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概要
労働法に関する入門書。労働法の膨大な内容のうち、基本的な事項をピックアップし、正確な情
報を伝えるとともに、わかりやすく解

今この講義を. きいてくれている学生諸君にとっては, このルールは当たり前, 常識になっ. ていることに
感謝したい。 まえおきが長く なってしまいましたが, 本日のテーマ 「社会法と関連する. 法」 について,
社会法とはどういう法なのか, 労働法と社会保障法がここで. 言う社会法であり, それと憲法, 民法,
刑法, 行政法な どの基本的な法律が. どのように.
国家総合職・地方上級 …『総』の欄をご覧ください。 | |般|総. オリエンテーション. 入門講義. 主要
科目基本講. ー般科目基本講. 特別科目基本講義. 主要科目基礎演. 特別科目基礎演習.

主要科目過去問演習. ー般科目過去問演習. 特別科目過去問演習. 選択科目基本講義. 憲
法. 民法A. ミクロ経済学. 民法日. マクロ経済学. 経済政策. 労働法.
それは、租税法律主義を体系的に具体化することや、「条文を体系的に読む」を基本コンセプト
に、コンメンタール的な解説がされていること、重要判例には争点や内容がイメージできるような事件
名・判決名をつけて学習上の便宜を図ることへと結晶化し、難解だと思われがちな税法の理解を助
けます。 法改正および最新判例を盛り込み、より精緻.
シラバスの中で、「養成する人材」、「必要な資質」あるいは「４つの要素」として、(1)(2). (3)(4)等の
番号が挙げられているものがあります。これは、本学法科大学院が養成する法曹に必. 要な資質と
して特に重視している4つの要素を示しています。以下、その内容を掲げておきますの. で、シラバスを
読む際に必要に応じて参照してください。なお、各要素.
労働法の勉強について. ここ数年、労働法の講義とゼミの受講者数が減ってきています。その原因
が何なのか、私も思うことはいろいろありますが、経済成長が終わり、かつ予測不能なグローバル経
済に翻弄される現代の日本で、これから労働市場に出ていく学生に対して、労働法がいかに大切
か、粘り強く伝え続けなければいけないと思います。
高田短期大学 後期 「労働法」の講義（非常勤講師）が始まりました（１０月３日）。 若 林 正 清
２０１７年度 シラバス http://sbsv.takada-jc.ac.jp/syllabus/browse/openIndex/2017/20082195.
知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～. 就職を控えた学生や若者向けのハンドブッ
ク『知って役立つ労働法～働くときに必要な基礎知識～』を作成しました。 ◇平成21年２月に「今
後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」（座長 佐藤博樹東京大学
社会科学研究所教授）の中で「労働関係法制度を知ることは、.
基本書・判例集不要！ 労働法１位が作った労働法速修テキスト講義. 加藤喬. 5%off ¥18,800
～. 学部生・未修コースに！ 基礎知識の総復習にも最適！ 伊藤たけるの『基本講義憲法Ⅰ』. 伊
藤たける. 5%off ¥47,310. 民法を一人の講師で網羅的に学べる. 基本講義民法. 久保田康介.
40%off ¥56,880. 民事訴訟法を１から学習したい方に. 基本講義.
2016年9月20日 . 「寺本康之の憲法ザ・ベスト プラス」ポイント講義 #12

https://youtu.be/6ZHG9b-3AG4.
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 労働法の用語解説 - 資本制労働の諸関係を労働者
の生存権という法理念に立脚して規律する法体系。資本主義の . 労働法が独立した法領域であ
るといわれるためには，その対象が他の法領域においては処理しえないものであること，および労働
法独自の統一的基本原理が存在することが必要である。
雇用社会の変貌に伴い多様な労働法上の紛争が発生している。この講義では、雇用社会の変
貌の態様や原因を解明するとともに、入社から雇用終了にいたるまでの紛争のパターンを具体的な
裁判例を素材に検討する。対象と . 5, 賃金の確保, 賃金は基本的な労働条件でありそれによって
自分や家族の生活を維持改善する目的を持つ。そこで、.
労働法および労働問題について体系的に学べます。 企業・団体の研修や労働組合の組合員教
育の一環としてもご利用いただけます。 各分野の専門家によるわかりやすい講義に接するチャンスで
す。 主催：東京都労働相談情報センター・国分寺事務所・八王子事務所. ≪実施要領≫. 【基
本講座 初めて労働法・労働問題を学ぶ方へ】 □ 開講期間
基本講義 消費者法。中田邦博氏。鹿野菜穂子氏。日本評論社は1918年創業。法律時報、
法学セミナー、数学セミナー、経済セミナー、こころの科学、そだちの科学、統合失調症のひろば、
など評価の高い雑誌を定期刊行しています。
民法総則では、民法全般の共通ルールや基本概念について学び、成年後見法では、高齢や障
害により判断能力が不十分な人の意思決定を支援する法的な枠組み . 労働法の授業では、職
場で生じる法律問題を取り上げ、労働関係の開始・展開・終了に関するルール、労働条件に関す
るルール、労働組合に関するルール等について講義します。
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.
