
立命館生協　教科書展示会　書籍リスト

法律 立命館生協ブックセンターふらっと
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

1 9784641125544 条文の読み方 法制執務用語研究会

和光大  関東学院大  甲南大  

2 9784641125957 判例の読み方 青木人志

新刊 一橋大  青山学院大  千葉大  

3 9784641125896 法を学ぶ人のための文章作法 井田良  佐渡島紗織  山野目章夫

千葉大  早稲田大  北九州市立大  

4 978464115324 法学入門 早川吉尚

南山大  立教大  上智大  

5 978464122117 ライフステージと法 第７版 副田隆重  浜村彰  棚村政行

新刊 東北福祉大  聖徳大  青学女子短大  

6 978464122881 法の世界へ 第７版 池田真朗  犬伏由子

北海道情報大  帝京平成大  摂南大  

7 978464122928 はじめての法律学 第５版 松井茂記  松宮孝明

名城大  愛知大  東海大  

8 978464122959 現代の裁判 第７版 市川正人  酒巻匡

福岡大  東北大  愛知学院大

9 978464122911 いちばんやさしい憲法入門 第５版 初宿正典  高橋正俊  米沢広一

新刊 近畿大  東京福祉大  兵庫県立大

10 9784641131729 憲法学読本 第２版 安西文雄  巻美矢紀  宍戸常寿

同志社大  上智大  京都女子大  

11 9784641131965 一歩先への憲法入門 片桐直人  井上武史  大林啓吾

近畿大  日本経済大  東洋大  

12 9784641227194 憲法判例５！ 上田健介  尾形健  片桐直人

甲南大  神奈川大  成城大

13 9784641227118 憲法の時間 井上典之

摂南大  淑徳短期大  東北薬科大  

14 978464113188 トピックからはじめる統治制度 笹田栄司  原田一明  山崎友也

早稲田大  金沢大  流通経済大  

15 9784641281356 基本的人権の事件簿 第５版 棟居快行  松井茂記  赤坂正浩

千葉経済大短大  近畿大  広島経済大  

16 978464122733 判例憲法 第３版 大石真  大沢秀介

同志社大  甲南大  明治学院大

17 978464122733 社会とつながる行政法入門 大橋洋一

新刊

18 978464115386 行政法 野呂充  野口貴公美  飯島淳子

一橋大  広島大  鹿児島大  

19 978464117924 行政法 第３版 稲葉馨  人見剛  村上裕章

関西学院大  九州大  福岡大  

20 9784641131712 行政法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 高橋滋  野口貴公美  磯部哲

法政大  明治大  久留米大

21 978464122942 租税法 岡村忠生  酒井貴子  田中晶国

新刊 京都大  早稲田大  九州大  

22 9784641131781 租税法概説 第２版 中里実  弘中聡浩  渕圭吾

近畿大  明治大  立教大  

23 978464113766 民法（全） 潮見佳男

新刊 青森公立大  大阪工業大  尾道大  

24 978464113777 新基本民法　１（総則編） 大村敦志

新刊 中央大  一橋大  山形大  

25 9784641137233 新基本民法　２（物権編） 大村敦志

一橋大  法政大  山形大  

26 9784641137554 新基本民法　３（担保編） 大村敦志

学習院大  法政大  静岡大  



27 9784641137523 新基本民法　４（債権編） 大村敦志

駒澤大  横浜国立大  関西大  

28 9784641137424 新基本民法　５（契約編） 大村敦志

北海学園大  明治学院大  拓殖大  

29 9784641137219 新基本民法　６（不法行為編） 大村敦志

北海学園大  東北学院大  上智大  

30 9784641136946 新基本民法　７（家族編） 大村敦志

東京大  大阪大  山形大  

31 9784641137639 新基本民法8　相続編 大村　敦志

新刊 中央大      

32 9784641137769 担保物権法 第４版 道垣内弘人

新刊 京都大  福島大  慶應大

33 9784641137318 契約法 中田裕康

新刊 金沢大  中央大  大阪大  

34 978464122898 民法 第６版 山野目章夫

新刊 獨協大  山口大  中央学院大  

35 9784641137646 不法行為法 第５版 吉村良一

早稲田大  龍谷大  南山大  

36 9784641137592 家族法 第３版 窪田充見

朝日大  学習院大  関西大  

37 9784641137745 民法Ｖｉｓｕａｌ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ 第２版 池田真朗  石田剛  田高寛隆

