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冊数 書　　名 編著者 税込価格 特　価

【12月近刊】ジェンダー法研究　第8号 浅倉むつ子 二宮周平　責任編集 ¥3,960 → ¥3,400

【近刊】憲法とジェンダー法学―男女共同参画の課題
【辻村みよ子著作集 第4巻】

辻村みよ子 ¥11,000 → ¥9,400

【11月新刊】憲法研究 第9号 辻村みよ子 責任編集／山元一ほか ¥3,520 → ¥3,200

【11月新刊】国際人権　第32号　2021年報 国際人権法学会 編 ¥3,850 → ¥3,300

【11月新刊】水底を掬う―大川小学校津波被災事件に学ぶ 河上正二・吉岡和弘・齋藤雅弘 ¥1,980 → ¥1,700

【10月新刊】国際人権法と日本の法制 芹田健太郎 ¥1,078 → ¥1,000

【10月新刊】国際人権・刑事法概論（第2版） 尾﨑久仁子 ¥4,290 → ¥3,700

【10月新刊】国際機関のリーガル・アドバイザー 吉田晶子 ¥1,980 → ¥1,700

【9月新刊】国際法秩序とグローバル経済―間宮勇先生追悼 柳原正治・森川幸一・兼原敦子・濱田太郎　編 ¥27,500 → ¥23,400

【9月新刊】変わる福祉社会の論点(第3版) 増田幸弘 三輪まどか 根岸忠 編著 ¥2,860 → ¥2,500

【8月新刊】概説ジェンダーと人権 辻村みよ子 糠塚康江 谷田川知恵 ¥3,190 → ¥2,800

【8月新刊】国際関係と法の支配―小和田恆国際司法裁判所裁判官
退任記念

編集代表：岩沢雄司 岡野正敬
編集委員：岩沢雄司 岡野正敬 浅田正彦 河野真理子
三上正裕 村瀬信也 薬師寺公夫 柳井俊二

¥33,000 → ¥28,100

【8月新刊】平等と差別の法理 小西國友 ¥6,380 → ¥5,500

【8月新刊】社会保障法研究　第14号 岩村正彦　菊池馨実　編集 ¥3,740 → ¥3,200

【7月新刊】国民主権と選挙権―｢市民主権｣への展望
【辻村みよ子著作集 第3巻】

辻村みよ子 ¥11,000 → ¥9,400

【6月新刊】人権判例報第2号 小畑郁 江島晶子　責任編集 ¥3,080 → ¥2,700

【6月新刊】スポーツを法的に考えるⅠ―日本のスポーツと法・ガバナンス 井上典之 ¥1,210 → ¥1,100

【6月新刊】スポーツを法的に考えるⅡ―ヨーロッパ・サッカーとＥＵ法 井上典之 ¥1,210 → ¥1,100

【6月新刊】EU法研究　第10号 中西優美子　責任編集 ¥3,850 → ¥3,300

【3月新刊】不法行為法における法と社会（民法研究レクチャー・シリーズ） 瀬川信久 ¥968 → ¥900

【3月新刊】医療安全と医事法〔医事法講座第11巻〕 甲斐克則　編 ¥9,900 → ¥8,500

【2月新刊】人権の歴史と理論―｢普遍性｣の史的起源と課題
【辻村みよ子著作集 第2巻】

辻村みよ子 ¥11,000 → ¥9,400

フランス憲法史と立憲主義 【辻村みよ子著作集 第1巻】 辻村みよ子 ¥11,000 → ¥9,400

女性の参画が政治を変える―候補者均等法の活かし方 辻村みよ子 三浦まり 糠塚康江　編著 ¥1,760 → ¥1,500

婦人保護事業から女性支援法へ―困難に直面する女性を支える 戒能民江 堀千鶴子 ¥1,320 → ¥1,200

ジェンダー六法〔第2版〕
山下泰子　辻村みよ子　浅倉むつ子　二宮周平 戒能民
江 編集

¥3,960 → ¥3,400

概説ジェンダーと法〔第2版〕―人権論の観点から学ぶ 辻村みよ子 ¥2,200 → ¥1,900

