
法学の本棚

書名・著者名 請求記号 資料ID

1
世界の友だちとつながるために : 奈良県外国⼈教育研究会20周年記念誌 (어깨
동무(オッケトンム). 多⽂化共⽣編:4) / 奈良県外国⼈教育研究会編

316.81||40 120121764

2 犯罪は「この場所」で起こる (光⽂社新書:219) / ⼩宮信夫著 317.78||1 120153111
3 希望への扉 : ⼼に刻み伝えるアウシュヴィッツ / ⼭⽥正⾏著 319.8||89 120150002
4 ⼦どもと法 / 丹⽻徹編 320.4||69 120170674
5 法学講義 : 基礎へのアプローチ 第2版 / 中川淳著 321||249 120122187

本書は⼤学で初めて法学を学ぼうとする者にとっての最適の⼊⾨書。法や法学
は難解で近寄りがたいと思われがちだが、本書を読むことによって、法がいか
に⽇常的であり、⾝近に存在するものであるのかがよくわかる。特に「法と道
徳」の相違や、「権利と義務」および「犯罪と刑罰」の関係など、初⼼者にも
わかりやすく説明されている。

6 法学⼊⾨ 第6版補訂版 (有斐閣双書) / 末川博編 321||250 120151464

本書は法や法学を学ぶための基本図書。⼤学１、2年⽣の教科書として、⻑い間
利⽤されてきた法学⼊⾨の定番と⾔ってもよい。全18講からなり、1講で1つの
テーマを学び取ることができる。各講の冒頭に古典の1節が記載されてあり、内
容のポイントをそこから知ることができる。巻末には⽇本国憲法の全条⽂が
「附録」として付けられており、便利である。

7 法学⼊⾨ (有斐閣ストゥディア) / 早川吉尚著 321||251 120164114
8 いちばんやさしい憲法⼊⾨ 第5版 (有斐閣アルマ:Interest) / 初宿正典 [ほか] 323.14||26 120170641

⽇本国憲法は他の⺠法（1044条）や刑法（264条）と⽐べると条⽂数は少な
い。とはいえ、全103条を読み通すことは思ったよりシンドイ作業である。その
ような⼈たちのために書かれたのが本書である。本書は⽇常的な⽣活場⾯を具
体的に設定して⽇本国憲法の基礎を理解させようとする内容となっており、外
国⼈留学⽣でも、⼀定の⽇本語能⼒さえあれば、読み通すことが可能である。

書名・著者名 請求記号 資料ID
9 創造の⽅法学 (講談社現代新書:553) / ⾼根正昭著 301.6||5 120163474

10 アメリカ⿊⼈の歴史 新版 (岩波新書:新⾚版 165) / 本⽥創造著 080||3||165ア 120042463
11 奥さまは愛国 / 北原みのり, 朴順梨著 311.3||3 120143402
12 アメリカ先住⺠ : ⺠族再⽣にむけて / 阿部珠理著 316.853||51 120064315
13 「地⽅創⽣」へのまちづくり・ひとづくり / 袖井孝⼦編著, 佐藤滋 [ほか] 著 318.6||6 120170668
14 ドイツの地⽅都市はなぜ元気なのか : ⼩さな街の輝くクオリティ / ⾼松平藏著 318.934||2ア 120161134
15 法律学習マニュアル 第4版 / 弥永真⽣著 320.7||10 120164113
16 英⽂対訳⽇本国憲法 (ちくま学芸⽂庫:[ニ11-1]) 323.14||18 120151446

⼊⾨
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17 『世界』憲法論⽂選 : 1946-2005 / 井上ひさし, 樋⼝陽⼀編 323.14||2 120073099

本書は岩波の雑誌『世界』に掲載された憲法関係の論⽂を精選して1冊に纏めた
ものである。憲法学者はもとより、⼩説家、評論家、政治学者、経済学者、物
理学者等の各領域の専⾨家たちが論⽂執筆に参加している。1946年の⽇本国憲
法成⽴期からの諸論⽂が収集されているので、現代史を知る上でも貴重であ
る。憲法、政治、そして歴史に関⼼のある⼈たちの必読の書。