労働法. 受講前 労働法は公務員試験の選択科目であり、以前から公務員を目指していたため
受講しました。せっかく法学部に所属しているの … . 環境水質化学. 受講前 この講義は、都市工
学の基本である「水」に関する基礎的な講義であるため、都市工学科に進学する学生のほとんど
が受講し …
On 8 Dec 2017 @MHLWitter tweeted: "【スマートフォンアプリ「労働条件(RJ)パトロール!」を提供 .
【労働法】総合講義実務家推薦文＆過去問精選』#司法試験 #予備試験 #アガルート #アガ
ルートアカデミー #労働法 .. 春から入社予定の会社は繁忙期は連続出勤でお休みが取りにくいっ
て聞いたけど、 そもそも休日のきまりって基本はどうなの？
2009年8月31日 . 第１講 労働関係法総説 1 一 はじめに 1 １ 民法における雇用規定 1 /２ 労働
関係法 2 二 憲法と労働関係法 3 １ 憲法の労働関係法規定 3 /２ 労働関係法の４分野 8 /３
「勤労の権利」の保障と雇用政策法 8 /４ 「勤労条件法定主義」と雇用関係法 9 /５ 「労働基本
権の保障」と労使関係法 12 労働三権 （12 ） / 公務公共部門労働関係.
書籍名, 基本講義 刑事訴訟法. 著者, 渡辺修著. 判型, Ａ５判. 頁数, 318頁. 発行年月, 2014
年9月. 定価, 本体3,000円＋税. ISBN, ISBN978-4-589-03616-2. ジャンル, 刑事法. 本の説明,
ユニークな教育と発想で有名な著者による刑事訴訟法の基本をコンパクトに概説したテキスト。刑
事手続の基本的流れ、条文・判例の理解力を高める「しかけ（.
Amazonで土田 道夫の基本講義 労働法 (ライブラリ法学基本講義)。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。また基本講義 労働法
(ライブラリ法学基本講義)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
何をどう書くべきかを知っていれば労働法は攻略できる。 2014年労働法1位合格者による. 労働法
【基礎から60点答案】 . 各論点も基本的に判例に準拠しており判例の出典もしっかりと記されてい
ます。 ○, 論点も主要なものだけでなく広く載って.
労務行政研究所が編集する『労政時報』、「労政時報選書」の出版や、「WEB労政時報」、「労
働法ナビ」の運営にくわえ、実務セミナー「労政時報セミナー」を主催するなど、人事部の . ビジネス
の基本を身に付け、自ら仕事を学びとる“自動巻き人材”をつくる体験型プログラム .. 備考, ※講義
で使用しますので、必ず筆記用具と電卓をご持参ください。
東北大学法学部では、法や政治の歴史的・思想的・社会的背景を学ぶ導入的な基礎講義（1・
2年次）から、法学・政治学の根幹をなす基幹講義（2・3年次）を経て、より深い理解・知見を . 社
会人の一歩手前として、労働に関わる諸問題を多少なりとも考える大学生にとって、労働法を学
習することは、社会を知る、考える上で大変魅力的だと思います。
2016年11月16日 . 土田道夫『基本講義 労働法（ライブラリ 法学基本講義 15）』新世社（2010
年10月）……A5判、328頁。 土田道夫・山川隆一・島田陽一・小畑史子『条文から学ぶ労働
法』有斐閣（2011年3月）……「労働法」を条文から具体的に学べるテキスト。労基法、労契法を
中心に重要条文を逐条で解説。A5判、382頁。 山川隆一『労働法の.
働くとき、あるいは雇うときに知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすく紹
介しています。 . 労働時間や賃金、採用、退職など労働条件の最低基準を定めた「労働基準
法」と、雇用契約に関する法律である「労働契約法」等の概要を紹介・上記とともに、近年、残業
代の取扱いで問題となった「名ばかり管理職」について、法的.
2014年10月2日 . 入門書 プレップ労働法 第4版 (プレップシリーズ) 作者: 森戸英幸 出版社/メー
カー: 弘文堂 発売日: 2013/08/30 メディア: 単行本（ソフトカバー） この商品を含むブログを見る 神
レベルの入門書。網羅性、薄さ(プレップシリーズにしては厚いけど)、読みやすくポップな文体、信頼
度、安さ(当社比)どれをとっ…
13. 10 会社法 : 基本講義 / 布井千博著 東京 : 新世社. - 東京 : サイエンス社 (発売) , 2011.8.