新刊 関西大  京都産業大  専修大  

38 978464122148 民法　７ 第５版 高橋朋子  床谷文雄  棚村政行

新刊 京都女子大  神戸大  摂南大  

39 978464115157 会社法 中東正文  白井正和  北川徹

広島修道大  大分大  獨協大  

40 9784641137752 会社法判例の読み方 飯田秀総  白井正和  松中学

新刊

41 9784641137738 ポイントレクチャー保険法 第２版 甘利公人  福田弥夫  遠山聡

新刊 慶應大  上智大  千葉大

42 978464113737 会社法のみちしるべ 大塚英明

早稲田大  北陸大  国際短期大  

43 978464122126 現代商法入門 第９版 近藤光男

武蔵野大  京都女子大  熊本学園大  

44 978464115944 商法　１ 第５版 落合誠一　　大塚龍児　　山下友信

明治学院大  北海学園大  中央大

45 978464122997 基礎から学ぶ刑事法 第６版 井田良

神戸学院大  獨協大  西南学院大  

46 9784641139237 入門刑事法　第6版 三井誠  曽根威彦

近畿大  富山大  白鴎大  

47 9784641139213 刑法総論判例５！ 十河太朗  豊田兼彦  松尾誠紀

甲南大  名城大  香川大

48 978464113984 刑法 第３版 山口厚

甲南大  愛知学院大  帝京大  

49 9784641139176 講義刑法学・各論 井田良

関西大  香川大  大阪大  

50 9784641179257 民事訴訟法 第２版 三木浩一  笠井正俊  垣内秀介

東京大  熊本大  小樽商科大  

51 9784641159464 民事訴訟法 第７版 上原敏夫  池田辰夫

名城大  広島大  北海学園大  

52 9784641137349 民事訴訟法概論 高橋宏志

早稲田大  京都産業大  千葉大  

53 97846412285 民事執行・保全法 第５版 上原敏夫  長谷部由起子

久留米大  一橋大  北星学園大  

54 97846411396 刑事訴訟法 酒巻匡

京都大  岡山大  東北大  

55 9784641139244 入門刑事手続法 第７版 三井誠  酒巻匡

東京経済大  南山大  東北学院大  



56 97846412258 刑事訴訟法 第５版 長沼範良  田中開  寺崎嘉博

新刊 法政大  神戸大  東京大  

57 978464115331 労働法 第２版 小畑史子  緒方桂子  竹内寿

関西大  南山大  立教大  

58 97846412276 ベーシック労働法 第６版補訂版 浜村彰  唐津博  青野覚

法政大  近畿大  愛知大  

59 978464117931 労働法 第３版 両角道代  森戸英幸

明治学院大  慶應大  北海道科学大  

60 97846412432 判例労働法入門 第５版 野田進  山下昇  柳澤武

新刊 名城大  久留米大  鹿児島大  

61 978464122713 経済法 第８版 岸井大太郎  大槻文俊  和田健夫

法政大  山口大  愛媛大  

62 97846412221 ベーシック経済法 第４版 川浜昇  瀬領真悟  泉水文雄

神奈川大  大阪市立大  京都大  

63 9784641144767 ケーススタディ経済法 大久保直樹  伊永大輔  滝澤紗矢子

広島修道大  東北大    

64 978464114475 条文から学ぶ独占禁止法 土田和博  栗田誠  東條吉純

早稲田大  立教大  大阪大  

65 978464115126 知的財産法　１ 駒田泰土  潮海久雄  山根崇邦

九州大  神戸大  北海学園大  

66 978464115218 知的財産法　２ 駒田泰土  潮海久雄  山根崇邦

上智大  九州大  神戸大  

67 9784641144811 入門知的財産法 平嶋竜太  宮脇正晴  蘆立順美

西南学院大  駒澤大  静岡大  

68 97846412294 知的財産法　第8版 角田政芳  辰巳直彦

新刊 中央大  日本大理工学部  駒澤大  

69 9784641144989 知的財産法入門 第２版 茶園成樹

大阪大  福岡大  日本大法学部  

70 978464115195 環境法 北村喜宣

中央大  酪農学園大  鹿児島大  

71 978464122454 環境法入門 第３版 交告尚史  臼杵知史  前田陽一

愛媛大  南山大  名古屋商科大  

72 9784641144675 よくわかる社会保障法 西村健一郎  水島郁子  稲森公嘉

同志社大  関西大  金城大  

73 9784641144958 社会保障法入門 第３版 西村健一郎

姫路獨協大  神戸学院大  関西学院大  

74 978464146788 ビジュアルテキスト国際法 加藤信行  植木俊哉  森川幸一

新刊 北海学園大  大阪大  共立女子大  

75 978464115454 国際法 玉田大  水島朋則  山田卓平

新刊 龍谷大      

76 978464146597 国際関係私法入門 第３版 松岡博

同志社大  福岡大  西南学院大  

77 978464146764 演習国際私法ＣＡＳＥ３ 桜田嘉章  佐野寛  神前禎

山梨学院大  西南学院大  北海道大  

78 9784641125674 法哲学 瀧川裕英  宇佐美誠  大屋雄裕

日本大  北海道大  立教大  

79 9784641121485 法哲学 平野仁彦  亀本洋  服部高宏

立命館大  京都大  桃山学院大  

80 978464148164 はじめてのＥＵ法 庄司克宏

日本大  慶應大  立命館大  

81 978464148126 はじめてのアメリカ法 補訂版 樋口範雄

成蹊大  南山大  東海大  

82 978464148171 現代中国法入門 第７版 高見沢磨  鈴木賢  宇田川幸則

明治大  関西大  尚美学園大  

83 97841332371 法学講義 笹倉 秀夫

早稲田大、佐賀大

84 978413323789 国際租税法 第3版 増井 良啓/ 宮崎 裕子



