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【法律 2】

YUHIKAKU
有斐閣

5

 ★ ＝ 入門書，  ♣ ＝ 標準的テキスト，  

♠ ＝ 体系書・基本書，  ♥ ＝ 判例集・演習書・資料集

＊「法律」分野のテキストで，オススメしたい商品・採用出荷数
　の多い商品などをピックアップしてご紹介いたします。
　テキスト指定のご検討の際，ぜひともお役立てください。
　採用見本献本も承っております。お気軽にご用命ください。
　（献本のお申込みは最終頁でご案内しております）

…… 頁数が比較的少なめの，読み切りサイズのテキストです

…… 各分野で採用出荷数の多い「BEST5」のテキストです

…… 2017年1月以降に刊行された新しいテキストです



＊2017年2月～11月の有斐閣採用品出荷データによる。

1 2 3 4 5

刑法

山口 厚 著
（本体3200円＋税）

基礎から学ぶ
刑事法

井田 良 著
（本体1800円＋税）

刑法総論
判例50！
十河太朗･
豊田兼彦･
松尾誠紀･
森永真綱 著
（本体1800円＋税）

刑事法入門

大谷 實 著
（本体2200円＋税）

第3版

刑法総論

山口 厚 著
（本体3100円＋税）

第3版

第6版

第7版補訂版

有斐閣 教科書採用ランキング2017
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第6版補訂版

＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

1 2 3

民事手続法入門
佐藤鉄男･和田吉弘･
日比野泰久･川嶋四郎･
松村和德 著
（本体2100円＋税）

民事訴訟法

上原敏夫･池田辰夫･
山本和彦 著
（本体1700円＋税）

目で見る
刑事訴訟法教材

田口守一･佐藤博史･
白取祐司 編著
（本体2000円＋税）

民事訴訟法

三木浩一･笠井正俊･
垣内秀介･菱田雄郷 著
（本体3900円＋税）

第2版

第7版第4版

第7版

第12版

第2版

有斐閣 教科書採用ランキング2017

＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

1 2 3

入門刑事手続法

三井 誠･酒巻 匡 著
（本体3000円＋税）

刑事訴訟法
酒巻 匡 著
（本体4000円＋税）

有斐閣 教科書採用ランキング2017

＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

1 2 3

ベーシック労働法

浜村 彰･唐津 博･
青野 覚･奥田香子 著
（本体1900円＋税）

労働法の世界

中窪裕也･野田 進 著
（本体3400円＋税）労働法

小畑史子･緒方桂子･
竹内（奥野）寿 著
（本体1900円＋税）

第2版

有斐閣 教科書採用ランキング2017

民事訴訟法BEST3

刑事訴訟法BEST3

労働法BEST3

❸



＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

2 3

社会保障法

加藤智章･菊池馨実･
倉田 聡･前田雅子 著
（本体2500円＋税）

経済法
岸井大太郎･大槻文俊･
和田健夫･川島富士雄･
向田直範･稗貫俊文 著
（本体2700円＋税）

社会保障法入門

西村健一郎 著
（本体2100円＋税）

よくわかる
社会保障法
西村健一郎･
水島郁子･
稲森公嘉 編
（本体2300円＋税）

第3版

第4版

第8版

第8版

第6版

有斐閣 教科書採用ランキング2017 社会保障法BEST3

＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

2 3

ベーシック経済法

川濵 昇･瀬領真悟･
泉水文雄･和久井理子 著
（本体2000円＋税）

条文から学ぶ 
独占禁止法
土田和博･栗田 誠･
東條吉純･武田 邦宣 著
（本体2500円＋税）

有斐閣 教科書採用ランキング2017 経済法BEST3

＊2017年2月～11月の
　有斐閣採用品出荷
　データによる。

2 3

知的財産法入門

茶園成樹 編
（本体2600円＋税）

知的財産法

角田政芳･辰巳直彦 著
（本体2900円＋税）

著作権法入門

島並 良･上野達弘･
横山久芳 著
（本体2600円＋税）

第2版

第2版

有斐閣 教科書採用ランキング2017 知的財産法BEST3

1

1

1

❹



井田 良 著

基礎から学ぶ刑事法
・刑法・刑事訴訟法・刑事政策をまんべんなく案内。
・ていねいで親しみやすい解説で人気のテキスト。
・判例や法改正にも適切に対応。

・刑事法全体からいくつかのトピックをピックアップして解説。
・研究者のみならず，多くの実務家を執筆者に迎え，刑事法と社会のつ
ながりを複合的に理解できる。

有斐閣アルマ  四六判  372頁  本体1800円＋税  978-4-641-22099-7

A5判  338頁  本体2500円＋税  978-4-641-13923-7

2017年3月刊

2017年3月刊

目次

三井 誠･曽根威彦･瀬川 晃 編

入門 刑事法

刑法

第6版

第6版

Part1　刑事法への案内
Part2　犯罪とその原因
　なぜ人は罪を犯すのか ほか
Part3　犯罪対策論の基礎
　刑法は何のためにあるのか ほか
Part4　刑法学入門
　刑法とその解釈／刑法各論のあらまし／犯罪論の基礎／構成要件／
　違法性／責任／故意と過失／未遂犯と共犯／どのようにして刑を決めるか
Part5　刑事訴訟法の世界
　捜査と公判／裁判と上訴・再審／日本の刑事手続の特色 ほか
Part6　犯罪者処遇法を学ぶ　　
Part7　次の一歩を踏み出すために

目次
序　章　刑事法とは
第1章　刑　法
　刑法についての基本的な考え方／犯罪とは何か／
　性犯罪の刑法改正／経済取引と刑法 ほか
第2章　刑事訴訟法
　被疑者の取調べ／伝聞法則／警察捜査の実態と今後の課題／
　裁判／裁判員制度 ほか
第3章　刑事学
　なぜ人は犯罪を犯すのか／犯罪者はどのように処遇されているか／
　被害者支援をいかに実現するか ほか

