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著者 書名 ISBN 価格 注文数
上代庸平 編 アーカイブズ学要論（中京大学社会科学研究所叢書33） 978-4-86031-110-0 3000 　
山本龍彦・大林啓吾 編 アメリカ憲法の群像―裁判官編 978-4-86031-141-4 4500 　
駒村圭吾・山本龍彦・大林啓吾 編 アメリカ憲法の群像―理論家編 978-4-86031-073-8 4000 品切れ
明治大学ELM・明治大学法学部比較法研究所 
編 新たな薬事制度を求めて－日独法制度の比較から 978-4-86031-160-5 2500 　

鈴木輝二 EUへの道 978-4-86031-020-2 4000 　
村田光義 イギリス自由党の社会政策 1906-1914 978-4-86031-049-3 5000 　
古野豊秋 違憲の憲法解釈 978-4-915750-15-1 9223 品切れ
古野豊秋 違憲の憲法理論と解釈 978-4-86031-127-8 6500 　
佐伯芳子 移住女性と人権 978-4-86031-117-9 4000 　
山本龍彦 遺伝情報の法理論　（現代憲法研究Ⅱ） 978-4-86031-052-3 7500 　
佐藤雄一郎・小西知世 編 医と法の邂逅 第１集 978-4-86031-113-1 7000 　
いほうの会 編 医と法の邂逅 第２集 978-4-86031-120-9 8000 　
いほうの会 編 医と法の邂逅 第３集 978-4-86031-143-8 5300 　
塚本泰司 医療と法【第２版】 978-4-915750-85-4 3000 品切れ
小山剛・新井誠編 イレズミと法－大阪タトゥー裁判から考える 978-4-86031-164-3 2700 　
小倉一志 インターネット・「コード」・表現内容規制 978-4-86031-122-3 5370 　
アキ場準一 ウルリクス・フベルス『法牴触論』註解 978-4-915750-38-0 7080 　
茨城大学法学メジャー　編 エレメンタリー法学・行政学 978-4-86031-155-1 2800 　
名塚紀子 カイシャの女 978-4-915750-69-4 1200 　
岩志和一郎 執筆代表 家族と法の地平 978-4-86031-070-7 8000 　
和田勝年 株式会社再生 978-4-86031-010-3 1800 　
稲葉陽二・藤川信夫・岡西賢治 編集 企業コンプライアンス 978-4-86031-108-7 5000 　
石村修 基本権の展開 978-4-86031-146-9 5000 　
小山剛 基本権の内容形成 978-4-86031-025-7 4000 　
樋口辰雄 逆説の歴史社会学 978-4-915750-54-0 3500 　
山下威士 編訳 クーデタを裁く 978-4-86031-015-8 19000 　
鈴木満・鈴木深雪 経済法【第２版】 978-4-86031-071-4 3500 　
岩井宜子 刑事政策【第7版】 978-4-86031-149-0 3650 　
山口裕博 芸術と法 978-4-915750-89-2 8000 　
山口裕博 芸術法学入門 978-4-86031-040-0 3500 　
山口裕博 芸術法の基礎 978-4-86031-105-6 3000 　
町野朔・岩瀬徹・日髙義博・安部哲夫・山本輝之・渡邊
一弘 編集 刑法・刑事政策と福祉 978-4-86031-090-5 8000 品切れ

