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概要
激動する現代社会において次々と起こる国際的諸現象を整理し、その将来をも展望すべく、国際
法規の基本を最新の資料をもとに平易

宇賀克也『行政法概説 II(第 3 版)』(有斐閣、2011 年). 3. 稲葉馨=人見剛=村上裕章=前田
雅子『 .. (現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定による引渡し、指図による占有移転)、3) 動.
産及び債権譲渡特例法における動産 .. 前回までの講義を踏まえて、近時の契約法ルールに関す
る国際的な見直し (法改正). の動きや現在進行中の債権法改正.
2014年4月24日 . 放射性物質の挙動からみた適正な廃棄物処理処分（技術資料：第四版）改
訂版」が公開されました . がこれまで実施してきた調査研究の成果等を取り纏め、情報提供を行う

ものです。2011年の12月に初版を公開して以降、その後の調査研究を通して得た新たなデータや
知見を基に内容を第2版、第3版と更新、改訂してきました。
2017年7月12日 . 現行国際租税法の最新の理論、政策、制度及び執行や課税紛争の解決に
関する重要課題を理解できるよう解説！前版の内容を刷新し、外国子会社合算税制の改正、
BEPS関係の最新情報、新たに章を設けた国際課税に関する裁判例等の最新情報を追加、この
一冊に貴重な情報を満載！本書は、これから大学や大学院又は.
国際法（こくさいほう、英: International Law, Law of Nations、仏: Droit international, Droit des
gens、西: Derecho Internacional）とは、国際社会（「国際共同体」英: the international
community、仏: la communauté internationale、西: la comunidad internacional）を規律する法
をいう。国際私法と対比させて国際公法（英: Public.
各方面で活躍する弁護士ら執筆者が、ツール利活用の場面毎に生起する問題に直接斬り込む。
FinTech（電子マネー） やIoT、改正個人情報保護法など、ネット分野の最新トピックを幅広く収
録。激変するネット環境への対応に不可欠な125問のＱ＆Ａ集！
9784641131781 租税法概説 第２版. 中里実 弘中聡浩 渕圭吾. 近畿大 明治大 立教大. 23.
978464113766 民法（ .. 97841332371 法学講義. 笹倉 秀夫. 早稲田大、佐賀大. 84.
978413323789 国際租税法 第3版. 増井 良啓/ ... 初歩からの統計学 第2版. 白砂堤津耶. 金沢
大・経、龍谷大・経. 217. 9784535556591 改訂版 経済学で出る数学.
2017年10月11日 . 改訂版 環境科学. DTP出版. 2,000. 心の世界. 吉川. 20007. これからを生き
る心理学. ナカニシヤ出版. 1,800. 身のまわりの化学／身のまわりの化学Ⅱ 片桐 .. 松澤. 20124.
入門経済学 第3版. 新世社（サイエンス社）. 2,550. 1年 入門ビジネスコミュニケーションB組／国際
ビジネス概論（コミュニケーション）. 長尾. 20125.
ドイツ会社法概説, \800, 9784641048089. トピックからはじめる統治制度?憲法を考え, \200,
9784641131880 . マテリアルズ国際取引法 第3版, \200, 9784641046696. よくわかる国際税務入
門 第3版 有斐閣選書, \400 ... 地方自治法概説 第7版, \1,100, 9784641227224. 逐条解説 刑
事収容施設法 改訂版, \1,800, 9784641018440.
2017年6月30日 . 3 KADOKAWA. 戦う民意. 冊. 1. 4. ＳＢクリエイティブ. コンピュータ＆テクノロ
ジー解体新書 ビジュアル版. 冊. 1. 5. 青林書院. 大コンメンタール刑法[第三版]第２巻〈 ... 地方
自治法概説 第７版. 冊. 1. 146 有斐閣. 国際条約集〈２０１７〉. 冊. 1. 147 有斐閣. 入門刑事
手続法（第７版）. 冊. 1. 148 有斐閣. 番号法の逐条解説 第２版. 冊.
000079884 注釈民法 新版 改訂版. 9. 有斐閣. 2015/0. 9. 2 324. T. 000079885 注釈民法 新版.
10-2. 有斐閣. 2011/1. 2. 3 324. T. 000079886 注釈民法 新版 補訂版 . 000079894 家族法 第3
版. 有斐閣. 2017/0. 3. 12 324.4. Y. 000079895 新しい債権法を読みとく. 商事法務. 2017/0. 6.
13 327.36 Y. 000079896 倒産法概説 第2版補訂版.
有斐閣双書 国際法概説 （第３版改訂）. 香西 茂/太寿堂 鼎/高林 秀雄/山手 治之【著】 · 有
斐閣（1992/03発売）. ただいまウェブストアではご注文を受け付けておりません。 サイズ B6判／ペー
ジ数 317,／高さ 19X13cm; 商品コード 9784641110953; NDC分類 329; Cコード C1332.
法９条１項３号の規定により、審理員制度は. 適用されないことになる。しかし、裁決権限. を監査
委員に委任した場合、行政法上の委任. であるので、長は当該権限を失い、委任庁. としての指
揮監督権を行使することはできな. い（宇賀克也『行政法概説Ⅲ 第３版』（有斐. 閣）41 ～ 42頁
参照）。さらに、監査委員は長. から職権行使の独立性を認められ.
