¥8,800  ¥13,200  1019533006 

労働法の世界 第11版 （※） ◆新版販売中(第12版) 中窪 裕也 2015 9784641144781 ¥7,480  ¥11,220  1018858754 

判例労働法入門 第4版 ◆新版販売中(第5版) 野田 進 2015 9784641144798 ¥9,570  ¥12,760  1018858753 

労働法 第12版（有斐閣双書プリマ・シリーズ） （※） 安枝 英訷 2014 9784641058507 ¥5,060  ¥7,590  1017332791 

キャリアのみかた ―図で見る110のポイント― 改訂版 （※） 阿部 正浩 2014 9784641164383 ¥4,180  ¥6,270  1016480243 

法と経済で読みとく雇用の世界 ―これからの雇用政策を
考える― 新版 

大内 伸哉 2014 9784641164291 ¥6,270  ¥8,360  1016480242 

労働法  第5版 （※） ◆新版販売中(第7版) 水町 勇一郎 2014 9784641144637 ¥7,480  ¥11,220  1016480213 

労働の正義を考えよう ―労働法判例からみえるもの― 大内 伸哉 2012 9784641144378 ¥9,350  ¥13,090  1014001245 

解雇規制を問い直す ―金銭解決の制度設計― 
同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

著編者名 大内 伸哉 冊子版ISBN 9784641165212  

発行年 2018 商品コード 1028506621 
日本型雇用システムが変容する中で、それを前提に構築されてきた解雇規制を今後も維持していくことが本当に望まし
いことなのか？ 過去の政策論議を振り返るとともに、国際比較から日本の解雇法制を特徴づけた上で、理論・実証分
析に基づく改革案を提示する。 

労働法 第7版 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

著編者名 水町 勇一郎 冊子版ISBN 9784641243095  

発行年 2018 商品コード 1027659373 
労働法の背景にある歴史や社会の基盤を踏まえて労働法の理論と動態を明快に描出。多数の事例を通じた解説、裁
判例の詳細な紹介・分析や理論的考察で、初学者から実務家、研究者まで、幅広いニーズに応える。働き方改革関連
法案の内容も反映、益々充実の最新第７版。 

「同一労働同一賃金」のすべて 
同時1アクセス(本体) ¥6,270 

同時3アクセス(本体) ¥8,360 

著編者名 水町 勇一郎 冊子版ISBN 9784641243071  

発行年 2018 商品コード 1027441283 
「同一労働同一賃金」の実現へと改革が進む。労使それぞれに衝撃を与え、大きな変革を迫るが、確かな理解に基づきあ
るべき方向へと進めるために、どのように向き合い取り組むべきか。第一線に立つ著者が、経緯をたどり、現在位置と今後
の方向性を強く指し示す。 
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実証から学ぶ国際経済 （※） 清田 耕造 2017 9784641165175 ¥6,160  ¥9,240  1027116486 

越境犯罪の国際的規制 石井 由梨佳 2017 9784641046801 ¥27,390  ¥36,520  1025881748 

よくわかる入管法 第4版 山田 鐐一 2017 9784641227132 ¥7,920  ¥10,560  1025193915 

演習国際私法case 30 = 30 exercises on private 
international law （※） 

櫻田 嘉章 2016 9784641046764 ¥7,480  ¥11,220  1025376196 

国際関係学講義 第5版 （※） 原 彬久 2016 9784641149168 ¥5,060  ¥7,590  1024118131 

国際行政法の存立基盤 山本 草二 2016 9784641046771 ¥39,600  ¥52,800  1023668638 

旅券法逐条解説 旅券法研究会 2016 9784641018389 ¥13,860  ¥18,480  1022295558 

国連安全保障理事会と憲章第7章 
 ―集団安全保障制度の創造的展開とその課題― 

佐藤 哲夫 2015 9784641046757 ¥23,100  ¥30,800  1020598932 

国際政治学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） （※） 村田 晃嗣 2015 9784641177222 ¥4,840  ¥7,260  1020083576 

はじめてのEU法 （※） 庄司 克宏 2015 9784641048164 ¥5,500  ¥8,250  1019748861 

ケーススタディー国際関係私法 （※） 野村 美明 2015 9784641046719 ¥5,280  ¥7,920  1017522744 

宇宙ビジネスのための宇宙法入門 （※） 小塚 荘一郎 2015 9784641125728 ¥8,580  ¥11,440  1017522741 

重層的地域としてのアジア ―対立と共存の構図― 大庭 三枝 2014 9784641149106 ¥12,870  ¥17,160  1017332799 

国際仲裁と企業戦略 = International arbitration and 
corporate strategy （西村高等法務研究所理論と実務の架
橋シリーズ） 

三木 浩一 2014 9784641046702 ¥26,070  ¥34,760  1017332797 

国際法における緊急避難 山田 卓平 2014 9784641046733 ¥13,200  ¥17,600  1017332796 

国際取引法 第4版 （※） 佐野 寛 2014 9784641046726 ¥5,500  ¥8,250  1016972278 

基本経済条約集  第2版 （※） 小寺 彰 2014 9784641001459 ¥5,280  ¥7,920  1016824339 

安全保障の国際政治学 ―焦りと傲り― 第2版 土山 実男 2014 9784641149038 ¥10,560  ¥14,080  1016480226 

ポイント国際私法 各論  第2版 （※） 道垣内 正人 2014 9784641046672 ¥5,280  ¥7,920  1016480221 

基本国際法  第2版 （※） 杉原 高嶺 2014 9784641046689 ¥4,620  ¥6,930  1016480220 

ポイント国際私法 総論  第2版 道垣内 正人 2007 9784641046412 ¥6,050  ¥8,470  1014001250 

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 

環境法basic = Essentials of environmental law 第2版 
（※） 

大塚 直 2016 9784641137547 ¥8,800  ¥13,200  1023668636 

環境法basic = Essentials of environmental law （※）  
◆新版販売中(第2版) 

