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概要
国際化する現代社会にて発生する「家族と法」をめぐる諸問題について、簡単な設問を用いなが
ら、わかりやすく解説。日常生活で実

多様化する家族と法的課題○企画趣旨棚 村 政 行○報告(1) 事実婚の多様性と法的保護の根
拠二 宮 周 平○報告(2) 同性パートナーシップの法的課題と立法モデル渡 邉 泰 彦○報告(3) 性
同一性障害／性別違和をかかえる人々と家族生活・家族形成谷 口 洋 幸○報告(4) ステップファ
ミリーをめぐる法的課題と展望早 野 俊 明○報告(5) 国際結婚.
この講義は、初学者にも法律学が身近に感じられるよう工夫しながら、家族に関する基本的な法
律の知識、高齢社会における制度と法律の知識及び法律の背後にある法の精神（Legal Mind）
を学ぶことを目標としている。家族に関する基本的な法律の知識、家族に関わる紛争解決のため

に必要な法律の知識を身につけること、法の精神に考えを.
2015年10月30日 . 国際家族法. 奥田 安弘 著. 政治・社会 > 政治・法律・経済 > 法律 · この
本に関するお問い合わせ、感想. 内容説明; 目次. 国際家族法と隣接法分野を網羅した新しいス
タイルの体系書。国籍法・戸籍法・入管法も詳しく解説する。著者が長年の研究成果を踏まえ、
理論と実務の両方の視点から、新境地を開拓する。 はしがき 略語表
現代社会のポレーミッシュな法律を「生活世界の法」と「公共圏の法」に分けて解説し、各節末に、
「ワークショップ」として「Cases and Articles」,「Readings」,「Research」などを設け、読者が積極的に
考察作業するために資する。 －主要目次－. 第１部 生活世界と法. Ⅰ 法における「人」 Ⅱ 人の生
と法 Ⅲ 人の死と法 Ⅳ 家族と法ⅰ －結婚と離婚－
2017年10月28日 . 弁護士の男性カップルを追ったドキュメンタリー『Of Love & Law』、主演2人
が“家族”を語る. 「Of Love & Law」. eiga.com. 大阪で暮らす弁護士の男性カップルの生活を追っ
た日英合作ドキュメンタリー映画「Of Love & Law」が10月28日、第30回東京国際映画祭の日本
映画スプラッシュ部門で世界初上映され、主演の南和行氏、.
家族法は, その時々 の典型的な在るべき家族像を追求しながら, 家族に対する規. 制を加えてい
る。 たとえば明治 . 社会の高齢化 少子化, 非婚化, 国際化, 高度情報化, 産業構造の変化, 性
風俗. の自由化, 女性の労働市場進出 . りの人権が守られるこ とを家族法の主要な目的とみる
立場二個人本位の家族法, 家. 族観と) 家族という 団体や集団.
流通経済大学公式サイト「学部・大学院 法学部・ビジネス法学科」のページです。 . さらに就職す
るなら労働法、結婚するなら家族法と、人生には法律が密接に関わってくるのです。中でも本学科
では、 . 2RKUにしかない魅力的な物流科目: 「物流関係法」や「国際ビジネス法」など、総合物
流会社を母体とするRKU ならではのユニークな科目を用意。
Amazonで佐藤 文彦, 青木 清, 佐野 寛の国際〈家族と法〉。アマゾンならポイント還元本が多数。
佐藤 文彦, 青木 清, 佐野 寛作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可能。また国際〈家
族と法〉もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
国際法の側面、立法の基礎理論の提供、かつ「世界道徳」を内在させる自然法に関し、啓蒙期
自然法論とボワソナードの法思想が異なるという通説を近世自然法論における二重売りの問題を
通して検証する。(2016.9) .. いのちをめぐる、歴史の中の、医療技術・いのちの尊厳、家族崩壊の
中での、それぞれの「生と死の法文化」を追究する。 (2010.6).
研究分野を表すキーワード, 民法、家族法、親族法、相続法 . 同性カップルによる婚姻から家族
形成へ」法律時報88巻5号 『親権法の比較研究』日本評論社（共著） . 家族関係にかかわる最
新判例研究」国際人権法学会第28回研究大会 「同性婚」比較法学会第75回総会 ミニシンポ
ジウム 「多様化する家族と法的課題」家族(社会と法)学会 第27回.