★

★

❺



2015年2月刊

2016年3月刊

2010年3月刊

2015年2月刊

・刑法総論・各論を1冊にまとめた，標準的テキスト。
・判例を基礎とした刑法学の全体像を，正確かつコンパクトに叙述。
・初学者だけでなく，上級者が知識の整理に利用するのにも最適。

刑法
A5判  548頁  本体3200円＋税  978-4-641-13908-4

・犯罪論の基礎にある基本的な原理を明らかにし，論理的・体系的な
思考が得られるように工夫された大好評テキストの最新版。

・「わかったつもり」から「本当にわかる」段階へと読者を誘います。

刑法総論
A5判  462頁  本体3100円＋税  978-4-641-13915-2

第3版

第3版

・刑法解釈の重要問題を網羅し，精緻な分析と検討を試みた，他の追
随を許さない明解な体系書。

・解釈上の重要論点を網羅し，新判例・法改正に対応した最新版。

刑法各論
A5判 690頁  本体4000円＋税  978-4-641-04276-6

第2版

・新しい判例・裁判例を素材に，重要論点について解説する全24章。
・解釈論の基礎を踏まえ，判例・裁判例と周辺問題までつぶさに検討。
・テーマごとに複数の判例を比較・考察。横断的でより深い学習に最適。

新判例から見た刑法
法学教室ライブラリィ  A5判 386頁  本体2900円＋税  978-4-641-13911-4

第3版
♥

刑法
山口 厚 著

2

5

♣

♠

♠

❻



2013年12月刊

2013年12月刊

2018年3月刊行予定

2016年12月刊

・着実に基礎を固めながら上級レベルを目指したい初学者に最適。
・刑法学の「コア」（基本思想・諸原則・理論構造）をぎゅっと凝縮。
・豊富なケースと明快な解説で，判例・学説の考え方をつかめる。

入門刑法学・総論
法学教室ライブラリィ  A5判  288頁  本体2000円＋税  978-4-641-04295-7

・初学者でも刑法学の面白さと奥深さを実感できるテキスト。
・事例の解決方法まで学べるので，「使える」知識と思考力がつく。
・『総論』・『各論』相互のクロスレファレンスを徹底！

入門刑法学・各論
法学教室ライブラリィ  A5判  278頁  本体2000円＋税  978-4-641-04296-4

・行為無価値論の立場からの定評あるテキスト。
・具体例とやさしい言葉で読者を深い理解へ誘う。
・著者と一緒に考えながら読み進められる。

講義刑法学・総論
A5判  予定622頁  予価3900円＋税

・待望のテキストついに刊行！
・判例，そのほかの具体例を用いてよりわかりやすく解説。
・現行刑法の現実の姿を生き生きと描き出す。

講義刑法学・各論
A5判  676頁  本体4200円＋税  978-4-641-13917-6

第2版

刑法
井田 良 著

※書影は旧版のものです。

♣

♣

♠

♠

❼



3

※書影は旧版のものです。

※書影は旧版のものです。

刑法

2014年9月刊

2017年12月刊

浅田和茂･内田博文･上田 寛･松宮孝明 著

現代刑法入門
有斐閣アルマ  四六判  344頁  本体2000円＋税  978-4-641-22032-4

A5判  262頁  本体2200円＋税  978-4-641-13927-5

2013年4月刊

2018年3月刊行予定

2018年3月刊行予定

2015年12月刊

第3版補訂

大谷 實 著

刑事法入門

A5判  600頁  本体3700円＋税  978-4-641-04293-3

佐久間 修･橋本正博･上嶌一高 著

刑法基本講義 総論･各論 第2版

第8版

第7版

第7版

A5判  予定538頁  予価3500円＋税  978-4-641-13929-9

西田典之･山口 厚･佐伯仁志･橋爪 隆 著

判例刑法総論

A5判  予定540頁  予価3500円＋税  978-4-641-13930-5

西田典之･山口 厚･佐伯仁志･橋爪 隆 著

判例刑法各論

A5判  422頁  本体3400円＋税  978-4-641-13900-8

安田拓人･島田聡一郎･和田俊憲 著

ひとりで学ぶ刑法

★

★

♣

♥

♥

♥

❽



3

※書影は旧版のものです。

安西明子･安達栄司･村上正子･畑 宏樹 著

民事訴訟法
・コンパクトな中に必要な知識を盛り込んだ新しいテキスト。
・言葉と定義付けについてしっかりと記述し，問いかけながら，
      語りかけながら，民事訴訟法の世界を説いていく。

・学習上重要な項目，難解な箇所，重要判例の位置付け等について
丁寧な解説を心がけた，新しいスタンダード・テキスト。

・「TERM」「すこし詳しく」といった別枠解説を設け，紙面も一工夫。

有斐閣ストゥディア  A5判  予定296頁  予価1900円＋税  978-4-641-15050-8

LEGAL QUEST  A5判  730頁  本体3900円＋税  978-4-641-17925-7

2018年2月刊行予定

2015年3月刊

目次

三木浩一･笠井正俊･垣内秀介･菱田雄郷 著

民事訴訟法

民事訴訟法

第2版

第2版

序　章　民事訴訟手続の全体像
第1章　訴訟の開始
　1 訴え／2 当事者／3 裁判所／4 訴えの提起後の手続
第2章　訴訟の審理
　1 審理の具体的な流れ／2 口頭弁論／3 口頭弁論の準備と争点整理／
   4 証拠の収集と証拠調べ／5 証拠の評価と証明責任
第3章　訴訟の終了
　1 当事者による訴訟終了／2 終局判決による訴訟の終了／3 判決の効力
第4章　複雑訴訟
　1 複数請求訴訟／2 多数当事者訴訟
第5章　上訴・再審
　1 上訴／2 再審
第6章　簡易裁判所の手続

