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2021年度 明 治 大 学　教科書リスト 法 一般
販売場所：和泉 第２学生会館１階 販売期間：

購入する教科書のチェック欄（下記▼印）に✔を記入し、係員にお渡しください。 フリガナ

※学年・組・曜日時限につきましては学校発表の時間割表でご確認ください。 ▼

科目名 先生
カナ

先生 学年 組
曜日時

限
春秋
通年

教科書
参考書

チェック
欄

教科書番号 書名 出版社 税込価格 備考

生命と人間Ⅰ・Ⅱ あ 浅賀宏昭 1,2 全 火1,火2 通年 教科書 1201 ＺＥＲＯからの生命科学 改訂4版 南山堂 2,640

刑法（総論） あ 阿部力也 月4 教科書 1202 刑法総論講義案　2021年度版 成文堂 2,750

民法(債権)Ⅰ・Ⅱ あ 有賀恵美子 2 火1 通年 教科書 1203 民法3 債権総論 第4版(有斐閣Sシリーズ)  有斐閣 2,090

相続法Ⅰ い 石井美智子 2 春期 参考書 1204 民法判例百選Ⅲ 第2版　親族・相続　(別冊ジュリスト)  有斐閣 2,420

親族法Ⅰ い 石井美智子 2 春期 教科書 1206 親族・相続法（弘文堂nomika ）第3版 弘文堂 4,510

日本文化AⅠ い 伊藤剣 2,3,4 火4 春期 教科書 1209 古事記 改版(岩波文庫) 岩波書店 1,111

司法演習 い 猪股弘貴 2 火2 通年 教科書 1212 憲法基本判例を読み直す  第２版   有斐閣  4,290 明大マート２階書店レジ内にて販売

行政法Ａ い 猪股弘貴 2 火3 通年 教科書 1213 行政法　第６版 弘文堂 3,630

行政法Ａ い 猪股弘貴 2 火3 通年 教科書 1214 行政判例ノート 第４版 弘文堂 2,970

日本語文献精読 う 上原作和 水3,水4 通年 教科書 1215 近代国語表現資料 新弘堂 1,161

司法演習Ⅰ・Ⅱ(商法） う 受川環大 2 火2 春秋 教科書 1216 会社法 第5版(LEGAL QUEST) 有斐閣 3,190 明大マート2階書店レジ内にて販売

司法演習Ⅰ・Ⅱ(商法） う 受川環大 2 火2 春秋 教科書 1217 会社法判例百選 第3版(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,640 明大マート2階書店レジ内にて販売

刑法各論 う 内田幸隆 2 水3 通年 教科書 1218 刑法各論講義 第5版 成文堂 3,850

刑法各論 う 内田幸隆 2 水3 通年 参考書 1219 財産犯バトルロイヤル 日本評論社 3,520 購入は任意

刑法各論 う 内田幸隆 2 水3 通年 参考書 1220 刑法各論　第2版 日本評論社 4,950 購入は任意

刑法総論 う 内田幸隆 1 水2 通年 教科書 1221 刑法総論（有斐閣ストゥディア） 有斐閣 2,200

刑法総論 う 内田幸隆 1 水2 通年 参考書 1222 刑法総論 第2版 日本評論社 3,630 購入は任意

憲法(統治)Ⅰ え 江島晶子 2 金2 春期 教科書 1223 憲法 第７版 岩波書店  3,520

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ え 江藤英樹 1 水1 通年 教科書 1225 憲法 第7版 岩波書店 3,520

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ え 江藤英樹 1,2 水1 教科書 1226 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,300

憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ え 江藤英樹 2 水2 通年 教科書 1227 憲法 第7版 岩波書店 3,520

憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ え 江藤英樹 1,2 水2 教科書 1228 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,300

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ お 大津浩 1 水3 春秋 教科書 1229 新憲法四重奏　第二版   有信堂高文社 3,300

