
憲法の時間
井上典之／編

四六判並製カバー付， 286 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-22711-8

詳細をみる

「むずかしい」が
「わかった」に変わる

テクストとしての判決 「̶近代」と「憲法」を読み解く

駒村圭吾／編著

Ａ５判上製カバー付， 338 ページ 
定価 5,940 円（本体 5,500 円）
ISBN 978-4-641-13191-0

詳細をみる

近代立憲主義と判決の
結節点を読む

立憲主義と日本国憲法　第 4版
高橋和之／著

Ａ５判上製カバー付， 500 ページ
定価 3,348 円（本体 3,100 円）
ISBN 978-4-641-22725-5

詳細をみる

常に立憲主義の理念に立ち返る

憲法判例 50！ (START UP)

上田健介・尾形　健・片桐直人／著

Ｂ５判並製， 180 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-22719-4 詳細をみる

憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ (別冊ジュリスト )

長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿／編

Ｂ５判並製， Ⅰ 244 ページ　Ⅱ 228 ページ 
定価 各 2,263 円（本体各 2,095 円）
ISBN Ⅰ 978-4-641-11517-0　Ⅱ 978-4-641-11518-7

Ⅰ　　　　　　   Ⅱ
詳細をみる 詳細をみる

注釈日本国憲法 (2)　10 条 -24 条
　
長谷部恭男／編
川岸令和，駒村圭吾，阪口正二郎，
宍戸常寿，土井真一／著
　
Ａ５判上製箱入り， 548 ページ 
定価 6,804 円（本体 6,300 円）
ISBN 978-4-641-01797-9 詳細をみる

創業 140 周年記念出版！

判例学習は
まずはここから

1/42017 年 5 月 3日で日本国憲法は施行 70周年を迎えます。
有斐閣刊行の憲法関連の書籍をご案内します。 各書籍の「詳細をみる」から書籍詳細ページへ移動します。

（掲載情報は各書籍初刷刊行時のものです）
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http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641017979
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227194
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憲法　第 3版
渋谷秀樹／著

Ａ５判上製カバー付 ， 836 ページ 
定価 6,372 円（本体 5,900 円）
ISBN 978-4-641-22723-1 詳細をみる

憲法に関心をもつ
すべての人々へ

論究憲法―憲法の過去から未来へ
長谷部恭男／編

Ａ５判並製カバー付， 474 ページ 
定価 4,104 円（本体 3,800 円）
ISBN 978-4-641-22728-6

詳細をみる

憲法施行 70 年の節目に

憲法学読本　第 2版
安西文雄・巻　美矢紀・宍戸常寿／著

Ａ５判並製カバー付， 398 ページ 
定価 2,916 円（本体 2,700 円）
ISBN 978-4-641-13172-9

詳細をみる

基礎から学ぶ，
「憲法」という歴史

ストーリー

憲法の論理
長谷部恭男／著

Ａ５判上製カバー付， 244 ページ 
定価 4,860 円（本体 4,500 円）
ISBN 978-4-641-22716-3

詳細をみる

長谷部憲法学の，到達点
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安保法制から考える
憲法と立憲主義・民主主義
長谷部恭男／編

Ａ５判並製， 140 ページ 
定価 1,404 円（本体 1,300 円）
ISBN 978-4-641-22714-9

検証・安保法案̶どこが憲法違反か
長谷部恭男／編
大森政輔・柳澤協二・青井未帆・木村草太

Ａ５判並製， 204 ページ 
定価 1,404 円（本体 1,300 円）
ISBN 978-4-641-13192-7

安保法案をよみとく

詳細をみる

安保法案を知り，
憲法を考える

詳細をみる

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227231
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227163
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227286
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131729
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131927
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227149


特集：テロと非常事態を考える
論究ジュリスト（2017 年春号）No.21

Ｂ５判並製， 200 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21321-0

詳細をみる

違憲審査̶その焦点の定め方
千葉勝美／著

四六判上製カバー付 ， 214 ページ 
定価 2,700 円（本体 2,500 円）
ISBN 978-4-641-22724-8

詳細をみる

最高裁多数意見に

みる司法の立ち位置

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／著

Ａ５判上製カバー付， 274 ページ 
定価 2,808 円（本体 2,600 円）
ISBN 978-4-641-22710-1 詳細をみる

法的視点から，
安保法制を検証する

政府の憲法解釈
阪田雅裕／編著

Ａ５判上製カバー付 ， 348 ページ 
定価 3,564 円（本体 3,300 円）
ISBN 978-4-641-13148-4

詳細をみる

60余年
積み重ねられてきた
政府の憲法解釈とは

特集：憲法の現況
論究ジュリスト（2015 年春号）No.13

Ｂ５判並製， 208 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21313-5

詳細をみる

集団的自衛権，個人情報…
現況を捕捉するとともに，
問題点を理論的に考察

特集：憲法のあの瞬間
論究ジュリスト（2016 年春号）No.17

Ｂ５判並製， 248 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21317-3

詳細をみる

と　　き

あのとき，
どのような時代背景で，
どのような憲法論議が
尽くされたのか

論究ジュリスト
最新号！
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http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213210
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213173
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213135
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227248
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131484
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227101


基本的人権の事件簿―憲法の世界へ　第 5版　 ( 有斐閣選書 )
棟居快行・松井茂記・赤坂正浩・笹田栄司・常本照樹・市川正人／著

四六判並製カバー付， 280 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-28135-6

トピックからはじめる統治制度̶憲法を考える
笹田栄司・原田一明・山崎友也・遠藤美奈／著

四六判並製カバー付， 268 ページ 
定価 2,052 円（本体 1,900 円）
ISBN 978-4-641-13188-0

詳細をみる

身近な話題から
「国のかたち」を考える

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／編著

四六判並製カバー付， 320 ページ 
定価 2,484 円（本体 2,300 円）
ISBN 978-4-641-22705-7 詳細をみる

現代社会への
憲法学からの問題提起

古典で読む憲法
曽我部真裕・見平　典／編著

四六判並製カバー付， 358 ページ 
定価 2,700 円（本体 2,500 円）
ISBN 978-4-641-13185-9

詳細をみる

詳細をみる

「古典」を手がかりに
憲法を探訪する

一歩先への憲法入門
片桐直人・井上武史・大林啓吾／著

Ａ５判並製カバー付， 318 ページ 
定価 2,376 円（本体 2,200 円）
ISBN 978-4-641-13196-5

憲 法 入 門

片桐直人　井上武史　大林啓吾

一 歩 先 へ の  

有 斐 閣

Int roduct ion to constitut ional  law
Let 's  study together !

Naoto Katagir i Keigo ObayashiTakeshi  Inoue

さぁ、ここから、一歩先へ！！
高校までに学んだ「憲法」と大学で学ぶ「憲法」はなにが違うのだろう。

そんなことを意識しながら憲法という学問と向き合ってほしくて，本書は生まれました。
いまより一歩先へ進むために，そして，この本を読み終わったあとに，そのまた一歩先へ進むために。

有 斐 閣

30のテーマから学ぶ、「考える」憲法入門

詳細をみる

いまより，一歩先へ
「考える」憲法入門

詳細をみる

新書 わたくしたちの憲法　(有斐閣新書 )
宮沢俊義・国分一太郎／著

新書判並製カバー付， 284 ページ 
定価 972 円（本体 900 円）
ISBN 4-641-09077-7

詳細をみる

憲法学者と児童文学者の協力による，
子どもとおとなのための憲法の本
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http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641090777
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131965
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131859
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641281356
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131880
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227057