目次
第1章　民事訴訟とは何か
第2章　訴訟手続の開始
第3章　裁判所
第4章　当事者
第5章　審理の原則
第6章　審理の準備
第7章　事案の解明

第8章　訴訟要件
第9章　判　決
第10章　当事者の意思による終了
第11章　複数請求訴訟
第12章　多数当事者訴訟
第13章　不服申立て
第14章　略式手続

♣

♠

❾



・民事訴訟法のスタンダードテキスト決定版！
・コンパクトながらもポイントを抑えた定評ある解説。
・はじめて民事訴訟法を学習するのに最適な1冊。

2017年3月刊

2016年3月刊

上原敏夫･池田辰夫･山本和彦 著

民事訴訟法
有斐閣Ｓシリーズ  四六判  354頁  本体1700円＋税   978-4-641-15946-4

・学界第一人者が学習上のポイントを明快にひもとく！
・じっくり読み進めることで民事訴訟法の全体構造がわかる！
・随所に登場する著者の激励の言葉に学習意欲が自ずと高まる！

高橋宏志 著

民事訴訟法概論
A5判  432頁  本体3400円＋税  978-4-641-13734-9

♣

♣

第7版

民事訴訟法

2018年3月刊行予定

2018年2月刊行予定

2018年3月刊行予定

2017年3月刊

佐藤鉄男･和田吉弘･日比野泰久･川嶋四郎･松村和德 著

民事手続法入門
有斐閣アルマ  四六判  予定344頁  予価1900円＋税  978-4-641-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22110-9

山本 弘･長谷部由起子･松下淳一 著

民事訴訟法 
有斐閣アルマ  四六判  予定494頁  予価2400円＋税  978-4-641-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22111-6

上原敏夫･長谷部由起子･山本和彦 著

民事執行・保全法
有斐閣アルマ  四六判  382頁  本体2000円＋税  978-4-641-22085-0

第3版

第5版

第5版

♣

♣

♣

★

山本和彦 著

倒産処理法入門
A5判  予定360頁  予価2200円＋税  978-4-641-13789-9

第5版

2

※書影は旧版のものです。

※書影は旧版のものです。

※書影は旧版のものです。
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第2版

刑事訴訟法
酒巻 匡 著

刑事訴訟法
・手続の趣旨・目的とそこから導かれる法解釈論の筋道を丁寧に解説。
・刑事手続の全体構造と作動過程を鮮やかに描き出す。
・刑事訴訟法の正確な理解へと導く1冊。

・大好評！ 刑事訴訟法のスタンダードテキスト。
・論点の位置づけや対立軸を，条文に立ち返りつつ丁寧に解説。
・発展的な事項をコラムにまとめるなど，メリハリある構成。

A5判  680頁  本体4000円＋税  978-4-641-13906-0

LEGAL QUEST  A5判  予定580頁  予価3500円＋税  978-4-641-17933-2

2015年11月刊

2018年1月刊行予定

目次

目次

宇藤 崇･松田岳士･堀江慎司 著

刑事訴訟法

序　刑事手続の目的と基本設計図
第1編　捜査手続
第2編　公　訴
第3編　公判手続
第4編　証拠法
第5編　裁　判
第6編　上　訴
第7編　非常救済手続

序　章
第1章　捜　査
第2章　公訴権の行使と訴訟条件
第3章　公判手続
第4章　証拠法
第5章　裁　判
第6章　簡易化された審判手続
第7章　上　訴
第8章　非常救済手続

♠

♠

3

※書影は旧版のものです。

11



三井 誠･酒巻 匡 著

入門刑事手続法
・はじめて刑事訴訟法を学ぶ人のための入門書。
・刑事手続の流れ，概略をおさえることができます。
・逮捕状などの書式を掲載，刑事手続をイメージしやすく工夫。

A5判  422頁  本体3000円＋税  978-4-641-13924-4

目次

2017年3月刊

第1章　起訴前（捜査）手続
第2章　公訴提起
第3章　公判手続
第4章　証拠法
第5章　公判の裁判
第6章　上　訴
第7章　確定後救済手続
第8章　特別手続
第9章　書式でみる刑事手続

第7版

2017年4月刊

2018年3月刊行予定

・学習に必要十分な内容を盛り込んだ定番テキスト。
・刑事訴訟法の全体像をつかむのに最適。
・コンパクトながら重要要素は漏らさず凝縮。

長沼範良･田中 開･寺崎嘉博 著

刑事訴訟法
有斐閣アルマ  四六判  438頁  本体2300円＋税   978-4-641-22050-8

・豊富な資料で，刑事訴訟法を「見て」学ぶ！
・オリジナルストーリー（東京湾殺人事件）に沿って，刑事訴訟手続を
具体的に学べる。2016年刑訴法改正にも対応。

田口守一･佐藤博史･白取祐司 編著

目で見る刑事訴訟法教材
B5判  予定160頁  予価1900円＋税   978-4-641-13928-2

第5版

第3版

刑事訴訟法

※書影は旧版のものです。

★

♥

2
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第2版

第7版

労働法
小畑史子･緒方桂子･竹内（奥野）寿 著

労働法
・事例を活用しつつ労働法の基本的な考え方を丁寧に解説。
・就職後に役立つ知識等のコラムを盛り込むことで，労働法を学ぶ
意義や楽しさも実感できる。初学者に最適！

・初学者から法曹をめざす人，実務家まで，多様なニーズに対応。
・豊富な事例，裁判例の解説で，問題の局面を具体的に理解可能。
・労働法の基盤にある歴史や社会についても体系的に考察する。

有斐閣ストゥディア  A5判  280頁  本体1900円＋税  978-4-641-15033-1

A5判  予定536頁  予価3400円＋税  978-4-641-24309-5

2016年3月刊

2018年3月刊行予定

目次

目次

水町勇一郎 著

労働法

第1章　労働法を概観してみよう
第2章　労働関係の当事者と
            基本的権利義務
第3章　労働条件の決定
第4章　労働契約の成立
第5章　人　事
第6章　賃　金
第7章　労働時間・休憩・休日
第8章　休暇・休業

