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C001 工業所有権法、知的財産法III 遠山　勉 知っておきたい特許法（21訂版） 朝陽会 1,800
C002 民法ＩＢ ＜1＞ 塩澤　一洋 法学六法'19 信山社 1,000
C003 刑法Ｉ 鎮目　征樹 刑法　第３版 有斐閣 3,200
C004 刑法Ｉ 鎮目　征樹 判例刑法総論　第７版 有斐閣 3,600
C005 民法ＩＢ ＜2＞、民法III 渕　史彦 民法基本判例集 （第３版補訂版） 勁草書房 2,200
C006 憲法II 藤井　樹也 憲法判例百選Ⅱ（第6版） 有斐閣 2,095

C007
（法律）演習IIIＢ/ⅣＢ （労働
法演習）（労働法論文演習）
（１）、（２）

原　昌登 コンパクト労働法 新世社 2,000

C008
（法律）演習IIIＢ/ⅣＢ （労働
法演習）（労働法論文演習）
（１）、（２）

原　昌登 労働判例百選　第9版（お取り寄せ） 有斐閣 2,400

C009
（法律）演習IIIＢ/演習IVＢ
（国際法）（１）、（２）

佐藤　義明 国際条約集2018年版 有斐閣 2,800

- （法律）演習IIIＢ 安部　圭介 The Torts Game Aspen Law & Business 品切
C010 （法律）演習IIIＢ 渡邉　知行 環境法判例百選（第3版） 有斐閣 2,900

C011
（法律）演習IIIＢ/ⅣＢ（１）
（２）、経済法

村上　政博 独占禁止法（第8版） 弘文堂 4,800

C012
（法律）演習IVＢ （労働法論文
演習）

原　昌登 労働法（第7版） 有斐閣 3,400

C013 （法律）演習IVＢ、比較法II 安部　圭介 アメリカ法判例百選 有斐閣 2,600

C014
（法律）演習IVＢ （行政法各
論）

巽　智彦 情報法概説 （第２版） 弘文堂 3,600

C015 家族法Ｉ・II 中村　恵 民法７親族・相続（第5版） 有斐閣 2,400
C016 国際法II 佐藤　義明 国際法基本判例50　第2版 三省堂 2,200
C017 現代法過程論 吾妻　聡 合理的配慮：対話を開く、対話が拓く 有斐閣 2,700
C018 民事手続法Ｉ 二羽　和彦 民事訴訟法概論 有斐閣 3,400
C019 商法III 北川　徹 商法Ⅰ―総則・商行為〔第６版〕 有斐閣 2,100
C020 刑事手続法 長沼　範良 刑事訴訟法　第5版 有斐閣 2,300
C021 比較法II 安部　圭介 BASIC英米法辞典 東京大学出版会 2,800
C022 環境法 渡邉　知行 環境法Basic(第２版) 有斐閣 4,000
C023 消費者法 北山　修悟 基本講義消費者法　第3版 日本評論社 2,800
C024 金融法 湯原　心一 基礎から学べる金融商品取引法　第４版 弘文堂 2,200
C025 （法律）演習Ｉ ＜3＞ 関　理秀 現代の裁判　第7版 有斐閣 1,700
C026 （法律）演習Ｉ ＜8＞ 鶴　恒介 法律学習マニュアル　第4版 有斐閣 2,000
C027 （法律）演習Ｉ ＜10＞ 高橋　朋子 法とは何か　新版 岩波書店 860
C028 （法律）演習Ｉ ＜13＞ 橋場　典子 子ども法 有斐閣 2,500
C029 （法律）演習Ｉ ＜14＞ 橋場　典子 「司法と福祉の連携」の展開と課題 現代人文社 6,000
C030 （法律）演習IIＢ 安部　圭介 超高齢社会の法律、何が問題なのか 朝日新聞出版 1,400
C401 （法律）演習IIＢ 安部　圭介 Ageing, Gender and Family Law（取り寄せ／高額品注意） Routledge 20,760
C031 （法律）演習IIＢ 武田　真一郎 行政判例百選Ⅱ（第7版） 有斐閣 2,300

C032 （法律）演習IIＢ/IIIＢ 佐藤　智晶 続・医療と法を考える―終末期医療ガイドライン 有斐閣 2,300
C033 （法律）演習IIＢ 上原　由起夫 民法判例百選 〈２〉 債権 （第８版） 有斐閣 2,300
C034 （法律）演習IIＢ 高部　道彦 演習刑法 （第２版） 東京大学出版会 3,800

C035
ＬＥII （民法III発展）（民法総
合）

渕　史彦 有斐閣判例六法　令和元年版（2019年10月刊行予定） 有斐閣
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C036 ＬＥIII （行政法の重要問題） 武田　真一郎 行政法の争点（新・法律学の争点シリーズ8） 有斐閣 2,900

C037
民事法特殊講義II （コンデンス
ト講義民法III）

北山　修悟 リーガルベイシス民法入門［第３版］ 日本経済新聞出版社 4,500

C038
民事法特殊講義III （数字でわか
る会社法）

湯原　心一 数字でわかる会社法 有斐閣 2,200

C039
民事法特殊講義III （国際取引
法）

横山　潤 国際私法 三省堂 4,500

C040 政治学原論 野口　雅弘 仕事としての学問 仕事としての政治 講談社 880
C041 （政治）演習IIＢ 平石　耕 自由からの逃走 東京創元社 1,700
C042 （政治）演習IIＢ 光田　剛 共産党宣言 岩波書店 520