東京大、早稲田大、関西大

85 978413323512 民法1 第4版 内田 貴

東京大、立教大、上智大

86 978413323321 民法2 第3版 内田 貴

東京大、一橋大、立教大

87 978413323338 民法3 第3版 内田 貴

東京大、立教大、上智大

88 97841332319 民法4 補訂版 内田 貴

東京大、一橋大、立教大

89 978413323727 会社法 田中 亘

東京大、大阪大、関西大、琉球大

90 978413323734 刑法総論講義 第6版 前田 雅英

首都大東京、中京大

91 978413323772 刑法各論講義 第6版 前田 雅英

首都大東京、日本大

92 978413323765 判例教材 刑事訴訟法 第5版 三井 誠 編

東京大、慶応大、東北大、同志社大

93 978413323741 刑事訴訟法講義 第5版 池田 修/ 前田 雅英

首都大東京、信州大、国士舘大

94 9784335356971 アプローチ法学入門 山川一陽、根田正樹、和知貫太郎

新刊 日大・明治学院・八戸学院

95 9784335313127 プレップ法学を学ぶ前に 道垣内弘人

青山学院、北九州大、同志社、法政

96 9784335942 プレステップ法学 池田真朗

跡見学園、大妻女子、岡山県立、就実大

97 978433535652 教職課程のための憲法入門 西原博史、斎藤一久

学芸大・埼玉大・北海道大・明治大

98 9784335356636 教養としての憲法入門 神野潔

神奈川大、東京理科大、聖学院

99 9784335911 プレステップ憲法 駒村圭吾

慶応、十文字、帝京平成、松山大

100 9784335356742 行政法 髙橋滋

慶応、新潟大、中京大、法政

101 978433535663 情報法概説 曽我部真裕、林秀弥、栗田昌裕

大阪大、國學院大、札幌大、筑波大

102 9784335355684 行政判例ノート 橋本博之

関西大、慶応大、創価大、福岡大

103 9784335355684 行政法 櫻井敬子、橋本博之

学習院大、金沢大、愛知学院、高知大

104 97843353578 基礎から学べる租税法 谷口勢津夫、一高龍司、木山泰嗣

新刊 大阪大、関西学院、京都産業大

105 9784335356735 税法基本講義 谷口勢津夫

大阪大、関西大、慶応、上智

106 9784335356728 スタンダード所得税法 佐藤英明

近畿大、中央大、東北大、慶応

107 97843353567 民法がわかる民法総則 滝沢昌彦

茨城大、神戸学院大、大東文化大

108 9784335356698 基礎から学べる会社法 近藤光男、志谷匡史、石田眞得

愛知大、亜細亜大、香川大、神戸大

109 978433535687 基礎から学べる金融商品取引法 近藤光男、志谷匡史、石田眞得

摂南大、一橋大、横浜国大、名城大

110 9784335356148 会社法 髙橋美加、笠原竹朗、久保大作

大阪大、千葉大、慶応、立命舘

111 9784335356957 たのしい刑法Ⅰ総論 島慎一、山本輝之、只木誠

新刊 小樽商科大、京大、久留米大、神戸学院大

112 9784335313257 プレップ労働法 森戸英幸

賀宇衆院、慶応、帝京、信州大



113 9784335356964 環境法 北村喜宣

京都大、千葉大、東北大、富山大

114 9784535521629 リーガル・リサーチ　第5版 指宿信、齊藤正彰、いしかわまりこ

愛知大・法

115 9784535522978 学習六法　第9版 日本評論社編集部

新刊

116 978453586764 憲法Ⅰ　総論・統治 新井誠、曽我部真裕、佐々木くみ

岡山大・法、西南学院大・法

117 978453586771 憲法Ⅱ　人権 新井誠、曽我部真裕、佐々木くみ

東北学院大・法、京大・法

118 9784535825 新・判例ハンドブック　憲法 高橋和之

東洋大・法

119 978453586788 行政法 下山憲治、友岡史仁、筑紫圭一

新刊

120 97845355217 基本行政法　第2版 中原茂樹

東北大・法、大阪市立大・法

121 978453586795 民法総則 原田昌和、寺川永、吉永一行

新刊 松山大・法

122 978453586726 物権法 秋山靖浩、伊藤栄寿、大場浩之

北海学園大・法、早大・法

123 978453586733 担保物権法 田高寛貴、白石大、鳥山泰志

北海学園大・法、関西大・法

124 97845355282 スタートライン債権法　第6版 池田真朗

新刊

125 97845358674 家族法 本山敦、青竹美佳、羽生香織

広島修道大・法、松山大・法

126 9784535521612 基本刑法Ⅰ　総論　第2版 大塚裕史、十河太朗、塩谷毅

関西学院大・法、岡山大・法

127 978453586757 民事訴訟法 渡部美由紀、鶴田滋、岡庭幹司

新刊

128 978453586719 労働法 和田肇、相澤美智子、緒方桂子

名古屋大・法

129 978432645198 六訂　憲法入門 樋口陽一

兵庫県立大　龍谷大

130 978432642861 金融から学ぶ民事法入門 第2版 大垣尚司

立命館大　駒澤大

131 978432645855 民法1　総則・物権法　第三版 我妻榮・有泉亨・川井健

日大　松山大

132 978432645862 民法2　債権法　第三版 我妻榮・有泉亨・川井健

松山大　駒澤大

133 978432645879 民法3　親族法・相続法　第三版 我妻榮・有泉亨・遠藤浩・川井健

千葉大　駒澤大

134 978432645112 民法　第九版 我妻榮・良永和隆著　遠藤浩補訂

専修大　大手前大

政治
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

135 978464114925 大人のための社会科 井手英策  宇野重規  坂井豊貴

新刊 桃山学院大  龍谷大  岡山大  

136 978464115256 政治学の第一歩 砂原庸介  稗田健志  多湖淳

