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2021年度 秋期 明 治 大 学　教科書リスト 法科大学院（法務研究科）等

※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。 ▼

語学
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 本体価格 備考

　 会社法Ⅰ・Ⅱ う 受川環大　松井秀樹 大学院 　 木 春秋 教科書 8018 会社法 第5版(LEGAL QUEST) 有斐閣 2,900

　 会社法Ⅰ・Ⅱ う 受川環大　松井秀樹 大学院 　 木 春秋 教科書 8019 会社法判例百選 第3版(別冊ジュリスト) 有斐閣 2,400

　 環境法 お 奥田進一 大学院 　 月4 通年 教科書 8034 環境法のフロンティア 成文堂 2,400

　 監査の原理 お 越智信仁 大学院 　 火1 春秋 教科書 8035 監査論テキスト 第7版 中央経済社 2,200

　 少年法 う 上野正雄 　 木3 秋期 教科書 9303 少年法入門(ブリッジブックシリ－ズ) 信山社出版 2,600

　 憲法特殊研究Ⅱ（講義） お 大津浩 大学院 　 金 秋期 教科書 9305 憲法適合的解釈の比較研究 有斐閣 6,000

　 憲法研究Ⅱ（講義） お 大津浩 大学院 　 金 秋期 教科書 9307 憲法適合的解釈の比較研究 有斐閣 6,000

　 憲法研究Ⅲ・Ⅳ(2演) お 大津浩 大学院 　 金 春秋 教科書 9308 憲法(プロセス演習)第4版 信山社出版  5,800

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　憲法（統治）

清野幾久子 秋 教科書 9309
憲法　第7版 岩波書店 3,200

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　行政救済法

山岸敬子 岩﨑政明 秋 教科書 9310
行政法概説Ⅱ 行政救済法　第6版 有斐閣 3,600

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　行政救済法

山岸敬子 岩﨑政明 秋 教科書 9311
行政判例百選Ⅰ　第7版 有斐閣 2,300

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　行政救済法

山岸敬子 岩﨑政明 秋 教科書 9312
行政判例百選Ⅱ　第7版 有斐閣 2,300

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　憲法展開演習B

安西文雄 春秋 教科書 9313
ケースブック憲法 有斐閣 6,500

　
Ⅰ法律基本科目群　公法
系　公法系総合指導（憲
法）Ｂ

安西文雄 春秋 教科書 9314
ケースブック憲法 有斐閣 6,500

　
Ⅰ法律基本科目群　公
法系　基礎演習（行政
法）

山岸敬子 秋 教科書 9315
行政法入門　第7版 有斐閣 1,900

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民法（財産権）

中村肇 秋 教科書 9316
物権・担保物権法（新ハイブリッド民法　２） 法律文化社 3,000

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民法（債権総論）

中村肇 秋 教科書 9317
債権法 日本評論社 3,700

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　会社法Ⅱ

受川環大 松井英樹 秋 主教材 9318
会社法　第4版
（但し、授業開始時に同書〔第5版〕が公刊されている時は〔第5
版〕）

有斐閣 2,900 取り扱いは第5版

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　会社法Ⅱ

受川環大 松井英樹 秋 副教材 9319
会社法判例百選　第3版 有斐閣 2,400

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民事訴訟法Ⅱ

中山幸二 瀬木比呂志 秋 教科書 9320
民事訴訟法　第6版 有斐閣 5,400

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民事訴訟法Ⅱ

中山幸二 瀬木比呂志 秋 教科書 9321
LEGAL QUEST 民事訴訟法　第3版 有斐閣 3,900

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民事訴訟法Ⅱ

中山幸二 瀬木比呂志 秋 教科書 9322
新民事訴訟法講義　第3版 有斐閣 4,900

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　民事訴訟法Ⅱ

中山幸二 瀬木比呂志 秋 教科書 9323
民事訴訟法 日本評論社 5,000

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事訴訟法発展演習
Ａ

中山幸二 秋 教科書 9324
ロースクール民事訴訟法　第5版 有斐閣 5,300