『The Anatomy of Corporate Law（第3版）』 （Oxford University Press, 2017年）（共著）. 長年
にわたり諸外国の会社法の研究者と行った共同研究の成果です。諸外国の会社法について、機
能的・理論的な分析をし、諸法制の相違点ではなく共通点を重視しています。
のものではないためここでは取り上げない。 また、 投資紛争の解決方法については 98 年. 報告書
を参照してもらいたい。 ただし、 日ロ投資保護協定における紛争解決方法は 98 年. 報告書で
扱っていないため、 今回取り扱った。 7 佐古田 「98 年報告書」 79 頁。 9 『日本経済新聞』 ー
999年5月 ー3 日付朝刊。 ー0 松下満雄 『国際経済法 (改訂版).
(1) 香西茂ほか著「国際法概説第三版改訂」 (有斐閣, 1992年); 田中忠「武力規制法の基本

構造」村瀬信也ほか著「現代国際法の指標」 (有斐閣, 1994年); 田久一著「国際法講義II人
権・平和」 (東京大学出版会, 1994年), 393-400頁; 山本草二著「国際法新版」 (有斐閣, 1994
年); (2) 田畑茂二郎著「国際法第二版」 (岩波書店, 1966年), 370-2頁.
【主な著書等】『ファイナンス法大全（上）（下）〔全訂版〕』（共編著、商事法務、2017）、『ここが変
わった！民法改正の要点がわかる本』（翔泳社、2017）、『FinTechビジネスと法25講』（共編著、
商事法務、2016）、『資産・債権の流動化・証券化（第3版）』（共編著、金融財政事情研究会、
2016）、『平成26年会社法改正と実務対応（改訂版）』（共著、商事.
国際法の大家による体系書。国際法における我妻や芦部に相当。A5判、800頁。 マイクル・エイク
ハースト原著、ピーター・マランチュク改訂、長谷川正国訳『現代国際法入門』成文堂（1999年12
月）……A5判、768頁。 中谷和弘・植木俊哉・河野真理子・森田章夫・山本良『国際法（有斐
閣アルマSpecialized）』有斐閣（2016年3月・第3版）…
地方自治法. 豊島 明子. 人見剛・須藤陽子編著『ホーンブック 地方自治法[改訂版]』（北樹出
版、2013 年）. [第 3 版]3 月末発売予定. 未定. 倒産法務（破産）. 小原 将照. 次の中から 1
冊. ①伊藤眞『破産法・民事再生法(第 3 版)』(有斐閣、2014). ②山本和彦ほか『倒産法概説
(第 2 版)』(弘文堂、2010) [第 2 版補正版]3 月末発売予定. ③山本克己.
2018/01/23 16:41:40 「本が好き！らぼ」近刊情報サーチ-法律 · 含むアンテナ · おとなりページ ·
「本が好き！らぼ」近刊情報サーチ-法律 4381冊の該当書籍があります。(20件ずつ表示) 親の顔
が見てみたい 上野友行 双葉社 2018-01-23 1600円 落語家と楽しむ男着物 矢内 裕子 河出書
房新社 2018-01-23 1700円 イラストノート No.45 イラスト.
改訂第3版 B5判 並製 216頁 2016年12月27日発行 .. A 子どもの保健の国際協力 1）国際連
合（国連） 2）世界保健機関（WHO） 3）国際連合児童基金（ユニセフ） B 日本の子どもの保健の
現状 .. 前書と同様，子育てパートナーを目指すときに必要な子どもの健康や病気・事故について，
どんな視点や課題があるかを中心に概説しています。
2017年4月17日 . 滝澤 正 - フランス法の各分野 ヨーロッパ法と構成国法 比較法、とりわけ日本法
の位置づけ.
戦争観を含む国際法観を確立したこと、（2）その戦争観とは、戦争に何 . 法的枠. 外派（有賀長
雄、中村進午）は戦争発動に関する平時国際法上の制限を. 否定したが、国家存在の目的に照
らした内在的な自制ないし国益の理性. 的計算に基づき戦争発動への一定の ... 324 頁；香西茂
ほか著『国際法概説（第三版）』（東京：有斐閣、1988 年）、.
セイユ第３大学（フランス）. □ 専門分野：国際法学. □ 担当科目： 国際公法特講Ⅱ、国際公法
演習Ⅱ、特殊研究（国際公法）、特殊講義Ⅱ（International. Law from Japanese Perspectives）.
□ 著書・論文・特許：. ○『現代国際法論集―開発・文化・人道―』、中央大学出版部、2016
年。 ○“The Cultural Aspects of Sustainable Development”,.
改訂・重版の書籍を発行年月日順に表示しています（131冊） . 目 次 新版はしがき 第1編 序 論
第1節 刑法の意義…3 第2節 犯罪の基礎理論…6 １ 客観主義 7 ２ 主観主義 9 第3節 刑罰の
基礎 . . 目次□ 第３版はしがき、初版はしがき 第１章 「刑法」とはどんなものか（刑法の意義）
…………………………………………1 １□ 刑法のイメ .