関西学院大  立教大  東京大  

137 978464115423 ここから始める政治理論 田村哲樹  松元雅和  乙部延剛

新刊 宮崎公立大      

138 978464115355 はじめての行政学 伊藤正次  出雲明子  手塚洋輔



専修大  神奈川大  東洋大  

139 978464115294 政治行動論 飯田健  松林哲也  大村華子

早稲田大  学習院大  武蔵野大  

140 978464115317 比較政治学の考え方 久保慶一  末近浩太  高橋百合子

早稲田大  愛知大  東北大  

141 9784641149175 国際紛争 原書第１版 ジョセフ・サミュエル・ナイ・ジュニア

新刊 早稲田大  長野大  同志社大  

142 9784641149199 日本政治史 増補版 北岡伸一

新刊 亜細亜大  千葉大  東北大  

143 978413322195 政治学 川出 良枝 編/ 谷口 将紀 編

東大、法政大、中央大、立命館大、東北大

144 978413322157 政策リサーチ入門 伊藤 修一郎

東京大、京都大、帝京大、同志社大

145 978413322171 国際関係論講義 山影 進

青山学院大、東洋大、甲南女子大

146 978413322263 グローバル・ガバナンス論講義 鈴木 基史

〇 京都大

147 978432634 社会科学系のための「優秀論文」作成術 川﨑剛

同志社大　立命館大

148 97843263158 社会科学のリサーチ・デザイン Ｇ.キング・R.O.コヘイン・S.ヴァーバ

東大　一橋大

149 97843263185 政治学のリサーチ・メソッド スティーヴン・ヴァン・エヴェラ

東大　早大

150 978432632444 国際関係理論　第2版 吉川直人・野口和彦編

神奈川大　広島修道大

経済
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

151 978464114925 大人のための社会科 井手英策  宇野重規  坂井豊貴

新刊 桃山学院大  龍谷大  岡山大  

152 9784641174344
5人のプロに聞いた！　一生モノの学ぶ技術・働く
技術

阿部正浩  前川孝雄

新刊

153 978464122131 データ分析をマスターする12のレッスン 畑農鋭矢  水落正明

新刊

154 97846411558 ミクロ経済学の第一歩 安藤至大

立教大  関西外国語大  名古屋商科大  

155 9784641177 ミクロ経済学をつかむ 神戸伸輔  寳多康弘  濱田弘潤

新潟大  近畿大  釧路公立大  

156 978464115263 マクロ経済学 平口良司  稲葉大

関西外国語大  小樽商科大  成城大  

157 978464116521 マクロ経済学 第２版 二神孝一  堀敬一

新刊 関西学院大  大阪大  甲南大  

158 97846411565 マクロ経済学の第一歩 柴田章久  宇南山卓

帝京大  前橋工科大  香川大  

159 978464122669 マクロ経済学・入門 第５版 福田慎一  照山博司

神奈川大  立命館大  大阪商業大  

160 9784641164635 ゲーム理論ワークブック 岡田章  加茂知幸  三上和彦

甲南大  芝浦工業大  名城大  

161 978464122287 ゲーム理論・入門 新版 岡田章

岡山理科大  関西学院大  立命館大  

162 978464115287 計量経済学の第一歩 田中隆一

首都大東京  下関市立大  法政大  

163 97846415389 統計学 改訂版 森棟公夫  照井伸彦  中川満

大阪市立大  早稲田大  一橋大  

164 978464116455 基本統計学 第４版 宮川公男

滋賀大  青山学院大  長崎大  

165 9784641164994 セオリー＆プラクティス経済政策 柳川隆  永合位行



神戸大  京都産業大  西武文理大  

166 9784641164932 金融 内田浩史

関西学院大  甲南大  神戸大  

167 978464115447 身近に感じる国際金融 飯島寛之  五百旗頭真吾  佐藤秀樹

新刊 立教大  金沢大  大阪大  

168 9784641184374 金融の仕組みと働き 岡村秀夫  田中敦  野間敏克

新刊 同志社大  関西学院大  関西大  

169 97846411541 金融のエッセンス 川西諭  山崎福寿

国士舘大  名古屋商科大  上智大  

170 978464116545 実践財政学 赤井伸郎

新刊 近畿大  武蔵大  会津大短期大部  

171 978464118435 地方財政を学ぶ 沼尾波子  池上岳彦  木村佳弘

新刊 八戸学院大  埼玉大  名古屋経済大  

172 97846411596 都市・地域経済学への招待状 佐藤泰裕

長崎県立大  神奈川大  東京都市大  

173 978464122751 国際化時代の地域経済学 第４版 岡田知弘  川瀬光義  鈴木誠

釧路公立大  金沢星稜大  愛知大  

174 978464116538 日本経済論・入門 八代尚宏

福岡大  金沢学院大  名古屋大  

175 9784641164888 日本経済史 沢井実  谷本雅之

関西学院大  大阪大  九州大  

176 978464115348 ストーリーで学ぶ開発経済学 黒崎卓  栗田匡相

松山大  関西学院大  獨協大  

177 9784492314432 マンキュー入門経済学（第２版） Ｎ．Ｇ．マンキュー

東北大

178 9784492314197 スティグリッツ入門経済学（第４版） Ｊ．Ｅ．スティグリッツ

香川大

179 9784492314562 経済学入門（第３版） 金子昭彦、田中久稔、若田部昌澄

早稲田大

180 9784492314371 マンキュー経済学Ⅰ　ミクロ編（第３版） Ｎ．Ｇ．マンキュー

信州大

181 978449281327 ミクロ経済学　Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ 八田達夫