大塚 直 2013 9784641136502 ¥8,360  ¥12,540  1016480188 

新・国際売買契約ハンドブック 

同時1アクセス(本体) ¥13,530 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784641046740  

著編者名 住友商事株式会社法務部 発行年 2018 商品コード 1027296175 

国際売買取引の実務において座右の書として愛用されてきた『国際売買契約ハンドブック』を全面的にアップデート。法
律・実務の基礎知識の明解な解説から、実践的な実務解説と多様な文例までを盛り込み、実務に携わるすべての人が
様々な場面で活用できる１冊。 
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特許法 第2版 （※） 茶園 成樹 2017 9784641243019 ¥7,040  ¥10,560  1027296174 

標準特許法 第6版 （※） 高林 龍 2017 9784641243064 ¥5,720  ¥8,580  1027116483 

知的財産法入門 第2版 （※） 茶園 成樹 2017 9784641144989 ¥5,720  ¥8,580  1024943443 

入門知的財産法 （※） 平嶋 竜太 2016 9784641144811 ¥5,720  ¥8,580  1025376195 

標準著作権法 = Copyright law from the ground up 第3版 （※） 高林 龍 2016 9784641144965 ¥5,940  ¥8,910  1024589448 

国際特許管理の日本的展開 
 ―GEと東芝の提携による生成と発展― 

西村 成弘 2016 9784641164819 ¥13,860  ¥18,480  1024118135 

著作権法入門 第2版 （※） 島並 良 2016 9784641144804 ¥5,720  ¥8,580  1024015025 

知的財産関係条約 （※） 茶園 成樹 2015 9784641144835 ¥7,040  ¥10,560  1020083575 

特許法入門 （※） 島並 良 2014 9784641144507 ¥7,480  ¥11,220  1017332795 

標準特許法 第5版 （※） ◆新版販売中(第6版) 高林 龍 2014 9784641144750 ¥5,720  ¥8,580  1017332794 

著作権法 第2版 （※） 中山 信弘 2014 9784641144699 ¥11,880  ¥17,820  1017162605 

知的財産訴訟の現在 ―訴訟代理人による判例評釈― 
中村合同特許法
律事務所 

2014 9784641144712 ¥33,000  ¥44,000  1016972277 

著作権法 （※） 茶園 成樹 2014 9784641144620 ¥5,720  ¥8,580  1016480219 

標準著作権法 = Copyright law from the ground up  第2版 
（※） ◆新版販売中(第3版) 

高林 龍 2013 9784641144590 ¥5,720  ¥8,580  1016480218 

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 

アメリカ憲法入門 第8版（外国法入門双書） （※） 松井 茂記 2018 9784641048232 ¥6,380  ¥9,570  1027659376 

個人情報保護法の逐条解説 ―個人情報保護法・行政機関個人情
報保護法・独立行政法人等個人情報保護法―第5版  
◆新版販売中(第6版) 

宇賀 克也 2016 9784641227088 ¥18,150  ¥24,200  1024015020 

新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・独立
行政法人等情報公開法―第7版 

宇賀 克也 2016 9784641227170 ¥9,240  ¥12,320  1023891748 

現代中国法入門 第7版（外国法入門双書） （※） 高見澤 磨 2016 9784641048171 ¥6,380  ¥9,570  1021588068 

ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末期ドイツの諸
国家学 （上智大学法学叢書 第36巻） 

松本 尚子 2016 9784641048157 ¥16,500  ¥22,000  1021588067 

インターネット法 = Internet law 松井 茂記 2015 9784641125834 ¥9,570  ¥12,760  1023366595 

新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・独立
行政法人等情報公開法― 第6版 ◆新版販売中(第7版) 

宇賀 克也 2014 9784641131651 ¥8,250  ¥11,000  1016480185 

はじめてのアメリカ法 = Inspiring American law  補訂版 （※） 樋口 範雄 2013 9784641048126 ¥4,840  ¥7,260  1016480223 

個人情報保護法の逐条解説 ―個人情報保護法・行政機関個人情
報保護法・独立行政法人等個人情報保護法― 第4版  
◆新版販売中(第6版) 

宇賀 克也 2013 9784641131507 ¥12,540  ¥16,720  1016480184 

公文書管理法 ―条文解説 (ミニコンメンタール) : 行政情
報二法のポイントとともに― 

藤原 静雄 2013 9784641131569 ¥4,950  ¥6,600  1016480178 

個人情報保護法の逐条解説 
 ―個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・

独立行政法人等個人情報保護法―第6版 

同時1アクセス(本体) ¥18,150 

同時3アクセス(本体) ¥24,200 

冊子版ISBN 9784641227507  

著編者名 宇賀 克也 発行年 2018 商品コード 1028301459 

個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法のすべてを対象とし、個人情報保
護条例、裁判例、審査会答申や、政令改正、個人情報保護委員会規則、ガイドラインの改訂をも踏まえた信頼のコ
ンメンタールの最新版。 

知的財産権・著作権・特許法関連  

その他法律関連  
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判例の読み方 ―シッシー&ワッシーと学ぶ― （※） 青木 人志 2017 9784641125957 ¥1,760  ¥2,640  1025193909 

家事事件手続法 第3版 （※） 梶村 太市 2016 9784641136373 ¥12,100  ¥18,150  1024589446 

法を学ぶ人のための文章作法 = Writing strategies for 
those studying law （※） 

井田 良 2016 9784641125896 ¥4,180  ¥6,270  1024322172 

子どもへの司法面接 ―考え方・進め方とトレーニング = 
Forensic/Investigative interviews with children : theory, 
practice, and training― 