2017年10月20日 . 第３版補訂版の補訂ポイント. 刑事訴訟法等の一部を改正する法律（平成
28年法律第54号 同年６月３日公布）による刑事訴訟法等の改正（本文中「平成28年法改正」
という。）のあらましを、付録１において29頁の紙数を使い詳細に解説した。 本改正は、刑事司法
改革を内容とする大幅なものであって、施行期日も４回に分かれ、.
2014年9月12日 . 平成２６年改正もあり、神田会社法が出る前に何か良い本がないかな～と思っ
ていたときに、見つけた本です。 隠れた名著ですネ。 高橋先生は、有斐閣から「ドイツ会社法概
説」を出されていてる先生です。 日本企業が外国企業との競争の中で勝ち残っていくために、 外
国法研究を進め、会社法の国際的調和をはかり、 外国の優れ.
有事法制、防衛法制や防災関連書籍、外国為替関連書籍など販売.
知的財産法概説 第5版（西村あさひ法律事務所と共編著）弘文堂 2013年. 中山信弘先生還
暦祈念論文集 知的財産法の理論と現代的課題（共編著）弘文堂 2005年. 特許判例百選［第

三版］（共編著）有斐閣 2004年. 電子マネーと特許法（増補版）（編著）弘文堂 2000年. バイオテ
クノロジーと特許法 弘文堂 1994年. 研究論文：. 「特許法改正の方向.
その検証の一環と して、 本稿では繍一般国際法上の. 本原則の位置づけと比較しながら、 EU法
上のその役割を考察していく. こととする。 ー 一般国際法における本原則の位置づけ. ー 国際裁
判における実践. 近代以降の国際仲裁裁判を通じて、 法の一“~~・般原則は条約および国際慣.
習法に吹く〟第3の判決の淵源と して柔軟に用いられてきた。
今回の第4版改訂の概要は以下の通りである．①第3版以降の骨髄腫に関する新たな知見を可
能な限り網羅 ②IMWGの診断基準の改正や新規薬剤導入後の治療法の進歩を詳述
③THAL・BOR・LEN以後の新たな新薬を概説 ④残存病変の評価，マクログロブリネミ
ア，monoclonal gammopathy of renal significance (MGR)を増補 ⑤2013年に.
中学公民 改訂版 (まんが攻略BON!7) 国際動産売買契約法入門民法 III [第3版] 債権総論・
担保物権民法I 第4版: 総則・物権総論インターネットと法 第4版二十一世紀の法と政治―大阪
大学法学部創立五十周年記念論文集徳富蘇峰―日本ナショナリズムの軌跡 (中公新書) 独和
法律用語辞典和独法律用語辞典ハンス・ケルゼン自伝 (慈学選書)
2017年2月28日 . 国際法とは. 2．学び方. 3．資料・文献. （1）基本的文献. （2）文献・資料の入
手. 1．国際法とは. 国際法（international law）とは、その名の通り「国家（nation）」の「 .. ②松井
芳郎『国際法から世界を見る―市民のための国際法入門〔第 3 版〕』（東信堂・2011） .. は、短
期間で何度も改訂されており、欧米でも評価が高い。ただし、.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - ストーンの用語解説 - [生]1907.7.7. ヨークシャー，リード
[没]1985.9.3.イギリスの国際法学者，法哲学者。オックスフォード大学，リード大学などで学んだの
ち，ハーバード大学で学位をとり，同大学で教職についた。第2次世界大戦後はシドニー大学で国
際法と法哲学.
#contents * 法律学一般- 中野次郎(編)・判例とその読み方(改訂版，2002，有斐閣) - 竹内＝
松尾＝塩野(編)・新法律学事典(第3版，平成元，有斐閣) - 板寺一太郎・法学文献の調べ方
(昭和53，東大出版会) - 板寺一太郎・外国法文献の調べ方（2002，信山社） - 我妻栄(編)・旧
法令集(昭和43，有斐閣) - 大村＝道垣内＝森田＝山本・民法研究.
国税通則法（税務調査手続関係）通達逐条解説』. 山上淳一／大蔵財務協会. 地方自治法.
『要説地方自治法 第8次改訂版』松本英昭／ぎ. ょうせい. 『地方自治法概説 第5版』宇賀克也
／有斐閣. 『地方自治判例百選 第4版』磯部力／有斐閣. 民 法. 『民法改正案の検討 第2巻』
円谷峻／成文堂. 『民法改正案の検討 第3巻』円谷峻／成文堂.
福祉臨床シリーズ編集委員会/編・岡田斉/責任編集『心理学理論と心理的支援 <第3版>』社
会福祉士シリーズ 2 福祉問題の拡大に対応できる人材育成の標準テキスト。 . 渡部茂己・喜多
義人/編『国際法 <第3版>』Next教科書シリーズ法学部以外の学生にも理解しやすいように、国
際法の基本事項をわかりやすく解説することを目的とした概説書。
特許法概説（第３版）. 新版工業所有権法（法律学全集）. 進展する工業所有権制度. 意匠図
面の書き方. 学説判例総覧工業所有権法新版（下）. 改正工業所有権法解説. 意匠制度９０
年の歩み. 意匠法解説（増訂）. 改定工業所有権法. 工業所有権法の基礎. 意匠法２５講. 工
業デザインと国際意匠法. 意匠法要説. 意匠法実務提要. 意匠の保護.
dは、営業秘密の保護（1968年・有信堂）の執筆者で京大の博士号を取得している有名な弁護
士の手になる旧版の改訂版である。 1．3 特許 . e 中山信弘・特許法(第3版・2016年・弘文堂) f
高林龍・ ... 基礎編に掲げた田村・不正競争法概説、同・商標法概説、同・著作権法概説や中
山・工業所有権法の叙述中の文献引用も参考となろう。ただし、.
