
 

司法協会 図書 No.2 

 1 / 2 

 

民法概説（五訂版） 

 

 

 

  

監修 ： 裁判所職員総合研修所 

定価 ： 定価 3,300円（本体 3,000円＋税 10％） 

判型 ： A5判 

ページ数 ： 326ページ 

ISBN ： 978-4-906929-89-4 

発行 ： 2021年 6月 

内容 

平成 25年に刊行した四訂版に，その後の法令等の改正に伴い，８年ぶりに加筆修正をしたものです。 
民事実務上欠くことのできない基礎知識や基本の理解が得られるよう，『プロローグ』で「人と民法の関わ

り」「法律学を学ぶ意味」や「法律要件，具体的事実，法律効果」「法律関係」「私的自治の原則」「利益衡量」な
どにも触れた上で，本文では，基本事例の解説や参考図の挿入などの工夫をしながら，民法の考え方の基本
を丁寧に解説しています。初学者のみならず，民事法を深く学んでいく手掛かりとしても活用していただける一
冊です。 
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 第２  特定物債権, 種類債権, 金
銭債権, 選択債権  
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第７章  多数当事者の債権及び債務  
 第１  総 説  
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