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【目次】
◇書評・紹介記事

掲載情報

◇ウェブサイトの特集コーナー
『ぽっぽーとはじめる第一歩』ページ（「ぽっぽーの小部屋」第 2 弾）を公開中

◇『書斎の窓』2019 年 5 月号（663 号）を公開中

◇4 月のウェブサポート更新情報

◇近刊
◇新刊・電子書籍 新刊
◇主な重版

◇『法学教室』モニター募集のお知らせ

◇『有斐閣図書目録 2019』5 月 17 日出来
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◇書評・紹介記事

掲載情報

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●『憲法を学問する』
樋口 陽一 (東京大学名誉教授)，石川
蟻川 恒正 (日本大学教授)，宍戸

健治 (東京大学教授)，

木村 草太 (首都大学東京教授)／著

常寿 (東京大学教授)，
394 ページ

定価 2,916 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227521

※法学教室の「Book Information」コーナーにおいて，
編集担当者が本書を紹介しています。 （PDF:692.26KB)
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/BookInfo201905-22752.pdf

『朝日新聞』（4 月 27 日付朝刊）の読書面・記事「ひもとく

憲法と平成」に

掲載されました。紹介者は，石川健治・東京大学教授。

○ただいま，モニターも募集しています。
詳細は小社ウェブサイト，または本メールニュースでご確認ください。
-----------------------------------------------------------------------●『維新支持の分析 -- ポピュリズムか，有権者の合理性か』
善教 将大 (関西学院大学准教授)／著

272 ページ

定価 4,212 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641149274

※電子書籍配信中！
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_14927

『図書新聞』（5 月 4 日号）に書評が掲載されました。
評者は，伊藤理史・同志社大学政策学部助教。
-----------------------------------------------------------------------●『現代社会と経済倫理』
永合 位行 (神戸大学教授)，鈴木
246 ページ

純 (神戸大学准教授)／著

定価 2,376 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165274

※電子書籍配信中！
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_16527

※書斎の窓の「自著を語る」コーナーにて，著者が本書を紹介しています。
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/1903/HTML5/index.html#/page/68

『日本経済新聞』
（4 月 27 日付朝刊）の読書面・記事「利益と倫理は
共存できるか

縮まる企業と NPO の距離」に掲載されました。

-----------------------------------------------------------------------●『アメリカに日本のマンガを輸出する
-- ポップカルチャーのグローバル・マーケティング』
松井 剛 (一橋大学教授)／著

286 ページ

定価 2,808 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165243

※立ち読み（PDF:1.41MB)
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T16524.pdf

HON.jp News Blog「クールジャパンは“シャレ”だった？ ―― アメリカで
日本のマンガを売ることの難しさ」で紹介されました。(外部サイトに飛びます)
https://hon.jp/news/1.0/0/23710
------------------------------------------------------------------------

※その他の掲載情報一覧・詳細はこちら
http://www.yuhikaku.co.jp/reviews
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◇ウェブサイトの特集コーナー
『ぽっぽーとはじめる第一歩』ページ（「ぽっぽーの小部屋」第 2 弾）を公開中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「ぽっぽーの小部屋」とは，有斐閣の公式キャラクター
“ろけっとぽっぽーとその仲間たち”が書籍の魅力をご紹介するコーナーです。

ただいま，小部屋企画第 2 弾として，
「ぽっぽーとはじめる第一歩」ページを
ウェブサイトにて公開中です。

今回取り上げているのは，
『法学学習 Q&A』と
『地域から考える環境と経済 -- アクティブな環境経済学入門』
（有斐閣ストゥディア）の 2 冊。

ほっぽーさんと，ぽっぽー先生が，書籍の魅力を紹介している
このコーナーを見れば，買ってみようかな，自分にも読めるかなと
迷っていた方も，きっと手に取ってみたくなるはず。

ぜひチェックしてみてください。

●「ぽっぽーとはじめる第一歩」ページ
http://www.yuhikaku.co.jp/static/first-step/index.html

●「ぽっぽーの小部屋」ページ
http://www.yuhikaku.co.jp/static/poppo-room/index.html
（企画第 1 弾『ポケット六法 40 周年記念サイト』も，引き続き公開中です）
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◇『書斎の窓』2019 年 5 月号（663 号）を公開中
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『書斎の窓』は，読者と著者のコミュニケーションをはかるとともに，
読者に新刊情報をお届けすることを目的として，1953 年 6 月に創刊されました。
＜隔月（奇数月，年 6 回）刊行＞