Amazonで香西 茂, 高林 秀雄, 太寿堂 鼎, 山手 治之の国際法概説 (有斐閣双書)。アマゾンな
らポイント還元本が多数。 . お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また国際法概説 (有斐閣
双書)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。 . 最近のとくにわが国における国際法研究の諸理
論を取り入れた第3版改訂版。 商品の説明をすべて表示する.
国際法概説第3版 - 香西茂 - 本の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スー
パーポイント」が貯まってお得！みんなのレビュー・感想も満載。

第１編 序 論第１章 序 説 はじめに──商標保護の重要性 第１節 標識の機能 第２節 商標の意
義Ⅰ 商標の概念Ⅱ 商標の種類Ⅲ 商標に隣接する標識 第３節 商標の機能Ⅰ はじめにⅡ 商標の３
つの機能第２章 商標法の沿革と発展 第１節 商標法の沿革Ⅰ 前 史Ⅱ フランスⅢ イギリスⅣ ド イ
ツⅤ アメリカⅥ 欧州共同体商標法 第２節 わが国の.
弁護士、裁判所のほか、自治体、国際交流協会、ＮＰＯ、ボランティア団体関係者などの外国人
からの相談に関わる人々を対象に、分かりやすい文章で解説しています。 . 第１章 出入国管理概
説・難民・在留管理制度第２章 帰化・無国籍第３章 結婚・離婚及び夫婦関係第４章 親子関
係第５章 相 続第６章 就労・雇用及び経済活動第７章 留 学第８章.
2014年9月30日 . 2015.10 最終更新 基本書 倒産処理法入門 第4版 作者: 山本和彦 出版社/
メーカー: 有斐閣 発売日: 2012/12/15 メディア: 単行本（ソフトカバー） この商品を含むブログを . 判
例通説中心に学習したいなら『倒産法概説』でもよいのだが、『倒産法概説』は索引があまり充実
していないという欠点がある。 . 破産法・民事再生法 第3版.
平. 神戸学院法学第35巻第４号 (2006年４月). 国際法における. 緊急状態理論の歴史的展開.
Ⅰ. は じ め に. [問題の所在]. [本稿の検討対象]. Ⅱ. 緊急状態理論に対する批判. Ⅲ. 20世紀中
頃 .. (６) 彼は, ｢緊急避難の抗弁により国際法規則の不遵守を正当化する実定. 国際法 .. 大塚
仁 刑法概説 (総論) 第３版増補版 418 431頁 (2005) を参照｡
国際法概説 第３版改訂 （有斐閣双書）/香西 茂（法学・法律） - 激動する現代社会において
次々と起こる国際的諸現象を整理し、その将来をも展望すべく、国際法規の基本を最新の資料を
もとに平易に解説した入門書。最.紙の本の購入はhontoで。
渉外・国際法・外国法. 石下雅樹法律・特許事務所 http://www.ishioroshi.com/. 書名. 出版
社. 外国人のための入国・在留・登録手続の手引き. 実践 貿易実務. 改正外為法の .. 三省堂.
ＵＣＣ（アメリカ統一商事法典）の基礎知識 【増補版】. 自由国民社. フランス法 第３版. 三省堂.
新版 国際紛争処理概論. 成文堂. 韓国のビジネス実務ガイドブック.
2012年3月28日 . 本書初版刊行の2008年以降、約３年半が経過しました。 2008年は、重要な労
働立法の制定や法改正が一段落した時期でした。しかし、その後、2008年に端を発した世界的金
融不況、以後の構造的な円高状況、不安定な国際政治・経済状況の継続、2011年の東日本
大震災等の激しい環境変化は、日本の雇用社会を直撃し、.
第３版 はしがき. 本書の旧版である「弁護士法概説〔第2版〕」を刊行してから2年余を経過した
が、この間にも、弁護士法について、弁護士資格の特例に関する改正、破産法・会社法制定に伴
う所要 . このような改訂によって、本書がいささかでもアップ・ツー・デートな内容になったとの評価をい
ただいたとすれば、著者としてまことに嬉しい限りである。
2008年3月28日 . 324：J67：1e=1, 条解民法 1 総則・物権法 改訂版 学説・判例整理シリーズ 2,
篠塚昭次編, 三省堂, 1987 ... 324.2：Ar：Fu=3e=2, 不動産法概説 2 行政法規篇 第3版 有斐
閣双書, 荒秀 小高剛編, 有斐閣, 1991 .. 324.52：So5：Ko=1,2, 国際売買法 本編,資料編 現
代法律学全集 60, 曾野和明 山手正史, 青林書院, 1993.