仲 真紀子 2016 9784641174139 ¥9,570  ¥12,760  1023891756 

数理法務のすすめ （※） 草野 耕一 2016 9784641125889 ¥8,360  ¥12,540  1023891747 

法律学習マニュアル 第4版 （※） 弥永 真生 2016 9784641125841 ¥4,400  ¥6,600  1023366594 

法学再入門秘密の扉 = A new initiation to law world 民事
法篇 （※） 

木庭 顕 2016 9784641125865 ¥10,120  ¥15,180  1022699138 

裁判と法律学 ―『最高裁回想録』補遺― 藤田 宙靖 2016 9784641125810 ¥10,890  ¥14,520  1022699136 

法学入門 新版 （※） 田中 成明 2016 9784641125858 ¥4,840  ¥7,260  1020598921 

法と社会科学をつなぐ （※） 飯田 高 2016 9784641125803 ¥4,620  ¥6,930  1020598920 

リーガル・リサーチ&リポート = Legal research & report （
※） 

田高 寛貴 2015 9784641125735 ¥3,520  ¥5,280  1018194112 

法哲学 （※） 瀧川 裕英 2014 9784641125674 ¥6,160  ¥9,240  1017332779 

法解釈入門 ―「法的」に考えるための第一歩― （※）  
◆新版販売中(増訂版) 

山下 純司 2013 9784641125636 ¥4,180  ¥6,270  1016480164 

条文の読み方 
法制執務用語研
究会 

2012 9784641125544 ¥2,200  ¥3,080  1014001203 

判例セレクト ―2001-2008― 法学教室編集室 2010 9784641125476 ¥6,875  ¥9,625  1014001202 

法律学習マニュアル  第3版 ◆新版販売中(第4版) 弥永 真生 2009 9784641125360 ¥5,500  ¥7,700  1014001201 

自分で考えるちょっと違った法学入門  第3版 道垣内 正人 2007 9784641125094 ¥6,050  ¥8,470  1014001200 

コモン・ベーシック弁護士倫理 加藤 新太郎 2006 9784641134744 ¥8,800  ¥12,320  1014001229 

判例セレクト ―86～'00―（法学教室増刊） - 2002 9784641027763 ¥8,800  ¥12,320  1014001199 

問題演習基本七法 
 ―憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/
刑法/刑事訴訟法― （※） 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784641126039  

著編者名 法学教室編集室 発行年 2018 商品コード 1028506618 

「法学教室」誌で好評の演習欄１年分（七法分野×12問）を１冊に。事例問題を解くことは訓練をしないとできません。
論点を探し、規範を考え、事実をあてはめる──本書で集中的に訓練をしよう。定期試験はもちろん、法科大学院入
試や予備試験等の対策に最適です。 

法解釈入門 
 ―「法的」に考えるための第一歩―補訂版 

（※） 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784641126015  

著編者名 山下 純司 発行年 2018 商品コード 1027882414 

法律学の基本である法解釈を、憲・民・刑と異なる分野の著者が丁寧に解説。法を解釈する思考過程をできるだけ
具体的に文章化し、法律分野ごとの考え方の特徴を明らかにする。法解釈の初歩から実践までを体感できる、好評
の書。法改正に対応した補訂版。 
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ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略 
 ―組織からコミュニティのデザインへ― 

中野 勉 2017 9784641164840 ¥8,580  ¥11,440  1027659383 

ハイブリッド製品の開発戦略 ―日本アニメーション産業におけ
る新技術と既存技術の統合マネジメント― 

一小路 武安 2017 9784641165199 ¥13,860  ¥18,480  1027659382 

中小企業の事業承継 中村 廉平 2017 9784641137387 ¥9,900  ¥13,200  1027296172 

ブランド戦略論 （※） 田中 洋 2017 9784641165106 ¥8,800  ¥13,200  1027116488 

アカウンタビリティから経営倫理へ ―経済を超えるために― 國部 克彦 2017 9784641165137 ¥8,910  ¥11,880  1027116487 

高等商業学校の経営史 ―学校と企業・国家― 長廣 利崇 2017 9784641165113 ¥17,820  ¥23,760  1026888879 

ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス （※） 森下 哲朗 2017 9784641046795 ¥8,140  ¥12,210  1026405247 

日本経済論・入門 
 ―戦後復興からアベノミクスまで―新版 （※） 

八代 尚宏 2017 9784641165038 ¥4,180  ¥6,270  1025881755 

スマートグリッド・エコノミクス ―フィールド実験・行動経済学・
ビッグデータが拓くエビデンス政策― 

依田 高典 2017 9784641165052 ¥9,240  ¥12,320  1025881754 

経営の経済学 = Business economics 第3版 （※） 丸山 雅祥 2017 9784641164956 ¥6,600  ¥9,900  1025881752 

マクロ経済学 第2版 （※） 二神 孝一 2017 9784641165021 ¥7,040  ¥10,560  1025376198 

経済史 ―いまを知り,未来を生きるために― （※） 

著編者名 小野塚 知二 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784641165151  商品コード 1028700574 

経済はなぜ成長するのか？ 人類はいかにして生存してきたのか？ 経済はいかに成長してきたのか？ これらの問い
を入口として、近代前から、分業、市場、貨幣といった経済学の用語のみならず、権力、文化、共同体等人文科学の基本
的な概念も用いて俯瞰する歴史。 

現代社会と経済倫理 （※） 

著編者名 永合 位行 発行年 2018 

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 9784641165274  商品コード 1028506622 

製造業の品質偽装、長時間労働と過労死、職場のハラスメントなど、新聞やニュースで取り上げられる経済倫理に関わ
るさまざまな問題を題材に、企業・労働者・消費者に求められる行動とは何かを、さらには経済社会のあるべき姿とは何
かを模索する。 

アナリストのための財務諸表分析とバリュエーション （※） 

著編者名 S.H. ペンマン 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784641165236  商品コード 1028063216 

財務諸表を企業価値の評価にどう役立てればよいか、その分析をどのようにして投資につなげていくかの理論と方法を、
詳細に解説。会計とファイナンスを体系的かつ実践的に架橋した、コロンビア大学ビジネススクール教授による定評ある
テキスト、2013年刊行の原書第5版が日本語に。 

