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YouTube で公開中！
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◇ウェブサイト「立ち読み」コーナー更新のお知らせ
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新しい書籍を 3 冊アップしました。
気になっているけど，買うのをためらっていたという方，なかなか手に
取る機会がなかったという方…… このコーナーで内容がのぞけちゃいます。
ぜひ，チェックしてみてください。
（公開ページは，書籍ごとに異なります）

●『国際私法』
（有斐閣ストゥディア）
多田 望 (西南学院大学教授)，長田 真里 (大阪大学教授)，
村上 愛 (北海学園大学教授)，申 美穂 (明治学院大学准教授)／著
226 ページ 定価 2,530 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150515
※立ち読み（PDF：2.24MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T15051.pdf
-----------------------------------------------------------------------●『教養としてのグローバル経済 -- 新しい時代を生き抜く力を培うために』
齊藤 誠 (名古屋大学教授)／著 272 ページ 定価 2,200 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165823
※立ち読み（PDF：2.57MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T16582.pdf
-----------------------------------------------------------------------●『憲法を読み解く』
渋谷 秀樹 (立教大学名誉教授)／著 258 ページ 定価 1,980 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641228108
※立ち読み（PDF：1.07MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T22810.pdf
-----------------------------------------------------------------------※その他の立ち読み書籍はこちら
http://www.yuhikaku.co.jp/tachiyomi
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◇おすすめ書籍（令和 2 年 著作権法改正 対応書籍）のご案内
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著作権法が改正され，令和 3 年 1 月 1 日から施行されています。日頃から
こうした分野の業務に携わっておられる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は，令和 2 年著作権法改正に対応した小社の書籍をご紹介します。

●『著作権法入門 第 3 版』
島並 良 (神戸大学教授)，上野 達弘 (早稲田大学教授)，
横山 久芳 (学習院大学教授)／著 382 ページ 定価 2,860 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243279
-----------------------------------------------------------------------●『教育現場と研究者のための著作権ガイド』
上野 達弘 (早稲田大学教授)／編 262 ページ 定価 2,420 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243446
※立ち読み（PDF：1.55MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T24344.pdf
※電子書籍配信中！
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_24344
※有斐閣書籍編集部の note で，連載「先生教えて！学校で迷わないための
著作権の話」を掲載しています。
https://note.com/yuhikaku_hhsh/n/nf24b37e6a345
（外部サイトにジャンプします）
※書斎の窓の「座談会」にて，著者が本書についてのお話をしています。
http://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2105/index.html?detailFlg=0&pNo=4
※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!! （PDF：1.75MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/BookInfo202104-24344.pdf
-----------------------------------------------------------------------●『知的財産法入門 第 3 版』
茶園 成樹 (大阪大学教授)／編 316 ページ 定価 2,860 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243422
-----------------------------------------------------------------------●『ライセンス契約法 -- 取引実務と法的理論の橋渡し』

松田 俊治 (長島・大野・常松法律事務所パートナー)／著
372 ページ 定価 4,290 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243293
※立ち読み（PDF：1.36MB）
http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T24329.pdf
-----------------------------------------------------------------------●『著作権法 第 3 版』
中山 信弘 (東京大学名誉教授)／著 888 ページ 定価 7,370 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243330
※電子書籍配信中！
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_24333
-----------------------------------------------------------------------●『ジュリスト 2020 年９月号(No.1549)』
【特集】著作権法改正
定価 1,569 円
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/020517
-----------------------------------------------------------------------●『論究ジュリスト（2020 年夏号） No.34』（ジュリスト増刊）
【特集】著作権法 50 年の歩みと展望
220 ページ 定価 3,035 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641213340
------------------------------------------------------------------------
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◇近刊（6 月 11 日～6 月 25 日までに刊行する書籍のご案内）
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●優れた答案作成能力を身に着けるための一冊
『エクササイズ刑事訴訟法 第 2 版』 ＜6 月 16 日発売＞

粟田 知穂 (慶應義塾大学教授)／著 186 ページ 定価 2,200 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641139503
------------------------------------------------------------------------
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◇新刊
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［新刊］---------------------------------------------------------------●『憲法を読み解く』
渋谷 秀樹 (立教大学名誉教授)／著 258 ページ 定価 1,980 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641228108
-----------------------------------------------------------------------●『民事訴訟の実像と課題 -- 利用者調査の積み重ねが示すもの』
菅原 郁夫 (早稲田大学教授)ほか／編 302 ページ

定価 7,920 円

http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641138599
-----------------------------------------------------------------------●『知財判例コレクション』
愛知 靖之 (京都大学教授)ほか／著 542 ページ 定価 4,290 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641243415
-----------------------------------------------------------------------●『多極時代の EU と日本 -- 世界における日欧 EPA/SPA の意義』
（日本 EU 学会年報 41 号）
日本ＥＵ学会／編 252 ページ 定価 3,630 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499690
-----------------------------------------------------------------------●『考える経営学』
（有斐閣ストゥディア）
中川 功一 (経営学者／一般社団法人やさしいビジネスラボ代表理事)ほか／著
300 ページ 定価 2,200 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150836
------------------------------------------------------------------------