政治・経済・社会>> 国際法概説 第3版改訂 / 香西茂/太寿堂鼎の通販なら通販ショップの駿河
屋で！ゲーム・古本・DVD・CD・トレカ・フィギュアなど 通販ショップの駿河屋は、豊富な品揃え！
最新から懐かしのレトロゲームまでなんでもあります！ぜひご利用ください！
基本国際法［第３版］ 杉原高嶺著 有斐閣. ２月上旬発行予定. 行政法概説２行政救済法［第
６版］ 宇賀克也著 有斐閣. ２月下旬発行予定 . 講義刑法学・総論（井田著）がただいま改訂作
業中で、昨年秋～冬にかけての予定と聞いておりましたが、かなり延びているようです。 ロースクール
民事訴訟法［第４版］（三木・山本編）がただいま改訂予定で、.
2017年4月12日 . 3S. 4. 20. 0117122 行政法第２部. 山本 隆司. 3A. 4. 21. 0117141 国際法第１
部. 森 肇志. 2A. 4. 22. 0117142 国際法第２部. 岩澤 雄司、寺谷 広司. 3S. 4. 23. 0117201 政
治学. 加藤 淳子 .. 伊藤 眞『破産法・民事再生法（第 3 版）』（有斐閣、2014）、または、山本和
彦ほか『倒産法概説（第. 2 版補訂版）』（弘文堂、2015）（.
国際法とは? 国家間の合意に基づいて成立し，主に国家間の関係を規律する法。条約と国際慣
習法からなる。 → 国内法 「国際法」に似た言葉» 類語の一覧を見る万国公法>>『三省堂 大辞

林』の表記・.
コンパクトな中にケースを用いた分かりやすい解説と共に必要十分な情報を盛り込み、学生、企業
法務部員に重宝されている本書の第３版、誕生！ 2012年の労働契約法、労働者派遣法、高年
齢者雇用安定法等の法改正を反映し、第２版刊行後の重要判例や学説等、全面的な見直し
を行った。 よりアップ・ツゥ・デイトとなり、使いやすくなった現在の.
商法（総則商行為）判例百選（第5版）別冊ジュリストｎｏ．１９４ 有斐閣. 2,400. 参考書 法制執
務の基礎知識 第3次改訂版. 第一法規. 大島稔彦（監修）. 2,800. 参考書. 金融と法―企業ファ
イナンス入門. 有斐閣. 大垣尚司. 4,000. 刑事基礎演習. 水野 智幸. 教科書 特にテキストは指
定しない. 参考書. 金融商品取引法概説. 有斐閣. 山下／神田編.
Amazonで土田 道夫の労働法概説 第3版。アマゾンならポイント還元本が多数。土田 道夫作品
ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また労働法概説 第3版もアマゾン配送商品なら
通常配送無料。
2017年8月8日 . 難病対策の概説 第3版－レポートの発表元：日本医師会総合政策研究機構.
会社法・M&A関連法知的財産法国際商取引法ベンチャー法務倒産処理法競争法・表示規制
法利益相反マネジメント . 知財相談ハンドブック（第3版）』（共著）大阪弁護士協同組合（2017）
『共同研究 . アメリカ倒産法 - Understanding Bankruptcy 2nd Edition - <下巻> （LexisNexisアメ
リカ法概説⑧）』（共訳）レクシスネクシス・ジャパン（2012）
S/ 新・不正競争防止法概説. 現在: 2,000円 . C/ 改正区分所有関係法の解説 -新しいマンショ
ンの管理と登記- キンザイ選書 法務省民事局第三課長 青山正明 著 昭和58年発行 .. S/ 法律
「入管法」 関連単行本 4冊セット 美品有 はじめての入管法/実務家のための入管法入門 改訂
版/入管法改正Q&A/改訂3版 入管法Q&A. 現在: 1,500円.
編著書としては、西村あさひ法律事務所と共編『知的財産法概説 第３版』ほか、『電子マネーと
特許法』などの知的財産法の専門書を発刊。 2007年6月から2009年3月まで、日本テレビの「スッ
キリ」にコメンテータとして、出演。 1984年 筑波大学国際関係学類専任講師 1988年 筑波大学
国際関係学類助教授 1998年 早稲田大学アジア太平洋研究.
経済活動のグローバル化に伴い現代の国内社会及び国際社会が直面する法的諸問題につい
て、投資紛争解決条約や投資協定などの企業活動の海外進出に関連する「投資」に関連する
国際法制度や投資協定仲裁制度、及び、国際商事仲裁制度について分析・検討する。また、経
済活動のグローバル化の中で、日本企業の対外進出だけでなく外国.
2015年4月15日 . 主な内容. ○破産法も民事再生法もこの1冊でわかる! 最新の倒産法制を、倒
産実体法と倒産手続法に大別し、後者をさらに企業倒産と消費者倒産とに分け、基本が理解で
きるように丁寧に解説。実際の手続のイメージもつかめ、倒産法の全体像がよくわかる実務にも役
立つスタンダード・テキスト。 外国租税債権の徴収共助に伴う.
さいぐさ ひろのぶ 経１-４文法２-４. 木5. 1925. 10027. ポケットマスターピース03 バルザック. 集英社.
1,300. 日本史概説ｂ. 小沢 詠美子. おざわ えみこ 文２-４ｄ'経法２-４. 月2 . 水2. 4506. 30011.
Law Practice 刑法［第２版］. 商事法務. 2,800. 国際人権法. 佐藤 文夫. さとう ふみお. 法３・４.
水1. 4566. 30012. 新国際法講義【改訂版】. 北樹出版.
