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Part2 法学学習の「推し本」

『「大岡裁き」の法意識』青木人志
光文社新書，2005 年，本体 700 円＋税
(品切・電書有）
ISBN:9784334033002

ブックリスト

レポートの書き方や思考法を身につけよう

いろいろな法学科目を眺めてみよう

『論文の教室〔新版〕
』戸田山和久
NHK ブックス，2012 年，本体 1200 円＋税
ISBN:9784140911945

『法学部生のための選択科目ガイドブック』
君塚正臣 編著
ミネルヴァ書房，2011 年，本体 2800 円＋税
ISBN:9784623060092

『武器としての決断思考』瀧本哲史
星海社新書，2011 年，本体 820 円＋税
ISBN:9784061385016

『法学の世界〔新版〕
』南野森 編著
日本評論社，2019 年，本体 2200 円＋税
ISBN:9784535523685

『法を学ぶ人のための文章作法』井田良ほか
有斐閣，2016 年，本体 1900 円＋税
ISBN:9784641125896

『新・大学生が出会う法律問題』
信州大学経法学部 編
創成社，2016 年，本体 1600 円＋税
ISBN:9784794440716

『20 歳の自分に受けさせたい文章講義』古賀史健
星海社新書，2012 年，本体 840 円＋税
ISBN:9784061385108
『大学生のための「読む・書く・プレゼン・
ディベート」の方法〔改訂第 2 版〕
』
松本茂＝河野哲也
玉川大学出版部，2015 年，本体 1500 円＋税
ISBN:9784472405136

『キヨミズ准教授の法学入門』木村草太
星海社新書，2012 年，本体 840 円＋税
ISBN:9784061385276
『ブリッジブック法学入門〔第 2 版〕
』南野森 編
信山社，2013 年，本体 2300 円＋税
ISBN:9784797223477

『アウトライナー実践入門』Tak.
技術評論社，2016 年，本体 1980 円＋税
ISBN:9784774182858

新書で法学を学んでみよう

「知」の「巨人の肩」に乗り，心を整える方法

『その「つぶやき」は犯罪です』鳥飼重和 監修
新潮新書，2014 年，本体 700 円＋税
ISBN:9784106105722

『アイデア大全』読書猿
フォレスト出版，2017 年，本体 1700 円＋税
ISBN:9784894517455

『プレップ法学を学ぶ前に〔第 2 版〕
』道垣内弘人
弘文堂，2017 年，本体 1000 円＋税
ISBN:9784335313264

『ライフハック大全』堀正岳
KADOKAWA，2017 年，本体 1500 円＋税
ISBN:9784046021540

『鉄道と刑法のはなし』和田俊憲
NHK 出版新書，2013 年，本体 780 円＋税
ISBN:9784140884201

『うつヌケ』田中圭一
KADOKAWA，2017 年，本体 1000 円＋税
ISBN:9784041037089

『ビジネスパーソンのための契約の教科書』
福井健策
文春新書，2011 年，本体 750 円＋税
ISBN:9784166608348

『必要な情報を手に入れるプロのコツ』
喜多あおい
祥伝社黄金文庫，2018 年，本体 690 円＋税
ISBN:9784396317416

『個人情報保護法の知識〔第 4 版〕
』岡村久道
日経文庫，2017 年，本体 1000 円＋税
ISBN:9784532113766

『大学 1 年生の歩き方』トミヤマユキコ＝清田隆之
左右社，2017 年，本体 1400 円＋税
ISBN:9784865281736
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演習書のすすめ

『心を整える。
』長谷部誠
幻冬舎文庫，2014 年，本体 650 円＋税
ISBN:9784344421431
法学部生なら知っておきたい！

『基礎演習 行政法〔第 2 版〕
』土田伸也
日本評論社，2016 年，本体 2300 円＋税
ISBN:9784535521803

必携参考書

『リーガル・リサーチ＆リポート』田髙寛貴ほか
有斐閣，2015 年，本体 1600 円＋税
ISBN:9784641125735

『民法演習サブノート 210 問』沖野眞已ほか 編著
弘文堂，2018 年，本体 2900 円＋税
ISBN:9784335357428

『判例の読み方』青木人志
有斐閣，2017 年，本体 800 円＋税
ISBN:9784641125957

『演習刑法〔第 2 版〕
』木村光江
東京大学出版会，2016 年，本体 3800 円＋税
ISBN:9784130323796

『現代の裁判〔第 7 版〕
』市川正人ほか
有斐閣，2017 年，本体 1700 円＋税
ISBN:9784641220959

『憲法ガール Remake Edition』大島義則
法律文化社，2018 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784589038944