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事訴訟法展開演習
Ｄ

瀬木比呂志 秋 教科書 9325
民事訴訟の本質と諸相―市民のための裁判をめざして 日本評論社 4,000

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事法総合指導（民
法）Ｂ

平田厚 秋 教科書 9326
民法判例百選Ⅲ（親族・相続）　第2版 有斐閣 2,200

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事法総合指導（民
法）C

三林宏 秋 教科書 9327
民法判例百選Ⅰ（総則・物権）　第8版 有斐閣 2,200

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事法総合指導（商
法）Ａ

松井英樹 春秋 教科書 9328
会社法判例百選　第3版 有斐閣 2,400

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事法総合指導（商
法）B

受川環大 秋 教科書 9329
会社法事例演習教材　第3版 有斐閣 3,000

　
Ⅰ法律基本科目群　民事
系　民事法総合指導（商
法）B

受川環大 秋 教科書 9330
会社法判例百選　第3版 有斐閣 2,400

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事系　基礎演習（商法）
A

松井英樹 春秋 教科書 9331
会社法　第4版
（但し、授業開始時に同書〔第5版〕が公刊されている時は〔第5
版〕）

有斐閣 2,900 取り扱いは第5版

　
Ⅰ法律基本科目群　刑
事系　刑法展開演習Ｄ

内山良雄 秋 教科書 9332
事例研究刑事法Ⅰ 刑法　第2版 日本評論社 3,000

　
Ⅰ法律基本科目群　刑事系
刑事法総合指導（刑事訴訟
法）Ａ

手塚明 秋 教科書 9333
刑事訴訟法百選　第10版 有斐閣 2,500

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事・刑事系共通

瀬木比呂志　清水真 秋 教科書 9334
刑事訴訟法講義　第6版 東京大学出版会 3,800

　
Ⅰ法律基本科目群　民
事・刑事系共通

瀬木比呂志　清水真 秋 教科書 9335
刑事訴訟法　第2版 三省堂 5,300

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅰ（民事）

天海義彦　村木洋二 秋 教科書 9336
民事訴訟第一審手続の解説－事件記録に基づいて－　第4版 法曹会 1,727

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅰ（民事）

天海義彦　村木洋二 秋 教科書 9337
新問題研究要件事実　付－民法（債権関係）改正に伴う追補－ 法曹会 1,500

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅱ（刑事）

手塚明　水上洋
大川宗賢

秋 教科書 9338
プロシーディングス刑事裁判　平成30年版 法曹会 1,573

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅱ（刑事）

手塚明　水上洋
大川宗賢

秋 教科書 9339
プラクティス刑事裁判　平成30年版 法曹会 2,500

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅱ（刑事）

手塚明　水上洋
大川宗賢

秋 教科書 9340
検察講義案　平成30年版 法曹会 3,500

　
Ⅱ実務基礎科目群　事
実と証明Ⅱ（刑事）

手塚明　水上洋
大川宗賢

秋 教科書 9341
起訴前・公判前整理・裁判員裁判の弁護実務 法曹会 1,800

　
Ⅲ基礎法学・隣接科目
群　比較法制度論（アジ
ア）

鈴木賢 秋 教科書 9342
現代中国法入門　第8版 有斐閣 3,200

　
Ⅳ展開・先端科目群
ジェンダーと法Ⅱ ※備考欄へ記載 秋 教科書 9343

概説　ジェンダーと法―人権論の視点から学ぶ　第2版 信山社 2,000 清野幾久子　谷田川知恵
金澄道子　山崎新　笹泰子

　
Ⅳ展開・先端科目群
倒産法

大橋眞弓 春秋 教科書 9344
倒産処理法入門　第5版 有斐閣 2,400

　
Ⅳ展開・先端科目群
倒産法

大橋眞弓 春秋 教科書 9345
破産法・民事再生法　第4版 有斐閣 8,300

　
Ⅳ展開・先端科目群
租税法

岩﨑政明 秋 教科書 9346
租税法　第23版 弘文堂 6,500

　
Ⅳ展開・先端科目群
租税法

岩﨑政明 秋 教科書 9347
租税判例百選　第7版 有斐閣 2,700

　
Ⅳ展開・先端科目群
経済法演習

神田哲也 秋 教科書 9348
独占禁止法　第6版 弘文堂 4,600

　
Ⅳ展開・先端科目群
経済法演習

神田哲也 秋 教科書 9349
独占禁止法　第4版 商事法務 4,100

※書籍・辞書は10％値引します。
※本体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。
※参考書は講義に必須ではありません。返品できませんので、よくお考えのうえ、ご購入ください。