. は、いくつかの海洋先進国が伝統的な「開発の自由」を主張して同意せず、1994年、「海洋法に
関する国際連合条約第11部の実施に関する協定」（平成８年条約第７号）が締結され、事実上
第11部を開発自由の方向に修正した。 ※図 新海洋法秩序（海洋法条約の定義）. 新海洋法
秩序での大陸棚. ※参考文献 香西 茂他 『国際法概説』第３版改訂.
私は、これらの研究をふまえて、2003年、『労働法概説Ⅰ』と題する教科書を弘文堂から出版し、
2008年に『労働法概説』として改訂、2014年に『労働法概説』を第3版として改訂しました。また、
2008年に『労働契約法』と題する体系書を有斐閣から出版し、2016年に第2版として改訂しまし
た。2010年には、『基本講義労働法』と題する入門書を新世社.
. 横浜国立大学准教授とともに編著者を務めた『租税法概説』の改訂版が、2015年4月に有斐閣
から刊行されました。 本書の初版は、実務家と研究者のコラボレーションによるこれまでにない租税
法の概説書を目指し、所得税・法人税から消費税・資産税、さらには国際課税まで幅広く解説し

たものとして、広い層の読者に受け入れられたものです。
ISBN, 978-4-474-05430-1. 発刊年月日, 2016-02-16. 判型, A5判/C2000. ページ数, 336. 巻数, /
組織法第2版. 商品コード, 054304 . 日本十進分類法」の20年ぶりの改訂(平成27年1月)に伴
い、本書Ⅶ-3に収録されている分類法の解説、Ⅶ-5「分類規程と各類概説」の区分表や解説、
付録の一般補助表・相関 . (2)目録規則と国際目録原則
2014年5月23日 . 第３版はしがき. 第２版への序文. 序. 第Ｉ部 総 論. 第１章 パブリシティの権利の
基礎構造. １ 権利の基礎構造――なぜ権利の基礎構造なのか ２ パブリシティ権の漠然たる把握
３ 法的権利・法的利益の性質 ４ 権利の基本構造への二つのアプローチ ５ 我が国の実体法とし
てのパブリシティ権――アメリカ法とのスタンスの取り方.
2017年7月27日 . 問答方式による法的思考訓練と知識確認により基礎を固め， 最近の判例や
学説を学び， 実務との関連は書式資料により実感を持つという流れの 「新しいタイプ」 の教科書。
[第3版］ では， 新しい講として， 裁判所が加えられたほか， 平成29年に成立した民法債権法の
改正について， 新設条文を補充し， 債権者代位訴訟の変更.
この商品には新版があります: 都市法概説〔第3版〕 ￥ 4,104 在庫あり。 . 【社会・政治・法律】 政
治、外交・国際関係、法律、福祉ほか社会・政治・法律 のページへ。 . 都市法概説. +. よくわか
る都市計画法(改訂版). +. 史上最強図解 よくわかる建築基準法. 総額: ￥7,750. ポイントの合
計: 234pt (3%). 3点ともカートに入れる. これらの商品のうちの1.
司法試験の選択科目の教科書・参考書などを紹介します。
今回の第７版では、近年の判例・学説を追加するだけでなく、特許法等の平成26年及び平成27
年改正への対応等、大幅な改訂・増補を実施しました。また、医療関連 . 書籍名, 中国商標に
関する商品及び役務の類似基準（日本語・英語訳付）及びその解説国際分類第11版対応. 著
者等, 岩井 . 書籍名, 知的財産契約実務ガイドブック第３版. 著者等.
【中古】 税制改正と資産税の実務Ｑ＆Ａ '９６ / 竹内 陽一 / 清文社 [単行本]【メール便送料無
料】【あす楽対応】,【新品】【本】烏台筆補の研究 高橋文治/編 沖田道成/著 加藤聡/著 佐藤貴
保/著 高橋文治/著 中村健太郎/著 向正樹/著 山本明志/著+【中古】 テーマ別第２種情報問題
の解法解説 第３版 / 沢 勲 / 弘文社 [単行本]【ネコポス発送】#【新品】【本】.
不正競争防止法概説』（有斐閣、1994年） 『知的所有権（第５版）』（有斐閣、2000年）他 . 国
際的事業活動と国家管轄権－競争法および輸出管理法の域外適用に関する国際法・比較法
研究』（有斐閣、1993年） 「貿易関連知的所有権協定における特許権 ... 知的財産権侵害要
論【特許・意匠・商標編】第３版』 『知的財産権侵害用論【不正競業編】』
平成財政史 平成元～12年度 第7巻 国際金融・対外関係事項・関税行政. 財務省財務総合
政策研究所財 . 地方自治法概説 第7版. 宇賀克也. 有斐閣 . 家族法 第3版. 窪田充見. 有斐
閣. 事例に学ぶ 成年後見入門 第2版 権利擁護の思考と実務. 大澤美穂子. 民事法研究会.
相続・遺言ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 補訂版. 第二東京弁護士会 編. 第二東京弁護士会.