C043 （政治）演習IIＢ 光田　剛 学問のすゝめ 岩波書店 780
C044 （政治）演習IIＢ 光田　剛 日本とアジア 筑摩書房 1,500
C045 （政治）演習IIＢ 野口　雅弘 正義とは何か 中央公論新社 880
C046 （政治）演習IIIＢ 光田　剛 経済大国インドネシア　＜取寄扱い＞ 中央公論新社 840 取寄扱い
C047 （政治）演習IIIＢ 光田　剛 インドネシア　イスラーム大国の変貌　＜取寄扱い＞ 新潮社 1,300 取寄扱い
C048 （政治）演習IIIＢ 光田　剛 経済大陸アフリカ　＜取寄扱い＞ 中央公論新社 880 取寄扱い
C049 （政治）演習IIIＢ 光田　剛 イスラームとの講和　＜取寄扱い＞ 集英社 760 取寄扱い
C050 （政治）演習IIIＢ 光田　剛 香港 岩波書店 800
C051 （政治）演習IVＢ 今井　貴子 社会的包摂の政治学―自立と承認をめぐる政治対抗 ミネルヴァ書房 3,800

C052
（政治）演習IVＢ、アメリカ政治
外交論

西山　隆行 アメリカ政治入門 東京大学出版会 2,800

C053
（政治）演習IVＢ、アメリカ政治
外交論

西山　隆行 アメリカ政治講義 筑摩書房 820

C054 （政治）演習IVＢ 野口　雅弘 民主主義の死に方 新潮社 2,500

C055 （政治）演習IVＢ 野口　雅弘 国家　下 岩波書店 1,260
C056 日本政治史 井上　正也 日本政治史 増補版 有斐閣 2,000
C057 計量政治学 境家　史郎 政治学の方法 有斐閣 1,900
C058 計量政治学 境家　史郎 入門統計解析 新世社 2,500
C059 政治とジェンダー 辻上　奈美江 ジェンダー論をつかむ 有斐閣 1,900
C060 政治とジェンダー 辻上　奈美江 イスラーム世界のジェンダー秩序 明石書店 2,500
C061 文化の政治学 李　静和 残傷の音―「アジア・政治・アート」の未来へ 3,000
C062 政治過程論 高安　健将 政治学 有斐閣 3,400
C063 福祉政治論 今井　貴子 福祉政治史ー格差に抗するデモクラシー 勁草書房 3,000
C064 東南アジア政治社会論 堀　芳枝 入門　東南アジア現代政治史 福村出版 2,500
C065 東南アジア政治社会論 堀　芳枝 アジアの市民社会とNGO 晃洋書房 3,000

C066
政治学特殊講義II （行政学問題
演習II）

西村　美香 Next教科書シリーズ　行政学（第２版） 弘文堂 2,600

C067 ＰＳＥIIIＢ 李　静和 Emotions: A Very Short Introduction Oxford Univ Pr 1,480
C068 経済発展II 内田　雄貴 開発経済学入門 新生社 2,700
C069 マクロ経済学基礎 内田　雄貴 マンキュー経済学Ⅱ　マクロ編　第３版 東洋経済新報社 4,000
C070 現代日本経済史 太田　愛之 日本経済の二千年　改訂版 勁草書房 3,000
C402 文化演習（英語圏）II ＜1＞ 桃尾　美佳 A Pale View of Hills Faber & Faber 1,238
C403 文化演習（英語圏）II ＜2＞ 坂野　由紀子 Poetry 180: A Turning Back to Poetry Random House 2,091

C071
文化演習（英語圏）II ＜3＞、IV
＜3＞

坂野　由紀子 めざせ100万語! 読書記録手帳 コスモピア 600

C404 文化演習（英語圏）IV ＜2＞ 坂野　由紀子 True Tales of American Life Faber & Faber 1,190
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C072 文化演習（ドイツ語圏）II 里村　和秋 ハプスブルク家　12の物語 光文社 980
C073 文化演習（ドイツ語圏）II 里村　和秋 ウィーン　都市の近代 岩波書店 780
C074 文化演習（ドイツ語圏）II 里村　和秋 ナチスと映画 中央公論新社 品切
C075 文化演習（ドイツ語圏）II 里村　和秋 ヒトラー演説 中央公論新社 880
C076 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 曲げないドイツ人・決めない日本人 サンガ 850
C077 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 日本とドイツ　ふたつの「戦後」 集英社 740
C078 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 ドイツリスク 光文社 840
C079 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 脱原発を決めたドイツの挑戦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 820
C080 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 ドイツで、日本と東アジアはどう報じられているか? 祥伝社 800
C081 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 メルケルと右傾化するドイツ 光文社 840
C082 文化演習（ドイツ語圏）IV 里村　和秋 本音化するヨーロッパ―裏切られた統合の理想 幻冬舎 800
C083 社会科学方法論 ＜442＞ 佐藤　高尚 福島の原発事故をめぐって みすず書房 1,000
C084 社会科学方法論 ＜442＞ 佐藤　高尚 人口減少と社会保障 中央公論新社 880

C085
社会科学方法論 ＜442＞、＜452
＞

佐藤　高尚 仕事としての学問 仕事としての政治 講談社 880

C086 社会科学方法論 ＜452＞ 佐藤　高尚 ビスマルク 中央公論新社 860
C087 社会科学方法論 ＜452＞ 佐藤　高尚 比較のなかの改憲論 岩波書店 760
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