マーケティングをつかむ 新版（Textbooks tsukamu） （※） 

著編者名 黒岩 健一郎 発行年 2018 

同時1アクセス(本体) ¥4,620 同時3アクセス(本体) ¥6,930 

冊子版ISBN 9784641177253  商品コード 1027116489 

バランスのとれた解説で、好評を博してきたテキストを全面的に刷新。最新動向までを楽しみながら理解し、学ぶことが
できる入門書の決定版。討議用「ケース」を用意し、アクティブ・ラーニングやケース・メソッドに則った講義にふさわしい内
容を実現。 
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新しいマンション標準管理規約 ―2016年改正― 浅見 泰司 2017 9784641137691 ¥7,920  ¥10,560  1025376192 

プラットフォーム企業のグローバル戦略 
 ―オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム― 

立本 博文 2017 9784641165014 ¥17,820  ¥23,760  1025193926 

日本のビジネスシステム ―その原理と革新― 加護野 忠男 2016 9784641164918 ¥8,580  ¥11,440  1025881756 

環境経済学をつかむ 第3版（Textbooks tsukamu） （※） 栗山 浩一 2016 9784641177246 ¥5,280  ¥7,920  1024589452 

グローバル化とショック波及の経済学 
 ―地方自治体・企業・個人の対応― 

小川 光 2016 9784641164857 ¥8,580  ¥11,440  1024589450 

フェイス・トゥ・フェイス・ブック 
 ―クチコミ・マーケティングの効果を最大限に高める秘訣― 

エド・ケラー 2016 9784641164949 ¥8,580  ¥11,440  1024322181 

日本経済史 ―近世から現代まで―（Y21） （※） 沢井 実 2016 9784641164888 ¥8,140  ¥12,210  1024118132 

イノベーション時代の競争政策 
 ―研究・特許・プラットフォームの法と経済― 

小田切 宏之 2016 9784641164963 ¥9,240  ¥12,320  1024118130 

新・流通と商業 第6版 （※） 鈴木 安昭 2016 9784641164673 ¥5,060  ¥8,580  1024015027 

コミュニティー・キャピタル 
 ―中国・温州企業家ネットワークの繁栄と限界― 

西口 敏宏 2016 9784641164826 ¥22,440  ¥29,920  1023891755 

マクロ経済学 新版（New liberal arts selection） （※） 齊藤 誠 2016 9784641053847 ¥9,240  ¥13,860  1023891752 

入門・マーケティング戦略 （※） 池尾 恭一 2016 9784641164864 ¥4,620  ¥6,930  1023668641 

組織のなかで人を育てる 
 ―企業内人材育成とキャリア形成の方法― 

佐藤 厚 2016 9784641164758 ¥7,920  ¥10,560  1023366604 

大戦後資本主義の変質と展開 ―米国の世界経済戦略のもとで― 井村 喜代子 2016 9784641164536 ¥14,850  ¥19,800  1022699142 

酒類流通システムのダイナミズム 二宮 麻里 2016 9784641164789 ¥13,860  ¥18,480  1021588071 

企業会計入門 ―考えて学ぶ―補訂版 （※） 斎藤 静樹 2016 9784641164772 ¥3,960  ¥5,940  1020782105 

組織の経済学入門 ―新制度派経済学アプローチ = 
Introduction to organizational economics : new institutional 
economics approaches―改訂版 （※） 

菊沢 研宗 2016 9784641164765 ¥6,160  ¥9,240  1020782104 

競争を味方につけるマーケティング 
 ―脱コモディティ化のための新発想― 

勝又 壮太郎 2016 9784641164680 ¥6,270  ¥8,360  1020598939 

経営の再生 ―戦略の時代・組織の時代―第4版 （※） 高橋 伸夫 2016 9784641164703 ¥6,160  ¥9,240  1020598935 

ゲーム理論ワークブック （※） 岡田 章 2015 9784641164635 ¥4,180  ¥6,270  1020782099 

製品開発の現地化 
 ―デンソーに見る本社組織の変化と知識連携― 

金 熙珍 2015 9784641164666 ¥13,860  ¥18,480  1020598937 

外部マーケティング資源としての消費者行動 
 ―市場の異質性から競争優位を獲得する― 

西本 章宏 2015 9784641164642 ¥10,890  ¥14,520  1020296381 

現場の情報化 ―IT利用実践の組織論的研究― 松嶋 登 2015 9784641164598 ¥16,500  ¥22,000  1019533009 

経営学で考える = Managementthink （※） 高橋 伸夫 2015 9784641164611 ¥7,040  ¥10,560  1019533008 

宝塚ファンから読み解く超高関与消費者へのマーケティング = 
Marketing for ultra‐high involvement consumers 

和田 充夫 2015 9784641164574 ¥6,600  ¥8,800  1018858761 

人生を変えるMBA ―「神戸方式」で学ぶ最先端の経営学― 
神戸大学専門
職大学院 

2015 9784641164604 ¥5,940  ¥7,920  1018858760 

  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

BEPSとグローバル経済活動  
（西村高等法務研究所理論と実務の架橋シリーズ） 

中里 実 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641227279 

同時１アクセス(本体) ¥17,820  

同時３アクセス(本体) ¥23,760  

商品コード 1026888876 

フォロワーが語るリーダーシップ 
―認められるリーダーの研究― 

小野 善生 著 2016年刊行 

冊子版ISBN 9784641164871 

同時１アクセス(本体) ¥19,470  

同時３アクセス(本体) ¥25,960  

商品コード 1024322179 
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オープン・イノベーションのマネジメント 
 ―高い経営成果を生む仕組みづくり― 

米倉 誠一郎 2015 9784641164581 ¥7,920  ¥10,560  1018858758 

入門・日本経済 = Introduction to the Japanese economy 第5版 （※） 浅子 和美 2015 9784641164567 ¥7,700  ¥11,550  1018858757 

企業会計入門 ―考えて学ぶ― （※） ◆新版販売中(補訂版) 斎藤 静樹 2014 9784641164512 ¥3,960  ¥5,940  1017332806 