『法律学小辞典〔第 5 版〕
』高橋和之ほか 編集代表
有斐閣，2016 年，本体 4500 円＋税
ISBN:9784641000292

『事例で学ぶ民法演習』松久三四彦ほか
成文堂，2014 年，本体 2800 円＋税
ISBN:9784792326609

『条文の読み方』法制執務用語研究会
有斐閣，2012 年，本体 800 円＋税
ISBN:9784641125544

『事例演習刑事訴訟法〔第 2 版〕
』古江賴隆
有斐閣，2015 年，本体 3200 円＋税
ISBN:9784641139046

『法学のお作法』吉田利宏
法律文化社，2015 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784589036957

「一歩先」の学修のために

法学学習の方法を考える

『憲法で読むアメリカ史（全）
』阿川尚之
ちくま学芸文庫，2013 年，本体 1400 円＋税
ISBN:9784480095794

『法律学習マニュアル〔第 4 版〕
』弥永真生
有斐閣，2016 年，本体 2000 円＋税
ISBN:9784641125841

『コンビニの光と影〔新装版〕
』本間重紀 編
花伝社，2009 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784763405395

『大学生のための法学トレーニング』
大林啓吾ほか 編著
三省堂，2014 年，本体 1900 円＋税
ISBN:9784385363240

『新・実践刑事弁護〔第 2 版〕
』
東京弁護士会刑事弁護委員会 編
現代人文社，2018 年，本体 2400 円＋税
ISBN:9784877987152

『リーガル・リサーチ〔第 5 版〕
』
指宿信＝齊藤正彰 監修／いしかわまりこほか
日本評論社，2016 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784535521629

『Ｏ.Ｊ.シンプソンはなぜ無罪になったか』
四宮啓
現代人文社，1997 年，本体 1700 円＋税
ISBN:9784906531257

『最強の法律学習ノート術』木山泰嗣
弘文堂，2012 年，本体 2000 円＋税
ISBN:9784335355288

『四大公害病』政野淳子
中公新書，2013 年，本体 880 円＋税
ISBN:9784121022370

『論文の書き方マニュアル〔新版〕
』
花井等＝若松篤
有斐閣，2014 年，本体 1600 円＋税
ISBN:9784641220362

『裁判官！ 当職そこが知りたかったのです。
』
岡口基一＝中村真
学陽書房，2017 年，本体 2600 円＋税
ISBN:9784313511651
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『エコノリーガル・スタディーズのすすめ』
柳川隆ほか 編
有斐閣，2014 年，本体 2700 円＋税
ISBN:9784641164321

他分野との交錯
『裁判員制度と報道』土屋美明
花伝社，2009 年，本体 2000 円＋税
ISBN:9784763405456

『AI がつなげる社会』福田雅樹ほか 編著
弘文堂，2017 年，本体 3000 円＋税
ISBN:9784335357121

『憲法学のゆくえ』宍戸常寿ほか 編著
日本評論社，2016 年，本体 4800 円＋税
ISBN:9784535521841

『発展するアジアの政治・経済・法』松尾弘
日本評論社，2016 年，本体 2600 円＋税
ISBN:9784535522145

『刑法と民法の対話』佐伯仁志＝道垣内弘人
有斐閣，2001 年，本体 3000 円＋税（品切）
ISBN:9784641132702

『法学・経済学・自然科学から考える環境問題』
青木淳一ほか
慶應義塾大学出版会，2017 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784766424461

『人事と法の対話』守島基博＝大内伸哉
有斐閣，2013 年，本体 1900 円＋税
ISBN:9784641144521

『AI 時代の働き方と法』大内伸哉
弘文堂，2017 年，本体 2000 円＋税
ISBN:9784335356872

『法哲学と法哲学の対話』安藤馨＝大屋雄裕
有斐閣，2017 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784641125933

研究者になるには？

学術論文を書いてみよう

異なる法学科目をつなぐ
『学術論文の作法〔第 2 版〕
』近江幸治
成文堂，2016 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784792326913

『子ども法』大村敦志ほか
有斐閣，2015 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784641125766

『中国人留学生のための法学・政治学論文の書き方
〔日中両国語版〕
〔第 2 刷版〕
』
九州大学大学院法学研究院
中国書店，2016 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784903316444

『現代実定法入門』原田大樹
弘文堂，2017 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784335357046
『法解釈入門〔補訂版〕
』山下純司ほか
有斐閣，2018 年，本体 1900 円＋税
ISBN:9784641126015