小谷順子・新井誠・山本龍彦・葛西まゆこ・大林啓吾 編 現代アメリカの司法と憲法―理論的対話の試み 978-4-86031-098-1 6500 　
宇都木伸・塚本泰司 編 現代医療のスペクトル 978-4-915750-93-9 3500 　
小林博志 現代行政法を問う 978-4-86031-166-7 3000 　
土屋英雄 現代中国の憲法集 978-4-86031-029-5 1800 　
土屋英雄 現代中国の信教の自由―研究と資料 978-4-86031-074-5 2500 　
何燕侠 現代中国の法とジェンダー 978-4-86031-028-8 5714 　
青柳幸一 憲法 978-4-86031-115-5 3240 絶版
工藤達朗 憲法学研究 978-4-86031-058-5 7000 　
青柳幸一 憲法学のアポリア 978-4-86031-112-4 10500 絶版
岩間昭道 憲法綱要 978-4-86031-084-4 4000 　
石村修 憲法国家の実現 978-4-86031-041-1 6500 　
畑尻剛 憲法裁判研究序説 978-4-915750-10-6 7500 品切れ
小山剛 「憲法上の権利」の作法 第3版 978-4-86031-128-5 2500 　
川添・山下編 憲法詳論(OD版) 978-4-915750-11-3 4000 　
古野豊秋 憲法における家族―親の人権と子どもの人権 978-4-86031-079-0 5500 　
青柳幸一 憲法における人間の尊厳 978-4-86031-059-2 8000 絶版
工藤達朗 憲法の勉強 978-4-915750-72-4 2600 　
石村修 憲法の保障 978-4-915750-04-3 5600 　
小山剛・山本龍彦・新井誠 編 憲法のレシピ 978-4-86031-044-8 3000 　
岩間昭道 憲法破毀の概念 978-4-86031-004-7 10000 　
川添利幸 憲法保障の理論 978-4-915750-03-8 6200 品切れ
日本犯罪社会学会 編 公開シンポジウム　ファミリー・バイオレンスにどう対応するか 978-4-86031-072-1 500 　
岩志和一郎ほか 講義 生命科学と法 978-4-86031-056-1 2500 　
岩間昭道 合法性と正当性 978-4-86031-159-9 6000 　
日本学術会議社会法学研究連絡委員会 編 高齢社会と介護システム 978-4-915750-51-9 1800 　
藤川信夫 国際取引法 978-4-86031-102-5 4000 　
米津孝司 国際労働契約法の研究 978-4-915750-45-8 4400 　
山本悦夫 国民代表論 978-4-915750-44-1 8500 　
野瀬久美子 国連 978-4-915750-20-5 2000 品切れ
青柳幸一 個人の尊重と人間の尊厳 978-4-915750-41-0 9709 絶版
ジョージ・E・マッカーシー  著　樋口辰
雄・田上大輔 訳