14. 11 手形・小切手法 : 基本講義 / 早川徹著 東京 : 新世社. - 東京 : サイエンス社 (発売) ,
2007.3. 15. 12 刑法総論 : 基本講義 / 齋野彦弥著 東京 : 新世社. - 東京 : サイエンス社 (発売)
, 2007.11. 16. 15 労働法 : 基本講義 / 土田道夫著 東京 : 新世社.
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに労

働法講義などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品で
すぐ売れる、買える商品もたくさん！
実践・働くものの労働法講座. Public. · Hosted by 東京労働学校 . 会場：東京労働会館地階
会議室（JR大塚駅、東京メトロ新大塚駅より徒歩約10分） 会費：12,000円（音声データと資料を
. 労働基準法、労災法・安全衛生法、労働契約法という労働法の基本講義を中心に、応用編と
してゲストを迎えます。 具体的事例をもとに「こういう場合にはどの.
2015年2月6日 . 面改正）されたのを皮切りに、1946 年 9 月に労働関. 係調整法、1947 年 4 月に
労働基準法、および、労働. 者災害補償保険法、同年 11 月に職業安定法、同年 12. 月に失
業保険法と戦後数年の間に主要な労働関係法が. 誕生した。これら戦後労働法制は次のような
特徴を有. していた。 ◎労働契約の基本ルールと最低基準を.
2016年10月10日 . ＴＡＣ・Ｗセミナーの司法試験講座で、水町勇一郎先生の「労働法第6版」を
テキストとする労働法の講義を行った（全８回＋補講１回）。労働法の基本的枠組み（水町労働
法Ｐ61～61）を理解していない司法試験受験生が多いので、ここには力を入れて講義をした。 労
働法選択の受験生で、合格レベルの答案が書けない方は、ぜひ、.
2006年6月18日 . 余り有名ではないが、個人的に名著と思うのは、神戸大学の大内先生の『労働
法実務講義』である（ちなみに、大内先生は菅野先生の弟子である）。 この本は、菅野先生の本
より分厚く、かつ値段が高いので余り注目されていないのかもしれないが、良い本である。 具体的に
言うと、記述がかなり丁寧で、かつ平易な言葉で書かれて.
まだ、労働法の勉強をしていない方でも、この講義を聞けば、合格レベルの力をつけることができま
す。もちろん、初めて労働法を勉強する方は、事前に基本書を精読してから臨んでください。そし
て、復習もしてください。 すでに労働法の勉強をしている方は、復習を中心に勉強をすることをお勧
めします。もちろん、可能な限り、事前に基本書を読んでお.
東京地裁労働部の評判もよい。基本的には判例に沿っているため、裁判所で認められる限界を取
るという意味で、使用者側が使うのもよい。B5判、434頁。 岩出誠『労働法実務大系』民事法研
究会（2015年11月）……実務家のための体系書。『実務 労働法講義（上）（下）』をスリム化。使
用者側の立場から実務上生じる労働法の問題を網羅している.
労働法 - 基本講義 - 土田道夫 - 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。
本書は『法学教室』に連載された「Live ! Labor. Law」に加筆，修正が加えられ，出版されたもの
で. ある。本書の副題が「労働法判例からみえるもの」. となっているように，判例を素材にした講義
録が展. 開されているが，この数年多数公刊されてきた他の. 労働法の教科書や判例解説とは一
線を画したものと. なっている。基本的な法知識や情報として.
ていくか検討します。 ○講師は、労働事件に関する実務経験豊富な弁護士が担当. ○身近な個
別労働紛争の事例や判例を数多く取り入れた. 講義を通して、紛争解決のルールとなる労働法の
基本. 的知識を習得します。 ○講師は、著名な労働法学者が担当します。 3 4 5. 9:30〜11:00
11:15〜12:45 13:30〜15:00 15:15〜16:45 17:00〜18:30.
研究者基本情報. 学歴. - 1985年, 中央大学, 法学研究科, 民事法; - 1976年, 中央大学, 法学
部, 法律 . 2014年07月; 労働市場法講義 上, 鎌田 耕一, 東洋法学, 57, (3) 331 - 402, 2014年
03月; 個人請負・業務委託型就業者をめぐる法政策, 鎌田 耕一, 季刊労働法, (241) 57 - 70,
2013年06月; 労働者概念の生成, 鎌田 耕一, 日本労働研究雑誌,.