憲法(統治)Ⅰ・Ⅱ お 大津浩 2 水4 春秋 教科書 1230 新憲法四重奏　第二版   有信堂高文社 3,300 昨年度「憲法(人権)」受講者で
同じ教科書を持っている人は購入不要

日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ か 唐澤聖月 1 水2 通年 教科書 1232 近代国語表現資料 新弘堂 1,056

日本語文献精読Ⅰ・Ⅱ か 唐澤聖月 1 木2 通年 教科書 1233 近代国語表現資料 新弘堂 1,056

情報と社会 こ 小林龍生 月2 通年 教科書 1234 情報の文明学(中公文庫) 中央公論新社 754

比較法学Ⅰ・Ⅱ さ 佐藤智恵 水3 春秋 教科書 1235 比較法 三省堂 3,080

政治学Ⅰ・Ⅱ し 清水聡 1,2 月1 春秋 教科書 1236 国際政治論:グローバリゼーションと日本政治外交 DTP出版 2,750

社会学Ⅰ・Ⅱ し 鍾家新 1,2 水3 春秋 教科書 1237 社会凝集力の日中比較社会学 ミネルヴァ書房 3,850

歴史学Ⅰ す 陶安あんど 水1 通年 教科書 1238 中国史 上(岩波文庫) 岩波書店 1,067

歴史学Ⅱ す 陶安あんど 水1 春秋 教科書 1239 中国史 下(岩波文庫) 岩波書店 1,243

自由講座 せ 関修 1,2,3,4 火5 春期 教科書 1240 ピュドロさん、美食批評家はいったい何の役に立つんですか？ 新泉社 2,750

商法概論・総則 た 高木正則 2 春期 教科書 1242 商法総則・商行為法 第8版( 有斐閣法律学叢書) 有斐閣 3,080

商法概論・総則 た 高木正則 2 春期 参考書 1243 商法判例百選(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,750

自由講座 た 高島和哉 1,2,3,4 水2 通年 教科書 1244 これからの「正義」の話をしよう （ハヤカワ文庫） 早川書房 990

プレゼミA た 田中ひかる 金3 春期 教科書 1246 移民と日本社会(中公新書)  中公新書 990 明大マート2階書店レジ内にて販売

社会思想史Ⅰ・Ⅱ た 田中ひかる 木2 春秋 教科書 1247 社会運動のグローバル・ヒストリー ミネルヴァ書房 3,300

自由講座 た 田中ひかる 金5 春秋 教科書 1248 脱資本主義宣言 新潮社 1,320

司法演習 つ 辻雄一郎 月3 参考書 1249 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,980

憲法（人権） つ 辻雄一郎 1 月1 教科書 1250 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,980

憲法（人権）Ⅰ・Ⅱ つ 辻雄一郎 1 月1 春秋 教科書 1251 憲法講義 第２版 日本評論社 4,180

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ つ 辻雄一郎 2 火4 春秋 教科書 1252 公務員試験新スーパー過去問ゼミ６　憲法 実務教育出版 1,980

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ つ 辻雄一郎 2 火4 春秋 教科書 1253 憲法講義 第２版 日本評論社 4,180

憲法（統治）Ⅰ・Ⅱ つ 辻雄一郎 2 火4 参考書 1254 シェブロン法理の考察 日本評論社 5,280

司法演習（民法）法曹 つ 都筑満雄 2,3,4 通年 教科書 1255 民法判例百選Ⅰ 第８版　総則・物権（別冊ジュリスト） 有斐閣 2,420 明大マート2階書店レジ内にて販売

司法演習（民法）法曹 つ 都筑満雄 2,3,4 通年 教科書 1256 民法判例百選Ⅱ 第８版　債権（別冊ジュリスト） 有斐閣 2,530 明大マート2階書店レジ内にて販売