注釈国際私法 第1巻』（分担執筆）有斐閣、460-478頁、2011年12月; 『注釈国際私法 第2巻』
（分担執筆）有斐閣、65-105頁、294-308頁、2011年12月; 『国際＜家族と法＞』（ . があった場
合、待婚期間はどうなるか」、「渉外的養子縁組の実質的成立要件は、どこの国の法律によるか」
（単著）『問答式 国際家族法の実務』新日本法規、2012年2月.
種村佑介『国際不法行為法の研究』（成文堂、2017年） ・種村佑介「不法行為・事務管理・不
当利得」木棚照一編著『国際私法』（成文堂、2016年）276-308頁・種村佑介「非嫡出子」青木
清＝佐野寛編著『国際＜家族と法＞』（八千代出版、2012年）96-101頁 【論文】（最近5年程
度のもの） ・種村佑介「国際法違反の不法行為と国際私法」国際法外交.
イギリス2002年養子及び児童法の概観」 『21世紀の家族と法』（法学書院）2007年3月「養子制
度の課題と展望」－未成年養子を中心に－ 『法律時報』 2010年4月号. 所属学会, 日本私法
学会、比較家族史学会、日米法学会、国際家族法学会、国際法社会学会、英国日本研究協
会. 経 歴, ・日本大学法学部法律学科卒業・日本大学大学院法学.
は本法に定める原則に反しない限り尊重し、発揮される。 第 7 条：外国要素のある婚姻家族の
関係への婚姻家族法の準用. 1. ベトナム社会主義共和国の婚姻家族法は、本法は別途の規
定. がない限り、外国要素のある婚姻家族に準用する。 2. ベトナム社会主義共和国が締結又は
加盟する国際条約は本. 法と異なる規定を定める場合は国際条約.

国際〈家族と法〉/青木清/佐野寛/佐藤文彦」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。
国際〈家族と法〉 - 青木清／編著 佐野寛／編著 佐藤文彦／〔ほか執筆〕 - 本の購入はオンラ
イン書店e-honでどうぞ。書店受取なら、完全送料無料で、カード番号の入力も不要！お手軽な
うえに、個別梱包で届くので安心です。宅配もお選びいただけます。
大学院国際社会科学研究院 国際社会科学部門: 教授: 常岡 史子 （ツネオカ フミコ）:
TSUNEOKA Fumiko: 女性; 併任・教育担当. 大学院国際 . 研究テーマの中心は、一貫して婚
姻・離婚、親子、相続における家族の財産関係である。 . 日本家族〈社会と法〉学会家族法改
正研究会〈婚姻法グループ〉における民法典親族編条文の改正に関する研究.
2015年12月21日 . 司法の役割を放棄 ◇大胆な改正が必要 棚村政行・早稲田大教授（家族
法）の話 民法改正は国会に委ねるという姿勢を強く打ち出した判決だ。これでは何のために大法
廷… （2015年12月17日 03:51）. 夫婦別姓、きょう憲法判断 姓は違っても、心ひとつ 「法改正で
暮らしやすく」. 夫婦別姓を認めず、女性だけに離婚後６カ月間の.
国際人権法は、第2 次世界大戦後にすべての人に人権が保障されることを目的として国際社会の
中でつくられた法体系です。 . どの国や地域に所属するかに係らず、すべての人に人権が保障され
る社会をつくるにあたって、国際人権法は、どのような役割を果たすことができるのかに関心がありま
す。 . 現代社会と法. 家族と法. 国際法. 法律学.
和書、電子書籍、電子洋書、洋書、洋古書、雑誌、海外マガジン、DVD、CDを1000万件のデー
タベースから商品を探し購入できます。 1500円以上の購入で送料無料！
法律書・実務書・書式のことなら民事法研究会におまかせ下さい。
2016年2月18日 . 放送大学叢書ということで、放送大学のテキストだったわけだが、はしがきを読む
と留学生のための日本法入門的な授業のテキストでもあったようだ。 分かりやすい語り口で読ませる
良い本だが、最後に面白いモーパッサンの作品が出てきた。 これ、読者の興味の惹きつけ役に、最
初に持ってきて欲しかった気もする。 フランス流に、.