東洋大

182 9784492314357 スティグリッツ　ミクロ経済学（第４版） Ｊ．Ｅ．スティグリッツ

法政大

183 9784492314821 クルーグマン　ミクロ経済学（第２版） Ｐ．クルーグマン

千葉大

184 9784492812983 ミクロ経済学Ⅰ 八田達夫

中京大

185 9784492314951 レヴィット　ミクロ経済学　基礎編 Ｓ．レヴィット

新刊

186 9784492314289 実験ミクロ経済学 小川一仁、川越敏司、佐々木俊一郎

近畿大

187 97844923154 マンキュー　マクロ経済学（第４版）Ⅰ入門篇 Ｎ．Ｇ．マンキュー

新刊 名古屋大

188 9784492314456 マンキュー経済学Ⅱ　マクロ編（第３版） Ｎ．Ｇ．マンキュー

横浜国立大

189 978449247831 基本統計学（第３版） 豊田利久、大谷一博、小川一夫

神戸大

190 978449247824 文系でもわかるビジネス統計入門 内田学、兼子良久、斉藤嘉一

東京経済大

191 978449281521 労働経済 清家篤

慶応大

192 97844927143 入門テキスト　社会保障の基礎 西村淳

新潟大

193 97844921332 金融読本（第３版） 島村髙嘉、中島真志

松山大

194 978449265341 ビジネスマンのための　ファイナンス入門 山澤光太郎



関西学院大

195 9784492654187 テキストブック　金融入門 岩田規久男

東北学院大

196 9784492654682 入門　企業金融論 中島真志

麗澤大

197 978449265475 入門テキスト　金融の基礎 藤木裕

中央大

198 97844921325 日本経済読本（第２版） 金森久雄、大守隆

首都大東京

199 9784492443644 開発経済学入門（第３版） 渡辺利夫

長崎県立大

200 97841342127 ミクロ経済学 奥野 正寛 編著

東京大、九州大、小樽商科大

201 978413421461 経済学の基礎 価格理論 竹野 太三

東京大

202 97841342655 統計学入門 東京大学教養学部統計学教室 編

東京大、京都大、北海道大、長崎大、早大

203 978413629218 統計学 久保川 達也/ 国友 直人

東京大、千葉大、法政大、茨城大

204 978413421324 財政学 持田 信樹

東京大、日本大、佐賀大、金沢星稜大

205 978413421478 日本の社会保障システム 木下武徳 吉田健三 加藤美穂子 編

新刊 青山学院大、國學院大學、立教大、香川大

206 978413421386 概説日本経済史 近現代 第3版 三和 良一

京都大、早稲田大、東洋大、岩手大

207 978413421362 近現代日本経済史要覧 補訂版 三和 良一 編/ 原 朗 編

学習院大、千葉大、愛知大、埼玉大

208 97845358692 経済学入門 奥野正寛

新刊 同志社大・経

209 9784535558175 入門経済学　第4版 伊藤元重

慶應大・経、甲南大・経

210 9784535552616 ミクロ経済学 第2版 伊藤元重

東北学院大・経、大分大・経

211 9784535557567 ミクロ経済学の力 神取道宏

東大・教養、長崎大・経

212 97845354124 マクロ経済学入門　第3版 二神孝一

新刊 慶應大・経、大阪大・経

213 9784535555136 入門マクロ経済学　第5版 中谷巌

札幌大・経、広島大・経

214 9784535556218 マクロ経済学　第2版 伊藤元重

東北学院大・経、長崎県立大・経

215 9784535554979 例題で学ぶ 初歩からの計量経済学　第2版 白砂堤津耶

千葉大・園、愛知大・経

216 978453555791 例題で学ぶ 初歩からの統計学　第2版 白砂堤津耶

金沢大・経、龍谷大・経

217 9784535556591 改訂版　経済学で出る数学 尾山大輔、安田洋祐

早大、和歌山大

218 9784535557338 経済学で出る数学 白石俊輔、尾山大輔

法政大・経、富山大

219 9784535558755 公共政策入門 伊藤隆敏

新刊

220 97845358685 財政学 小西砂千夫

新刊

221 978453555869 最新｜日本経済入門　第5版 小峰隆夫、村田啓子

早大・社学、京産大・経

222 9784535558663 中国経済入門　第4版 南亮進、牧野文夫



新刊 東洋大・経、松山大・経

223 9784326951321 入門ミクロ経済学　［原著第9版］ ハル・ヴァリアン著　佐藤隆三監訳

神戸大　大阪大

224 97843265435 完全理解　ゲーム理論・契約理論 鈴木豊

北大　法政大

225 9784326547722 経済数学 藤田渉・福澤勝彦・秋本耕二編著

長崎大　立命館大

226 978432653858 テキストブック公共選択 川野辺裕幸・中村まづる編著

慶應大　大阪府立大

227 978432654145 新版　現代の国際金融を学ぶ 中條誠一

中央大　明治大

経営
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

228 978464115171 はじめての国際経営 中川功一  林正  多田和美

岡山大  香川大  九州東海大  

229 978464115416 はじめてのＮＰＯ論 澤村明  田中敬文  黒田かをり

新刊 千葉商科大  明治大  東北大  

230 9784641183483 経験から学ぶ経営学入門 上林憲雄

立正大  関西大  北九州市立大  

231 9784641164918 日本のビジネスシステム 加護野忠男  山田幸三

慶應大  北海商科大  駒澤大  

232 97846411527 アントレプレナーシップ入門 忽那憲治  長谷川博和  高橋徳行

立命館大  兵庫県立大  東海学園大  

233 9784641164314 中小企業・ベンチャー企業論 新版 植田浩史  桑原武志  本多哲夫

同志社大  立命館大  龍谷大  

234 9784641164956 経営の経済学 第３版 丸山雅祥

神戸大  大阪経済大  長崎大  

235 978464122652 経営戦略 第３版 大滝精一  金井一頼  山田英夫

金沢星稜大  東京福祉大  北海道大  

236 978464117713 経営戦略をつかむ 浅羽茂  牛島辰男

中央大  千葉経済大  慶應大  

237 978464122874 グローバル・マーケティング戦略 三浦俊彦  丸谷雄一郎  犬飼知徳

新刊 東京経済大  東洋大    

238 9784641184268 ケースに学ぶマーケティング 青木幸弘

福岡大  関西大  駒澤大  

239 9784641123557 わかりやすいマーケティング戦略 新版 沼上幹

一橋大  金沢星稜大  法政大  

240 978464122782 マーケティング戦略 第５版 和田充夫  恩蔵直人  三浦俊彦

中央大  関西学院大  早稲田大  

241 97846411534 はじめてのマーケティング 久保田進彦  澁谷覚  須永努

大分大  北海道武蔵女子短大  愛知淑徳大  

242 9784641164864 入門・マーケティング戦略 池尾恭一

青山学院大  拓殖大  明治学院大  

243 978464122829 マーケティング・エンジニアリング入門 上田雅夫  生田目崇

中央大  東北大    

244 978464122621 新しい人事労務管理 第５版 佐藤博樹  藤村博之  八代充史

西南学院大  東京福祉大  國學院大學  

245 978464122799 現代広告論〔第３版〕 岸　志津江  田中　洋  嶋村　和恵

新刊 東京経済大  武蔵野大  関西国際大  

246 97846411512 はじめての流通 崔容熏  原頼利  東伸一

関西大  金沢星稜大  名古屋商科大  

247 978464116569 日本商業史 廣田誠  山田雄久  木山実

新刊 近畿大  京都女子大    

248 9784641164772 企業会計入門 補訂版 斎藤静樹

東海学園大  帝京大  高崎経済大  



249 978464122614 はじめて出会う会計学 新版 川本淳  野口昌良  勝尾裕子

学習院大  神奈川大  桃山学院大  

250 978464122973 財務会計・入門 第１１版 桜井久勝  須田一幸

同志社大  東洋大  東京経済大  

251 978464122966 管理会計・入門 第４版 浅田孝幸  頼誠  鈴木研一

新刊 同志社大  九州情報大  山口大  

252 97844925174 経営を見る眼 伊丹敬之

富山大

253 978449252235 競争戦略論（第２版） 青島矢一、加藤俊彦

立命館大

心理
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

254 978464118435
大学での学びをアクティブにするアカデミック・ス
キル入門

伊藤奈賀子  富原一哉

鹿児島大  杏林大  東北文化学園大  

255 978464117427 大学１年生のための伝わるレポートの書き方 都筑学

宮城学院女子大  関西学院大  高岡法科大  

256 9784641123458 はじめて出会う心理学 改訂版 長谷川寿一  東条正城  大島尚

広島修道大  九州大  駒沢女子大  

257 978464112431 心理学・入門 佐藤達哉  渡辺芳之

京都産業大  中部学院大  松山大  

258 978464115225 ゼロからはじめる心理学・入門 金沢創  市川寛子  作田由衣子

札幌学院大  明治学院大  東京理科大  

259 9784641174283 心理調査の基礎 日本心理学会  サトウタツヤ  鈴木直人

新刊 帝京大  立命館大  帝塚山学院大  

260 978464122867 心理学研究法 補訂版 高野陽太郎  岡隆

東京未来大  日本大  東洋大  

261 97846411549 対人援助と心のケアに活かす心理学 鈴木伸一  伊藤大輔

東北保健医療専門学校      

