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ご注文まで

割引対象

本カタログ掲載書籍

販売価格

本体価格の

ご注文方法

2021

20 ％引き＋消費税

注文欄に必要事項を記入のうえ、次のいずれかの方法で小社営業部まで
お送りください。
1. チラシをそのまま FAX で送信（075-721-8400）
2. チラシをスキャン等で画像データにし、メールに添付して送信
（eigyo@hou-bun.co.jp）
※公費でのご注文の場合は「お名前」のほかに「請求先」を必ず記入して
ください。

お支払方法

送

料

代金後払い。書籍に同封の振込用紙（郵便振替・手数料小社負担）にて
お振込みください。
書籍代金 総額 10,000 円（税込）以上で送料小社負担いたします。
10,000 円未満は送料 500円（税込）を別途申し受けます。

20％引き特価による販売はこのチラシでのお申込みに限らせていただきます。

ご注文は

FAX:075ｰ721ｰ8400 または
eigyo@hou-bun.co.jp まで
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国際人権法の考え方
川島 聡・菅原絵美・山崎公士 著

A5 判・184 頁・定価 2,640 円（税込）
ISBN:978-4-589-04144-9

新国際人権入門
SDGs時代における展開

横田洋三 編

A5 判・270 頁・定価 2,970 円（税込）
ISBN:978-4-589-04179-1

国際法入門〔第2版〕
逆から学ぶ

山形英郎 編

A5 判・428 頁・定価 2,970 円（税込）
ISBN:978-4-589-03960-6

新・ケースで学ぶ国際私法
野村美明・高杉 直・長田真里 編著
A5 判・318 頁・定価 3,520 円（税込）
ISBN:978-4-589-04077-0

レクチャー国際取引法〔第2版〕
松岡 博 編

A5 判・308 頁・定価 3,300 円（税込）
ISBN:978-4-589-03935-4

WTO・FTA 法入門〔第2版〕
グローバル経済のルールを学ぶ

小林友彦・飯野 文・小寺智史・福永有夏 著
A5 判・228 頁・定価 2,640 円（税込）
ISBN:978-4-589-04062-6

障害者や女性への差別の是正が課題とさ
れる日本社会において、国際的視点から
人権を捉える素材を提供。国際人権法の
全体像・基本原則をおさえ、国内判例等
を交えつつ人権条約の内容を具体的に論
じ、さらにその実現方法まで解説。アクティ
ブ・ラーニングに最適。

初学者が「国際人権」の意味や制度、権
利内容を一通り学習できる好評書の新版
企画。構成を維持する一方、SDGsと国際
人権の関連に焦点を合わせ加筆修正。新
型コロナや人種差別など地球規模での人
権への制約にも留意しながら、国際人権
の展開を解説。

国際法を初めて学ぶ学生に向けて作られ
た教科書。集団安全保障や戦争違法化な
ど国際法の具体的制度を叙述した後に国
際法の法源・法的性質など抽象的な総論
を解説する構成。最新動向をアップデート
し、昨今の国際法の展開を批判的に見る
眼も養う。

ケースを基に国際私法・国際民事手続法
の基礎から応用までを丁寧に解説。授業
でも使いやすいように構成や叙述を見直し
た。法令改正や判例動向を踏まえつつ、
理解の助けになる資料を盛り込む。

問題志向型アプローチに基づく設例の具
体的叙述と、コラムや図表を通じた親しみ
やすさを追求した入門書の改訂版。国際
ビジネスの実 務動向を反映させたほか、
新規立法や重要判例にも目配りをして内容
をアップデート。

WTOを重視する従来の書籍とは一線を画
し、FTAの役割もふまえ両者をバランスよ
く学べる。米国トランプ政権の保護主義
的政策、WTO 紛争処理手続の機能不全、
日E U 経 済 連 携 協定 、 日米 貿 易協定 、
TPP11など最新動向を補足。
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国際犯罪の指導者処罰
国際刑事裁判所の理論と実践を中心に

木原正樹 著

A5 判・236 頁・定価 5,390 円（税込）
ISBN:978-4-589-04163-0

ハーグ条約の理論と実務

国境を越えた子の奪い合い紛争の解決のために

大谷美紀子・西谷祐子 編著

A5 判・338 頁・定価 5,720 円（税込）
ISBN:978-4-589-04113-5

概説EU環境法
中西優美子 著

A5 判・316 頁・定価 4,290 円（税込）
ISBN:978-4-589-04131-9

国際経済法講座Ⅰ

通商・投資・競争

日本国際経済法学会 編／村瀬信也 編集代表
A5 判・520 頁・定価 6,600 円（税込）
ISBN:978-4-589-03464-9

国際経済法講座Ⅱ

取引・財産・手続

日本国際経済法学会 編／柏木 昇 編集代表
A5 判・520 頁・定価 6,600 円（税込）
ISBN:978-4-589-03465-6

日本国際経済法学会年報
第29号
日本国際経済法学会 編

A5 判・242 頁・定価 4,180 円（税込）
ISBN:978-4-589-04115-9

巨大な組織に国際犯罪を行わせた指導者
個人をいかなる根 拠で処罰できるのか。
「国家の国際犯罪」としての侵略犯罪法典
化の断念と「個人の国際犯罪」としての平
和に対する罪等の処罰の歴史から説き起こ
し、国際刑事裁判所による指導者処罰の
意義と限界を考察。

日本のハーグ条約批准から７年。現状と問
題点を整理。国内実施法の制度や判例の
紹介、さらに離婚や子の監護権・面会交
流に関する渉外事件の実務で必須となる
考え方を解説。日本と関係が深い５カ国の
実施状況を紹介。研究者、
弁護士、
法務省・
外務省担当者の共同研究の成果。

EU環境法の歴史、構造、原則、手続をお
さえ、エネルギー法を含む個別分野を詳
細に解説。EU判例・規 則等のほか、独
仏等、構成国の法律・裁判の動向にも言及。
一次資料、詳細な索引
（事項、判例、措
置別）
、資料の読み方まで解説する、この
分野の必読文献。

この20年間のWTOの動態分析を中心に国
際経済公法秩序の鳥瞰図を示す。総論的
考察からはじめ、FTA、EPA等の地域経
済統合、投資家・国家仲裁制度、国際競
争法のグローバルな展開を取り上げる。

グローバル経済が各国政策や企業行動に
与えた影響を私法の面から検討する。近
年成立した法の適用に関する通則法や対
外国民事裁判権法の意義、日本が加入し
たCISGの動向を分析。知的財産法等にも
論究。

共通論題
①「デジタル貿易新ルール形成の現在」
②「国 境を超えるデジタル市 場における
データ―私人の視点から」
自由論題２件、文献紹介６件、2019年貿
易・投資紛争事例の概況ほか。

日本国際経済法学会年報
第28号
日本国際経済法学会 編

A5 判・312 頁・定価 4,730 円（税込）
ISBN:978-4-589-04042-8

日本国際経済法学会年報
第27号
日本国際経済法学会 編

A5 判・288 頁・定価 4,510 円（税込）
ISBN:978-4-589-03966-8

共通論題
①「知的財産保護の国際的実現における現
代的課題」
②「国際経済法・国際取引法における仮
想通貨の諸問題」
自由論題３件、文献紹介10件、2018年度
貿易・投資紛争事例の概況ほか。

共通論題
①
「国際通商法秩序の現状と将来を考える
―反グローバル化と不確実性に抗して」
②
「WTO上級委員会のマンデートを再考す
る―張勝和委員再任問題を契機として」
自由論題３件、文献紹介９件、2017年度
貿易・投資紛争事例の概況ほか。