第1編　労働法の歴史と機能
第2編　労働法総論
　第1章　労働法の基本構造
　第2章　労働法上の当事者
　第3章　労働法の法源
第3編　雇用関係法
　第1章　雇用関係の変遷
　第2章　雇用関係の内容
　第3章　非正規労働者に関する法

第9章　差別禁止・均等・均衡
            取扱いの法ルール
第10章　安全衛生・労働災害
第11章　労働契約の終了
第12章　非典型雇用
第13章　労働組合・不当労働行為
第14章　団体交渉・労働協約
第15章　団体行動

第4編　労使関係法
　第1章　労使関係の基本的枠組み
　第2章　団体交渉促進の
               ためのルール
第5編　労働市場法
　第1章　雇用仲介事業の規制 ほか
第6編　労働紛争解決法
　第1章　日本の労働紛争の特徴
                 ほか

※書影は旧版のものです。

♣

♠
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浜村 彰･唐津 博･青野 覚･奥田香子 著

ベーシック労働法
・図表を駆使しながら労働法の全体像が学習できる初学者向けの
わかりやすい入門書。

・講義用テキストとしてはもちろん独習用教材としても最適。

有斐閣アルマ  四六判  338頁  本体1900円＋税  978-4-641-22070-6

目次

2016年3月刊

1　労働法をスケッチしてみよう
2　労働法のパートナーと
　　労働条件決定の仕組み
3　働き始める
4　労働契約のルール
5　就業規則による
　　集団的労働条件の決定と変更
6　働くことの対価
7　働く時間

第6版
補訂版

8　 休む時間
9　 安全・快適に働く
10　働くことをやめる
11　男女がともに働く
12　いろいろな働き方
13　労使自治と労働者代表制
14　交渉と紛争，そして終息
15　労使トラブルを解決する
       仕組み

労働法

2015年4月刊

2017年4月刊

2017年3月刊

2017年4月刊

浅倉むつ子･島田陽一･盛 誠吾 著

労働法
有斐閣アルマ  四六判  538頁  本体2600円＋税   978-4-641-22040-9

両角道代･森戸英幸･
梶川敦子･水町勇一郎 著

労働法
LEGAL QUEST  A5判  390頁  本体2700円＋税   978-4-641-17930-1

野田 進･山下 昇･柳澤 武 編

判例労働法入門 
A5判  460頁  本体3000円＋税   978-4-641-24300-9

中窪裕也･野田 進 著

労働法の世界
A5判  538頁  本体3400円＋税   978-4-641-14499-6

第5版

第5版

第3版

第12版

2

3

★

♣

♣

♣

♠
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第6版

社会保障法

2017年3月刊

2018年3月刊行予定

2015年3月刊

2013年12月刊

加藤智章･菊池馨実･倉田 聡･前田雅子 著

社会保障法
・社会保障法の概要を過不足なく説くスタンダードテキスト。
・最新の制度見直し・法改正（年金，医療，介護保険，生活保護等）に
対応し，新たなコラムも加えた最新版。

有斐閣アルマ  四六判  456頁  本体2500円＋税  978-4-641-22054-6

2015年4月刊

目次

第1章　社会保障とその特質
第2章　社会保障法の理論と課題
第3章　年　金
第4章　社会手当
第5章　医療保障
第6章　労働保険
第7章　社会福祉
第8章　公的扶助

西村健一郎･水島郁子･稲森公嘉 編

よくわかる社会保障法
A5判  338頁  本体2300円＋税   978-4-641-14467-5

西村健一郎 著

社会保障法入門
四六判  372頁  本体2100円＋税   978-4-641-14495-8

岩村正彦･菊池馨実･
嵩 さやか･笠木映里 編著

目で見る社会保障法教材 
B5判  186頁  本体2100円＋税   978-4-641-14453-8

菊池馨実 著

社会保障法
A5判  予定570頁  予価4600円＋税   978-4-641-24304-0

第5版

第3版

第2版

2

3

※書影は旧版のものです。

★

★

♣

♠

♥
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岸井大太郎･大槻文俊･和田健夫･
川島富士雄･向田直範･稗貫俊文 著

経済法

・経済法のダイナミズムをコンパクトかつ明快に描いたロングセラー。
・審査手続指針の策定やガイドラインの追加・修正に対応。
・最新の判例・審決・命令やトピックを盛り込みアップデート。

有斐閣アルマ  四六判  514頁  本体2700円＋税  978-4-641-22071-3

目次

2016年4月刊

第1章　独占禁止法の目的・構成と手続
第2章　私的独占の禁止
第3章　カルテルの規制
第4章　結合・集中の規制
第5章　不公正な取引方法の規制
第6章　知的財産権と独占禁止法
第7章　政府規制と独占禁止法
第8章　国際取引と独占禁止法

第8版

第4版

独占禁止法と競争政策

・独禁法の“ベーシック”を分かりやすく解き明かした入門書。
・「どうして独禁法違反行為は規制されるのか」
　「規制の全体像はどうなっているのか」等を，豊富なCaseを用いて
じっくり解説。

有斐閣アルマ  四六判  390頁  本体2000円＋税  978-4-641-22020-1

独占禁止法入門

2014年5月刊

2017年5月刊

川濵 昇･瀬領真悟･泉水文雄･和久井理子 著

ベーシック経済法

・事例を通じて，独禁法の世界が見えてくる。
・具体的な事例を素材として用いつつ，そこから解説を敷衍し，独禁法
の意義・内容についての理解を深められる意欲的なテキスト。

鈴木孝之･河谷清文 著

事例で学ぶ独占禁止法
A5判  584頁  本体4600円＋税   978-4-641-14457-6

経済法

♣

★

♥

2
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第2版

第8版

第3版

経済法

2015年4月刊

2018年3月刊行予定

泉水文雄･土佐和生･宮井雅明･
林 秀弥 著

経済法
LEGAL QUEST  A5判  438頁  本体2900円＋税  978-4-641-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17928-8

