
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

刑 法 
の学び方 

【SS-012】 

「Paste（ぱすて）」とは？ 

ぱっと分かって、すっと頭に入る、テーマ別調べ方ガイドです。みなさんの学習をサポ

ートする、総合図書館ティーチング・アシスタント（TA）による作成です。レポート作成

の際などにお役立てください 

 

発行： 2016 年 1 月 27 日 

総合図書館 B 棟 2F参考調査・TAカウンター 

作成： 高等司法研究科 TA 

★ 関連授業科目 

刑法 

法学部、高等司法研究科 

 
326 

分類番号 



1 

 

 

１－１． 「刑法」とは？ 

刑法とは、犯罪と刑罰の内容を定める法律である。犯罪に関する総則規定と個別の犯罪の成立要件や

これに対する刑罰を定める各則規定からなる。 

１－２． 学習するにあたってのポイント 

総論を学習するにあたっては、その体系を意識することが重要である。これに対し、各論を学習するに

あたっては、個別の犯罪の典型的な事案をイメージすることが学習に資する。 

１－３． 最初に読むべき教科書 

 刑法入門 / 山口厚著 【書誌 ID=2004064604】 

総合図-A棟 3階 文庫・新書 089/IS/R1136 

現在の刑法学の第一人者が、犯罪と刑罰をめぐる考え方をわかりやすく解説した良書 

 

 基礎から学ぶ刑事法 / 井田良著 【書誌 ID=2004336865】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326/IDA 

ていねいな記述とキーワード・コラム・コメント等豊富なツールで学びやすさを徹底追求した入門書 

 

 

 

２－１． 手元にあると便利な事典・ハンドブック 類 

 法律学小辞典 / 金子宏, 新堂幸司, 平井宜雄編集代表 【書誌 ID=2004088469】 

総合図-書庫 2階(参考) R320.33/KAN 

すべての法分野を対象とした小型法律辞典の決定版 

 

 確認刑法用語 250WORDS / 佐伯仁志編 【書誌 ID=2004201410】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326/SAE 

刑法を対象とした用語集 

２－２． 代表的な教科書 

 基本刑法 総論 / 大塚裕史 [ほか] 著 【書誌 ID=2004304227】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326/OTS/1 

 基本刑法 各論 / 大塚裕史 [ほか] 著 【書誌 ID=2004304227】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326/OTS/2 

受験を視野に入れた刑法学習者に最適の基本書 

 

 講義刑法学・総論 / 井田良著 【書誌 ID=2004100586】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/IDA 

行為無価値論の立場からの本格的体系書 

 １．イントロダクション 

 ２．学習用資料 
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 刑法総論 / 佐久間修著 【書誌 ID=2004122002】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/SAK 

 刑法各論 / 佐久間修著 【書誌 ID=2004263181】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/SAK 

伝統的な行為無価値論に立った体系書 

 

 刑法総論 / 高橋則夫著【書誌 ID=2004326122】 

総合図-A棟 2階 シラバス指定図書(貸出可) 326.1/TAK 

 刑法各論 / 高橋則夫著 【書誌 ID=2004369906】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/TAK 

刑法の基礎理論から解釈論的帰結を導く筋道を明らかにし、豊富な判例・裁判例への具体的な適用

をも示す本格的体系書 

 

 LEGAL QUEST 刑法総論 / 今井猛嘉 [ほか] 著 【書誌 ID=2004292372】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/IMA 

 LEGAL QUEST 刑法各論 / 今井猛嘉 [ほか] 著 【書誌 ID=2004292373】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/IMA 

基本的な概念・知識の習得から具体的事例へ応用可能な理解までを得られるような分析と解説を試

みた基本書 

 

 刑法総論 / 西田典之著 【書誌 ID=2004173039】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/NIS 

 刑法各論 / 西田典之著 【書誌 ID=2004248532】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/NIS 

結果無価値論の立場からの本格的体系書 

 

 刑法総論 / 山口厚著 【書誌 ID=2003738291】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/YAM 

 刑法各論 / 山口厚著 【書誌 ID=2004163082】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/YAM 

山口刑法学の現在の到達点を示す体系書 

 

 刑法 / 山口厚著 【書誌 ID=2004372584】 総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326/YAM 

一通り勉強が進んだ人のためのテキスト 

 

２－３． 代表的な判例集 

 刑法判例百選 総論 / 山口厚, 佐伯仁志編 【書誌 ID=2004338910】 

総合図-A棟 2階 シラバス指定図書(貸出可) 320.5/JUR/220 

 刑法判例百選 各論 / 山口厚, 佐伯仁志編 【書誌 ID=2004338910】 

総合図-A棟 2階 シラバス指定図書(貸出可) 320.5/JUR/221 

厳選された最重要判例に解説を加えた判例集の決定版 

 

 判例プラクティス 刑法総論 / 成瀬幸典, 安田拓人編 【書誌 ID=2004173523】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.098/NAR/1 

 判例プラクティス 刑法各論 / 成瀬幸典, 安田拓人編 【書誌 ID=2004173523】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.098/NAR/2 

百選よりも多くの判例を掲載し、テーマごとに 1人の執筆者が簡潔な解説を付した判例集 
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 判例刑法総論 / 西田典之, 山口厚, 佐伯仁志著 【書誌 ID=2004279797】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/NIS 

 判例刑法各論 / 西田典之, 山口厚, 佐伯仁志著 【書誌 ID=2004292346】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/NIS 

百選よりも多くの判例を掲載する解説なしの判例集 

 

２－４． 代表的な演習書 

 Law practice 刑法 / 佐久間修 [ほか] 著 【書誌 ID=2004326065】 

総合図-A棟 2階 シラバス指定図書(貸出可) 326/SAK 

法学部生、法科大学院未修者向けの平易な演習書 

 

 新実例刑法「総論」 / 池田修, 杉田宗久編 【書誌 ID=2004369908】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/IKE 

 新実例刑法「各論」 / 池田修, 金山薫編 【書誌 ID=2004376198】  

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.2/IKE 

裁判員裁判を担当する裁判官らが執筆した簡易な問題の付された演習書 

 

 刑法事例演習教材 / 井田良 [ほか] 著 【書誌 ID=2004363767】 

総合図-A棟 2階 シラバス指定図書(貸出可) 326/IDA 

司法試験受験生のための演習書の決定版。解説は簡素である。 

 

２－５． その他参照すべきもの 

 刑法の争点 / 西田典之, 山口厚, 佐伯仁志編 【書誌 ID=2004186382】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 320.5/JUR/2 

テーマごとに異なる執筆者が解説を付している。 

 

 刑法総論の考え方・楽しみ方 / 佐伯仁志著 【書誌 ID=2004297394】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.1/SAE 

刑法の学習に資する参考書 

 

 新判例から見た刑法 / 山口厚著 【書誌 ID=2004372587】 

総合図-A棟 3/4階 学習用図書 326.098/YAM 

刑法の第一人者が、近年に出された判例・裁判例を検討し、従来の判例・学説の流れに位置付けな

がら、その意義を明らかにする参考書 

 

 

 

 図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が

あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で

大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。 

本文中で紹介している図書・雑誌について 