民法（総則） つ 都筑満雄 1 通年 教科書 1257 民法Ⅰ総則 第4版（有斐閣Ｓシリーズ） 有斐閣 1,980

民法（債権総論）Ⅰ な 中村肇 2 月4 春期 教科書 1258 債権法 債権総論・契約 日本評論社 4,070

民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ な 中村肇 2 月4 通年 参考書 1259 民法判例百選Ⅱ 第8版 債権(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,530

民法（債権総論）Ⅰ・Ⅱ な 中村肇 2 月4 通年 参考書 1260 新ハイブリッド民法3 債権総論　新版　 法律文化社 3,300

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ は 長谷川裕寿 2,3,4 金1 その他 教科書 1262 刑法各論 第3版 成文堂 4,950 『刑法各論講義 第5版』と
好きな方を選択してください

刑法（各論）Ⅰ・Ⅱ は 長谷川裕寿 2,3,4 金1 その他 教科書 1263 刑法各論講義 第5版 成文堂 3,850 『刑法各論 第3版』と
好きな方を選択してください

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ ひ 廣澤明 1 月2 通年 教科書 1264 憲法 第7版 岩波書店 3,520

憲法(人権)Ⅰ・Ⅱ ひ 廣澤明 1 月2 通年 教科書 1265 新憲法判例特選 第3版 敬文堂 3,300

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1266 国際条約集　2021年版 有斐閣 3,080 毎週使用

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1267 日本と世界の領土(帝国書院地理シリ－ズ)    帝国書院 3,300 春学期後半以降に使用

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 教科書 1268 判例国際法  第３版    東信堂 4,290 ほぼ毎週使用

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1269 国際法判例百選　第2版(別冊ジュリスト)      有斐閣 2,723

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1270 国際法 （ちくま新書）        筑摩書房  1,210

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1271 国際法で世界がわかる           岩波書店 3,190

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1272 Public International Law in a Nutshell,6th ed.          West Academic 10,208

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1273 国際法基本判例５０ 第２版         三省堂  2,420

国際法 み 水田周平 2,3,4 金5 通年 参考書 1274 国際法        東京大学出版会  4,840

法律リテラシー み 水田周平 1 火4 春期 参考書 1275 リーガルベイシス民法入門 第３版        日経ＢＰＭ 4,950

法律リテラシー み 水田周平 1 火4 春期 参考書 1276  刑法入門 （岩波新書）          岩波書店 902

法律リテラシー み 水田周平 1 火4 春期 参考書 1277 憲法講話  ２４の入門講義            有斐閣  2,750

日本近代法史Ⅰ む 村上一博 1 金1 春期 教科書 1278 権利自由の揺籃 DTP出版 2,090

日本近代法史Ⅰ む 村上一博 1 金2 春期 教科書 1279 権利自由の揺籃 DTP出版 2,090

ヨーロッパ文化A よ 吉川佳英子 金4 春秋 教科書 1282 現代フランス社会を知るための６２章    明石書店  2,200

アジア文化A る 魯大鳴 2 火3 通年 教科書 1283 京劇役者が語る京劇入門 駿河台出版社 1,980

行政法A し 下川環 2 木1 春秋 教科書 1295 行政判例百選Ⅰ （別冊ジュリスト） 第７版  有斐閣  2,530

行政法A し 下川環 2 木1 春秋 教科書 1296 行政判例百選Ⅱ （別冊ジュリスト） 第７版  有斐閣  2,530

行政法A し 下川環 2 木1 春秋 教科書 1297 行政法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ  第2版   有斐閣  2,750

※書籍・辞書は10％値引します。
※価格は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※レシートのない返品はお受けできませんので、ご注意ください。 ↓

ここの欄に
チェックしてください！

お呼び出しするのにお名前が必要です。
必ずご記入ください。

↓

4/7(水)～5/14（金）　※４月のみ土曜営業あり（10：00-17：00）
４月販売時間：4/7（水）10：00-17：00、4/8（木）～4/16（金）10：00-18：30、4/19（月）～4/28（水）10：00-17：30
５月販売時間：5/6（木）～5/14（金）12：00-16：30

お名前