憲法の基本 第2版 小泉洋一・倉持孝司・尾形健・福岡久美子 法律文化社. □ 人権入門 第2
版 横藤田誠・中坂恵美 法律文化社. □ 労働法解体新書 第3版 角田邦重・山田省三編 4月
頃 入門書です. □ サムアップ労働法 山川 森戸 弘文堂 4月下旬. □ 中川丈久他 公法系訴訟実
務の基礎 改訂版 4月下旬～5月頃. □ 国際法 判例百選 小寺彰ほか編.
国際法基本書. ・ 小寺彰・岩沢雄司・森田章夫 編 『講義国際法 第２版 』（有斐閣、2010）. 東
京大学出身の学者らによって編集されたテキスト。2004年の第1版からの改訂版。各章ごとに担当
者が . 杉原先生による国際法の概説書。 .. 第3版は、国連人権理事会の創設を反映しており、
国連人権システムのここ数年の変化をフォローしています。
2014年4月15日 . 介護福祉士養成教員として大阪体育大学短期大学部非常勤講師（老人福
祉論担当）、羽衣国際大学人間生活学部准教授等を経て、現在、高知県立大学社会福祉学
部准教授。介護の基本、生活支援技術、介護過程、認知症の理解を担当。 【主な著作】「地
域で取り組む第三者評価」（『大阪市社会福祉研究第28号』2005年）、「.
ドイツ法学と法実務家. 13. 憲法の発展. 17. 環境法の考えかた. 23. 先住民族と国際法. 49. バン
ベルガー・ドイツ民法典コンメンタール第4版. 表3. 特 集. 本棚への憧れ. 北見 宏介 .. ISBN:

9781785363795 hardcover ¥22,464. スザンヌ・キングストン他著：. EU環境法（概説）. 151
Kingston/Heyvaert/Čavoški: European Environmental Law.
指・物権法. 2. 4. 指定市販本. （各自購入）. 『マルシェ物権法・担保物権法』. （第 3 版）. 宮本
健蔵編著他. 嵯峨野書院、2014 年、￥3,600. ※改訂第 2 版（2005 年） . 3. 4. 通教テキスト.
（配本）. 『刑法各論』第 1 版. 今井 猛嘉、2015 年. 52. 66. 指・国際法総論. 3. 4. 指定市販本.
（各自購入）. 『講義国際法 [ 第 2 版 ]』. 小寺彰・岩沢雄司・森田章夫.
マタニティサイクルの助産診断と実践過程に焦点をあてた助産学の標準テキスト。助産実践能力
に直結する助産診断の根拠、診断や助産ケア技術の原理・ケアプランをわかりやすく解説。見開き
の表形式でイラストも豊富。｢助産師教育におけるミニマム・リクワイアメンツ｣を網羅し、胎児モニタリ
ングの概念や判読法、助産用語など近年の変更にも.
書籍詳細：コンメンタール民事訴訟法1〔第２版追補版〕. 菊井維大＝村松俊夫原著 コンメンター
ル民事訴訟法1〔第２版追補版〕 民事訴訟法概説 第１編／総則／第１章～第３章 . 内容紹
介. 第２版刊行後の国際裁判管轄に関する改正（平成23・5・2法律36号）までを、約100頁に及
ぶ「追補」を付して対応した。
日本における「老年学」の英知を結集した定評ある大事典，待望の全面改訂第３版．医学的に
みて多くの点で . 日野原重明聖路加国際病院名誉院長 . 1.8 老化学説に基づく老化制御概説
2. 分子生物学からみた老化 2.1 ゲノムの加齢変化 [小野哲也・上原芳彦・小林潤一郎] 2.2 タン
パク質の加齢変化 [石神昭人・後藤佐多良] 2.3 脂質 [板部洋之]
2008年に刊行された初版刊行後、リーマンブラザーズ・グループ（2008年)、ＧＭ（2009年）がチャプ
ター11手続を相次いで申し立て、日本でもアメリカ倒産法が大いに注目されることとなった。第２版
では、初版を全面的に改訂。特に、チャプター11手続とチャプター15手続については実務の経験を
踏まえて大幅に加筆。さらに、「実務上の諸問題」との.
Amazonで安本 典夫の都市法概説〔第3版〕。アマゾンならポイント還元本が多数。安本 典夫作
品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また都市法概説〔第3版〕もアマゾン配送商品
なら通常配送無料。
2015年4月1日 . 3. B3. 秋池 篤. 取寄 経営戦略入門. 日本経済新聞社. 0. 1017 1031418000
サービス経営論. 3. B3. 荻原 丈男. 在庫 サービス・マネジメント入門〔第３版〕 .. J3. 冨田 真. 在
庫 刑事訴訟法（第4版）. 成文堂. 4,000. 4,320. 6060 1934481000 国際法二部Ⅰ. 3. J3. 松浦 陽
子. 在庫 国際法学入門. 成文堂. 2,300. 2,484.
2016年2月5日 . 紹介文. コーポレートガバナンス・コードなど平成26年改正後の新たな動きを早く
もフォローし、さらにＨＯＹＡ事件など第２版刊行後の重要判例も盛り込んだ改訂版です。 関連書.
会社法概説〈第３版〉. 3,564円. 最新株式会社法〈第８版〉. 4,536円. 会社法講義30講. 3,780
円. 評価. 評価がありません。 評価を書き込む. すべての項目.