白石忠志 著

独占禁止法
A5判  840頁  本体5600円＋税   978-4-641-14493-4

大久保直樹･伊永大輔･
滝澤紗矢子 編著

ケーススタディ
経済法
A5判  324頁  本体2600円＋税   978-4-641-14476-7

土田和博･栗田 誠･東條吉純･
武田邦宣 著

条文から学ぶ 
独占禁止法
A5判  358頁  本体2500円＋税   978-4-641-14470-5 2014年10月刊

2015年4月刊

2016年12月刊

♣

白石忠志 著

独禁法講義
A5判  予定310頁  予価2400円＋税 978-4-641-24308-8

♣

♣

♠

♥

※書影は旧版のものです。
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知的財産法

2014年12月刊

2016年4月刊

2018年4月刊行予定

2016年10月刊

第2版

駒田泰土･潮海久雄･山根崇邦 著

知的財産法Ⅰ 特許法

・記述にメリハリをつけ，初学者が無理なく特許法の全体像を学べるよ
うに配慮した「フォルミュル」のようなテキスト。

・章末に復習のための設問を置いたほか，ウェブサポートも用意。

有斐閣ストゥディア  A5判  236頁  本体1800円＋税  978-4-641-15012-6

♣

・日々生起する著作権法の諸問題を初学者でも自ら考えられるよう，
やさしい事例から説き起こし，先端的な問題にも触れる。

・章末の確認問題やウェブサポートなど，学習への配慮も十分。

有斐閣ストゥディア  A5判  252頁  本体1800円＋税  978-4-641-15021-8

駒田泰土･潮海久雄･山根崇邦 著

知的財産法Ⅱ 著作権法 ♣

18

愛知靖之･前田 健･金子敏哉･青木大也 著

知的財産法
・特許・著作・商標・意匠・不正競争防止を１冊でズバリ解説！
・より早く・正確に知りたい人たちへおくる画期的教科書。
・これ一冊あれば知的財産権の理解はバッチリ！

LEGAL QUEST  A5判  予定400頁  予価2800円＋税  978-4-641-17936-3

♣

・著作権法のスタンダードな考え方をコンパクトにまとめたテキスト。
・日常遭遇しうるケースにより具体的なイメージをもって読める。
・図表・写真，POINT欄等の工夫で，初学者に最適の１冊。

A5判  316頁  本体2700円＋税  978-4-641-14489-7

茶園成樹 編

著作権法 ♣

Now Printing



2016年11月刊

2017年4月刊

2017年3月刊

2017年12月刊

2

平嶋竜太･宮脇正晴･蘆立順美 著

入門 知的財産法 
・一冊で特許法・著作権法・商標法・不正競争防止法を一通り解説。
・重要事項は網羅して丁寧に解説しつつも，通読しやすいサイズに。
・具体例や図表・イラストを豊富に取り入れ，イメージしやすい。

・知的財産法全体を「テクノロジー」「アート」「デジタル社会」「国際的
展開」に大別して解説。

・読了後，「知的財産法の姿」が見えてくる。

A5判  338頁  本体2600円＋税  978-4-641-14481-1

有斐閣アルマ  四六判  562頁  本体2900円＋税  978-4-641-22090-4

角田政芳･辰巳直彦 著

知的財産法

知的財産法

第8版

第2版

♣

♣

19

第2版

茶園成樹 編

知的財産法入門
・特許法・著作権法を中心に，意匠・商標・不競法と知的財産法を網羅。
・身近なケースからはじめ，具体的にイメージしながら読める。
・POINT欄や確認問題を設けるなど，工夫が盛りだくさんの１冊。

A5判  316頁  本体2600円＋税  978-4-641-14498-9

・特許法のスタンダードな考え方をコンパクトに解説したテキスト。
・具体的なケースをもとに，どこが問題となるのかイメージできる。
・POINT欄や条文・判例一覧表などの工夫も理解を助ける。

A5判  406頁  本体3200円＋税  978-4-641-24301-9

茶園成樹 編

特許法 ♣

★



知的財産法知的財産法

2017年12月刊

2016年12月刊

2016年10月刊

2014年12月刊

3
★

★

20

第2版

第6版

第3版

高林 龍 著

標準 特許法
・特許法をコンパクトかつ明快に解説する概説書の最新版。
・まず基本を押さえたい人，実務的視点をもって学習したい人に最適。

A5判  366頁  本体2600円＋税  978-4-641-24306-4

♣

・著作権法の全体像を興味深く学べる1冊。
・著作権法の基本をおさえられるよう、わかりやすく一貫した叙述。
・著者ならではの実務的な視点からの解説。

A5判  346頁  本体2700円＋税  978-4-641-14496-5

高林 龍 著

標準 著作権法 ♣

島並 良･上野達弘･横山久芳 著

著作権法入門
・著作権法の基本的な情報を提供するとともに，めまぐるしい著作権
法実務の変化にも十分に対応！

・入門者から資格試験受験者，実務家まで，幅広く使える１冊。

A5判  358頁  本体2600円＋税  978-4-641-14480-4

・数多くの技術・発明を促す特許法，その基本を丁寧に解説。
・制度の趣旨・目的や概念の定義を明確に記述。
・実例や図表を用いて具体的イメージを提供。

A5判  442頁  本体3400円＋税  978-4-641-14450-7

島並 良･上野達弘･横山久芳 著

特許法入門



北村喜宣 著

環境法
・基本を押さえつつ写真や図表も使って現実の姿を描き出す。
・細かな法律の知識がなくても読めて，さらに先へと進みたくなる
テキスト。

有斐閣ストゥディア  A5判  278頁  本体1800円＋税  978-4-641-15019-5

2015年9月刊

目次

環境法

第1章　環境法って，一体……
第2章　環境法物語
第3章　環境法の目標と基本的考え方
第4章　環境法の基本的メカニズム
第5章　都市景観管理で考える
第6章　自然環境管理で考える