論 文 家族形成と法. 日本労働研究雑誌. 53. 目 次. Ⅰ はじめに─社会法と家族形成. Ⅱ 高度経
済成長期. Ⅲ 雇用平等という価値. Ⅳ 仕事と家族生活の調和・両立. Ⅴ ワーク・ . 社会法（労働
法・社会保障法）は家族形成のあり方を直接に規律する法ではないが，両者. の間には ... 1975
年の国際婦人年，1979 年の女子差別撤廃条. 約の採択.
そして、性的差別を含む社会制度慣行を見直す、政策や方針の立案及び決定に男女が共同し
て参画できるようにする、男女が相互の協力と社会の支援の下に子の養育、家族の介護その他の
家庭生活における活動を果たし、かつ当該活動以外の活動を行えるようにするなどを、国際的協
調の下に追求しなくてはならないとしている。さらに、2000年に.
城西大学の現代政策学部のページです。学部概要、社会経済システム学科、健康・スポーツ課
程、グローバル教育、就職・キャリア、女子学生支援などについてご案内します。
国際的な航空運送や海上運送などについては条約による法の統一が図られているものの、そのよう
な分野はごく例外的であるうえ、締約国数は限られ、また、締約国の間でも裁判制度は統一され
ていないため、時の経過とともに解釈適用が異なってしまうことが避けられない。また、家族法の分野
では、民族の伝統や宗教の影響等があるため、法の.
弁護士（大分県弁護士会）。１９８９年京都大学農学部入学、翌年法学部に転入学。９５年司
法試験合格。京都大学博士（法学）。関心領域は、家族法や子どもの権利、そして「科学と法」。
０９年度から始まった科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センターの「不確実な科学的
状況での法的意思決定」プロジェクト代表を務めた。日弁連家事法制.
2014年11月に、イスタンブールで開催された国際会議Family Conference III: International
Family Policiesに日本から２名の教授が参加され、nittoKAIはアレンジとアテンドを行いました。 ご
参加された平尾先生の感想文を掲載いたします。 「トルコ再訪記 第三回国際家族政策会議に
参加して」 平尾桂子 （上智大学） 国連が定めた1994年の「国際.

送料無料有/[書籍]国際〈家族と法〉/青木清/編著 佐野寛/編著 佐藤文彦/〔ほか執
筆〕/NEOBK-1242090のお買いものならKDDI/KDDIコマースフォワードが運営するネットショッピン
グ・通販サイト「Wowma!」。毎日がワウ！になる通販サイトWowma!（ワウマ）。人気のアイテムが
大集合！2000万品以上の豊富な品ぞろえ♪送料無料商品やセール.
民法（家族法）特殊研究」. 石前 禎幸, 【博士前期課程】 ≪研究コース≫ 「法思想史研究」 ≪
専修コース≫ 「西ヨーロッパ法文化史特定研究Ⅰ 法哲学・法思想史」. 泉田 栄一 . 【博士前期
課程・博士後期課程】 ≪共通≫ 「特定課題研究Ａ」. 大沼 保昭 （特任教授）, 博士（法学）,
【博士前期課程】 ≪研究コース≫ 「国際法研究」 【博士後期課程】 「国際法.
ジェンダー理論の達成をふま ジェンダーの法史学 え、歴史的資料を縦横に駆使し、法と歴史学・
社会学の学際的架橋をめざす。意欲的、刺激的な試 み。第1部「ジェンダー秩序と法秩序」で方
法論的・歴史的枠組を示し、第2部「近代的ジェンダー・バイアスの生成」でヨーロッパ近代秩序とし
ての「公私二 元構成」の問題点に、姦淫罪、嬰児殺、読書.
比較法学会 http://www.asas.or.jp/jscl/. 【比較家族史学会 研究大会】. 2003年ミニシンポジウム
「家族の再定義と法の役割」 2004年全体シンポジウム「生命倫理と法」ドイツ・スイス・オーストラリ
ア 2005年ミニシンポジウム「面接交渉権－その権利性と家族性」 2013年全体シンポジウム「ドイツ
の親権法」. 比較家族史学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/.
ー948年に世界人権宣言が国三里認窓会によ り採択されて以降、 家族は国際法において認識
さ. れて きた。 同宣ご~言~によれば、 「家庭は、 社会の自然かつ基礎的な集団単位であって」
(第ー6. 条3)、 「成年の男女は、 人種、 国籍または宗教によるいかなる制限をも受けることなく、.