多国籍企業の量産知識 
 ―海外子会社の能力構築と本国量産活動のダイナミクス― 

大木 清弘 2014 9784641164529 ¥12,210  ¥16,280  1017332804 

生物多様性保全の経済学 大沼 あゆみ 2014 9784641164475 ¥8,250  ¥11,000  1017332802 

企業の経済学 ―構造と成長― 中林 真幸 2014 9784641164437 ¥12,540  ¥16,720  1017332800 

ブランド戦略全書 （※） 田中 洋 2014 9784641164505 ¥5,500  ¥8,250  1017162609 

デュアル・ブランド戦略 ―NB and/or PB― 矢作 敏行 2014 9784641164499 ¥10,890  ¥14,520  1017162608 

不正リスク管理・有事対応 
 ―経営戦略に活かすリスクマネジメント― 

山口 利昭 2014 9784641136878 ¥7,920  ¥10,560  1016972272 

企業家学のすすめ （※） 宮本 又郎 2014 9784641164345 ¥8,360  ¥16,720  1016606024 

変貌する資本主義と現代社会 ―貨幣・神・情報― 正村 俊之 2014 9784641173972 ¥6,930  ¥9,240  1016480257 

事業創成 ―イノベーション戦略の彼岸― （※） 小林 敏男 2014 9784641164376 ¥4,620  ¥6,930  1016480251 

学習を促す組織文化 
 ―マルチレベル・アプローチによる実証分析― 

北居 明 2014 9784641164130 ¥12,210  ¥16,280  1016480249 

グローバル製品開発戦略 
 ―日本コカ・コーラ社の成功と日本ペプシコ社の撤退― 

多田 和美 2014 9784641164253 ¥12,540  ¥16,720  1016480248 

マネジメント・コントロール ―8つのケースから考える人と企業
経営の方向性― （※） 

横田 絵理 2014 9784641164222 ¥4,840  ¥7,260  1016480247 

中小企業・ベンチャー企業論 ―グローバルと地域のはざまで
― 新版（有斐閣コンパクト） （※） 

植田 浩史 2014 9784641164314 ¥5,280  ¥7,920  1016480234 

ソーシャル・エンタプライズ論 ―自立をめざす事業の核心― （※） 鈴木 良隆 2014 9784641164390 ¥5,280  ¥7,920  1016480229 

行動経済学 ―伝統的経済学との統合による新しい経済学を
目指して― （※） 

大垣 昌夫 2014 9784641164260 ¥5,280  ¥7,920  1016480228 

エコノリーガル・スタディーズのすすめ 
 ―社会を見通す法学と経済学の複眼思考― （※） 

柳川 隆 2014 9784641164321 ¥5,940  ¥8,910  1016480166 

日本の消費者はなぜタフなのか 
 ―日本的・現代的特性とマーケティング対応― 

三浦 俊彦 2013 9784641164215 ¥14,190  ¥18,920  1016480256 

現代マーケティング・リサーチ ―市場を読み解くデータ分析― （※） 照井 伸彦 2013 9784641164161 ¥5,940  ¥8,910  1016480254 

類似性の構造と判断 ―他者との比較が消費者行動を変える― 澁谷 覚 2013 9784641164154 ¥14,850  ¥19,800  1016480253 

演習式マクロ経済学・入門  補訂版 （※） 福田 慎一 2013 9784641164239 ¥5,500  ¥8,250  1016480231 

入門・経済学  第3版 （※） 薮下 史郎 2013 9784641164192 ¥6,380  ¥9,570  1016480227 

人事と法の対話 ―新たな融合を目指して― （※） 守島 基博 2013 9784641144521 ¥4,180  ¥6,270  1016480214 

経営者の報酬の法的規律 伊藤 靖史 2013 9784641136571 ¥19,140  ¥25,520  1016480196 

顧客志向の新製品開発 
 ―マーケティングと技術のインタフェイス― 

川上 智子 2005 9784641162396 ¥11,220  ¥14,960  1026831095 

経済･経営関連  
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政治学 （※） 新川 敏光 2017 9784641149229 ¥4,400  ¥6,600  1027116484 

日本政治史 ―外交と権力―増補版 （※） 北岡 伸一 2017 9784641149199 ¥4,400  ¥6,600  1025599570 

番号法の逐条解説 第2版 宇賀 克也 2016 9784641227187 ¥10,890  ¥14,520  1024118128 

少子化は止められるか? ―政策課題と今後のあり方― 阿部 正浩 2016 9784641164727 ¥6,600  ¥8,800  1023891753 

FTA・TPPの政治学 ―貿易自由化と安全保障・社会保障― 大矢根 聡 2016 9784641149151 ¥12,540  ¥16,720  1023668640 

ジェンダーの政治経済学 ―福祉国家・市場・家族― 原 伸子 2016 9784641174016 ¥12,870  ¥17,160  1020598934 

第二の「戦後」の形成過程 
 ―1970年代日本の政治的・外交的再編― 

福永 文夫 2015 9784641149144 ¥14,850  ¥19,800  1022024367 

アカウンタビリティ改革の政治学 高橋 百合子 2015 9784641149120 ¥15,180  ¥20,240  1020598933 

崩壊国家と国際安全保障 
 ―ソマリアにみる新たな国家像の誕生― 

遠藤 貢 2015 9784641149137 ¥13,530  ¥18,040  1019748862 

現代日本政治史 ―政治改革と政権交代― （※） 薬師寺 克行 2014 9784641149090 ¥5,280  ¥7,920  1016824340 

政党内閣制の展開と崩壊一九二七?三六年 村井 良太 2014 9784641149021 ¥17,160  ¥22,880  1016480225 

Q&A番号法 （Jurist books） 水町 雅子 2014 9784641131613 ¥3,960  ¥5,280  1016480179 

新・国会事典 ―用語による国会法解説― 第3版 浅野 一郎 2014 9784641131699 ¥9,900  ¥13,860  1016101723 

産業政策のつくり方 ―アジアのベストプラクティスに学ぶ― 大野 健一 2013 9784641164185 ¥9,570  ¥12,760  1016480232 

原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ = Causal 
inference and political analysis― （※） 