●『協力の条件 -- ゲーム理論とともに考えるジレンマの構図』
盛山 和夫 (東京大学名誉教授)／著 402 ページ 定価 4,180 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174627
------------------------------------------------------------------------
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◇書評・紹介記事 掲載情報
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●『都市に聴け -- アーバン・スタディーズから読み解く東京』
町村 敬志 (一橋大学特任教授)／著 358 ページ 定価 3,190 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174528
『都市問題』
（6 月号）に書評が掲載されました。
評者は，田中暁子氏（後藤・安田記念東京都市研究所主任研究員）。
-----------------------------------------------------------------------●『ファイナンス論・入門 -- イチからわかる証券投資と企業金融』
（有斐閣コンパクト）
俊野 雅司 (成蹊大学教授)，白須 洋子 (青山学院大学教授)，
時岡 規夫 (成蹊大学教授)／著 406 ページ 定価 3,960 円
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165700
『証券アナリストジャーナル』
（6 月号）の「読書室」に書評が掲載されました。
評者は，高橋豊治・中央大学副学長 商学部教授。
-----------------------------------------------------------------------※その他の書評等掲載情報一覧・詳細はこちら
http://www.yuhikaku.co.jp/reviews
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◇電子書籍 新刊
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※電子書籍の価格は各電子書店にてご確認ください。

●『行政法概説Ⅱ 行政救済法 第 7 版』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_22803
-----------------------------------------------------------------------●『地方自治法概説 第 9 版』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_22806
-----------------------------------------------------------------------●『債権総論 判例 30！』

固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_13777
-----------------------------------------------------------------------●『会社法 第 5 版』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_17946
-----------------------------------------------------------------------●『令和元年 改正会社法』

固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html#isbn_13862
-----------------------------------------------------------------------●『ゲーム理論 第 3 版』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/keizai.html#isbn_16577
-----------------------------------------------------------------------●『変貌する日本のイノベーション・システム』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/keizai.html#isbn_16578
-----------------------------------------------------------------------●『財政学の扉をひらく』

固定形式

http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/keizai.html#isbn_15082
-----------------------------------------------------------------------●『国際経営 第 5 版』 固定形式
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/keiei.html#isbn_22172
-----------------------------------------------------------------------有斐閣では書籍・雑誌の電子版商品，電子限定書籍を多く取り揃えております。
今後も新たなタイトルが続々発売予定です！ ぜひご活用ください。
※電子書籍 一覧ページ
http://www.yuhikaku.co.jp/static/digital-book/index.html
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◇5 月のウェブサポート・訂正更新情報
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5 月にウェブサポートページや訂正情報などの更新があった書籍を
お知らせいたします。
（更新日順）
●『司法・犯罪心理学』
（ブックス）
訂正情報
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641184510#correction
●『はじめての論理学』
（ストゥディア）
正誤表
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150812#websupport
●『令和 2 年度重要判例解説』
訂正情報
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641115958#correction
●『ファイナンス論・入門』
（コンパクト）
各章別ウェブサポート（エクセル実習，補助コンテンツ等）
，
練習問題解答例一覧
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641165700#websupport
●『マクロ経済学 新版』
（ストゥディア）
訂正情報
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641150768#websupport
●『民事訴訟法 第 7 版』
補訂情報
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641138490#websupport
●『協力の条件』
ウェブ付録
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174627#websupport
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◇動画 【５分でわかる】法律の学び方 2──判例百選で「判例」を学ぼう！
YouTube で公開中！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法律学習の定番書『判例百選』を使った判例の学び方を，
有斐閣公式キャラクター・ろけっとぽっぽーと一緒に勉強しましょう。
『判例百選』に掲載する判例はどのように決めているのか，について
編者の先生に教えてもらったぽっぽー。
あらためて，
『判例百選』を使った判例の学び方をホッホー博士に教わります。
『判例百選』のどこを重点的に読むか，何を考えながら読むか，を知ることで，
より深く判例を理解していきましょう！
●動画 【５分でわかる】法律の学び方 2──判例百選で「判例」を学ぼう！
はこちら
https://youtu.be/1ZzupUbVuso
●有斐閣 YouTube チャンネルはこちら（その他の動画もご視聴いただけます）
https://www.youtube.com/channel/UCP0Ulp516snbh_4hDf3kXAA/videos
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◇ウェブサイトの特集ページ
「ぽっぽーの小部屋」
『ぽっぽーが案内する“大学の授業”AtoZ』公開中！
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「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。
『ぽっぽーが案内する“大学の授業”AtoZ』を公開しています。
こちらのページでは，新入生のみなさまを対象に，大学にはどんな授業があり，
そこでは小社のどんな書籍が教科書として使われているのかを，
ステップごとにわかりやすくご案内しています。
学習に慣れてきた時期かもしれませんが，ちょっと勉強に行き詰ってしまった，
気になるけど今さら先生には訊きにくい… などの疑問がある場合には，

ぜひ本ページをご活用ください！
●ぽっぽーが案内する“大学の授業”AtoZ
http://www.yuhikaku.co.jp/static/poppo-atoz/index.html
●「ぽっぽーの小部屋」ページ（今までの企画がご覧いただけます）
http://www.yuhikaku.co.jp/static/poppo-room/index.html
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◇『有斐閣図書目録』制作中止のお知らせ
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『有斐閣図書目録』につき，2020 年版を以て最終刊とし，2021 年版からは
制作しないこととなりましたのでお知らせいたします。
近時，書誌情報のデータベース化，オンライン化が進み，書店も，
個人のお客様も，書籍検索に際しては店頭専用端末やわが社のウェブサイト，
オンライン書店の検索機能などを利用されることが一般的となってきました。
そのため，図書目録の需要も低下し，制作部数が年々減少してきたこともあり，
書籍検索のための情報提供手段としては一定の役割を終えたものと考え，
上記の判断に至りました。今後は読者のみなさまのお役に立てるよう，
小社ウェブサイトにおいて検索性の向上や検索結果表示の利便性向上などに
努めてまいります。
引き続き，ご利用のほどお願い申し上げます。
────────────────────────────────────
※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。
■出版物のご購入方法
小社ウェブサイト → http://www.yuhikaku.co.jp/static/kounyu_help.html
■メールニュースのご登録・退会手続は，小社ウェブサイトより
行ってください。

https://www.yuhikaku.co.jp/mail_news
■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。
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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）
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