基本講義 労働法 (ライブラリ法学基本講義)の感想・レビュー一覧です。}
2016年4月23日 . BEXAのプレスリリース（2016年4月23日 11時23分）司法試験平成27年度労働
法の解説を追加リリース!! 加藤喬[労働法1位が作った過去問完全攻略講義]4月30日までにご購
入のお客様には無料追加キャンペーン中―BEXA.
主な講義の内容 （約90分程度の講習を予定）. 「企業の実態調査」の状況 ～社会問題にもなっ
ている、若者の「使い捨て」が疑われる企業の実態とは？～; 知っておくべき労働法 ～社会に出る
前の今こそ、労働法令の基本理念、基本ルールを身につけよう～; 違法行為の典型 ～社内の常
識は社外の非常識？過重労働やパワハラなど違法行為を.

2010年1月20日 . 経営法曹として高名な岩出誠先生より、浩瀚な実務体系書として知られる『実
務労働法講義』の第３版(上)(下)(民事法研究会)をお送りいただきました。 . 労働基準法上の基
本原則と就業規則等をめぐる諸問題 第３章 採用・就職（労働関係の成立）に関する問題 第４
章 非典型雇用に関する問題 第５章 労働時間に関する問題 第６.
2015年11月23日 . 特に行政法・民訴法）、基本概念について応用の「軸」にできる形で説明、な
ど、実践に即した講義を行っています。 . 実際に、評価を２回受けている段階で行った３回目の論
文試験の得点予想では、科目別の出来・不出来の順番付けが完全に一致し（総合３００位、労
働法⇒公法⇒刑事⇒民事の順で予想したところ、実際の評価も.
. 以下の通りです。 時間割に設定している講義. 2963件中101〜125を表示 . 法科大学院, 企業
労働法務 (後), 後, 羽 尾 良 三, 労働法〔第3版〕, 後期[ 水6 ]. 法科大学院, 金融商品取引法
(後), 後, 梅 本 剛 . 法科大学院, 刑事訴訟法演習 (D)(後), 後, 渡 辺 修、ほか, 基本講義 刑
事訴訟法, 後期[ 木1 ]. 法科大学院, 刑事訴訟法II (D)(後), 後, 渡 辺.
また、法律関連科目はいずれも通年科目で、「労働法」は原則として隔年開講である点に注意し
て下さい。 これら「連環科目」は、卒業するために .. 講義の前半では、労働法の基本理念＝基本
的考え方に関する最近の論議と近時の法制度の動向を簡単に紹介した後に、労働契約をめぐる
今日的な問題を取り上げる。具体的には、配転・出向といった.
働く前に知っておこう－労働のルール. 生徒は、将来、従業員として、あるいは経営者として、「働く」
ことに関わっていきます。その時、彼ら、彼女らにどんな問題が起き、どのように対処すべきか。労働
法の存在を知り、賃金や労働時間などの労働に関する権利の基本を学ぶ授業です。
講座労働法の再生 前学会講座『講座21世紀の労働法』の刊行から17年が経ち、労働法を取り
巻く環境の変化は、一層、厳しさを増している。総人口が減少局面に入り、かつ65歳以上の人口
構成比が25％を超えるに .. 基本的労働条件である賃金、労働時間、安全衛生に関する法制度
と法理論の現代的課題を明らかにして、新たな展望を試みる。
労働法に関する必須知識を習得する. 労働法入門コース. (文部科学省認定). 受講対象: 労働
法の基本的知識を身につけたい方（管理者、総務・人事担当者、労働組合をはじめ社会人全
般）; 学習期間: 3ヶ月(在籍期間6ヶ月); 受講料(消費税込): 一般21,600円 会員18,360円; 教材
構成: テキスト３冊、添削４回（最終４回目が修了テスト）.
新世社 , サイエンス社 (発売) 2011.8 ライブラリ法学基本講義10. 所蔵館104館. 8. 労働法 : 基
本講義. 土田道夫著. 新世社 , サイエンス社 (発売) 2010.10 ライブラリ法学基本講義15. 所蔵館
110館. 9. 契約法・事務管理・不当利得. 潮見佳男著. 新世社 , サイエンス社 (発売) 2009.11 第
2版 ライブラリ法学基本講義6-1 . 債権各論 : 基本講義||.
