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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇有料会員限定の記事を今なら「無料」で！ 

  ──有斐閣 Online 無料記事公開キャンペーン 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

昨年 11 月にオープンしたウェブサイト「有斐閣 Online」では， 

法律関係の実務家・研究者の方々に向けて，「ジュリスト」や 

「重要判例解説」のほか，サイト内限定の Web オリジナル記事を配信しています。 

 

サイト URL はこちら → https://yuhi.link/hp2023 

 

通常，有料会員しか読むことのできない Web オリジナル記事が， 



無料で読めるキャンペーンを 6 月からスタートします！ 

 

特設サイト URL はこちら → https://yuhi.link/lp2023_mail 

 

キャンペーン期間は 2023 年 6 月 1 日～2023 年 11 月 30 日。 

2 か月ごとに無料で読める記事が入れ替わります。 

 

【6 月 1 日～7 月 31 日公開の無料記事はこちら】 

・井田良「拘禁刑創設と刑罰論」 

・西貝吉晃「情報通信技術の発展と刑事立法及び刑法解釈 

 ──サイバー犯罪対策規定の動態的考察」 

・田村善之ほか「ファッション IP ローの可能性（1）・（2）」 

 

この機会にぜひ「有斐閣 Online」の記事や機能をお試しください！ 

 

●有斐閣 Online のご案内 

https://yuhikaku.com/list/guide/about 

 

●よくあるご質問 

https://yuhikaku.com/list/guide/faq 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ウェブサイト特集ページ『ジェンダー フェミニズムを考える』公開中！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ジェンダー フェミニズム分野のおすすめ書籍（全 11 点）をご紹介する 

有斐閣ウェブサイトオリジナルのページを公開中です。 

 

「こんな方におすすめ」や，書籍で扱っているトピックをまとめた 

「関連キーワード」で，あなたにぴったりの一冊が見つかります。 

 

＜「関連キーワード」の一例＞ 

少年院の女子少年／デート DV／マイノリティ／家族／結婚 

貧困／少子化／ワークライフバランス／フェミニズム／核家族 

 

気になったらその場ですぐ立ち読みも可能！ ぜひご覧ください。 



 

●『ジェンダー フェミニズムを考える』ページ 

http://www.yuhikaku.co.jp/static/gender_feminism/index.html?utm_source=mail_news&ut

m_medium=email&utm_campaign=gender_feminism2022 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ウェブサイト「立ち読み」コーナー更新のお知らせ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新しい書籍を 1 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。 

 

●『判例百選で学ぶ国際私法』 

道垣内 正人 (早稲田大学教授)，中西 康 (京都大学教授)， 

竹下 啓介 (一橋大学教授)，中村 知里 (関西大学准教授)／著 

294 ページ 定価 3,190 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641046948 

 

※立ち読み（PDF：1.43MB） 

https://www.yuhikaku.co.jp/static_files/T04694.pdf 

------------------------------------------------------------------------ 

 

※その他の立ち読み書籍はこちら 

https://www.yuhikaku.co.jp/tachiyomi 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇近刊（5 月 26 日～6 月 10 日までに刊行する書籍のご案内） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●研究者を志す人々へ 

 

『研究者への道』＜5 月 26 日発売＞ 

中田 裕康 (東京大学名誉教授)／著 270 ページ 定価 2,860 円 



https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499980 

------------------------------------------------------------------------ 

●『EU の将来像と市民社会』（日本 EU 学会年報 43 号）＜5 月 26 日発売＞ 

 

日本ＥＵ学会／編 258 ページ 定価 3,850 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499997 

------------------------------------------------------------------------ 

●法社会学，その着想・知見・創見 

 

『法社会学の最前線』＜5 月 31 日発売＞ 

日本法社会学会／編 368 ページ 定価 6,600 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641126442 

------------------------------------------------------------------------ 

●有斐閣コンメンタールの最新シリーズ刊行開始 

 

『注釈労働基準法・労働契約法 第 1 巻 -- 総論・労働基準法(1)』 

＜5 月 31 日発売＞（有斐閣コンメンタール） 

荒木 尚志 (東京大学教授)，岩村 正彦 (中央労働委員会会長)， 

村中 孝史 (同志社大学特別客員教授)，山川 隆一 (明治大学教授)／編 

748 ページ 定価 8,800 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641018648 

------------------------------------------------------------------------ 

●社会政策研究の世界標準への最良の道案内 

 

『社会政策の考え方 -- 現代世界の見取図』＜6 月 2 日発売＞ 

ダニエル ベラン (マギル大学教授)， 

リアン マホン (カールトン大学特別研究名誉教授)／著 

上村 泰裕 (名古屋大学准教授)／訳 236 ページ 定価 3,080 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641174870 