262 978464115133 問いからはじめる発達心理学
坂上裕子  山口智子（臨床心理学）  林
創

筑紫女学園大  白梅学園大  神戸大  

263 97846411527 基礎から学ぶ認知心理学 服部雅史  小島治幸  北神慎司

立命館大  東京未来大  筑紫女学園大  

264 97841312195 心理学 第5版 鹿取廣人 杉本敏夫 鳥居修晃 編

東京大、横浜市大、明治学院大、立命館大

265 97841312357 心理学研究法入門 南風原朝和 市川伸一 下山晴彦 編

武庫川女子大、琉球大、作新学院大

266 97841312463 ウォームアップ心理統計 村井 潤一郎/ 柏木 惠子

玉川大、上智大、文京学院大

267 97841312111 教養としての認知科学 鈴木 宏昭

東京大、青山学院大、東京医療保健大

268 97841312326 進化と人間行動 長谷川 寿一/ 長谷川 眞理子

東京大、北海道大、早稲田大、奈良女子大

269 9784535983335 精神医学ハンドブック　第7版 山下格

270 9784535983267 子どもの精神医学ハンドブック　第2版 清水將之

272 978432625615 視覚科学 横澤一彦

東大　早大

教育
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

273 978464117432 ベストをつくす教育実習 筒井美紀  遠藤野ゆり

新刊



274 978464117429 教育をよみとく 田中耕治  石井英真  八田幸恵

新刊 京都橘大  高崎経済大  鹿児島大  

275 97846411514 問いからはじめる教育学 勝野正章  庄井良信

東京未来大  大阪教育大  東京福祉大  

276 9784641174252 殻を突き破るキャリアデザイン 筒井美紀

法政大  西南学院大  東京学芸大  

277 978464115362 はじめての子ども教育原理 福元真由美

新刊

278 978464122386 はじめての特別支援教育 改訂版 柘植雅義  渡部匡隆  二宮信一

東京学芸大  東北福祉大  白梅学園大  

279 97843262517 テキスト教育と教育行政 井深雄二・大橋基博・中嶋哲彦編著

名大　愛媛大

280 97843262991 教師になること、教師であり続けること グループ・ディダクティカ編

京大　鹿児島大

281 978432625677 最新教育原理 安彦忠彦・石堂常世編著

酪農学園大　名古屋文理短大

282 978432629844 新版現代教育学入門 小澤周三・小澤滋子・新井郁男

了徳寺大　女子栄養大

283 9784326298815 経験のメタモルフォーゼ 高橋勝

早大　大阪教育大

社会・他
Ｎｏ． ISBN 書名 編著者

主な採用校

284 978464115461 社会学入門 筒井淳也  前田泰樹

新刊

285 978464117436 社会学の力 友枝敏雄  浜日出夫  山田真茂留

新刊

286 9784641174313 ファッションで社会学する 藤田結子  成実弘至  辻泉

新刊 駒澤大  東京女子大  大阪市立大  

287 978464115379 質的社会調査の方法 岸政彦  石岡丈昇  丸山里美

関西学院大  福島大  京都大  

288 978464115393 はじめてのジェンダー論 加藤秀一

新刊 高知大  東京女子大    

289 97846412298 社会学のエッセンス 新版補訂版 友枝敏雄  竹沢尚一郎

大妻女子大   神奈川大  

290 9784641174245 映像文化の社会学 長谷正人

立命館大  尚絅学院大  静岡文化芸術大  

291 97846412814 排除と差別の社会学 新版 好井裕明

愛媛大  京都精華大  関西学院大  

292 978464115164 問いからはじめる家族社会学 岩間暁子  大和礼子  田間泰子

法政大  東京家政大  関西学院大  

293 97841352256 社会学 第2版 奥井 智之

京都大、愛知大、亜細亜大

294 97841352263 社会調査の考え方 上 佐藤 郁哉

同志社大、一橋大、早稲田大

295 9784135227 社会調査の考え方 下 佐藤 郁哉

同志社大、一橋大、早稲田大

296 9784535521483 ゼミナール 日本のマス・メディア　第3版 春原昭彦、武市英雄

東経大、立命館APU

297 9784535586161 出版メディア入門　第2版 川井良介

東経大

298 978453558246 ガイドブック社会調査　第2版 森岡清志

299 978432662421 宗教と社会のフロンティア 高橋典史・塚田穂高・岡本亮輔編著

東洋大　中央大

300 9784326652624 お笑いジェンダー論 瀬地山角

東大



301 978432661943 リーディングスネットワーク論 野沢慎司編・監訳

明治学院大　筑波大

302 9784641153 問いからはじめる社会福祉学 圷洋一  金子充  室田信一

東北学院大  帝京大  日本女子大  

303 9784641221 援助関係論入門 稲沢公一

新刊

304 97846412269 障害者福祉の世界 第５版 佐藤久夫  小澤温

日本社会事業大  日本福祉大  明治学院大  

305 978464112422 はじめて出会う生命倫理 玉井真理子  大谷いづみ

武蔵野大  岐阜医療科学大  北海道医療大  

306 978464122836 新しい時代の図書館情報学 補訂版 山本順一

近畿大  就実大  同志社大  

備考　　　　ベーシック  ：入門書、選択科目・一般教養科目向け

　　　　　　　スタンダード：オーソドックスな基本書・概説書、必修科目・専門科目向け



立命館生協ブックセンターふらっと
出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 800

法学入門 ベーシック

有斐閣 800

法学入門 ベーシック

有斐閣 1,900

法学入門 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

法学入門 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

法学入門 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,700

法学入門 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,700

法学入門 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,700

法学入門 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,600

憲法 ベーシック

有斐閣 2,700

憲法 ベーシック

有斐閣 2,200

憲法 ベーシック

有斐閣 1,800

憲法 ベーシック

有斐閣 1,900

憲法 ベーシック

有斐閣 1,900

憲法 ベーシック

有斐閣 選書 1,900

憲法 ベーシック

有斐閣 2,700

憲法 ベーシック

有斐閣 1,800

行政法 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 2,000

行政法 ベーシック

有斐閣 Ｌｅｇａｌ　ｑｕｅｓｔ 2,600

行政法 スタンダード

有斐閣 2,400

行政法 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,100

税法 ベーシック

有斐閣 2,900

税法 スタンダード

有斐閣 4,500

民法 スタンダード

有斐閣 1,900

民法 ベーシック

有斐閣 1,700

民法 ベーシック

有斐閣 1,900

民法 ベーシック



有斐閣 1,900

民法 ベーシック

有斐閣 1,900

民法 ベーシック

有斐閣 1,700

民法 ベーシック

有斐閣 1,700

民法 ベーシック

有斐閣 1,800

民法 ベーシック

有斐閣 3,200

民法 スタンダード

有斐閣 4,800

民法 スタンダード

有斐閣 アルマ 1,800

民法 ベーシック

有斐閣 2,700

民法 スタンダード

有斐閣 4,100

民法 スタンダード

有斐閣 2,000

民法 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,400

民法 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

商法 ベーシック

有斐閣 3,100

商法 スタンダード

有斐閣 2,600

商法 スタンダード

有斐閣 1,500

商法 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

商法 ベーシック

有斐閣 Ｓシリーズ 2,000

商法 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,800

刑法 ベーシック

有斐閣 2,500

刑法 ベーシック

有斐閣 1,800

刑法 ベーシック

有斐閣 3,200

刑法 スタンダード

有斐閣 4,200

刑法 スタンダード

有斐閣 Ｌｅｇａｌ　ｑｕｅｓｔ 3,900

民事訴訟法 スタンダード

有斐閣 Ｓシリーズ 1,700

民事訴訟法 ベーシック

有斐閣 3,400

民事訴訟法 スタンダード

有斐閣 アルマ 2,000

民事訴訟法 ベーシック

有斐閣 4,000

刑事訴訟法 スタンダード

有斐閣 3,000

刑事訴訟法 ベーシック



有斐閣 2,300

刑事訴訟法 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,900

労働法 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

労働法 ベーシック

有斐閣 Ｌｅｇａｌ　ｑｕｅｓｔ 2,700

