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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

320.5 法律 
行政判例百選 1 第 7版（別冊ジュリスト no. 235(53巻 4
号)） 

宇賀 克也 有斐閣 2017 

321.1 法学 問いかける法哲学 瀧川 裕英 法律文化社 2016 

321.1 法学 法哲学  瀧川 裕英 有斐閣 2014 

321.1 法学 法哲学 【スマホ・読上】  瀧川 裕英 有斐閣 2014 

321.1 法学 法という企て 井上 達夫 東京大学出版会 2003 

321.3 法学 法社会学 第 3版（有斐閣アルマ Specialized）  村山 真維 有斐閣 2019 

322.15 法制史 近世駆込寺と紛争解決 佐藤 孝之 吉川弘文館 2019 

322.934 法制史 
憲法・行政法・刑法・刑事訴訟法 第 3版（ドイツ法概論 
1） 

山田 晟 有斐閣 1985 

322.953 法制史 アメリカ高齢者法 （アメリカ法ベーシックス 12）  樋口 範雄 弘文堂 2019 

323. 憲法 憲法及憲法史研究 ―全―復刻版 美濃部 達吉 有斐閣 1987 

323.01 憲法 
比較不能な価値の迷路 ―リベラル・デモクラシーの憲法理
論―増補新装版 

長谷部 恭男 東京大学出版会 2018 

323.01 憲法 憲法の理性 増補新装版 長谷部 恭男 東京大学出版会 2016 

323.14 憲法 
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 有斐閣 2017 

323.14 憲法 憲法の論理 長谷部 恭男 有斐閣 2017 

323.14 憲法 憲法学読本 第 2版  安西 文雄 有斐閣 2014 

323.14 憲法 憲法判例百選 1 第 6版（別冊ジュリスト no. 217）  長谷部 恭男 有斐閣 2013 

323.14 憲法 続・Interactive憲法 （法学教室 Library） 長谷部 恭男 有斐閣 2011 

323.14 憲法 Interactive憲法 （法学教室 Library） 長谷部 恭男 有斐閣 2006 

323.14 憲法 憲法 下 新版（ポケット註釈全書） 佐藤 功 有斐閣 1984 

323.14 憲法 憲法 第 7版 芦部 信喜 岩波書店 2019 

323.9 憲法 救済法 第 2版（行政法判例集 2）  大橋 洋一 有斐閣 2018 

323.9 憲法 行政法総論 第 6版（行政法 1） 塩野 宏 有斐閣 2015 

323.9 憲法 
オットー・マイヤー行政法学の構造 （行政法研究 第 1
巻） 

塩野 宏 有斐閣 1962 

323.9 憲法 委任立法の研究 水野 豊志 有斐閣 1960 

323.9 憲法 行政組織法/公務員法/公物法 第 5版（行政法概説 3）  宇賀 克也 有斐閣 2019 

323.9 憲法 対話型行政法の開拓線 大橋 洋一 有斐閣 2019 

323.9 憲法 現代行政過程論 第 4版（行政法 1）  大橋 洋一 有斐閣 2019 

324. 民法 民法(全) 第 2版  潮見 佳男 有斐閣 2019 
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324. 民法 民法(全) 第 2版 【スマホ・読上】  潮見 佳男 有斐閣 2019 

324. 民法 
総則・物権 第 8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 
no. 237）  

潮見 佳男 有斐閣 2018 

324. 民法 
債権 第 8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 
238）  

窪田 充見 有斐閣 2018 

324. 民法 担保物権・債権総論 第 3版（民法判例集）  瀬川 信久 有斐閣 2014 

324. 民法 財産の帰属と変動の法 第 2版（新基本民法 2 ; 物権編）  大村 敦志 有斐閣 2019 

324.04 民法 日本民法学の新たな時代 ―星野英一先生追悼― 高 翔龍 有斐閣 2015 

324.4 民法 解説民法 (債権法) 改正のポイント 大村 敦志 有斐閣 2017 

324.52 民法 契約法  中田 裕康 有斐閣 2017 

324.6 民法 親族・相続 第 5版（Legal quest . 民法 6）  前田 陽一 有斐閣 2019 

324.82 民法 信託法 （現代民法 別巻）  道垣内 弘人 有斐閣 2017 

325. 商法 総則・商行為 第 6版（有斐閣 Sシリーズ . 商法 ; 1 19）  落合 誠一 有斐閣 2019 

325.4 商法 保険法 第 4版（有斐閣アルマ Specialized）  山下 友信 有斐閣 2019 

326. 
刑法、刑
事法 

刑法と民法の対話 佐伯 仁志 有斐閣 2001 

326. 
刑法、刑
事法 

現代日本刑事法の基礎を問う （笑うケースメソッド 3）  木庭 顕 勁草書房 2019 

326.098 
刑法、刑
事法 

刑事訴訟法判例百選 第 10版（別冊ジュリスト no. 232(53
巻 1号)）  

井上 正仁 有斐閣 2017 

326.1 
刑法、刑
事法 

どこでも刑法 ―#総論―  和田 俊憲 有斐閣 2019 

326.1 
刑法、刑
事法 

刑法総論の考え方・楽しみ方 （法学教室 Library） 佐伯 仁志 有斐閣 2013 

326.2 
刑法、刑
事法 

刑法判例百選 1: 総論 第 7版（別冊ジュリスト no. 
220(50巻 2号)）  

山口 厚 有斐閣 2014 

326.2 
刑法、刑
事法 

刑法判例百選 2: 各論 第 7版（別冊ジュリスト no. 
221(50巻 3号)）  

山口 厚 有斐閣 2014 

327.2 
司法、訴
訟手続法 

民事訴訟法判例百選 第 5版（別冊ジュリスト no. 226(51
巻 4号)）  

高橋 宏志 有斐閣 2015 

327.2 
司法、訴
訟手続法 

重点講義民事訴訟法  第 2版補訂版（上） 高橋 宏志 有斐閣 2013 

327.2 
司法、訴
訟手続法 

重点講義民事訴訟法 第 2版補訂版（下） 高橋 宏志 有斐閣 2014 

327.6 
司法、訴
訟手続法 

ケースブック刑事訴訟法 第 5版  井上 正仁 有斐閣 2018 

327.6 
司法、訴
訟手続法 

刑事訴訟法 第 2版（Legal quest）  宇藤 崇 有斐閣 2018 

327.6 
司法、訴
訟手続法 

刑事訴訟法  酒巻 匡 有斐閣 2015 

329. 国際法 国際法 第 3版（有斐閣アルマ Specialized）  中谷 和弘 有斐閣 2016 

329.09 国際法 国際法判例百選 第 2版（別冊ジュリスト no. 204）  小寺 彰 有斐閣 2011 

329.8 国際法 国際私法 第 4版（有斐閣アルマ Specialized）  神前 禎 有斐閣 2019 

このほかにも多数のタイトルを契約しています。 
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