18 よくわかる家族法 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) / 本澤⺒代⼦ 324.6||58 120151466
19 家族法実務講義 / 梶村太市 [ほか] 著 324.6||60 120170677

書名・著者名 請求記号 資料ID

20
⼈間を幸福にしない⽇本というシステム : 新訳決定版 / カレル・ヴァン・ウォ
ルフレン [著], 鈴⽊主税訳 (新潮OH!⽂庫:008)

302.1||65 120042849

21 異⽂化社会アメリカ 改訂版 / ⽰村陽⼀著 302.53||39 120072233
22 社会科学と信仰と / ⼤塚久雄 [著] 304||335 120164122
23 政治概念の歴史的展開 第1巻 / 古賀敬太編著 311.2||20ア||1 120164093
24 政治概念の歴史的展開 第2巻 / 古賀敬太編著 311.2||20ア||2 120164094
25 政治概念の歴史的展開 第3巻 / 古賀敬太編著 311.2||20ア||3 120164095
26 政治概念の歴史的展開 第4巻 / 古賀敬太編著 311.2||20||4 120164096
27 政治概念の歴史的展開 第5巻 / 古賀敬太編著 311.2||20||5 120164097
28 政治概念の歴史的展開 第6巻 / 古賀敬太編著 311.2||20||6 120164098
29 政治概念の歴史的展開 第7巻 / 古賀敬太編著 311.2||20||7 120164099
30 政治概念の歴史的展開 第8巻 / 古賀敬太編著 311.2||20||8 120164100
31 「天皇」から「⺠主主義」まで (政治概念の歴史的展開:第9巻) / ⽶原謙編著 311.2||20||9 120164101
32 「まつりごと」から「市⺠」まで (政治概念の歴史的展開:第10巻) / ⽶原謙編 311.2||20||10 120164102
33 ⽇本⼈が知りたくないアメリカの本⾳ / ⽇⾼義樹著 312.53||35 120042460

34
⼈権教育のための世界プログラム : 解説と実践 (ヒューマンライツベーシック)
/ 平沢安政著

316.1||20 120072396

35 ⼈権をめぐる⼗五講 : 現代の難問に挑む (岩波現代全書:017) / 辻村みよ⼦著 316.1||40ア 120151447

「⼈権」という⾔葉を聞いたことのない⼈はいないであろう。にもかかわら
ず、⼈権の意味内容を認識し、理解している⼈は極めて少ない。本書は、⼈権
の理論的実践的展開を15の具体的事例を素材にして解き明かしたものである。
特に歴史的に抑圧されがちであった⼥性や「⽣活弱者」の側に⽴って⼈権を考
えるところに特徴がある。憲法をいっそう深く学びたい⼈とっての必⾒の書。

36 在⽇韓国・朝鮮⼈理解の教育 / ⽥渕五⼗⽣著 316.81||20ア 192004809
37 共⽣社会への地⽅参政権 / 徐⿓達編 318.4||12ア 120042824
38 ポケット六法 平成27年版 / 加藤⼀郎 [ほか] 編 320.91||25||H27 120151458
39 ポケット六法 平成28年版 / 加藤⼀郎 [ほか] 編 320.91||25||H28 120152574
40 ポケット六法 平成29年版 / 加藤⼀郎 [ほか] 編 320.91||25||H29 120162452
41 憲法 第5版 / ⾼橋和之補訂, 芦部信喜著 323.14||13 120122048

⽇本国憲法の歴史・思想・解釈を基本から学びたい⼈、また国家試験を初めと
する各種採⽤試験を受験しようとする⼈にとっての座右の書。特に判例が条⽂
ごとに説明されていて、憲法判例研究の書としても活⽤可能である。前半が⽇
本国憲法第40条までの国⺠主権、平和主義、基本的⼈権を中⼼に、後半が41条
以降の統治機構を中⼼に懇切丁寧な説明がなされている。
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42 憲法 第6版 / ⾼橋和之補訂, 芦部信喜著 323.14||19 120151472