第7章　水環境管理で考える
第8章　廃棄物処理で考える
第9章　環境アセスメントで考える
第10章　執行は現場でされている
第11章　環境問題が国境を越える
第12章　環境紛争を考える

♣

・環境法初学者に最適な入門書です。
・環境に関する法制度を，国内外にわたり概観できます。
・豊富なケースやコラムで，より身近に，より具体的に学べます。 2015年2月刊

2016年8月刊

交告尚史･臼杵知史･前田陽一･黒川哲志 著

環境法入門
有斐閣アルマ  四六判  314頁  本体1900円＋税  978-4-641-22045-4

・国内の主要な環境法を中心に取り扱う。
      とくに環境訴訟については丁寧に解説。

・設問や，重要用語・重要センテンスの明示など，学習に配慮。

大塚 直 著

環境法BASIC
A5判  554頁  本体4000円＋税  978-4-641-13754-7

第3版

第2版

★

♣



2018年4月刊行予定

2015年4月刊

・租税法を，通読可能な分量で一通りカバーする好評テキスト。
・研究者と実務家のコラボにより，理論・実務を一体的に解説。
・国際租税分野に十分な紙幅を割いていることも特長。

中里 実･弘中聡浩･渕 圭吾･伊藤剛志･吉村政穂 編

租税法概説
A5判  386頁  本体2900円＋税  978-4-641-13178-1

第2版

税法

※書影は旧版のものです。

・租税に関する基本的なルールをわかりやすくコンパクトに解説。
・総論から所得税法，法人税法，消費税法，租税手続法までを網羅。
・必要な知識・原理原則が手に取るように理解できる。

有斐閣アルマ  四六判  326頁  本体2100円＋税  978-4-641-22094-2

岡村忠生･酒井貴子･田中 晶国 著

租税法

目次
第１章　租税と法
第２章　所得税法
第３章　法人税法
第４章　消費税法
第５章　租税手続法

2017年10月刊

♣

♣

・はじめて税法を学ぶ人たちに最適の入門書。
・税法総論から所得税・法人税・消費税・相続税・その他諸税等税法
ほぼ全部を網羅。

・毎年改正される最新の法令，税制改正大綱，および統計資料に対応。

有斐閣選書  四六判  予定386頁  予価2100円＋税  978-4-641-28142-4

三木義一 編著

よくわかる税法入門 第12版
★



2017年4月刊

2017年10月刊

2012年4月刊

2016年10月刊

・この1冊で，国際私法・国際民事手続法・国際取引法の3つの分野の
基本を学べる。

・国際関係私法の初学者から法科大学院生まで，幅広く対応。 
・わかりやすいケースを使いながら視覚的に解説！

松岡 博 編

国際関係私法入門
四六判  458頁  本体2400円＋税  978-4-641-04659-7

・国際私法の主要テーマを網羅した全30問。
・全設問に解説・解答例・例題つき。
・法学部生・ロースクール生が無理なく学べる標準的内容。

櫻田嘉章･佐野 寛･神前 禎 編著

演習国際私法 CASE30
A5判  344頁  本体3400円＋税  978-4-641-04676-4

・図表・写真等、ビジュアルな素材を駆使し国際法を面白く解説。
・初級者には入門書として、上級者には復習のお供に。
・様々なレベルで幅広く使えるテキスト。

加藤信行･植木俊哉･森川 幸一･真山 全･酒井啓亘･
立松美也子 編著

ビジュアルテキスト国際法
B5判  188頁  本体2400円＋税  978-4-641-04678-8

・国際法をより早く正確に理解したい人へ最適の入門書！
・国際法の導入部分や全体像を手っ取り早く簡単に理解できる。
・薄く・分かりやすい教科書なのであっという間に読める！

玉田 大･水島朋則･山田卓平 著

国際法
有斐閣ストゥディア  A5判  218頁  本体1800円＋税  978-4-641-15045-4

第3版

国際私法・国際民事手続法・国際取引法

国際法

国際私法

♥

★

★

★



★

★

★

♣

♣

♣

♣

♣

法哲学

外国法

※書影は旧版のものです。

※書影は旧版のものです。

2014年12月刊

2002年4月刊

瀧川裕英･宇佐美 誠･大屋雄裕 著

法哲学
A5判  416頁  本体2800円＋税  978-4-641-12567-4

有斐閣アルマ  四六判  334頁  本体2200円＋税  4-641-12148-6

2015年12月刊

2013年3月刊

2016年3月刊

2013年11月刊

2018年3月刊行予定

平野仁彦･亀本 洋･服部高宏 著

法哲学

四六判  360頁  本体2500円＋税  978-4-641-04816-4

庄司克宏 著

はじめてのEU法

第8版

第7版

補訂版

四六判  304頁  本体2200円＋税  978-4-641-04812-6

樋口範雄 著

はじめてのアメリカ法

外国法入門双書  四六判  434頁  本体2900円＋税  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978-4-641-04817-1

高見澤 磨･鈴木 賢･宇田川幸則 著

現代中国法入門

外国法入門双書  四六判  予定490頁  予価2900円＋税  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978-4-641-04823-2

松井茂記 著

アメリカ憲法入門

四六判  304頁  本体2200円＋税  978-4-641-04811-9  

田中信行 著

はじめての中国法

2018年3月刊行予定

改訂第9版

外国法入門双書  四六判  予定348頁  予価2500円＋税  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　978-4-641-04822-5