危機をのりこえる女たち ―DV法10年、支援の新地平へ 戒能民江　編著／齋藤百合子　堀千鶴子　湯澤直美 ¥3,520 → ¥3,000

子どもと離婚―合意解決と履行の支援 二宮周平 渡辺惺之 編 ¥6,820 → ¥5,800

性暴力被害者の法的支援
―性的自己決定権･性的人格権の確立に向けて

性暴力救援センター・大阪SACHICO 編 ¥1,980 → ¥1,700

性暴力被害者の医療的支援
―リプロダクティブ・ヘルス＆ライツの回復に向けて

性暴力救援センター・大阪SACHICO 編 ¥1,650 → ¥1,500

性暴力被害者への支援員の役割
―リプロダクティブ・ライツをまもる

性暴力救援センター・大阪SACHICO 編 ¥1,980 → ¥1,700

リプロダクティブ・ライツとリプロダクティブ・ヘルス 谷口真由美 ¥6,600 → ¥5,700

女性差別撤廃条約と私たち 林陽子　編著 ¥1,980 → ¥1,700

性的マイノリティ判例解説 谷口洋幸　齊藤笑美子　大島梨沙　編著 ¥4,180 → ¥3,600

みんなの家族法入門 本澤巳代子・大杉麻美 編 ¥3,080 → ¥2,700

非正規雇用の法政策 ― 社会保険法制度による可能性 楠本敏之 ¥9,680 → ¥8,300

現代雇用社会における自由と平等 ― 24のアンソロジー
〔山田省三先生古稀記念〕

新田秀樹 米津孝司 川田知子 長谷川 聡 河合　塁
　編集

¥16,500 → ¥14,100

ブラジルの同性婚法 ― 判例による法生成と家族概念の転換 マシャド・ダニエル ¥7,480 → ¥6,400
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ヨーロッパ地域人権法の憲法秩序化 小畑郁 ¥9,680 → ¥8,300

国際法の人権化 阿部浩己 ¥6,820 → ¥5,800

国際人権法（第2版）―国際基準のダイナミズムと国内基準との協調 申惠丰 ¥6,160 → ¥5,300

人権条約の現代的展開 申惠丰 ¥5,500 → ¥4,700

先住民族と国際法―剥奪の歴史から権利の承認へ 小坂田裕子 ¥7,040 → ¥6,000

障害者権利条約の実施―批准後の日本の課題 長瀬修　川島聡　編 ¥7,480 → ¥6,400

国際人権法（法律学の森） 芹田健太郎 ¥7,480 → ¥6,400

人権条約の解釈と適用 坂元茂樹 ¥8,360 → ¥7,200

実証の国際法学の継承―安藤仁介先生追悼
芹田健太郎 坂元茂樹 薬師寺公夫
浅田正彦 酒井啓亘 編

¥25,300 → ¥21,600

実証の国際法学
安藤仁介　著
芹田健太郎　薬師寺公夫　坂元茂樹ほか編集委員

¥13,200 → ¥11,300

普遍的国際社会への法の挑戦　〔芹田健太郎先生古稀記念〕 坂元茂樹　薬師寺公夫　編 ¥22,000 → ¥18,700

随想・社会時評・講演録〔別巻Ⅱ〕 【芹田健太郎著作集 第13巻】 芹田健太郎 ¥7,150 → ¥6,100

新ブリッジブック国際法入門 芹田健太郎 ¥2,200 → ¥1,900

ブリッジブック国際人権法(第2版) 芹田健太郎　薬師寺公夫　坂元茂樹 ¥2,750 → ¥2,400

侮ってはならない中国―いま日本の海で何が起きているのか 坂元茂樹 ¥968 → ¥900

検証可能な朝鮮半島非核化は実現できるか 一政祐行 ¥1,100 → ¥1,000

ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ 小畑郁 江島晶子 北村泰三 建石真公子 戸波江二 編 ¥10,780 → ¥9,200

ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅰ 戸波江二 北村泰三 建石真公子 小畑郁 江島晶子 編 ¥10,780 → ¥9,200

国連総会の葛藤と創造―国連の組織、財政、交渉 岩谷暢子 ¥5,280 → ¥4,500

国際刑事裁判所と人権保障 東澤靖 ¥7,480 → ¥6,400

ドイツ憲法集（第8版） 高田敏 初宿正典 編訳 ¥4,950 → ¥4,300

国際人権法の国内的実施 〔講座国際人権法 第3巻〕
芹田健太郎　戸波江二　棟居快行
薬師寺公夫　坂元茂樹　編

¥12,100 → ¥10,300

国際人権法の国際的実施 〔講座国際人権法 第4巻〕
芹田健太郎　戸波江二　棟居快行
薬師寺公夫　坂元茂樹　編

¥14,080 → ¥12,000

情報自己決定権と制約法理 實原隆志 ¥7,920 → ¥6,800

ドイツの憲法判例Ⅳ ドイツ憲法判例研究会　編 ¥9,680 → ¥8,300

フランスの憲法判例Ⅱ フランス憲法判例研究会　編 ¥6,160 → ¥5,300

憲法の規範力と市民法 〔講座憲法の規範力 第3巻〕 ドイツ憲法判例研究会 編　小山剛 編集代表 ¥7,480 → ¥6,400

憲法の原理と解釈 棟居快行 ¥9,680 → ¥8,300

国連って誰のことですか―巨大組織を知るリアルガイド 岩谷暢子 ¥1,760 → ¥1,500

外国人労働者と法―入管法政策と労働法政策 早川智津子 ¥11,000 → ¥9,400

外国人労働の法政策 早川智津子 ¥7,543 → ¥6,500

外国人の法的地位―国際化時代と法制度のあり方 畑野勇ほか ¥7,920 → ¥6,800

香港基本法解釈権の研究 廣江倫子 ¥6,820 → ¥5,800

難民問題と国際法制度の動態 川村真理 ¥6,930 → ¥5,900

難民勝訴判決20選
監修　全国難民弁護団連絡会議
編集代表　渡邉彰吾・杉本大輔

¥4,620 → ¥4,000

刑法総論 町野朔 ¥6,160 → ¥5,300

消費者被害の救済と抑止―国際比較からみる多様性 松本恒雄 編 ¥7,150 → ¥6,100

政治変動と立憲主義の展開
〔講座 政治・社会の変動と憲法―フランス憲法からの展望 第Ⅰ巻〕

辻村みよ子 編集代表
山元一 只野雅人 新井誠 編

¥8,580 → ¥7,300

社会変動と人権の現代的保障
〔講座 政治・社会の変動と憲法―フランス憲法からの展望 第Ⅱ巻〕

辻村みよ子 編集代表
糠塚康江 建石真公子 大津浩 曽我部真裕 編

¥8,580 → ¥7,300

EUとは何か(第3版) 中村民雄 ¥1,980 → ¥1,700

社会保障法の法源 〔社会保障法研究双書 第1巻〕 岩村正彦　菊池馨実　監修 ¥2,200 → ¥1,900

法学六法’22
池田真朗　宮島司　安冨潔　三上威彦 三木浩一 小山
剛　北澤安紀　編集代表

¥1,210 → ¥1,100

コンパクト学習条約集(第3版)
芹田健太郎 編集代表
森川俊孝 黒神直純 林美香 李禎之
新井京 小林友彦 前田直子 編集委員

¥1,650 → ¥1,500

既刊好評書籍

　→『芹田健太郎著作集』バックナンバーご注文　第【　　　】巻×【　　　】冊, 第【　　　】巻×【　　　】冊　※全13巻完結
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