⽇本国憲法の歴史・思想・解釈を基本から学びたい⼈、また国家試験を初めと
する各種採⽤試験を受験しようとする⼈にとっての座右の書。特に判例が条⽂
ごとに説明されていて、憲法判例研究の書としても活⽤可能である。前半が⽇
本国憲法第40条までの国⺠主権、平和主義、基本的⼈権を中⼼に、後半が41条
以降の統治機構を中⼼に懇切丁寧な説明がなされている。

43 家族法 第3版 (スタンダール⺠法シリーズ:5) / 柳勝司編著, 宮崎幹朗 [ほか] 著 324.6||59 120170676

書名・著者名 請求記号 資料ID
44 ドイツ・エコロジー政党の誕⽣ : 「六⼋年運動」から緑の党へ / ⻄⽥慎著 315.34||11ア 120141607

45
分権と⾃治のデザイン : ガバナンスの公共空間 (新しい⾃治体の設計:1) / 森⽥
朗 [ほか] 編

318.08||7||1ア 120042813

46 都市再⽣のデザイン : 快適・安全の空間形成 (新しい⾃治体の設計:2) / ⼤⻄隆 318.08||7||2ア 120042814

47
持続可能な地域社会のデザイン : ⽣存とアメニティの公共空間 (新しい⾃治体の
設計:3) / 植⽥和弘 [ほか] 編

318.08||7||3 120042815

48
⾃⽴した地域経済のデザイン : ⽣産と⽣活の公共空間 (新しい⾃治体の設計:4)
/ 神野直彦 [ほか] 編

318.08||7||4ア 120042816

49
創造的コミュニティのデザイン : 教育と⽂化の公共空間 (新しい⾃治体の設
計:5) / 苅⾕剛彦 [ほか] 編

318.08||7||5ア 120042817

50
ユニバーサル・サービスのデザイン : 福祉と共⽣の公共空間 (新しい⾃治体の設
計:6) / ⼤沢真理 [ほか] 編

318.08||7||6ア 120042818

51 課題 (岩波講座⾃治体の構想:1) / ⻄尾勝 [ほか] 執筆 318.08||8||1 120043218
52 制度 (岩波講座⾃治体の構想:2) / 新藤宗幸 [ほか] 執筆 318.08||8||2 120043219
53 政策 (岩波講座⾃治体の構想:3) / ⼤森彌 [ほか] 執筆 318.08||8||3 120043220
54 機構 (岩波講座⾃治体の構想:4) / 辻⼭幸宣 [ほか] 執筆 318.08||8||4 120043221
55 ⾃治 (岩波講座⾃治体の構想:5) / 松下圭⼀ [ほか] 執筆 318.08||8||5 120043222
56 「1968年」時代転換の起点 / 岡本宏編 319.02||7 120170642
57 環境学と平和学 / ⼾⽥清著 319.8||72ア 120122032

58
The constitution of Japan : a contextual analysis : pbk (Constitutional
systems of the world) / Shigenori Matsui

323.14||27 120170721

本書は外国⼈向けに書かれた⽇本国憲法の概説書である。概説書とはいえ、内
容は⾼⽔準であり、⽇本⼈が読んでも学習効果は⼗分にある。特に⽇本国憲法
のキーワードを英語に訳したい場合、あるいは⽇本国憲法を外国⼈や留学⽣に
英語で説明したい場合など、本書の利⽤⽅法は幾つかある。「学習指導要領」
の改訂によって2020年度より⼩学校での英語が教科化される。英語⾃体を学ぶ
上でも本書の存在価値は⼤きい。

佐野誠（社会科教育講座、図書館運営委員会委員⻑）
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