労働法 スタンダード

有斐閣 3,000

労働法 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,700

経済法 スタンダード

有斐閣 アルマ 2,000

経済法 ベーシック

有斐閣 2,600

経済法 スタンダード

有斐閣 2,500

経済法 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

知的財産法 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

知的財産法 ベーシック

有斐閣 2,600

知的財産法 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,900

知的財産法 スタンダード

有斐閣 2,600

知的財産法 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

環境法 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

環境法 ベーシック

有斐閣 2,300

社会保障法 ベーシック

有斐閣 2,100

社会保障法 ベーシック

有斐閣 2,400

国際法 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

国際法 ベーシック

有斐閣 2,400

国際私法 ベーシック

有斐閣 3,400

国際私法 スタンダード

有斐閣 2,800

法哲学 スタンダード

有斐閣 アルマ 1,900

法哲学 スタンダード

有斐閣 2,500

外国法 ベーシック

有斐閣 2,200

外国法 ベーシック

有斐閣 外国法入門双書 2,900

外国法 ベーシック

東京大学出版会 3,200

法学入門 ベーシック

東京大学出版会 3,200



税法 スタンダード

東京大学出版会 3,300

民法 スタンダード

東京大学出版会 3,600

民法 スタンダード

東京大学出版会 3,500

民法 スタンダード

東京大学出版会 3,500

民法 スタンダード

東京大学出版会 3,800

商法 スタンダード

東京大学出版会 3,600

刑法 スタンダード

東京大学出版会 3,600

刑法 スタンダード

東京大学出版会 4,800

刑事訴訟法 スタンダード

東京大学出版会 3,800

刑事訴訟法 スタンダード

弘文堂 2,500

法学入門 ベーシック

弘文堂 プレップシリーズ 1,000

法学入門 ベーシック

弘文堂 プレステップシリーズ 1,800

法学入門 ベーシック

弘文堂 2,200

憲法 ベーシック

弘文堂 2,500

憲法 ベーシック

弘文堂 プレステップシリーズ 1,800

憲法 ベーシック

弘文堂 3,500

行政法 スタンダード

弘文堂 3,300

行政法 スタンダード

弘文堂 2,900

行政法 スタンダード

弘文堂 3,700

行政法 スタンダード

弘文堂 2,600

税法 ベーシック

弘文堂 3,500

税法 スタンダード

弘文堂 2,000

税法 スタンダード

弘文堂 3,000

民法 スタンダード

弘文堂 2,500

商法 ベーシック

弘文堂 2,200

商法 ベーシック

弘文堂 2,800

商法 スタンダード

弘文堂 0

刑法 スタンダード

弘文堂 プレップシリーズ 2,000

労働法 ベーシック



弘文堂 3,300

環境法 スタンダード

日本評論社 1,800

法学入門 ベーシック

日本評論社 1,000

法学入門 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,900

憲法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,900

憲法 ベーシック

日本評論社 1,400

憲法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,800

行政法 ベーシック

日本評論社 3,400

行政法 スタンダード

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,800

民法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,700

民法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,700

民法 ベーシック

日本評論社 2,400

民法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,800

民法 ベーシック

日本評論社 3,800

刑法 スタンダード

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,900

民事訴訟法 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 1,900

労働法 ベーシック

勁草書房 1,800

憲法 ベーシック

勁草書房 2,900

民事法 スタンダード

勁草書房 2,200

民法 スタンダード

勁草書房 2,200

民法 スタンダード

勁草書房 2,200

民法 スタンダード

勁草書房 2,200

民法 ベーシック

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 1,500

教養 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

政治 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

政治 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900



政治 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

政治 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 2,000

政治 ベーシック

有斐閣 3,000

政治 スタンダード

有斐閣 2,000

政治 スタンダード

東京大学出版会 2,200

政治 ベーシック

東京大学出版会 2,800

政治 スタンダード

東京大学出版会 2,800

国際政治 スタンダード

東京大学出版会 2,900

国際政治 スタンダード

勁草書房 1,900

論文 ベーシック

勁草書房 3,800

政治学 スタンダード

勁草書房 1,900

政治学 スタンダード

勁草書房 勁草テキスト・セレクション 3,300

国際政治 スタンダード

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 1,500

教養 ベーシック

有斐閣 1,800

教養 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,300

経済 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 2,000

ミクロ経済学 ベーシック

有斐閣 Ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ　ｔｓｕｋａｍｕ 2,200

ミクロ経済学 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 2,000

マクロ経済学 ベーシック

有斐閣 3,200

マクロ経済学 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

マクロ経済学 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,200

マクロ経済学 ベーシック

有斐閣 1,900

ゲーム理論 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

ゲーム理論 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 2,000

計量経済 スタンダード

有斐閣 Ｎｅｗ　ｌｉｂｅｒａｌ　ａｒｔｓ 3,200

統計 スタンダード

有斐閣 2,800

統計 スタンダード

有斐閣 コンパクト 2,100



経済政策 ベーシック

有斐閣 3,400

金融 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

金融 ベーシック

有斐閣 ブックス 2,200

金融 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,900

金融 ベーシック

有斐閣 2,700

財政 ベーシック

有斐閣 ブックス 2,400

財政 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

地域経済 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,400

地域経済 ベーシック

有斐閣 1,900

日本経済 ベーシック

有斐閣 Ｙ２１ 3,700

日本経済 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

日本経済 ベーシック

東洋経済新報社 3,200

経済学入門 ベーシック

東洋経済新報社 2,800

経済学入門 ベーシック

東洋経済新報社 3,600

経済学入門 ベーシック

東洋経済新報社 4,000

ミクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 2,800

ミクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 3,800

ミクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 5,000

ミクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 3,500

ミクロ経済学 スタンダード

東洋経済新報社 3,200

ミクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 2,200

ミクロ経済学 スタンダード

東洋経済新報社 3,800

マクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 4,000

マクロ経済学 ベーシック

東洋経済新報社 2,800

統計 ベーシック

東洋経済新報社 1,800

統計 ベーシック

東洋経済新報社 1,800

経済政策 ベーシック

東洋経済新報社 3,000

社会保障 ベーシック

東洋経済新報社 2,400

金融 ベーシック

東洋経済新報社 2,200



金融 ベーシック

東洋経済新報社 2,000

金融 ベーシック

東洋経済新報社 2,800

金融 ベーシック

東洋経済新報社 2,600

金融 ベーシック

東洋経済新報社 2,400

日本経済 ベーシック

東洋経済新報社 2,800

開発経済学 スタンダード

東京大学出版会 3,500

ミクロ経済学 スタンダード

東京大学出版会 3,200

ミクロ経済学 スタンダード

東京大学出版会 2,800

統計 ベーシック

東京大学出版会 2,800

統計 スタンダード

東京大学出版会 2,800

財政学 スタンダード

東京大学出版会 2,500

社会保障 スタンダード

東京大学出版会 2,500

日本経済 スタンダード

東京大学出版会 2,800

日本経済 スタンダード

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 2,000

経済学入門 ベーシック

日本評論社 3,000

経済学入門 ベーシック

日本評論社 3,000

ミクロ経済学 ベーシック

日本評論社 3,200

ミクロ経済学 スタンダード

日本評論社 シリーズ新エコノミクス 2,200

マクロ経済学 ベーシック

日本評論社 2,800

マクロ経済学 ベーシック

日本評論社 2,800

マクロ経済学 ベーシック

日本評論社 2,800

計量経済 ベーシック

日本評論社 2,500

統計 ベーシック

日本評論社 2,100

経済数学 スタンダード

日本評論社 1,500

経済数学 ベーシック

日本評論社 2,400

経済政策 ベーシック

日本評論社 日評ベーシック・シリーズ 2,000

財政学 ベーシック

日本評論社 2,500

日本経済 ベーシック

日本評論社 2,600



国際経済 ベーシック

勁草書房 4,000

ミクロ経済学 スタンダード

勁草書房 2,400

ゲーム理論 スタンダード

勁草書房 現代経済学のコア 3,200

経済数学 スタンダード

勁草書房 2,800

経済政策 スタンダード

勁草書房 2,600

国際金融 スタンダード

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 ストゥディア 1,800

経営 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

経営 ベーシック

有斐閣 ブックス 2,400

経営 ベーシック

有斐閣 2,600

経営 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

経営 ベーシック

有斐閣 コンパクト 2,400

経営 ベーシック

有斐閣 3,000

経営 スタンダード

有斐閣 アルマ 2,000

経営戦略 スタンダード

有斐閣 Ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ　ｔｓｕｋａｍｕ 2,100

経営戦略 スタンダード

有斐閣 アルマ 2,200

マーケティング ベーシック

有斐閣 ブックス 2,200

マーケティング ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

マーケティング ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

マーケティング スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

マーケティング ベーシック

有斐閣 2,100

マーケティング ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

マーケティング ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

労務管理 ベーシック

有斐閣 2,400

広告 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,900

流通 ベーシック

有斐閣 Ｙ２１ 2,500

流通 スタンダード

有斐閣 1,800

会計 ベーシック



有斐閣 アルマ 2,000

会計 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,800

会計 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,300

会計 ベーシック

東洋経済新報社 1,600

経営 ベーシック

東洋経済新報社 2,600

経営戦略 ベーシック

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 ブックス 1,700

教養 ベーシック

有斐閣 1,400

教養 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

心理 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

心理 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

心理 ベーシック

有斐閣 1,900

心理 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,200

心理 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,800

心理 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

心理 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

心理 ベーシック

東京大学出版会 2,400

心理 ベーシック

東京大学出版会 2,800

心理 スタンダード

東京大学出版会 2,000

心理 スタンダード

東京大学出版会 2,700

心理 スタンダード

東京大学出版会 2,500

心理 スタンダード

日本評論社 2,300

心理 ベーシック

日本評論社 1,900

心理 ベーシック

勁草書房 3,000

心理 スタンダード

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 2,000

教育 ベーシック



有斐閣 1,500

教育 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

教育 ベーシック

有斐閣 1,700

教育 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

教育 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

教育 ベーシック

勁草書房 2,000

教育 スタンダード

勁草書房 2,600

教育 スタンダード

勁草書房 2,200

教育 スタンダード

勁草書房 2,600

教育 ベーシック

勁草書房 教育思想双書　9 2,500

教育 スタンダード

出版社 シリーズ・叢書名 本体価

分類 レベル

有斐閣 ストゥディア 1,900

社会 ベーシック

有斐閣 2,500

社会 ベーシック

有斐閣 2,300

社会 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,900

社会 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

社会 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,000

社会 ベーシック

有斐閣 2,400

社会 ベーシック

有斐閣 選書 2,200

社会 ベーシック

有斐閣 ストゥディア 1,800

社会 ベーシック

東京大学出版会 1,900

社会 ベーシック

東京大学出版会 3,200

社会 スタンダード

東京大学出版会 3,200

社会 スタンダード

日本評論社 2,400

社会 ベーシック

日本評論社 2,700

社会 ベーシック

日本評論社 2,900

社会 ベーシック

勁草書房 2,700

社会 スタンダード

勁草書房 1,800

社会 ベーシック



勁草書房 3,500

社会 スタンダード

有斐閣 ストゥディア 1,900

社会福祉 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

社会福祉 ベーシック

有斐閣 アルマ 2,100

社会福祉 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,900

人文 ベーシック

有斐閣 アルマ 1,800

人文 スタンダード

備考　　　　ベーシック  ：入門書、選択科目・一般教養科目向け

　　　　　　　スタンダード：オーソドックスな基本書・概説書、必修科目・専門科目向け