小論文やエッセイ，連載やコラムなどのほか，対談や座談会なども行ない，
今日的な話題が豊富に盛り込まれた，読み応えのある雑誌となっています。

現在，ウェブサイトでは，最新号となる『書斎の窓』2019 年 5 月号を公開中。
今号より，武田晴人先生の連載「鈍行列車の風景」もスタートしています。

この機会にぜひ，ご覧ください。

---目次-------------------------------------------------------------------

【巻頭のことば】
鈍行列車の風景① 経済史の言葉……武田晴人

【法律・政治】
<連載>
家族と刑法――家庭は犯罪の温床か？⑫（最終回）
子が親から「しつけ」を受けるとき

……深町晋也

ベルリンで考える政治思想・政治哲学の「いま」⑥（最終回）
カントの政治哲学を考える……宇野重規
<自著を語る>
政治を「ゲーム」することに関する若干の考察
（『ゲーム理論で考える政治学――フォーマルモデル入門』）……浅古泰史

【経済・経営】
<連載>
会計・責任・正義② 会計と不平等……國部克彦
<自著を語る>
『そのクチコミは効くのか』……久保田進彦

【人文・社会】
<連載>
『強み』とともに生きる――ポジティブ心理学のすゝめ④
私たちは周りの強みをどう理解しているか……島井哲志
<書評>
障害者介助から考える「これからの」ケア論
（
『はじめてのケア論』有斐閣ストゥディア）……齋藤曉子

※記事内容を「ウェブ版」からお読みいただけます。
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/1905/HTML5/index.html#/page/1

※バックナンバー一覧をご覧いただけます。
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai/backnumber
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◇4 月のウェブサポート更新情報
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4 月にウェブサポートページの更新があった書籍を
お知らせいたします（更新日順）。

●『労働法 第 5 版』
（有斐閣アルマ Specialized）
補遺
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641220409#websupport

●『身近に感じる国際金融』（有斐閣ストゥディア）
正誤表
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150447#websupport

●『破産法・民事再生法

第 4 版』

補訂情報，訂正情報
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641137448#websupport

●『問いからはじめる 現代企業』
（有斐閣ストゥディア）
EXERCISE を解く際のヒント
モデル・シラバス，ティーチング・マニュアル（先生用データ）
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150621#websupport

●『産業組織とビジネスの経済学』
（有斐閣ストゥディア）
ウェブ付録，練習問題の解答，講義用スライド
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150591#websupport
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◇近刊
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●ケースを基礎とした現代型テキスト

『行政法Ⅰ

現代行政過程論 第 4 版』

大橋 洋一 (学習院大学教授)／著

＜5 月 13 日発売＞

506 ページ

定価 3,996 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227729
-----------------------------------------------------------------------●国際私法・国際民事手続法・国際取引法を１冊で

『国際関係私法入門 -- 国際私法・国際民事手続法・国際取引法 第 4 版』
＜5 月 13 日発売＞
松岡 博 (大阪大学名誉教授)／編

476 ページ

定価 2,700 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641046849
-----------------------------------------------------------------------●ビッグデータが変える社会科学の世界

『ビット・バイ・ビット -- デジタル社会調査入門』

＜5 月 13 日発売＞

マシュー・J.サルガニック (プリンストン大学教授)／著
瀧川 裕貴 (東北大学准教授)，常松

淳 (日本大学准教授)，

阪本 拓人 (東京大学准教授)，大林

真也 (青山学院大学准教授)／訳

466 ページ

定価 4,320 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174481
-----------------------------------------------------------------------●経済学のアクティブな学びをめざして

『ゼロからはじめる経済入門 -- 経済学への招待』
（有斐閣コンパクト）
＜5 月 17 日発売＞
横浜国立大学経済学部テキスト・プロジェクトチーム／編
314 ページ

定価 2,484 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165427
-----------------------------------------------------------------------●刑法総論と各論が 1 冊で理解できる！