2016年12月5日 . ① 基本書、 ② 条文、 ③ 判例 を繰り返し読み、 ④ 問題演習 を繰り返す必
要があります。 ほかに講義を聴いたり、参考書を読んだり、予備校の本を読んだりということは、あくま
で補助的なものです。 ... また、実務家（弁護士）になってからのことをも考えると、労働法か、倒産
法（どちらも選択者が多いです）を選ぶのがお勧めです。
ヤフオク!は、日本NO.1の利用者数と常時約5000万点以上の商品数を誇る、誰でもかんたんに労
働法講義などの売り買いが楽しめるサービスです。圧倒的人気のオークションに加え、フリマ出品で
すぐ売れる、買える商品もたくさん！
やすい。 ３ 教科書紹介. 基本書 水町勇一郎『労働法』，土田道夫『基本講義労働法』，菅野
和夫『労働法』. 判例集 『労働判例百選』，大内伸哉『最新重要判例２００労働法』. 演習書
水町勇一郎・緒方桂子『事例演習労働法』. ４ 学習のポイント. ① 範囲は広いが，市販の参考
書が充実しているので，効率よく勉強すれば，負担はそれ. ほど大きくない。
土田 道夫（つちだ みちお、1957年 - ）は、日本の法学者。同志社大学法学部・法学研究科教
授。元新司法試験考査委員（労働法）。専門は労働法。法学博士（東京大学、1987年）。 目
次. [非表示]. 1 略歴; 2 社会貢献; 3 主な著書; 4 門下生; 5 その他; 6 脚注; 7 外部リンク. 略歴
[編集]. 1979年 - 法政大学法学部法律学科卒業; 1982年 - 法政大学.
みずほセミナー: 人事・賃金・労務管理・労働法 - みずほ総合研究所が運営するビジネスセミナー
（みずほセミナー）サイト。各種セミナー（東京会場・大阪会場）の最新情報を提供しています。

管理者のための労働法基本研修. ねらい・概要. 管理者として当然知っておくべき労働法（自社の
就業規則も含む）の基本を学び、また、これを踏まえた労務管理のあり方について再確認していた
だく。 プログラム例. テーマ, 内 容. 管理者の役割と労働法〈講義〉, ・労働法が求める管理者の
「立場」とは・なぜ管理者に労働法の知識が求められるのか.
2017年3月31日 . インド政府は近年ビジネス環境改善のためにさまざま様々な施策を打ち出し、
労働法規制やその手続きの簡素化を図っている。本稿では、近年実施された労働法規の主要な
改正や施策を俯瞰すると共に、その影響について考察する。 インドでの会社設立や事業運営時の
参考に、本レポートを活用されたい。 発行年月：2017年03.
労働法 基本講義 ライブラリ法学基本講義. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 2,850円. 税込
価格 3,078円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購入いただけます。 本体価格は実際
の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトでご確認ください。 ネットWAONポイン
トは、お取扱いショップサイトでご確認ください。 在庫数、.
本講義は、1周目で判例には触れずに労働法の基本知識を理解し、2周目で細かい判例の知識
等を身に付ける構成になっています。初学者は内容の簡単な薄い本を読んで全体像を掴んでか
ら、厚い参考書を読むのが良いとよく言いますが、本講義はまさにその考えにも沿っており、労働法の
全体像を理解した上でメリハリをつけて細かい判例等の.
１．労務管理上必要な、労働法の知識や基本的ルールに関する事項. ２．職場で日常的に直面
する発生頻度の高い労務管理上のトラブルと対応策. ３．改正「労働者派遣法」や「障がい者雇
用促進法」、労働時間の上限規制等の労働時間法制、同一労働同一賃金ガイドライン案など
法改正の最新動向にいたるまで、労務管理に必要な法律知識と実務.
Amazonで河野 順一の労働法を学ぶための 「法学」講義。アマゾンならポイント還元本が多数。河
野 順一作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また労働法を学ぶための 「法学」講
義もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
本書は，労働法をはじめて学ぶ人が，そのエッセンスに触れ，さらに進んだ専門分野を学ぶための基
礎を修得することを目的とした入門テキストである．この分野の膨大な内容の中から基本的な事項
をピックアップし，正確な情報を伝えつつ，平易な文章と多くの図表でわかりやすく解説した．また，現
実に起きている，あるいは起こりそうな事例を豊富.
労働法 水町勇一郎 注目。親しみやすい事例を手がかりにして、体系的に整理してゆく。東大の
講義がベースになってできた基本書です。法的思考の起点となる各条文・法理の趣旨と根拠を明
らかにし、結論に至るまでの道筋が明確。 具体例について。ケースブックに載ってる超有名事件をア
レンジしている。コンビニ・アンタッチャブルで働く柴田さん.
配布教材一覧. 配布予定日. オリエンテーション. 2月22日(金). オリエンテーションブック. 基本講義
憲法 第1回. 3月1日(金). 受講ガイド. 基本講義 憲法 第2回. 3月8日(金) ... 一般知識 人文科
学 第17回（文芸1）. 11月17日(日). 選択講義 労働法 第1回. 11月29日(金). Ｖテキスト 労働
法. 選択講義 労働法 第2回. 12月6日(金). Ｖ問題集 労働法.