久米 郁男 2013 9784641149076 ¥3,960  ¥5,940  1016480224 

新・国会事典 ―用語による国会法解説―第2版  
◆新版販売中(第3版) 

浅野 一郎 2008 9784641130401 ¥9,900  ¥13,860  1014001208 

現代日本の政党政治 
 ―選挙制度改革は何をもたらしたのか― 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥21,120 

著編者名 濱本 真輔 冊子版ISBN 9784641149250  

発行年 2018 商品コード 1028700573 

政党の離合集散が続く近年の日本政治。はたして1994年に行われた選挙制度改革は、期待通りの効果を日本政治に
もたらしたのだろうか。本書は、制度変化から議員行動、政党組織、政党政治に至るまで、制度改革後の日本政治の
変化を包括的に分析する。 

アメリカ政治史 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥5,720 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

著編者名 久保 文明 冊子版ISBN 9784641149212  

発行年 2018 商品コード 1027659378 

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 建国以来のアメリカ政治の流れを、内政を中心に、
外交や日米関係にもふれながら、丁寧に説明していく。歴史的展開のなかから、アメリカの政治・外交の特質を明らか
にする。その動向が、絶えず世界中から注視されているアメリカの今後を考えるのに最適。 

銀幕の大統領ロナルド・レーガン 
 ―現代大統領制と映画― 

同時1アクセス(本体) ¥12,870 

同時3アクセス(本体) ¥17,160 

著編者名 村田 晃嗣 冊子版ISBN 9784641149236  

発行年 2018 商品コード 1027659377 

ロナルド・レーガンは、ハリウッドからホワイトハウスに転じたただ一人の「銀幕の大統領」であり、彼の生涯は二十世紀
全体とほぼ重なっている。レーガンの生涯を通して、アメリカにおける現代大統領制と映画の、また政治と文化の相互
作用を分析・考察する。 
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実践財政学 ―基礎・理論・政策を学ぶ― （※） 赤井 伸郎 2017 9784641165045 ¥5,940  ¥8,910  1026634658 

財政学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） （※） 畑農 鋭矢 2015 9784641177239 ¥5,500  ¥8,250  1019748866 

公共経済学講義 ―理論から政策へ― （※） 須賀 晃一 2014 9784641164451 ¥8,580  ¥12,870  1016671263 

バブルとその崩壊1986～2000年 （日本財政の現代史 2） （※） 諸富 徹 2014 9784641164444 ¥6,600  ¥9,900  1016606025 

土建国家の時代1960～85年 （日本財政の現代史 1） （※） 井手 英策 2014 9784641164413 ¥6,160  ¥9,240  1016480240 

構造改革とその行き詰まり2001年～ （日本財政の現代史 3） 
（※） 

小西 砂千夫 2014 9784641164420 ¥6,600  ¥9,900  1016480239 

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 

自治体コンプライアンスの基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） 岡田 博史 2017 9784641227323 ¥8,580  ¥11,440  1026405242 

日本地方財政史 ―制度の背景と文脈をとらえる― 小西 砂千夫 2017 9784641164987 ¥14,520  ¥19,360  1025193925 

地方自治法概説 第7版 （※） 宇賀 克也 2017 9784641227224 ¥6,820  ¥10,230  1024775780 

地域ブランディングの論理 
 ―食文化資源を活用した地域多様性の創出― 

小林 哲 2016 9784641164802 ¥13,860  ¥18,480  1024118136 

空き家対策の実務 北村 喜宣 2016 9784641131996 ¥7,260  ¥9,680  1023366600 

地方自治法概説 第6版 （※） ◆新版販売中(第7版) 宇賀 克也 2015 9784641131767 ¥6,380  ¥9,570  1017819746 

ローカルからの再出発 ―日本と福井のガバナンス― 宇野 重規 2015 9784641149113 ¥13,200  ¥17,600  1017522745 

日本の地方財政 = Local government finance in Japan （※） 神野 直彦 2014 9784641164482 ¥4,400  ¥6,600  1017162606 

自治体政策法務 ―地域特性に適合した法環境の創造― 北村 喜宣 2011 9784641130999 ¥11,000  ¥15,400  1014001172 

財政と金融の法的構造 

同時1アクセス(本体) ¥23,100 

同時3アクセス(本体) ¥30,800 

冊子版ISBN 9784641227156  

著編者名 中里 実 発行年 2018 商品コード 1027659364 

現代的な金融取引の課税問題を考えるにあたり、基本原則に立ち返る──その必要性を実感した著者が、公法や私
法の分類、歴史学、経済学等、すべての枠を取り払う。金銭の本質について法的に検討し、国の財政・金融に関する
活動とそれをめぐる政策の基礎に横たわる法的構造を解明する。 

県都物語 ―47都心空間の近代をあるく― 
同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

著編者名 西村 幸夫 冊子版ISBN 9784641165168  

発行年 2018 商品コード 1027659379 

この街は、なぜこのような姿なのか？ 学界を代表する都市工学者が津々浦々を訪ねてまわり、都道府県の都心部の成
り立ちを論じる。都市計画の専門家ならではの視点で読む者に知的な愉楽を与える「教養のまちあるき」。 

分権政策法務の実践 
同時1アクセス(本体) ¥17,160 

同時3アクセス(本体) ¥22,880 

著編者名 北村 喜宣 冊子版ISBN 9784641227392  

発行年 2018 商品コード 1027441278 

分権改革の課題のひとつは法令をいかに地域特性に適合するようにするかである。その手段である条例に関して、憲法
94条を踏まえた解釈論、自治体の自主的な条例対応を支援する理論を提示するとともに、法律の実施における考え方を
事例に則して議論する。 
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日本商業史 
 ―商業・流通の発展プロセスをとらえる―（Y21） （※） 