書籍名, 都市法概説〔第3版〕. 著者, 安本典夫著. 判型, Ａ５判. 頁数, 426頁. 発行年月, 2017
年9月. 定価, 本体3,800円＋税. ISBN, ISBN978-4-589-03866-1. ジャンル, 行政法. 本の説明,
都市法制の構造と原理を概説した体系書の最新版。人口減少や高齢社会という社会構造の変
容に、新法および関連法の改正によって対応したことをふまえ、.
在庫状況：出版社よりお取り寄せ（1週間程度で出荷）. 買い物かごに入れる · 欲しいものリストに
追加する. 8位. 伊藤真が選んだ短答式一問一答１０００刑事訴訟法 第３版. ２０１６年法改正
対応版. 伊藤真 . 民事訴訟法概説 第２版 · 川嶋四郎. 弘文堂 (Ａ５) 【2016年03月発売】
ISBNコード 9784335356704. 価格：4,536円（本体：4,200円＋税）.
ミネルヴァ書房は、人文・社会科学の学術出版社です。人文・法経・教育・心理・福祉の書籍を
中心に刊行しています。
破産法概説（新訂第4版）, 著者：宗田親彦著. 分野：法律, 本体：4600円, 刊行年：2008年, 判
型：A5判上製672頁. 破産法の基本書。破産法の全面改正（平成16年）、新会社法の施行（平
成18年）に対応した新訂第3版に、信託法の改正、信託財産の破産の制度の新設などの近年の
法改正を反映させた、破産法テキストの決定版です。 破産法概説（.
心とかかわる臨床心理［第3版］詳細をご覧いただけます。 . 第1章 問題の分類と概説 第2章

DSM-5の概要,改訂のポイント,および日本語表記の変更について 第3章 事 例 1.自閉スペクトラム
症 2.注意欠如・多動症（ADHD） 3.学習障害（LD） 4.知的能力障害 5. . 国際基督教大学大
学院教育学研究科博士課程前期修了。 教育学修士，臨床心理.
等について概説した後、条約の承認案件の取扱いについて国会で議論となった論点を紹介. して
いくこととしたい。 . ては、「（憲法第 73 条第３号の規定は、）内閣による条約の締結を国会による
統制（民主的. 統制）の下に置 . 7 外務省設置法第４条第４号・第５号、独立行政法人国際協
力機構法第 13 条、銀行法第４条第３項等. 8 「国会承認条約」.
激動する現代社会において生起する国際的諸現象を整理し，その将来をも展望すべく，国際法
規の基本を最も新しい資料によりつつ客観的かつ平易に解説した入門書。ソ連・東欧圏の崩壊や
連邦国家の解体等に伴う最小限の.
2006年12月11日 . あたらしい社会保障・社会福祉法概説 第2版詳細をご覧いただけます。 . 法
概説 第2版. 最新の法改正に対応した改訂第２版 . 第２版はしがき 佐藤進・金川琢雄…iii は
し が き佐藤進・金川琢雄…v. Part I 社会保障・社会福祉へのガイダンス １ このパートで学ぶ目
標 １ 社会保障・社会福祉の定義とその範囲［佐藤 進］ ２ ２ 社会.
2016年11月18日 . Zen Cart [日本語版] : 国際関係と国際法【改訂版】 [978-4-425-98213-4] 複雑化する国際社会の現実を理解するため、平和および安全の維持、すなわち国際的な . 第3
章「日本の安全保障と国際法」では私たちに最も身近な日本国の安全と平和を取り上げ、日本
国憲法第9条とは何か、専守防衛とは何か、安全保障環境の変化.
2015年11月13日 . 1944年に締結された国際民間航空条約（通称:シカゴ条約）(Convention on
International Civil Aviation)に基づき､1947年に設立された国連の専門機関です。 . 総会は、全
加盟国の代表で構成されるICAOの最高意思決定機関で、少なくとも３年に１回開催されます。
国際民間航空条約 .. 危険物の航空安全輸送」3版【C3-J65】
2017年11月3日 . 教5. 司法試験 論文全過去問集７ 刑事系刑訴法 第2版. 辰已法律研究所
辰已法律研究所. 2015/2/25. 320.79. タツロン. 7-刑訴法. 教6. ブリッジブック行政法 （第3版）. 信
山社出版. 宇賀克也. 2017/2/27. ３２３．９. ウカギヨ. 教7. 行政法の基本（第6版） 重要判例から
のアプローチ. 法律文化社. 北村和生/佐伯彰. 洋/佐藤英世/高橋.
国際取引では各国で法制度、商習慣が異なるために生じる不都合を解消する方策として、国際
協定や条約を締結する、国際的取引慣習を取りまとめるなどして、ルールの統一化をはかっていま
す。 貿易取引をする際には、日本や取引先国の協定・条約の加盟状況等を確認する必要があり
ます。 一方国際間の取引慣行（インコタームズなど）や約款.
衆憲資第 50 号. 「憲法と国際法（特に、人権の国際的保障）」. に関する基礎的資料. 最高法
規としての憲法のあり方に関する調査小委員会. （平成 16 年 4 月 22 日の参考資料） ... 9 杉原
高嶺・水上千之・臼杵知史・吉井淳・加藤信行・高田映『現代国際法講義〔第 3 版〕』 .. 33 例
えば、小嶋和司『憲法概説』（1987 年）良書普及会 144 頁.