『刑法基本講義
佐久間

総論･各論 第 3 版』

＜5 月 23 日発売＞

修 (名古屋学院大学教授)，橋本

上嶌 一高 (神戸大学教授)／著

正博 (一橋大学教授)，

580 ページ

定価 4,104 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139374
-----------------------------------------------------------------------●戦後日本の経験を通して現代を学ぶ

『現代日本経済 第 4 版』
（有斐閣アルマ Specialized）
＜5 月 25 日発売＞
橋本 寿朗 (元法政大学教授)，長谷川
宮島 英昭 (早稲田大学教授)，齊藤
534 ページ

定価 3,024 円

信 (青山学院大学教授)，
直 (フェリス女学院大学教授)／著

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641221215

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇新刊・電子書籍 新刊
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［新刊］---------------------------------------------------------------●法治国家的規範体系の理論

『「警察権の限界」論の再定位』（北海道大学大学院法学研究科叢書 22）
米田 雅宏 (北海道大学教授)／著

516 ページ

定価 8,424 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227644
------------------------------------------------------------------------

［電子書籍 新刊］------------------------------------------------------※電子書籍の価格は各電子書店にてご確認ください。

●『民法（全） 第 2 版』

リフロー形式・固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_13812
-----------------------------------------------------------------------●『働き手・働き方の多様化と労働法［連載紙面合本版］
』
Jurist DIGITAL BOOK

固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#cat07-5
-----------------------------------------------------------------------●『現代アジア経済論 -- 「アジアの世紀」を学ぶ 』

固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_18442
------------------------------------------------------------------------
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◇主な重版
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●きめ細かな図解や身近な例による解説で，経済を見る目が養える入門書

『経済学・入門 第 3 版』
（有斐閣アルマ Basic）
塩澤 修平 (慶應義塾大学教授)／著

458 ページ

定価 2,484 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641220041
-----------------------------------------------------------------------●働くことの意義を考える

『労働経済学入門 新版』
太田 聰一 (慶應義塾大学教授)，橘木
240 ページ

俊詔 (同志社大学教授)／著

定価 1,836 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641163935
------------------------------------------------------------------------
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◇『法学教室』モニター募集のお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『法学教室』では，誌面の充実等を図るべく，
以下のモニターを募集しております。

みなさまのご意見・ご要望を頂戴し，今後の誌面作りに役立てて参りたく，
多くのご応募を，お待ちしております。

-----------------------------------------------------------------------○『憲法を学問する』
樋口 陽一 ，石川

健治，蟻川

恒正，宍戸

常寿，木村

草太／著

394 ページ 定価 2,916 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227521

政治的・党派的な文脈で語られがちな憲法ですが，ふと気付くのは，
その情報が断片的で色味のついたものばかりということではないでしょうか。

真に憲法と向き合うために知っておくべきことは何か。

“平成”から“令和”と時代が移り変わった今こそ、
その本質を考えてみませんか。
------------------------------------------------------------------------

●応募締切：5 月 20 日（月）

●募集人数：2 名

※以下の URL からご応募いただけます。
http://www.yuhikaku.co.jp/static/hogaku_monitor.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇『有斐閣図書目録 2019』5 月 17 日出来
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『有斐閣図書目録 2019』＜掲載内容 2019 年 4 月 10 日現在＞が，
いよいよ 5 月 17 日（金）に出来あがります。

ご希望の方は TOP ページの下段にあります「図書目録」よりお申込みください。

有斐閣ホームページ
http://www.yuhikaku.co.jp/

────────────────────────────────────
※表示価格は税込です。
※掲載情報は各書籍初刷刊行時のものです。

■出版物のご購入案内
小社ホームページ

→

http://www.yuhikaku.co.jp/static/kounyu_help.html

■メールニュースのご登録・解除手続は，小社ホームページより行ってくださ
い。
■メールアドレスをご変更の場合は，一度退会して登録し直すか，
magazine@yuhikaku.co.jp までお知らせください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

電子メールマガジン「有斐閣メールニュース」（原則毎月 10 日と 25 日の 2 回発行）
[発行] 有斐閣営業部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-17
Tel 03-3264-1310 FAX 03-6631-7504

[小社ホームページ] http://www.yuhikaku.co.jp/
[ご意見・ご要望] magazine@yuhikaku.co.jp

