
いま読みたい

憲法！

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 ( ブリティッシュ・コロンビア大学教授 ) ／編著

2016 年 5月発売
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

古典で読む憲法
曽我部　真裕 ( 京都大学教授 )，見平　典 ( 京都大学准教授 ) ／編著

2016 年 3月発売
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

憲法Ⅰ　人権　 ( 有斐閣ストゥディア )　　
青井　未帆 ( 学習院大学教授 )，山本　龍彦 ( 慶應義塾大学教授 ) ／著

2016 年 4月発売
Ａ５判並製カバー付  ， 282 ページ 
定価 1,944 円（本体 1,800 円）
ISBN 978-4-641-15011-9

一歩先への憲法入門
片桐　直人 ( 大阪大学准教授 )，井上　武史 ( 九州大学准教授 )，
大林　啓吾 ( 千葉大学准教授 ) ／著

2016 年 5月下旬発売
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

トピックからはじめる統治制度̶憲法を考える
笹田　栄司 ( 早稲田大学教授 )，原田　一明 ( 立教大学教授 )，
山崎　友也 ( 金沢大学准教授 )，遠藤　美奈 ( 早稲田大学教授 ) ／著

2015 年 10 月発売
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

最新のおすすめ書籍から

各書籍の「詳細をみる」から書籍詳細ページへ移動します。
（掲載情報は各書初刷刊行時のものです）

5 月 3日は憲法記念日。
今こそ読みたい，
憲法関連の書籍をご案内します。

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

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

身近な話題から
「国のかたち」を考える

現代社会への
憲法学からの問題提起

「古典」を手がかりに
憲法を探訪する

「何かおかしいぞ」を言葉に変える
̶ 「̶憲法感覚」を身に付けよう！

いまより，一歩先へ
「考える」憲法入門

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227057
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131859
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150119
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131965
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131880


検証・安保法案̶どこが憲法違反か
長谷部　恭男 ( 早稲田大学教授 ) ／編
大森政輔（元内閣法制局長官）・柳澤協二（元内閣官房副長官補）
青井未帆（学習院大学教授）・木村草太（首都大学東京准教授）
2015 年 8月発売
Ａ５判並製 ， 204 ページ 
定価 1,404 円（本体 1,300 円）
ISBN 978-4-641-13192-7

政府の憲法解釈
阪田　雅裕 ( 元内閣法制局長官 ) ／編著

2013 年 10 月発売
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

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 ( 大阪大学名誉教授 )，松井　茂記 ( ブリティッシュ・コロンビア大学教授 )，
赤坂　正浩 ( 立教大学教授 )，笹田　栄司 ( 早稲田大学教授 )，
常本　照樹 ( 北海道大学教授 )，市川　正人 ( 立命館大学教授 ) ／著

2015 年 3月発売
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

いちばんやさしい憲法入門　第 4版補訂版　 ( 有斐閣アルマ )

初宿　正典 ( 京都産業大学教授 )，高橋　正俊 ( 京都橘大学教授 )，
米沢　広一 ( 大阪市立大学教授 )，棟居　快行 ( 大阪大学名誉教授 ) ／著

2014 年 3月発売
四六判並製カバー付 ， 270 ページ 
定価 1,728 円（本体 1,600 円）
ISBN 978-4-641-22024-9

目で見る憲法　第 4版
初宿　正典 ( 京都大学教授 )，大沢　秀介 ( 慶應義塾大学教授 )，高橋　正俊 ( 京都産業大学教授 )，
常本　照樹 ( 北海道大学教授 )，高井　裕之 ( 大阪大学教授 ) ／編著

2011 年 12 月発売
Ｂ５判並製カバー付 ， 122 ページ 
定価 1,728 円（本体 1,600 円）
ISBN 978-4-641-13104-0

憲法入門　第 4版補訂版　(有斐閣双書 )

伊藤　正己 ( 東京大学名誉教授 ) ／著

2006 年 3月発売
四六判並製カバー付 ， 286 ページ 
定価 1,728 円（本体 1,600 円）
ISBN 4-641-11263-0

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

1987 年 4月発売
新書判 ， 284 ページ 
定価 972 円（本体 900 円）
ISBN 4-641-09077-7

平和主義・安全保障・憲法改正

その他憲法の入門書

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

安保法案を
よみとく

6月に続刊
発売予定

6月に続刊
発売予定

60余年
積み重ねられてきた
政府の憲法解釈とは

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131927
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131484
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641281356
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641220249
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641131040
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641112630
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/4641090777


特集：憲法のあの瞬間
論究ジュリスト（2016 年春号）No.17

2016 年 4 月発売
Ｂ５判並製 ， 248 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21317-3

特集：憲法の現況
論究ジュリスト（2015 年春号）No.13

2015 年 4 月発売
Ｂ５判並製 ， 208 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21313-5

特集：憲法 “改正” 問題̶国家のあり方とは
論究ジュリスト（2014 年春号）No.9

2014 年 5 月発売
Ｂ５判並製， 208 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21309-8

特集：いま，選挙制度を問い直す
論究ジュリスト（2013 年春号）No.5

2013 年 5 月発売
Ｂ５判並製， 256 ページ 
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21305-0

特集：憲法最高裁判例を読み直す
論究ジュリスト（2012 年春号）No.1

2012 年 5 月発売
Ｂ５判並製 ， 240 ページ  
定価 2,880 円（本体 2,667 円）
ISBN 978-4-641-21300-5

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

詳細をみる

と　　き

幅広い法分野・法事象を対象に核心にせまる理論考察を行う法律学究誌としてデビュー。
重厚な特集と学術研究欄を中心に，より高度な法知識の理解と獲得に向けた，
資料性の高い１冊を目指します。毎年春号掲載の憲法特集についてご紹介します。

季刊「論究ジュリスト」とは？

「憲法の番人」の足跡を
「憲法学者」が問い直す

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

「憲法を改正する」ことの意味とは？
国家のあり方とともに再考する

選挙制度改革が叫ばれる中，
政治的意思決定システムは
どのようにあるべきか

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

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213173
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213135
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213098
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213050
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213005

