
法学部法律学科

教科書No 学年 教員名 講義名 書名 出版社名 本体価格 販売

E30005 1 皆川　雅章 社会と情報 キーワードで学ぶ最新情報トピックス　２０２３　 日経ＢＰ 1300 江別

E30018 1 若松　緑 ビジネスマナー（１） ビジネス能力検定ジョブパス３級公式テキスト　２０２３年版　 日本能率協会マネジメントセンター 2000 江別

E30032 1 小池　英勝 情報システムの基礎 イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生の基本情報技術者教室　令和０５年　 技術評論社 1680 江別

E30035 1 岡田　久美子 模擬裁判ゼミナール1 裁判員のための刑事法ガイド　 法律文化社 1900 江別

E30038 1 伊藤　雅康 憲法入門（１） 伊藤真の憲法入門　第７版 日本評論社 1800 江別

E30044 1 橘井　雄太 民法入門(1) オリエンテーション民法　第２版 有斐閣 2500 江別

E30047 1 須藤　千恵 ビジネスマナー（２） ビジネス能力検定ジョブパス３級公式テキスト　２０２３年版　 日本能率協会マネジメントセンター 2000 江別

E30053 1 複数教員 指定参考図書 ポケット六法　令和５年版　 有斐閣 2000 江別

E30054 1 複数教員 指定参考図書 デイリー六法　令和５年版　 三省堂 2000 江別

E30057 1 大室　直也 法学入門 ファーストステップ法学入門　 中央経済社 1800 江別

E30001 2 荻野　昭一 会社法A 会社法　第二十四版 弘文堂 2700 江別

E30002 2 荻野　昭一 会社法A 会社法　第５版 有斐閣 2900 江別

E30006 2 高田　洋 データ解析基礎1 Ｅｘｃｅｌで学ぶ統計・データ解析入門　 丸善出版 2800 江別

E30012 2 村本　耕大 模擬裁判ゼミナール3 よくわかる民事裁判　第３版 有斐閣 1800 江別

E30014 2 小幡　宜和 行政法Ｂ 自治体職員のためのようこそ地方自治法　第３版 第一法規出版 2000 江別

E30020 2 横井　謙 公務員対策特別演習C 公務員試験［高卒程度・社会人］初級スーパー過去問ゼミ判断推理　 実務教育出版 1500 江別

E30021 2 西谷　潤一 英語スキルアップＢ Phoenix from the Flames : Student Book (　 センゲージラーニング 2100 江別

E30024 2 中谷　俊雄 ファイナンシャルプランニングA わかる！受かる！！ＦＰ２級ＡＦＰテキスト＆問題集　２０２２ー２０２３年版　 マイナビ出版 2000 江別

E30027 2 加藤　正佳 専門ゼミナール１ ジョブ型雇用社会とは何か　 岩波書店 1020 江別

E30030 2 小池　英勝 ＩＴ演習Ａ イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生のＩＴパスポート教室　令和０５年　 技術評論社 1580 江別

E30031 2 小池　英勝 ＩＴ演習Ｂ イメージ＆クレバー方式でよくわかる栢木先生のＩＴパスポート教室　令和０５年　 技術評論社 1580 江別

E30033 2 江藤　達郎 職業基礎力Ｂ SPIセット 江別

E30034 2 岡田　久美子 刑事訴訟法 刑事訴訟法　第５版 有斐閣 2100 江別

E30036 2 伊藤　雅康 スポーツ法Ｂ スポーツ法学　第３版 エイデル研究所 2500 江別

E30037 2 伊藤　雅康 憲法Ｂ（統治機構） 憲法講義　第３版 日本評論社 3800 江別



E30039 2 田處　博之 民法Ａ（総則・物権） 民法（全）　第３版 有斐閣 4600 江別

E30040 2 川股　修二 税法1 Ｎｅｗベーシック税務会計　個人課税編　改訂版 五絃舎 2700 江別

E30042 2 橘井　雄太 民法B(債権） スタートライン債権法　第７版 日本評論社 2400 江別

E30043 2 橘井　雄太 民法Ｂ（債権） 民法判例百選　２　第９版 有斐閣 2200 江別

E30048 2 高田　耕平 刑法総論 たのしい刑法　１　第３版 弘文堂 江別

E30049 2 高田　耕平 専門ゼミナール1 たのしい刑法　１　第３版 弘文堂 江別

E30050 2 高田　耕平 専門ゼミナール1 たのしい刑法　２　第２版 弘文堂 3300 江別

E30058 2 大室　直也 法政特殊講義G ファーストステップ法学入門　 中央経済社 1800 江別

E30059 2 中谷　俊雄 ファイナンシャルプランA ＦＰ技能士２級・ＡＦＰ最速合格ブック　’２２→’２３年版　 成美堂出版 1900 江別

E30003 3 荻野　昭一 会社法C 会社法　第二十四版 弘文堂 2700 江別

E30004 3 荻野　昭一 商法総則・商行為法 商法総則・商行為法のポイント解説　 財経詳報社 1000 江別

E30009 3 川上　大雅 知的財産法A 知的財産法　 有斐閣 3500 江別

E30010 3 川上　大雅 知的財産法A 著作権判例百選　第６版 有斐閣 2500 江別

E30011 3 川上　大雅 知的財産法A 駆け出しクリエイターのための著作権Ｑ＆Ａ　 玄光社 1600 江別

E30013 3 小幡　宜和 行政法C（救済法） 行政法読本　第４版 有斐閣 3000 江別

E30016 3 横井　謙 公務員対策特別演習Ｆ 判断推理がみるみるわかる！解法の玉手箱　改訂第２版 実務教育出版 1400 江別

E30017 3 毛利　泰大 農業経済論 フードシステムの経済学　第６版 医歯薬出版 2500 江別

E30019 3 田代　歩 財政学2 入門財政学　第３版 中央経済社 2600 新札幌

E30023 3 南川　高範 日本経済論１ 日本経済論　 日本評論社 2600 江別

E30025 3 井上　仁 金融論2 金融論　第３版 中央経済社 2200 江別

E30028 3 加藤　正佳 民事訴訟法１ 民事訴訟法　第４版 有斐閣 3900 江別

E30029 3 加藤　正佳 労働法A 労働法　第９版 有斐閣 3200 江別

E30051 3 高田　耕平 刑法各論1 たのしい刑法　２　第２版 弘文堂 3300 江別