婚姻し、 かつ家庭をつく る権利を有する」 (第ー6条ー)。 家族は.
一般注記, 索引: p570-596. 著者標目, 奥田, 安弘(1953-) <オクダ, ヤスヒロ>. 件 名, BSH:国際
私法. BSH:家族法. 分 類, NDC8:329.846. NDC9:329.846. 書誌ID, 4000225002. ISBN,

9784750342610.
赤十字国際委員会（ICRC）の役割. ICRCは、武力紛争や暴力を伴う状況下での離散家族の支
援活. 動を調整・実施しています。ICRCは、離ればなれになったり、. 行方不明となった身内がいる
家族に対し国際法上の義務を果. たすよう政府当局に促します。また、離散を防ぐ最良の方策. に
ついて助言します。 ICRCはジュネーブ諸条約の規定に則っ.
国・際家族法学 の展望 ,. 大 村 芳 昭. はじめに 四 国際家族法の現状. 一 演驛的体系と帰納
的体系 五 国際家族法学の展望. 】一 国際取引法の場合 六 国際家族法講義の構想. 一一
一 国際取引法の扱う領域 ) 結 語. は じ め に. 筆者は、 大学では国際取引法と国際私法の講
義を担当しているが” 個人的に専攻分野は何かと尋ねられれば、. 「国際.
開講科目：法律学科. 入門科目 | 基礎法系 | 公法系 | 刑事法系 | 民事法系 | 企業法系 | 社
会法系 | 国際法系 | 政治学系 | 外国法系 | 学際科目 . 日本の政治 〈政治学入門〉, 国際社
会のなかの現代日本の政治・外交, 多胡 圭一 .. 家族と法〈親族法〉, 婚姻，離婚，親子，扶養
など家族に関する法の仕組みは，どのようになっているか。遺産を承継する.
アジア国際法学会日本協会, 年一回 春, 2017/6/25, 早稲田大学 早稲田キャンパス（予定）A112
教室. アジア法学会, 年二回 . 国際私法学会, 年一回, 2018/6/16-17, 東京大学本郷キャンパス
伊藤国際学術研究センター, 国際私法年報 . 日本家族〈社会と法〉学会, 年一回 秋,
2017/11/4, 神戸大学六甲台キャンパス, 家族（社会と法）. 日本カナダ.
[本･情報誌]『国際〈家族と法〉』青木清のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあらすじ（ネタバレ
含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも購入もできま
す。出版社：八千代出版.
1 2012年6月11日、12日の両日、ミネソタ州. ミネアポリスにて行われた、国際家族法弁護士. アカ
デミー（IAML）が主催する国際的な子の奪. 取の民事面に関する条約、いわゆるハーグ条約. に
関するシンポジウムに参加してきました。 このシンポジウムは、IAMLのアメリカ支部. 長 Berg 弁護
士の、ハーグ条約締結を目前にし. た、日本の裁判実務の.
【国際家族法研究会シリーズ19】. はじめに. 2013年 9 月 8 日，立命館大学にて，シンポジウム
「白仏両国における婚. 姻・パートナーシップ法制・内縁の 3 元構造の展開とその背景∼人は婚.

姻・パートナーシップに何を望むのか？ 多様性の可能性を探る」（主. 催 : 科研費基盤 B 「多元多
層化する家族と法の全体構造に関する実証的比較法研究.
日本の法。緒方桂子氏。豊島明子氏。長谷河亜希子氏。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。 . Key Word８ 近年の家族法をめぐる最高裁の
判断 . Key Word６ 入管法(4) 退去強制と国際人権基準
2012年9月1日 . 一般に「法」と聞くと社会などのパブリックな場面での適用を連想しがちですが、プラ
イベートな分野である家族を巡る場面でも「法」は様々な形で私たちの生活に影響を与えていま
す。本講座では、離婚に伴う財産分与・慰謝料・扶養料支払いに関する民法、税法、国際家族
法上の諸問題について、現行法上の取り扱いについての.
国際〈家族と法〉：本・コミックならセブンネットショッピング 。 7net、西武・そごう、イトーヨーカドー、アカ
チャンホンポ、LOFTが集結した「オムニ7」。nanacoポイントが貯まりセブン-イレブンでの店舗受取・
返品が可能、セブン＆アイの安心安全なネットショッピングです。
EX606 · 演習, 幡野 弘樹, 家族と法――他国との比較と学際的視点も交えつつ, 通年, 2・3・4.