廣田 誠 2017 9784641165069 ¥5,500  ¥8,250  1026888878 

小売企業の基盤強化 
 ―流通パワーシフトにおける関係と組織の再編― 

高嶋 克義 2015 9784641164628 ¥11,550  ¥15,400  1019748868 

人材サービス産業の新しい役割 
 ―就業機会とキャリアの質向上のために― 

佐藤 博樹 2014 9784641164338 ¥11,550  ¥15,400  1016606023 

サービス・イノベーション ―価値共創と新技術導入― （※） 南 知惠子 2014 9784641164468 ¥5,060  ¥10,120  1016606016 

商業まちづくり政策 ―日本における展開と政策評価― 渡辺 達朗 2014 9784641164352 ¥12,540  ¥16,720  1016480252 

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 

非伝統的金融政策 ―政策当事者としての視点― 宮尾 龍蔵 2016 9784641164901 ¥7,590  ¥10,120  1025376201 

金融 （※） 内田 浩史 2016 9784641164932 ¥7,480  ¥11,220  1024322178 

日本の公開買付け ―制度と実証― 田中 亘 2016 9784641137585 ¥25,080  ¥33,440  1024015021 

金融商品取引法 = Financial instruments and exchange 
law （※） 

黒沼 悦郎 2016 9784641136939 ¥17,600  ¥26,400  1023891750 

ベトナムのビジネス法務 （アジアビジネス法務の基礎） 
西村あさひ法律
事務所 

2016 9784641048195 ¥9,900  ¥13,200  1023668639 

新興国市場戦略論 ―拡大する中間層市場へ・日本企業
の新戦略―（東京大学ものづくり経営研究シリーズ） 

天野 倫文 2015 9784641164208 ¥13,530  ¥18,040  1020598936 

新・金融商品取引法読本 （※） 河本 一郎 2014 9784641136601 ¥8,140  ¥12,210  1017332792 

証券論 （※） 大村 敬一 2014 9784641164277 ¥8,800  ¥13,200  1016480236 

日本型ビジネスモデルの中国展開 伊丹 敬之 2013 9784641164178 ¥10,560  ¥14,080  1016480245 

金融と法 ―企業ファイナンス入門― 大垣 尚司 2010 9784641135635 ¥11,000  ¥15,400  1014001249 

金融システムの制度設計  
 ―停滞を乗り越える、歴史的、現代的、国際的
視点からの考察― 

福田 慎一 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641165090 

同時１アクセス(本体) ¥11,880  

同時３アクセス(本体) ¥15,840  

商品コード 1028506623 

金融商品取引法概説 第2版 （※） 

山下 友信 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641137011 

同時１アクセス(本体) ¥8,800  

同時３アクセス(本体) ¥13,200  

商品コード 1026634655 
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映像文化の社会学 （※） 長谷 正人 2016 9784641174245 ¥5,280  ¥7,920  1026634660 

政治変動期の圧力団体 辻中 豊 2016 9784641149182 ¥11,550  ¥15,400  1024589449 

文系のための環境科学入門 新版（有斐閣コンパクト） （※） 藤倉 良 2016 9784641174238 ¥5,060  ¥7,590  1022295561 

社会を数理で読み解く ―不平等とジレンマの構造― （※） 盛山 和夫 2015 9784641174085 ¥6,160  ¥9,240  1018858763 

社会意識からみた日本 ―階層意識の新次元― 数土 直紀 2015 9784641174115 ¥8,250  ¥11,000  1018683942 

国際社会学 （※） 宮島 喬 2015 9784641174061 ¥5,500  ¥8,250  1018441496 

スケープゴーティング 
 ―誰が、なぜ「やり玉」に挙げられるのか― 

釘原 直樹 2014 9784641174054 ¥8,580  ¥11,440  1017332813 

地域におけるソーシャル・エクスクルージョン 
 ―沖縄からの移住者コミュニティをめぐる地域福祉の課題― 

加山 弾 2014 9784641174030 ¥15,510  ¥20,680  1017332809 

現代日本の「社会の心」 ―計量社会意識論― （※） 吉川 徹 2014 9784641173989 ¥5,060  ¥10,120  1016606020 

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 

5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 （※） 阿部 正浩 2017 9784641174344 ¥3,960  ¥5,940  1026634663 

ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベーション 
 ―半導体レーザーの技術進化の日米比較― 

清水 洋 2016 9784641164697 ¥14,520  ¥19,360  1020782102 

建築ものづくり論 ―Architecture as "Architecture"― 
（東京大学ものづくり経営研究シリーズ） 

藤本 隆宏 2015 9784641164147 ¥13,530  ¥18,040  1021588070 

再生可能エネルギーの社会化 
 ―社会的受容性から問いなおす― 

丸山 康司 2014 9784641174023 ¥7,920  ¥10,560  1017332808 

計画の創発 ―サンシャイン計画と太陽光発電― 島本 実 2014 9784641164406 ¥16,500  ¥22,000  1017332805 

原発震災と避難  
―原子力政策の転換は可能か― 
（シリーズ被災地から未来を考える 1） 

長谷川 公一 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641174337 

同時１アクセス(本体) ¥13,860  

同時３アクセス(本体) ¥18,480  

商品コード 1028301466 

大人のための社会科 ―未来を語
るために― （※） 

井手 英策 著 2017年刊行 

冊子版ISBN 9784641149205 

同時１アクセス(本体) ¥3,300  

同時３アクセス(本体) ¥4,950  

商品コード 1025881750 
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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 

日本の介護 ―経済分析に基づく実態把握と政策評価― 中村 二朗 2017 9784641165144 ¥12,540  ¥16,720  1027116490 

社会保障法入門 第3版 （※） 西村 健一郎 2017 9784641144958 ¥4,620  ¥6,930  1024775786 

地域福祉の学びをデザインする （※） 上野谷 加代子 2016 9784641174191 ¥8,360  ¥12,540  1024118137 

合理的配慮 ―対話を開く,対話が拓く― 川島 聡 2016 9784641174221 ¥8,910  ¥11,880  1024118134 

マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム 
 ―エビデンスに基づく支援環境開発アプローチ― 

大島 巌 2016 9784641174153 ¥12,210  ¥16,280  1024015031 

ボランティアを生みだすもの ―利他の計量社会学― 三谷 はるよ 2016 9784641174276 ¥11,550  ¥15,400  1024015029 

福祉行政の基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） （※） 山口 道昭 2016 9784641227095 ¥4,620  ¥6,930  1023891749 