基本講義 債権各論〈2〉不法行為法 第2版増補版 (ライブラリ法学基本講義〈6-2〉) [全集叢書]
の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り沢山。ご購
入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届け実施中。
どのような雇用システムを取り入れて企業利益を最大化させていくかは基本的には企業（やそこで
働く人々）が決めるわけですが、正規と非正規間の処遇バランスの悪さに法がどのように介入すべき
か、どのような手段がありうるかということを検討しています。 ― ： 先生が労働法を研究しようと思っ
たきっかけは何ですか？ 阿 部： 労働法の講義が.
2017年12月13日 . 労働法特別講座」を開催（12/13）. 法学部主催の労働法特別講座を12月13
日に開催しました。 「間違えない会社選び～知識と準備で変わります～」をテーマに、東京弁護士
会から山内一浩弁護士、上田優弁護士を講師として迎えました。 第1部では、上田弁護士が
「知っておこう！労働法」と題し、労働法の基礎知識についてクイズ.
12 Apr 2017 - 7 min - Uploaded by kubota司法試験・予備試験の受験生向け講座である基本
講義民法のガイダンス動画です。 定評のある基本 .

講義比率. 一般参加費, 37,800円（消費税8%）. 会員参加費. 会員優待参加費. 対象者, 職場
で労務管理を必要とする方、労務管理に困っている方、部下の対応に困っている方. おすすめする
方. ・労働法に関する最近の動きを知りたいと考えている管理・監督者の方 ・仕事上、労働法を
知っておく必要がある部署の方. 関連コース. 人事担当者基本.
労働法とは何か、単なる法解釈の説明ではなく、個別労働紛争の解決に向けての判断や着眼点
に焦点を当てての講義で大変勉強になった。 知識を整理・再確認する上で大変役に立った。最新
の判例や学説の説明も大変有効だった。 基本的な考え方、法の解釈の仕方等、労働法の基礎
を学ぶには最適な講座であった。 労働法の基礎・体系等.
労働法分野. 回. 月日. 科 目. 詳細内容. 講 師（敬称略）. 1 7/25(火). 開講の辞 労働法総論.
労働法の意義・目的と労働法等をめぐる動向と将来展望. ①労基法と労契法の関係 ②労働者
と使用者の定義. ③労働基本権. 法政大学 名誉教授 金子 征史. 2 7/28(金). 労基法・労契法
① 就業規則. ①就業規則の機能と法的性質. ②就業規則作成の手続き.
実際に起こりうる８９の（ｃａｓｅ）をまじえて基礎から解説。労働法がグンと身近に感… Pontaポイント
使えます！ | 基本講義 労働法 ライブラリ法学基本講義 | 土田道夫 | 発売国:日本 | 書籍 |
9784883841516 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろいろ選べ､非常に便利です！
産業医学教育を体系的かつ集中的に講義と実習を行い、産業医として保持すべき基本的知識と
能力を付与することを目的としています。 . 平成20年3月30日に改正された労働安全衛生規則第
14条第2項第1号が規定する「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について
の研修であって厚生労働大臣の指定する者（法人に限る。
第3版では、最新の判例や法改正・新法に対応させるとともに、条文・定義・趣旨等の基本事項を
より丁寧に改め、そして新司法試験の択一式に対応できる内容に全面改訂。 .. 労働法. 弘文堂/
定価:本体3,200円+税 最新版:第3版 最新刷:第1刷 (2013年2月28日). 時代の波といえるので
しょうが、昨今、労働法関連の法改正が多く行われています。
タイトル, 労働法 : 基本講義. 著者, 土田道夫 著. 著者標目, 土田, 道夫, 1957-. シリーズ名, ラ
イブラリ法学基本講義 ; 15. 出版地（国名コード）, JP. 出版地, 東京. 出版社, 新世社. 出版地,
東京. 出版社, サイエンス社. 出版年, 2010. 大きさ、容量等, 307p ; 22cm. 注記, 文献あり 索引
あり. ISBN, 9784883841516. 価格, 2850円. JP番号, 21833657.
ワークルールを整備、確立する（パート法、労働契約法、労働契約承継法等）. ○ 労使関係を作
る（労働組合を作る、組合加入等）. ○ 紛争解決制度を整備する（都道府県労働局、労働審判
制等）. ２．労働法の基本. （１）「労働権」. ○ 労働者の働く権利（労働権）を保障（憲法 27 条 1
項）. ○ 賃金、労働時間等の労働条件の最低基準を法律で別途.
