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概要
日本の法制史の研究に役立つ貴重な資料の復刻。別巻６８１は、塩入太輔著「警察監獄學精
義」を収録する。〔明法堂 明治２４年刊
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日本立法資料全集 別巻６８１ 警察監獄學精義/塩入 太輔/宮城 浩藏/宇川 盛三郎（法学・法
律） - 日本の法制史の研究に役立つ貴重な資料の復刻。別巻６８１は、塩入太輔著「警察監獄
學精義」を収録する。〔明法堂 明治２４年刊の復刻版〕【「TRC MAR.紙の本の購入はhontoで。
我が国の主要法律の制定資料集である. 日本立法資料全集(本巻)を補充する ... 306 國家學

講義 完. 高木 豊三. 9784797248562 2004. 30,000 60,000. 120 03憲法. -. 383. 大日本帝國憲
法講義〔明治22年〕附議. 員法及衆議院議員選挙法. 關 直彦. 9784797249491 2006 .. 681 警
察監獄學精義 全. 塩入 太輔、宮城 浩蔵、宇川. 盛三郎.

Leary: Yeah. He pissed me off. But, look, the week before I met you I nailed two crooked real
estate agents and a guy who was beating his kids to death. So, if some Houdini wants to snatch
a couple swirls of paint that are really only important to some very silly rich people, I don't
really give a damn. Russo can have Brosnan,.
【中古】多数当事者訴訟・会社訴訟: 民事手続法論集 第2巻.
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2011.06 明治中期の警察法制・警察学、監獄法制・監獄学の議論状況を.
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