------------------------------------------------------------------------ 
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◇新刊・改訂版 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

［新刊］---------------------------------------------------------------- 



●『アメリカの金融制度と銀行業 -- 商業銀行の業務展開』 

 

前田 真一郎 (九州大学准教授)／著 328 ページ 定価 4,180 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641166189 

------------------------------------------------------------------------ 

●『岐路に立つアフリカ』（国際政治 210 号） 

 

日本国際政治学会／編 212 ページ 定価 2,200 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641499959 

------------------------------------------------------------------------ 

 

［改訂版］-------------------------------------------------------------- 

●『民法 4 債権総論 第 2 版』（有斐閣アルマ） 

 

片山 直也 (慶應義塾大学教授)ほか／著 452 ページ 定価 2,970 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641222090 

------------------------------------------------------------------------ 
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◇書評・紹介記事 掲載情報 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

●『国際紛争 -- 理論と歴史 原書第 10 版』 

ジョセフ・S．ナイ ジュニア (ハーヴァード大学特別功労教授)， 

デイヴィッド・A. ウェルチ (ウォータールー大学教授)／著 

田中 明彦 (政策研究大学院大学学長)，村田 晃嗣 (同志社大学教授)／訳 

502 ページ 定価 3,300 円 

https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641149175 

 

『週刊エコノミスト』（5 月 23 日・5 月 30 日合併号）の 

「特集リベンジ読書 私のこの１冊」に書評が掲載されました。 

評者は，孫崎享氏（著述家，元外交官）。 

------------------------------------------------------------------------ 

●『憲法のリテラシー -- 問いから始める 15 のレッスン』 

横大道 聡 (慶應義塾大学教授)，吉田 俊弘 (大正大学名誉教授)／著 

276 ページ 定価 2,970 円 



https://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641228252 

 

『民主主義教育 21』（vol.17）に書評が掲載されました。 

評者は，大坂誠・川崎市立生田中学校教諭。 

------------------------------------------------------------------------ 

 

※その他の書評等掲載情報一覧・詳細はこちら 

https://www.yuhikaku.co.jp/reviews 
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◇『ジュリスト』2023 年 6 月号（特集 霊感商法と被害者救済 

 ──新法の提起するもの） 発売中 
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『ジュリスト』2023 年 6 月号(No.1584)  定価 1,760 円 

 

2022 年 12 月，旧統一教会の問題を発端として， 

被害者救済のための法律が成立し，2023 年 1 月より施行されています。 

 

本号特集では，これらの法律の要点を解説するとともに，民事的なルールや 

宗教法制に及ぼす影響，そして今後の展望について，理論的な検討を加えます。 

 

判例詳解では，いわゆる「追い出し条項」が問題となった事例， 

労災支給取消訴訟において事業主に原告適格を認めた事例と， 

注目度の高い 2 本の判決を取り上げました。 

 

－特集 霊感商法と被害者救済──新法の提起するもの－ 

１ 寄附の不当勧誘と民事的効力──民法理論の観点からの検討…宮下修一 

２ 「つけ込み」行為の制御と意思決定の自律性の確保…菅 富美枝 

３ 宗教団体規制の現況と課題──憲法の観点から…井上武史 

４ 「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」 

 及び「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の解説 

 …消費者庁消費者政策課寄附勧誘対策室・消費者制度課 

 

※本号の詳細 

https://www.yuhikaku.co.jp/jurist 
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◇『法学教室』2023 年 6 月号（特集 1 民法研究の最前線から学ぶ／ 

 特集 2 法学部生のための文章力ステップアップ） 26 日発売 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『法学教室』2023 年 6 月号(No.513) 定価 1,650 円 

 

ゆるやかに夏へと向かう 6 月。降り続く雨は鬱陶しいですが，実りの秋へと続く 

恵みの雨でもあります。雨の日は，じっくり読書でもいかがでしょうか。 

いつか豊かな学問の実を結ぶかもしれません。 

 

今月号の特集 1 は「民法研究の最前線から学ぶ」。 

「研究の最前線」は遙か遠く，見通すことは困難かもしれません。 

でも，少しだけ背伸びをしてその地点に目を向けることで，視野がぐっと 

拡がる可能性があります。ぜひじっくりと対峙してみてください。 

特集扉（p.8）からお読みいただくのがおすすめです。 

 

特集 2 は「法学部生のための文章力ステップアップ」。 

法学部で誰しもが悩むと言っても過言ではない「法律（法的）文章の書き方」を， 

お二人の先生の対談で説き起こします。 

前期試験やレポート課題が間近にあるみなさま，必読です。 

 