手形・小切手法 基本講義/早川徹」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、
ティッシュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け
通販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円以上で基本配送料無料です。
労働法講座・セミナービデオ、ＤＶＤ「労働基準法の基礎知識」。労働基準法、労災保険法、雇
用保険法、健康保険法、育児・介護休業法、各種セミナービデオの販売。
2017年3月31日 . その他(解説[単]), 変更解約告知, 労働法の争点 土田道夫、山川隆一 146147頁, 2014年03月, 無. その他(判例評釈[単]) . 私の講義をとっていない者でも広く受け入れてい
る。公務員試験、ロー . 高校での模擬講義, 2010/06, 2010/06, 名古屋北高校の生徒を対象に労
働法の基本的な問題を解説した。 学内の委員会に所属.
. 回数的推理・資料解釈 8回文章理解（現代文・古文） 4回文章理解（英文） 1回115回選択
科目基本講義国家総合職対策講義国家総合職過去問演習法律 14回経済 19回【法律】憲
法 1回民法A（総則・物権・債権） 2回民法B（担保物権・家族法） 1回行政法 3回刑法 3回商
法 2回労働法 2回【経済】憲法 1回民法A（総則・物権・債権） 2回ミクロ経済.
2015年10月23日 . 単に法の仕組みの解説にとどまらず、制度の成り立ちの経緯から雇用社会にお
ける役割にまで言及する法学部レベルのテキスト。判例・学説にも言及し、労働法の現在がわか
る。
最近の労働問題、社会保障制度、働き方改革など幅広い内容となっております。 ※詳細は、以

下をご覧ください。 【講座プログラム】. <10月10日(火曜日)>. 18時10分～18時15分. 開講式. 18
時15分～20時15分. 「労働法の基礎知識(1)～労働法の基本的な枠組みと重要な労働条件(1)
～」. 成蹊大学法学部教授原昌登氏. <10月16日(月曜日)>.
西村 健一郎，高木 紘一，安枝 英訷，長渕 満男，林 弘子，今野 順夫／著. 1990年06月発売
Ａ５判 ， 448ページ 定価 3,942円（本体 3,650円） ISBN 4-641-09368-7. 労働法. 在庫なし. 同
一ジャンルへ: 労働法. 印刷用ページ. │ 特定商取引法 │ プライバシーポリシー │ 特定個人情報
取扱基本方針 │ ソーシャルメディア・ポリシー │ サイト.
受講料: 19,440円（税抜き18,000円）. この講座を無料体験. ～法律や判例から従業員管理の基
本を学ぶ～ 労働をめぐる環境が急速に変化する中、人事・労務管理上の業務は多様化・複雑
化しています。従業員に関連した様々な問題・トラブルの対応にあたる労 務管理者にとって、労働
法はまず第一におさえておきたい.
2015年6月20日 . 海商法の国際性 （６） Ⅱ 海商法の意義と特異性…７ １．海商法の形式的意
義 （７） ２．海商法の実質的意義 （８） ３．海商法の特異性 （９） Ⅲ 海商法の国際的統一…９
１．自主規則による統一 （10） ２．条約による統一 （10） Ⅳ 海商法の法源…12 １．商法第３編
「海商」 （12） ２．海事特別法 （12） ３．海事条約 （13） ４．海事慣習法.
2011年1月23日 . 第１章 労働法の意義とシステム １．１ 労働法とは何か １．２ 労働法のシステム
１．３ 労働法を学ぶ意義 １．４ 労働立法の動向 １．５ 労働条件の決定システム １．６ 労働契
約の意義と性格 １．７ 労働法のパートナー １．８ 労働法の基本原則 １．９ 労働基準法の規制
システム第２章 雇用のスタート ２．１ 募集・職業紹介 ２．２ 採用.
法学概論 / 民法1（総則・物権） / 民法2（債権法） / 家族と法 / 福祉と法 / 消費生活と法 / 労働
法 / 情報と法 / 行政法 / 犯罪と法 / 法社会学 / 刑事政策 ※科目により、 ... 合わせて活用してい
き、基本から実務までをしっかりと学べる工夫をしていきます。 . 本講義では、「自由」「平等」「市民
の司法参加制度」「刑罰制度の裏話」について扱っていきます。
2007年12月「労働契約法」が制定され、労働契約についての基本的なルールがわかりやすい形で
明らかにされました。同. 法は2008年3月1日施行されました。 また、少子高齢化、労働力減少社
会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用. 環境を整備す
るため、パートタイム労働法が改正されました。同法.
労使トラブルの予防・解決策を考えるにあたって労働基準法をはじめとした労働法を理解することは
当然ですが、労働関係は契約関係であり私法の一般法である「民法」の理解が必須であり、また
労働基準法は刑罰法規であるため「刑法」の理解無くして使いこなすことは出来ない。そしてその
基本理念である「憲法」も当然理解しなければならない。
実際に起こりうる８９の（ｃａｓｅ）をまじえて基礎から解説。労働法がグンと身近に感じられるテキス
ト。 ฿1,200.00 Online Price; ฿1,080.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price; Availability

Status : Out of stock. The item is subject to availability at publisher/manufacturer. We will email you with an estimated delivery date as soon as.