福祉国家の制度と組織 ―日本的特質の形成と展開― 佐々木 伯朗 2016 9784641164741 ¥13,530  ¥18,040  1020782100 

社会福祉のトポス ―社会福祉の新たな解釈を求めて― 岩田 正美 2016 9784641174160 ¥13,860  ¥18,480  1020083583 

社会福祉法入門 第3版 （※） 河野 正輝 2015 9784641144552 ¥4,620  ¥6,930  1019533011 

よくわかる社会保障法 
 ―understanding social security law― （※） 

西村 健一郎 2015 9784641144675 ¥5,060  ¥7,590  1018858755 

共生社会を切り開く ―障碍者福祉改革の羅針盤― 佐藤 久夫 2015 9784641174092 ¥7,150  ¥10,010  1018441500 

ソーシャルワーク実践モデルのD&D ―プラグマティック
EBPのためのM-D&D = Modified design and development 
of social work practice models : based on and facilitating 
pragmatic EBP― 

芝野 松次郎 2015 9784641174108 ¥14,190  ¥18,920  1018441498 

社会福祉研究のフロンティア （※） 岩崎 晋也 2014 9784641173996 ¥5,280  ¥7,920  1017162610 

社会福祉をつかむ 改訂版（Textbooks tsukamu） （※） 稲沢 公一 2014 9784641177215 ¥4,840  ¥7,260  1016972283 

社会保障法 （※） ◆新版販売中(第2版) 菊池 馨実 2014 9784641144606 ¥10,120  ¥15,180  1016671260 

社会保障法入門  第2版 （※） ◆新版販売中(第3版) 西村 健一郎 2014 9784641144613 ¥4,620  ¥6,930  1016480215 

生活保障のガバナンス 
 ―ジェンダーとお金の流れで読み解く― （※） 

大沢 真理 2013 9784641173941 ¥8,140  ¥12,210  1016480244 

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 

統計学 改訂版（New liberal arts selection） （※） 森棟 公夫 2015 9784641053809 ¥7,040  ¥10,560  1020083579 

基本統計学 第4版 （※） 宮川 公男 2015 9784641164550 ¥6,160  ¥9,240  1018683940 

社会保障法 第2版 （※） 
同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784641243040  

著編者名 菊池 馨実 発行年 2018 商品コード 1028301463 

法制度の解説、裁判例の動向、法理論の展開などを織り交ぜながら、歴史的経緯を踏まえた社会保障法の到達
点を明らかにする。初版刊行以降の各種制度改正に対応するとともに、全体にわたって記述の整序・見直しを行い
一層の充実をはかった最新版。 
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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 

ベストをつくす教育実習 ―強みを活かし実力を伸ばす― （※） 筒井 美紀 2017 9784641174320 ¥4,400  ¥6,600  1027659388 

教育をよみとく ―教育学的探究のすすめ― （※） 田中 耕治 2017 9784641174290 ¥3,300  ¥4,950  1025376207 

殻を突き破るキャリアデザイン 
 ―就活・将来の思い込みを解いて自由に生きる― （※） 

筒井 美紀 2016 9784641174252 ¥3,740  ¥5,610  1024015028 

学力・心理・家庭環境の経済分析 
 ―全国小中学生の追跡調査から見えてきたもの― 

赤林 英夫 2016 9784641164734 ¥10,230  ¥13,640  1023891754 

イタリア・アカデミックな歩きかた ―都市をめぐる教養散策― 丹野 義彦 2015 9784641174184 ¥8,250  ¥11,000  1019748872 

新しい教育評価入門 
 ―人を育てる評価のために―（有斐閣コンパクト） （※） 

西岡 加名恵 2015 9784641174078 ¥4,400  ¥6,600  1018858765 

教育心理学 第3版（ベーシック現代心理学 6） （※） 子安 増生 2015 9784641072459 ¥4,620  ¥6,930  1018441502 

大学生のためのキャリアデザイン入門 （※） 岩上 真珠 2014 9784641174009 ¥3,960  ¥7,920  1016606021 

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 

心理調査の基礎 
 ―心理学方法論を社会で活用するために― （※） 

佐藤 達哉 2017 9784641174283 ¥4,180  ¥6,270  1025881760 

法哲学と法哲学の対話 = A dialogue between 
jurisprudence and legal philosophy 

安藤 馨 2017 9784641125933 ¥8,250  ¥11,000  1025376197 

大学1年生のための伝わるレポートの書き方 （※） 都筑 学 2016 9784641174207 ¥3,080  ¥4,620  1023366605 

現代哲学キーワード （有斐閣双書 . Keyword series） （※） 野家 啓一 2016 9784641058880 ¥4,180  ¥6,270  1022024369 

幸福 (しあわせ) の構造 
 ―持続する幸福感と幸せな社会づくり― 

島井 哲志 2015 9784641174146 ¥7,590  ¥10,120  1019748869 

ことわざと心理学 ―人の行動と心を科学する = Proverbs 
and psychology : scientific approaches to human behavior 
and mind― （※） 

今田 寛 2015 9784641174122 ¥5,280  ¥7,920  1019023638 

臨床心理学 （New liberal arts selection） （※） 丹野 義彦 2015 9784641053793 ¥8,580  ¥12,870  1018858764 

心理学 新版 
（New liberal arts selection） （※） 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784641053861  

著編者名 無藤 隆 発行年 2018 商品コード 1027882422 

「大学４年間ずっと手元において学べる」好評の決定版テキスト、待望の新版化。心理学諸領域の知識や考え方、
対象を心理学全体の中に位置づけながら、豊富な図表を用い、丁寧に解説。専門領域や実務に進む上で必須の
知識や最新動向の学習にも最適 （二色刷） 
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