村上淳一･守矢 健一･
ハンス･ペーター･マルチュケ 著

ドイツ法入門



水野紀子･大村敦志 編

民法判例百選Ⅲ 親族・相続
別冊ジュリスト239号 予価2100円＋税  978-4-641-11539-2  2018年3月刊行予定

井上正仁･大澤 裕･川出敏裕 編

刑事訴訟法判例百選 第10版

別冊ジュリスト232号 本体2500円＋税   978-4-641-11532-3  2017年5月刊

小泉直樹･田村善之･駒田泰土･上野達弘 編

著作権判例百選
別冊ジュリスト231号 本体2400円＋税   978-4-641-11526-2  2016年12月刊

村中孝史･荒木尚志 編

労働判例百選 第9版

第5版

第2版

窪田充見･森田宏樹 編

民法判例百選Ⅱ債権
別冊ジュリスト238号 予価2200円＋税  978-4-641-11538-5  2018年3月刊行予定

第8版

潮見佳男･道垣内弘人 編

民法判例百選Ⅰ 総則・物権
別冊ジュリスト237号 予価2100円＋税  978-4-641-11537-8  2018年3月刊行予定

第8版

宇賀克也･交告尚史･山本隆司 編

行政判例百選Ⅱ
別冊ジュリスト236号 本体2300円＋税   978-4-641-11536-1  2017年11月刊

第7版

宇賀克也･交告尚史･山本隆司 編

行政判例百選Ⅰ
別冊ジュリスト235号 本体2300円＋税   978-4-641-11535-4  2017年11月刊

第7版

金井貴嗣･泉水文雄･武田邦宣 編

経済法判例・審決百選
別冊ジュリスト234号 本体2800円＋税   978-4-641-11534-7  2017年10月刊

第2版

新美育文･山本 豊･古笛恵子 編

交通事故判例百選
別冊ジュリスト233号 本体2500円＋税   978-4-641-11533-0  2017年10月刊

第5版

第3版

第6版

第5版

第5版

第7版

第7版

第7版

第2版

第6版

第6版

別冊ジュリスト230号  本体2400円＋税  978-4-641-11531-6  2016年11月刊

岩原紳作･神作裕之･藤田友敬 編

会社法判例百選
別冊ジュリスト229号  本体2400円＋税  978-4-641-11530-9  2016年9月刊

中里 実･佐藤英明･増井良啓･渋谷雅弘 編

租税判例百選
別冊ジュリスト228号  本体2600円＋税  978-4-641-11529-3  2016年6月刊

岩村正彦 編

社会保障判例百選
別冊ジュリスト227号  本体2500円＋税  978-4-641-11528-6  2016年5月刊

高橋宏志･高田裕成･畑 瑞穂 編

民事訴訟法判例百選
別冊ジュリスト226号 本体2800円＋税  978-4-641-11527-9  2015年11月刊

神田秀樹･神作裕之 編

手形小切手判例百選
別冊ジュリスト222号  本体2200円＋税  978-4-641-11522-4  2014年11月刊

山口 厚･佐伯仁志 編

別冊ジュリスト221号  本体2400円＋税  978-4-641-11521-7  2014年8月刊

山口 厚･佐伯仁志 編

刑法判例百選Ⅰ総論
別冊ジュリスト220号  本体2200円＋税  978-4-641-11520-0  
                                                                                              2014年7月刊
甲斐克則･手嶋 豊 編

医事法判例百選
別冊ジュリスト219号  本体2400円＋税  978-4-641-11519-4  
                                                                                             2014年3月刊

長谷部恭男･石川健治･宍戸常寿 編

憲法判例百選Ⅱ
別冊ジュリスト218号  本体2095円＋税  978-4-641-11518-7  
                                                                                          2013年12月刊

長谷部恭男･石川健治･宍戸常寿 編

憲法判例百選Ⅰ
別冊ジュリスト217号  本体2095円＋税  978-4-641-11517-0  
                                                                                         2013年11月刊
伊藤 眞･松下淳一 編

倒産判例百選
別冊ジュリスト216号  本体2400円＋税  978-4-641-11516-3   
                                                                                            2013年7月刊

磯部 力･小幡純子･斎藤 誠 編

地方自治判例百選 第4版

第5版

第2版

第4版

第2版

第2版

第2版

別冊ジュリスト215号  本体2476円＋税  978-4-641-11515-6  
                                                                                            2013年6月刊

神田秀樹･神作裕之 編

金融商品取引法判例百選
別冊ジュリスト214号  本体2286円＋税  978-4-641-11514-9  
                                                                                                    2013年2月刊

樋口範雄･柿嶋美子･浅香吉幹･岩田 太 編

アメリカ法判例百選
別冊ジュリスト213号  本体2600円＋税  978-4-641-11513-2  
                                                                                    　 2012年12月刊

櫻田嘉章･道垣内正人 編

国際私法判例百選
別冊ジュリスト210号  本体2600円＋税  978-4-641-11510-1  
                                                                                            2012年6月刊

中山信弘･大渕哲也･小泉直樹･田村善之 編

特許判例百選
別冊ジュリスト209号  本体2400円＋税  978-4-641-11509-5  
                                                                                             2012年4月刊

上原敏夫･長谷部由起子･山本和彦 編

民事執行・保全判例百選
別冊ジュリスト208号  本体2200円＋税  978-4-641-11508-8  
                                                                                                          2012年3月刊

環境法判例百選
別冊ジュリスト206号  本体2600円＋税  978-4-641-11506-4  
                                                                                            2011年10月刊

小寺 彰･森川幸一･西村 弓 編

国際法判例百選
別冊ジュリスト204号  本体2476円＋税  978-4-641-11504-0  
                                                                                            2011年10月刊
山下友信･洲崎博史 編

保険法判例百選
別冊ジュリスト202号  本体2400円＋税  978-4-641-11502-6  
                                                                                           2010年12月刊
廣瀬久和･河上正二 編

消費者法判例百選
別冊ジュリスト200号  本体2714円＋税  978-4-641-11500-2  
                                                                                                    2010年6月刊

【別冊ジュリスト 判例百選シリーズ一覧】

淡路剛久･大塚 直･北村喜宣 編

刑法判例百選Ⅱ各論

判例百選



START UP

2016年12月刊

2017年11月刊

2016年12月刊

2017年12月刊

4

・人権・統治あわせて50件に絞り，一貫した視点で明快に解説！
・憲法問題をより身近に，より具体的に理解できるよう，事案の紹介を
重視し，時代背景や当事者の心情についての説明を尽くしました。