政治・経済タイプ【26回】. 政治・経済タイプ【2回】. 法律・経済タイプ【6回】. 法律・政治タイプ【5
回】. 政治・経済タイプ【7回】. 法律・政治タイプ. 【70回（講義58回＋演習12回）】. 政治・経済タ
イプ. 【64回（講義53回＋演習11回）】. 憲法. 民法. 行政法. ミクロ経済学. マクロ経済学. 財政
学・経済政策. 数的処理. 文章理解. 成績処理. 労働法. 刑法. 行政学.
民法Ⅲ（債権総論・担保物権） 2 憲法初級Ｂ（基本的人権論） 1. Ｂ. 法哲学Ａ. 2. 民事訴訟
法. 2. 行政法総論Ａ. 2. 刑事訴訟法. 2. 法社会学Ａ. 2. 会社法Ⅰ. 2. 行政法総論Ｂ. 2 . 実践労
働法演習. 2 2年次刑事法双方向講義A 2. 英米法Ⅱ. 2 2年次民事法双方向講義A 2 ２年次
公法双方向講義B 2 人事・労務インターンシップ 2 2年次刑事法双方向.
基本講義 債権各論〈1〉契約法・事務管理・不当利得 (ライブラリ法学基本講義),新世社,
,Whenbuy.jp is an ordering service for Japanese shopping sites using AI prediction, price
tracker, price history charts, price watches, and price drop alerts.
2016年10月27日 . 労働法は、マスコミでしばしば目にするような雇用をめぐる身近な事象（例えば、
内定取消、派遣切り、名ばかり管理職、セクハラ・パワハラ、ワーク・ライ フ・バランス、過労死・過労

自殺、リストラ、春闘など）を対象としている。本講義では、こうした卑近な事象が日本の雇用シス
テムのなかでどのように位置づ けられ、そして法的には.
実務労働法講義 第３版 上巻 （実務法律講義）/岩出 誠（経済・ビジネス） - 労働法制の理論・
実務の架橋に配慮した実践的手引書。 . 第１章 労働契約法による法規整−目的・基本原則・
適用範囲を中心として; 第２章 労働基準法上の基本原則と就業規則等をめぐる諸問題; 第３章
採用・就職（労働関係の成立）に関する問題; 第４章 非典型雇用.
科目別基本講義 労働に関する一般常識」です。 日程は別紙「社会保険労務士講座日程表
浜松校」の「完全合格コース」以降をご覧ください。 教室通学生は11/8(水)or11/11(土)に指定の
教室でご受講ください。 映像通学生は11/2（木）から視聴可能です。 ・上級コース年金強化パック.
「上級科目別演習講義 労働に関する一般常識」です。 日程は.
労働法（労働者と使用者との間の労働をめぐる法律関係を取り扱う法としておきます）の体系につ
いては様々な整理の仕方がありますが、当サイトでは、個別的労働関係法、集団的労働関係法
及び労働市場法（雇用政策法）という３類型に整理しておきます。 この整理・分類は、あくまで整
理の視点に過ぎません（この分類ではうまく収まらない法律や.
就職前の学生（高校・大学・中学）に労働法や労務の基本を学ばせたいというご要望に対応して
います。テキストもご希望の内容に沿って作成し直します。高額な費用はいただきません。専門用
語を極力使わずわかりやすく実施させていただいております。ぜひ、ご希望をお知らせください。
2015年10月7日 . 労働法速修テキスト講義の内容及び速修テキストについていくつかご質問を頂
きましたので、回答をまとめたものを掲載させて頂きます。 １．速修テキストの頁数・冊数・サイズ等
速修テキストは、①約４３０頁で、②１分冊に製本したうえで、配送させて頂きます。 ③サイズにつ
いては、B５とA４から選んで頂けます。 ２．講義前に基本.
実際に起こりうる89の(case)をまじえて基礎から解説。労働法がグンと身近に感じられるテキスト。
労働法総論講義（１）. 三 井 正 信. はしがき. 第１章 雇用社会の法ルール. 第１節 雇用社会と
その法的規制. Ⅰ 雇用社会とワーキングライフと労働法. Ⅱ 社会経済の変化と労働法. Ⅲ 労働法
の基本的な内容. 第２節 労働法の基本理念と憲法上の基礎. Ⅰ 労働法の基本理念. Ⅱ 労働法
の憲法的基礎（以上本号）. 第２章 雇用社会の登場人物たち.