『カフェパウゼで法学を』横田明美
弘文堂，2018 年，本体 1980 円＋税
ISBN:9784335357336

『環境法〔第 2 版〕
』北村喜宣
有斐閣，2019 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784641150638

『民法研究ハンドブック』大村敦志ほか
有斐閣，2000 年，本体 2700 円＋税（品切）
ISBN:9784641132344

『問いかける法哲学』瀧川裕英 編
法律文化社，2016 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784589037886

『創造的論文の書き方』伊丹敬之
有斐閣，2001 年，本体 1700 円＋税
ISBN:9784641076495

『国際法で世界がわかる』森川幸一ほか 編
岩波書店，2016 年，本体 2800 円＋税
ISBN:9784000229555

『対話で学ぶ行政法』宇賀克也ほか 編
有斐閣，2003 年，本体 3000 円＋税（品切）
ISBN:9784641129269

法と社会科学をつなぐ
映画と法
『法と社会科学をつなぐ』飯田高
有斐閣，2016 年，本体 2100 円＋税
ISBN:9784641125803

『新・シネマで法学』野田進＝松井茂記 編
有斐閣，2014 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784641184190
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ISBN:9784641125520
『映画のなかの医事法学・plus』前田和彦
医療科学新書，2017 年，本体 1200 円＋税
ISBN:9784860034887

『私の最高裁判所論』泉徳治
日本評論社，2013 年，本体 2800 円＋税
ISBN:9784535519510

『シン・ゴジラ政府・自衛隊事態対処研究』
石動竜仁ほか
ホビージャパン，2017 年，本体 2500 円＋税
ISBN:9784798614229

『憲法学からみた最高裁判所裁判官』
渡辺康行ほか 編
日本評論社，2017 年，本体 4600 円＋税
ISBN:9784535522633

『それでもボクはやってない』周防正行
幻冬舎，2007 年，本体 1400 円＋税
ISBN:9784344012738

『最高裁の少数意見』大林啓吾＝見平典 編
成文堂，2016 年，本体 6000 円＋税
ISBN: 9784792305987

『映画で学ぶ憲法』志田陽子 編
法律文化社，2014 年，本体 2300 円＋税
ISBN:9784589035509

いろいろな進路を考える

法的な論点のあるフィクション

『法実務からみた行政法』吉田利宏＝塩浜克也
日本評論社，2014 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784535520455

『火車』宮部みゆき
新潮文庫，1998 年，本体 990 円＋税
ISBN:9784101369181 ※単行本は 1992 年刊

『法のデザイン』水野祐
フィルムアート社，2017 年，本体 2200 円＋税
ISBN:9784845916054

『テロ』フェルディナント・フォン・シーラッハ／
酒寄進一 訳
東京創元社，2016 年，本体 1600 円＋税
ISBN:9784488010560

『公務員弁護士のすべて』岡本正 編集代表
第一法規，2018 年，本体 2200 円＋税
ISBN:9784474065772

『風紋(上)(下)〔新装版〕
』乃南アサ
双葉文庫，2014 年，
(上)本体 852 円＋税／(下)本体 759 円＋税
ISBN:(上)9784575517132／(下)9784575517149
※単行本は 1994 年刊

『自治体訴訟事例ハンドブック〔改訂版〕
』
特別区人事・厚生事務組合法務部 編
第一法規，2017 年，本体 1800 円＋税
ISBN:9784474057999
『弁護士「好きな仕事×経営」のすすめ』北周士 編
第一法規，2018 年，本体 2600 円＋税
ISBN:9784474059955

『理由』宮部みゆき
朝日文庫，2002 年，本体 857 円＋税
ISBN:9784022642950 ※単行本は 1998 年刊

『ビジネスパーソンのための法律を変える教科書』
別所直哉
ディスカヴァー・トゥエンティワン，2017 年，
本体 2000 円＋税
ISBN:9784799322024

『空飛ぶタイヤ』池井戸潤
実業之日本社文庫，2016 年，本体 1000 円＋税
ISBN:9784408552729 ※単行本は 2006 年刊
『チルドレン』伊坂幸太郎
講談社文庫，2007 年，本体 600 円＋税
ISBN:9784062757249 ※単行本は 2004 年刊
元最高裁判事の回顧録を読んでみよう
『裁判・立法・実務』田原睦夫 編著
有斐閣，2014 年，本体 4100 円＋税
ISBN:9784641136625
『最高裁回想録』藤田宙靖
有斐閣，2012 年，本体 3800 円＋税
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