START UP  B5判  180頁  本体1800円＋税  978-4-641-22719-4

上田健介･尾形 健･片桐直人 著

憲法判例50！

・刑法総論，刑法各論をはじめて学ぶ人のための判例解説書。
・初学者の「わからない」「わかりづらい」に寄り添えるように，言葉
づかいや考え方，1つひとつの説明を丁寧に行いました。

・判例の理解に必要な考え方や前提知識もわかりやすくコンパクト
にまとめています。

・それぞれの1冊で，刑法総論，刑法各論のおおまかな全体像を無理
なくつかめます。

START UP  B5判  156頁  本体1800円＋税  978-4-641-13921-3

十河太朗･豊田兼彦･松尾誠紀･森永真綱 著

刑法総論判例50！

♥

・行政法判例に特有の複雑な事案も無理なく理解できる工夫が満載。
・しっかりした判決文の引用と丁寧な解説を通じて判例の読み方を体
得できる。

・関連判例の位置づけも明確に示し，もっと知りたい！ にも対応。

START UP  B5判  172頁  本体1800円＋税  978-4-641-22736-1 

大橋真由美･北島周作･野口貴公美 著

行政法判例50！♥

♥

START UP  B5判  150頁  本体1800円＋税  978-4-641-13926-8

刑法各論判例50！♥



2017年
12月刊

2017年
11月刊

2017年
12月刊

2017年
12月刊

2017年
11月刊

START UP

・総則／物権／債権総論／債権各論／親族・相続，それぞれ最重要判例30件
を厳選。

・複雑な事件も簡潔にまとめ，重要ポイントが明確にわかる。
・図やイラストなどが豊富で，視覚的にもわかりやすい。
・語注・現代語訳・補足説明などで，民法判例の読み解きを徹底的にサポート。
・［もう一歩先へ］のページなどで，「これからの学び」へのつながりも意識して
います。

START UP  B5判  124頁  本体1600円＋税  978-4-641-13782-0

原田昌和･秋山靖浩･山口敬介 著

民法❶総則判例30！♥

START UP  B5判  132頁  本体1600円＋税  978-4-641-13785-1

水津太郎･鳥山泰志･藤澤治奈 著

民法❷物権判例30！♥

START UP  B5判  140頁  本体1600円＋税  978-4-641-13777-6

田髙寛貴･白石 大･山城一真 著

民法❸債権総論判例30！♥

♥

START UP  B5判  126頁  本体1600円＋税  978-4-641-13784-4

青竹美佳･金子敬明･幡野弘樹  著

民法❺親族・相続判例30！♥

START UP  B5判  136頁  本体1600円＋税  978-4-641-13779-0

民法❹債権各論判例30！
中原太郎･幡野弘樹･丸山絵美子･　永一行 著



法学教室ライブラリィ

＊採用見本献本のご依頼は有斐閣営業部まで

　

＊メールでのご依頼の際には，献本希望商品の書名のほか，お名前／送付先ご住所／所属大学／採用予定
    大学・学部／採用予定講義名をご明記くださいますよう，お願いいたします。
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-17　　TEL  03-3265-6811／FAX  03-3262-8035

eigyo@yuhikaku.co.jp　　http://www.yuhikaku.co.jp/

野坂泰司 著
憲法基本判例を読み直す
法教ライブラリィ  A5判  508頁  本体3500円＋税  978-4-641-13061-6

木村草太･西村裕一 著
憲法学再入門
法教ライブラリィ  A5判  218頁  本体1900円＋税  978-4-641-13162-0

曽和俊文 著
行政法総論を学ぶ
法教ライブラリィ  A5判  510頁  本体3500円＋税  978-4-641-13157-6

北村和生･深澤龍一郎･飯島淳子･磯部 哲 著
事例から行政法を考える
法教ライブラリィ  A5判  458頁  本体3400円＋税  978-4-641-13187-3

佐久間 毅･曽野裕夫･田髙寛貴･久保野恵美子 著
事例から民法を考える
法教ライブラリィ  A5判  438頁  本体3000円＋税  978-4-641-13675-5

伊藤靖史･伊藤雄司･大杉謙一･齊藤真紀･田中 亘･松井秀征 著
事例で考える会社法
法教ライブラリィ  A5判  538頁  本体3500円＋税  978-4-641-13729-5

酒井太郎 著
会社法を学ぶ
法教ライブラリィ  A5判  308頁  本体2500円＋税  978-4-641-13727-1

佐伯仁志 著
刑法総論の考え方・楽しみ方
法教ライブラリィ  A5判  458頁  本体3200円＋税  978-4-641-04289-6

塩見 淳 著
刑法の道しるべ
法教ライブラリィ  A5判  274頁  本体2200円＋税  978-4-641-13907-7

島田聡一郎･小林憲太郎 著
事例から刑法を考える
法教ライブラリィ  A5判  518頁  本体3200円＋税  978-4-641-04298-8

遠藤賢治 著
事例演習民事訴訟法
法教ライブラリィ  A5判  354頁  本体2700円＋税  978-4-641-13644-1

古江賴隆 著
事例演習刑事訴訟法
法教ライブラリィ  A5判  488頁  本体3200円＋税  978-4-641-13904-6

白石忠志 著
独禁法事例集
法教ライブラリィ  A5判  658頁  本体5200円＋税  978-4-641-24302-6

増井良啓 著
租税法入門
法教ライブラリィ  A5判  358頁  本体2600円＋税  978-4-641-13167-5

2011年6月刊

2014年3月刊

2013年4月刊

2016年3月刊

2015年8月刊

2017年12月刊

2014年3月刊

2016年7月刊

2014年4月刊

2015年12月刊

2015年3月刊

2013年2月刊

2014年4月刊

2014年3月刊

＊法学教室の連載を単行本化した信頼のシリーズ。（各分野の代表書を紹介しています）

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♥

♠

♠

♣

♣

第2版

第3版

第3版

第2版