－特集 1 民法研究の最前線から学ぶ－ 

 Ⅰ 契約の解釈における表示の意義…山城一真 

 Ⅱ 契約の解除と価額償還義務…中村瑞穂 

 Ⅲ 債務不履行に基づく費用賠償…金丸義衡 

 Ⅳ 債権者の共同担保に関する流動性…瀬戸口祐基 

 Ⅴ 双務契約上の債務の牽連性と相殺の担保的機能…岩川隆嗣 

 

－特集 2 法学部生のための文章力ステップアップ－ 

 〈対談〉法学部生のための文章力ステップアップ…上田健介・衣笠葉子 

 法学部生の就活文章に効くコラム…有村千裕 

 

※本号の詳細 

https://www.yuhikaku.co.jp/hougaku/next 



 

※ウェブサポートページ 

https://www.yuhikaku.co.jp/static/hougaku/ws.html 

（『法学教室』各記事の理解を助けるための情報〔図表，人物相関図， 

演習設問など〕をまとめています。ぜひご活用ください！） 

 

※『法学教室』の演習問題を本誌発売に先駆けて公開！ 

『法学教室』掲載の演習欄では，法律上の論点を見つけ出すことで 

日頃の学習で身につけた法律知識の再確認ができます。 

 

6 月号掲載の演習問題は，こちらのページに掲載しています。 

https://www.yuhikaku.co.jp/static/hougaku/ws.html 
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◇『書斎の窓』2023 年 5 月号（687 号）を公開中（〔編集後記〕より） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『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＞ 

 

本号より二つの新連載が始まりました。 

神戸大学大学院経営学研究科の南知惠子先生による「巻頭のことば」 

（マーケティング視点のＸ〔トランスフォーメーション〕）と， 

京都大学大学院法学研究科の酒井啓亘先生による連載 

「国際法学者は国際社会における『法の支配』の夢を見るか」です。 

身近な話題から現代社会のさまざまな問題に向き合う手がかりを 

与えてくれる連載が続きます。ご注目ください。 

 

昨年末に刊行された『未来へ繋ぐ災害対策 -- 科学と政治と社会の協働のために』 

の出版記念シンポジウムの一部を本号に掲載しています。 

議論の全体は書籍編集第２部の note にて公開しております 

（https://note.com/yuhikaku_nibu/n/n0c019979879c）。 

（外部サイトにジャンプします） 

 

本年 4 月からの法律編集局の再編に伴い，実務書編集部，学習書編集部， 



注釈書・判例百選編集部が発足しました。新しい部署の特徴を「編集室の窓」で 

紹介しております。ぜひご一読ください。 

 

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

 

【巻頭のことば】（新連載） 

マーケティング視点のＸ（トランスフォーメーション）1 

DX（デジタル・トランスフォーメーション）とマーケティング 

……南 知惠子 

 

【座談会】 

『未来へ繋ぐ災害対策』出版記念シンポジウム……松岡俊二・工藤尚悟 

・三上直之・武藤香織・矢守克也・高原耕平・寺本 剛 

 

【法律・政治】 

〈連載〉 

新・民法学を語る その 2――神作裕之先生をお招きして（上） 

……神作裕之・大村敦志・小粥太郎 

 

〈新連載〉 

国際法学者は国際社会における「法の支配」の夢を見るか 1 

 国際社会における「法の支配」への憧憬と猜疑と……酒井啓亘 

 

〈コラム〉 

検審カレンダー50――検察審査会と十一面観音像……三井 誠 

 

【経済・経営】 

〈新連載〉 

消費と私 2  ブランドと私……久保田進彦 

 

【人文・社会】 

〈連載〉 

学校はめくるめくワンダーランド！――歴史と経験への旅 4 

 壺井栄と松永健哉――都鄙間でちがった〈男女混合組〉のニュアンス 

……倉石一郎 

 



〈自著を語る〉 

教育社会学は，あなたの人生のパンドラの箱を開ける学問!? 

（y-knot『これからの教育社会学』）……相澤真一 

 

〈書評〉 

「科学の知」と「臨床の知」の導きの糸 

（y-knot『心理学スタディメイト』）……丹野義彦 

 

※記事内容を「ウェブ版」からお読みいただけます。 

https://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2305/index.html?detailFlg=0&pNo=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 

 

────────────────────────────────── 

※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 → https://www.yuhikaku.co.jp/static/kounyu_help.html 

  

 常備店一覧 → https://www.yuhikaku.co.jp/shops  

 

■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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