
№ 書　誌　情　報 Ｉ Ｓ Ｂ Ｎ 資 料 番 号 請 求 記 号

1 政治学のナビゲーター / 甲斐祥子, 宮田智之著. -- 北樹出版 9784779305733 21399709 311/K

2 政治学 / 新川敏光 [ほか] 著. -- 有斐閣 9784641149229 21399594 311/S

3 ひきこもりの国民主義 / 酒井直樹著. -- 岩波書店 9784000245326 21399600 311/S

4 破綻するアメリカ / 会田弘継著. -- 岩波書店 9784000292108 21399610 312/A

5 日本政治とカウンター・デモクラシー / 岩井奉信, 岩崎正洋編著. -- 勁草書房 9784326302611 21399718 312/I

6 日本政治ガイドブック : 民主主義入門 / 村上弘著. -- 新版. -- 法律文化社 9784589038869 21399692 312/M

7 アメリカ政治入門 / 西山隆行著. -- 東京大学出版会 9784130322270 21399683 312/N

8 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：刑法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948778 21399520 317/K/5:刑法

9 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：憲法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948730 21399440 317/K/5:憲法

10 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：行政法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948747 21399502 317/K/5:行政法

11 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：総則 物権 担保物権 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948754 21399487 317/K/5:民法Ⅰ

12 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：債権総論・各論 家族法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948761 21399496 317/K/5:民法Ⅱ

13 公務員試験新スーパー過去問ゼミ5：労働法 / 資格試験研究会編. -- 実務教育出版 9784788948785 21399511 317/K/5:労働法

14 明るい公務員講座 / 岡本全勝著 ; [正], 仕事の達人編. -- 時事通信出版局 9784788715493 21399665 317/O/仕事の達人編

15 地方自治論 : 変化と未来 / 幸田雅治編. -- 法律文化社 9784589039040 21399674 318/K

16 地方自治論 : 2つの自律性のはざまで / 北村亘, 青木栄一, 平野淳一著. -- 有斐閣 9784641150485 21399585 318/T

17 国際政治史 : 主権国家体系のあゆみ / 小川浩之, 板橋拓己, 青野利彦著. -- 有斐閣 9784641150522 21399647 319/K

18 パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論 / 大芝亮 [ほか] 編. -- 有斐閣 9784641184381 21399656 319/P

19 新法令用語の常識 / 吉田利宏著. -- 日本評論社 9784535520868 21399404 320/Y

20 グローバル化と公法・私法関係の再編 / 浅野有紀 [ほか] 編著 ; 大西楠・テア [ほか] 著. -- 弘文堂 9784335356551 21399253 321/G

21 法律を読むセンスの磨き方・伸ばし方 : 元法制局キャリアが教える / 吉田利宏著. -- ダイヤモンド社 9784478021781 21399389 321/Y

22 新法令解釈・作成の常識 / 吉田利宏著. -- 日本評論社 9784535522466 21399413 321/Y

23 法律を読む技術・学ぶ技術 : 元法制局キャリアが教える / 吉田利宏著. -- 改訂第3版. -- ダイヤモンド社 9784478065099 21399370 321/Y/改訂第3版

24 グラフィック行政法入門 / 原田大樹著. -- 新世社 9784883842537 21399422 323/H

25 基本的人権 / 木下智史, 伊藤建著. -- 日本評論社 9784535521377 21399478 323/K

26 法学教室Library：事例問題から考える憲法 / 松本和彦著. -- 有斐閣 9784641227026 21399450 323/M

27 新・判例ハンドブック：憲法 / 高橋和之編. -- 第2版. -- 日本評論社 9784535008304 21399431 323/T/第2版

28 憲法 / 辻村みよ子著. -- 第6版. -- 日本評論社 9784535523531 21399469 323/T/第6版

29 つかむ・つかえる行政法 / 吉田利宏著. -- 第2版. -- 法律文化社 9784589038777 21399398 323/Y/第2版

30 わたしたちと裁判 / 後藤昭著. -- 新版. -- 岩波書店 9784005005475 21399324 327/G/新版

31 冤罪と裁判 / 今村核著. -- 講談社 9784062881579 21399333 327/I

32 別冊ジュリスト ; no. 232(53巻1号)：刑事訴訟法判例百選 / 井上正仁, 大澤裕, 川出敏裕編. -- 第10版. -- 有斐閣 9784641115323 21399351 327/K/第10版

33 刑事訴訟法 / 宇藤崇, 松田岳士, 堀江慎司著. -- 第2版. -- 有斐閣 9784641179332 21399360 327/K/第2版

34 入門刑事手続法 / 三井誠, 酒巻匡著. -- 第7版. -- 有斐閣 9784641139244 21399342 327/M/第7版

35 国際法 = International law / 浅田正彦編著. -- 第3版. -- 東信堂 9784798913353 21399530 329/A/第3版

36 ブリッジブック国際人権法 / 芹田健太郎, 薬師寺公夫, 坂元茂樹著 第2版. -- 信山社出版 9784797223583 21399576 329/B/第2版

37 国際法で世界がわかる : ニュースを読み解く32講 / 森川幸一 [ほか] 編. -- 岩波書店 9784000229555 21399558 329/K

38 有斐閣ストゥディア：国際法 / 玉田大, 水島朋則, 山田卓平著. -- 有斐閣 9784641150454 21399567 329/K

39 法と国際社会 : テキストブック / 徳川信治, 西村智朗編著. -- 第2版. -- 法律文化社 9784589039262 21399549 329/T/第2版

40 基礎から学べる租税法 / 谷口勢津夫 [ほか] 著. -- 弘文堂 9784335357008 21399262 345/K

41 税法学原論 / 北野弘久著. -- 第7版 / 黒川功補訂. -- 勁草書房 9784326403257 21399235 345/K/第7版

42 よくわかる税法入門 / 三木義一編著. -- 第12版. -- 有斐閣 9784641281424 21399290 345/M/第12版

43 大系租税法 / 水野忠恒著. -- 第2版. -- 中央経済社 9784502251412 21399280 345/M/第2版

44 新実務家のための税務相談 / 山田泰弘, 安井栄二編 ; 会社法編, 民法編. -- 有斐閣 9784641131989 21399315 345/S/会社法編

45 スタンダード所得税法 / 佐藤英明著. -- 第2版補正版. -- 弘文堂 9784335357466 21399271 345/S/第2版補正版

46 新実務家のための税務相談 / 山田泰弘, 安井栄二編 ; 会社法編, 民法編. -- 有斐閣, 2017.6. -- 2冊 ; 22cm. 9784641131972 21399306 345/S/民法編

47 スタンダード法人税法 / 渡辺徹也著. -- 弘文堂 9784335357459 21399244 345/W

48 未来へのトビラ ; File no.004：18歳選挙世代は日本を変えるか / 原田曜平著. -- ポプラ社 9784591157923 21399638 367/H

49 少しだけ「政治」を考えよう! : 若者が変える社会 / 島村輝, 小ケ谷千穂, 渡辺信二編著. -- 松柏社 9784775402498 21399629 371/S

             ２０１８ 年　前期　法学科推薦図書　一覧

法学科の学生さんにおススメのタイトルを揃えております♪1年に２回更新しています。気になったタイトルがあれば，図書館２F「法学科推薦図書コーナー」へGo！！

岡山商科大学 附属図書館