古代ギリシアと社会学 978-4-86031-145-2 3500 　
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小山剛・玉井真理子 編 子どもの医療と法【第２版】 978-4-86031-089-9 5500 　
国際女性の地位協会 編 コンメンタール 女性差別撤廃条約 978-4-86031-077-6 5000 　
船越隆司 債権総論 978-4-915750-70-0 5400 　
平良小百合 財産権の憲法的保障（現代憲法研究Ⅴ） 978-4-86031-148-3 6150 　
古川真人 編著 最新・こころの科学 978-4-86031-034-9 2400 　
小倉一志 サイバースペースと表現の自由　（現代憲法研究Ⅰ） 978-4-86031-045-5 7000 　
土屋英雄 思想の自由と信教の自由【増補版】 978-4-86031-061-5 3200 　
石村修・浦田一郎・芹沢斉 編著 時代を刻んだ憲法判例 978-4-86031-093-6 3000 　
船越隆司 実定法秩序と証明責任 978-4-915750-42-7 17476 　
吉田恒雄 編 児童虐待への介入【改訂版】 978-4-915750-78-6 3000 品切れ
岩井宜子 編 児童虐待防止法 978-4-915750-99-1 2700 　
吉田恒雄 編 児童虐待防止法制度 978-4-86031-014-1 3500 　
岩志和一郎 編著 児童福祉と司法の間の子の福祉 978-4-86031-154-4 2700 　
新潟陪審友の会 編集 市民の手に裁判を―陪審制度 978-4-915750-55-7 1800 　
村田光義 ジャン・ジョレス研究序説 978-4-915750-74-8 7500 　
大沢秀介・小山剛 編 自由と安全―各国の理論と実務 978-4-86031-068-4 4500 　
土屋英雄 自由と忠誠 978-4-86031-001-1 3400 　
丸山英二 編 出生前診断の法律問題 978-4-86031-053-0 4000 品切れ
国広陽子 主婦とジェンダー―現代的主婦像の解明と展望 978-4-915750-88-5 5238 品切れ
鈴木深雪 消費政策論―消費生活論【第５版】 978-4-86031-080-6 3000 　
海野敦史 情報収集解析社会と基本権 978-4-86031-168-1 8500 　
佐藤延子 編著 女性学【改訂版】 978-4-915750-68-7 2286 　
女子教育問題研究会 編 女性校長のキャリア形成 978-4-86031-062-2 3500 　
山下泰子 女性差別撤廃条約と日本 978-4-86031-076-9 4500 　
山下泰子 女性差別撤廃条約の研究 978-4-915750-39-7 14000 品切れ
伊東すみ子 女性・人権・NGO 978-4-915750-14-4 2500 品切れ
秋山千明 女性に対する暴力－被害者学的視点から 978-4-86031-156-8 5500 　
小長谷和高 序説 国際刑事裁判【第２版】 978-4-86031-047-9 3000 　
根森健 資料集　人権保障の理論と課題 978-4-86031-008-0 3500 　
竜嵜喜助 真偽と証明 978-4-86031-021-9 4500 　
古川真人・藤田宗和 新教育心理学 978-4-915750-27-4 2000 品切れ
青柳幸一 人権・社会・国家 978-4-86031-006-6 10000 絶版
古野豊秋・畑尻剛 編 新・スタンダード憲法【第４版補訂版】 978-4-86031-125-4 3000 　
吉田恒雄・岩志和一郎 親族法・相続法【第５版】 978-4-86031-158-2 3500 　
杉浦ミドリ・建石真公子・吉田あけみ・來田享子 編著 身体・性・生―個人の尊重とジェンダー 978-4-86031-094-3 4000 　
青柳幸一 他 新版・現代法学入門【第５版】 978-4-86031-081-3 3000 品切れ
安部哲夫 新版 青少年保護法【補訂版】 978-4-86031-114-8 2800 　
及川昭文 監修 人文科学研究のための情報処理（第１巻） 978-4-915750-57-1 3429 　
及川昭文 監修 人文科学研究のための情報処理（第２巻） 978-4-915750-58-8 3429 　
及川昭文 監修 人文科学研究のための情報処理（第３巻） 978-4-915750-59-5 3429 　
及川昭文 監修 人文科学研究のための情報処理（第４巻） 978-4-915750-60-1 3429 　
及川昭文 監修 人文科学研究のための情報処理（第５巻） 978-4-915750-61-8 3429 品切れ
有澤知子 新・法と社会生活【第５版】 978-4-86031-124-7 2300 　
関根照彦 スイス直接民主制の歩み 978-4-915750-75-5 6000 　
Ｒ．ゼーリック　杉下俊郎 訳 世紀の変わり目を前にしたドイツの譲渡担保、所有権留保、倒産法【増補版】 978-4-915750-83-3 4500 　
岩井宜子 精神障害者福祉と司法【増補改訂版】 978-4-86031-018-9 5000 　
杉下俊郎 製造過程における譲渡担保論序説 978-4-86031-043-1 3000 　
舘幸嗣 製造物責任研究序説 978-4-915750-01-4 3000 品切れ
竜嵜喜助 生の法律学【改訂版】 978-4-915750-98-4 2800 　
女性犯罪研究会 編 性犯罪・被害―性犯罪規定の見直しに向けて 978-4-86031-111-7 4000 　
陶久利彦 編著 性風俗と法秩序 978-4-86031-142-1 5300 　
岩間昭道 戦後憲法学の諸相 978-4-86031-057-8 7000 　
山下威士 編 大学生のヤリ方【追補版】 978-4-915750-46-5 2000 　
船越隆司 担保物権法【第３版】 978-4-86031-017-2 4500 　
芦沢宏生 地域学Ⅰ 978-4-915750-28-1 2621 　
Ｒ．バートレット　竜嵜喜助 訳 中世の神判―火審・水審・決闘 978-4-915750-24-3 2718 　
海野敦史 通信の自由と通信の秘密 978-4-86031-151-3 8400 　
山口邦夫 帝国崩壊後（一八〇六年）のドイツ刑法学 978-4-86031-066-6 5000 　
道端忠孝 手形・小切手法読本【改訂版】 978-4-86031-031-8 4000 品切れ
山下威士 編 TEXTBOOK法学【増訂版】 978-4-915750-05-2 2200 　
DAS研究会 編 ドイツ公法理論の受容と展開 978-4-86031-019-6 12000 　
山本光英 ドイツ謀殺罪研究 978-4-915750-56-4 8000 　
キャス・R・サンスティン マーサ・C・ヌスバウム 編　
安部圭介・山本龍彦・大林啓吾 監訳 動物の権利 978-4-86031-095-0 4000 品切れ

戒能民江 編 ドメスティック・バイオレンス防止法 978-4-915750-95-3 3000 品切れ
國分典子・申平・戸波江二 編 日韓憲法学の対話Ⅰ－総論・統治機構 978-4-86031-096-7 5000 　
伊吹健 日本政党史 978-4-86031-037-0 4286 　
玉蟲由樹 人間の尊厳保障の法理　（現代憲法研究Ⅳ） 978-4-86031-104-9 8500 　
柿原篤弥 ハイデガーとの対話 978-4-915750-18-2 11650 　
ウェスターマン・パーフェインド　大野・庭
山・岩井 訳

犯罪と裁判 978-4-915750-84-7 3000 　

佐藤延子 比較文化論 978-4-915750-37-3 2300 　
スー・ドナルドソン ウィル・キムリッカ 著 
青木人志・成廣孝 監訳

人と動物の政治共同体－「動物の権利」の政治理論 978-4-86031-126-1 4000 　

駒村圭吾・鈴木秀美 編著 表現の自由Ⅰ―状況へ 978-4-86031-086-8 5500 　
駒村圭吾・鈴木秀美 編著 表現の自由Ⅱ―状況から 978-4-86031-087-5 5000 　
Ｇ．ジュディチェ　安保大有 訳 ピランデッロ伝 978-4-915750-86-1 5000 　
岩井宜子 編 ファミリー・バイオレンス【第２版】 978-4-86031-078-3 5000 　
H・チャールズワース　C・チンキン　阿
部浩己 監訳

フェミニズム国際法 978-4-86031-026-4 5000 　

宇都木伸・平林勝政 編 フォーラム医事法学【追補版】 978-4-915750-47-2 3200 　
橋本宏子 福祉行政と法 978-4-915750-36-6 3914 品切れ
船越隆司 物権法【第３版】 978-4-86031-016-5 3500 　
加藤恒久 部分意匠論 978-4-86031-007-1 5000 品切れ
大沢秀介 編 フラット化社会における自由と安全 978-4-86031-116-2 4000 　
Ｐ．ヘーベルレ 著 井上典之・畑尻剛 編 文化科学の観点からみた立憲国家 978-4-915750-97-7 6000 　
莵原明 変革期の基本権論 978-4-915750-17-5 8738 　



近江美保
貿易自由化と女性―WTOシステムに関するフェミニスト分
析

978-4-86031-106-3 6000 　

竜嵜喜助 法学断想 978-4-86031-033-2 3000 　
橋本春男 編 法学入門 978-4-915750-19-9 3000 品切れ
山下泰子 他 法学―法と現代女性 978-4-915750-08-3 2500 　
永山栄子 他 法と社会 978-4-915750-00-7 2100 品切れ
古川真人 ポジティブ教育心理学 978-4-86031-092-9 2400 　
三宅雄彦 保障国家論と憲法学　（現代憲法研究Ⅲ） 978-4-86031-103-2 7500 　
山下克吉 ホンダ四輪の挑戦 978-4-86031-036-3 1429 　
船越隆司 民事責任の構造と証明 978-4-915750-23-6 11650 品切れ
飯塚和之 民事責任の諸相と司法判断 978-4-86031-091-2 7000 　

三瓶清朝
みんなが知らないネパール－文化人類学者が出会った人
びと

978-4-86031-152-0 2500 　

船越隆司 民法総則【第３版】 978-4-86031-011-0 4500 品切れ
松原孝明・堀川信一 編 民法入門Ⅰ 民法総則 978-4-86031-161-2 2100 　
松原孝明・堀川信一 編 民法入門Ⅲ 債権法 978-4-86031-165-0 4100 　
原田陽子 やさしい法学・憲法 978-4-915750-92-2 2286 　
野木村忠度 流通と法【新版】 978-4-86031-167-4 1900 　

国際女性の地位協会関連図書
著者 書名 ISBN 価格 注文数
国際女性の地位協会 学んで活かそう女性の権利  556 　
国際女性の地位協会 編 女子差別撤廃条約註解 978-4-915750-22-9 3592 品切れ
中国全国婦女連合会　中国女性研究所 編　山下威士・
山下泰子 監訳 中国の女性 978-4-915750-35-9 5000 　

国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.1  1200 品切れ
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.2  1456 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.3  1456 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.4  1650 品切れ
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.5  1748 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.6  1942 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.7  2427 品切れ
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.8  2427 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.9  2427 品切れ
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.10  2427 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.11  2500 品切れ
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.12  3000 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.13  3000 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.14  3000 　
国際女性の地位協会 編集 年報 国際女性　No.15  3000 　
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