EX607 · 演習, 角 紀代恵, 主体的な選択, 通年, 2・3・4. EX608 · 演習, 山口 敬介 . EX629 ·
演習, 岩月 直樹, 国際法模擬裁判：国際裁判による国際紛争処理, 通年, 2・3・4. EX630 · 演
習, 東條 吉純, グローバル経済活動を巡る法的諸問題―国家の役割・.
2017.12.13更新 12月の研究会（2017/12/23）のご案内：水野紀子会員「家族の自由と家族への
国家介入」. 第319回の研究会を開催致しますので、ご案内申し上げます。 記（１） テ ー マ 及・・・
（続きを読む）. 2017.11.13更新 11月の研究会（2017/11/26）のご案内：新・アジア家族法三国会
議「同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題」.
注記, 執筆: 佐藤文彦ほか. 注記, 索引あり. ISBN, 9784842915722. 価格, 2200円. JP番号,
22100826. トーハンMARC番号, 32750624. 出版年月日等, 2012.4. 件名（キーワード）, 国際私
法--日本. Ajax-loader 関連キーワードを取得中.. NDLC, AZ-911. NDC（9版）, 329.846 : 国際
法. 対象利用者, 一般. 資料の種別, 図書. 言語（ISO639-2形式.
大学紹介をはじめ、入試情報や学部・大学院・専門大学院の紹介、国際連携・留学、研究、
キャリアサポート、社会貢 献活動、学生支援情報など、中央大学に関する情報や各活動情報を
ご覧頂けます。 . 4月28日, 子供の権利―国連子どもの権利条約と家族法―, 大谷 美紀子, 大
谷＆パートナーズ法律事務所・弁護士 国連 児童の権利委員会 委員.
神奈川県弁護士会弁護士登録. 国際督教大学非常勤講師 早稲田大学非常勤講師 聖心女
子大学非常勤講師 慶應義塾大学寄付口座講師 関東学院大学大学院法学研究科非常勤
講師 お茶の水女子大学非常勤講師. 学会および社会における 活動等の履歴, 国際家族法学
会会員 日本法社会学会会員 比較家族史学会会員 家族＜社会と法＞学会.
遺留分減殺請求（論文）, 論究ジュリスト, 2014. 『新基本コンメンタール 人事訴訟法・家事事件
手続法』（編著）, 日本評論社, 2015. 高齢社会における老後設計と任意後見契約の活用可能
性（論文）, 家族法研究, 2015. 死後の事務に関する委任契約と遺産管理行為（論文）, 実践成
年後見, 2015. フランスにおける遺留分（論文）, 『相続法の立法的.
現代家族と家族法. 家族政策に関連して. 利 谷 信 義. I はじめに. 皆さん おはようございます 最
終講義の機会を与えてくださった東京. 経済大学に 心からお礼を申し上げます また福岡教授に過
分のご紹介 . きな柱である家族法について講義をし きょうその締めくくりができるこ ... の転換を生み
出したのです ))))年が国際女性年とされたことも 大変意.
法律時報－学会回顧（民法，フランス法，医事法，西洋法制史，国際私法，法社会学等）〔全
＝1巻（1930年）～3巻（1932年），23巻（1951年）～73巻（2001年）〕 ○外国の立法－外国法令
関係文献目録〔全＝創刊号（1962年）～30巻6号（1991年）〕 ○唄孝一『家族法参考文献目
録』（1953年） ○西村捨也編註『明治時代法律書解題』（1968年）
日本家族学会学術大会・シンポジウムの報告・討論を収録。 日本家族学会学術大会・シンポジ
ウムの報告・討論を収録。 日本家族＜社会と法＞学会による、学術大会・シンポジウムの報告・
討論を収録。多様化する家族問題に対して、多角的見地から的確な政策を立てるには如何にす

べきか、研究者・実務者との学際的協力、国際的な討議等をし.
トピック社会保障法 2017第11版』 本沢巳代子＝新田秀樹編著 "Dear international students:
major social security program to know!" 信山社 2017/02/10; 『パスポート学』 陳天璽＝大西広
之＝小森宏美＝佐々木てる編著 「5.4 難民」 北海道大学出版会 2016/10/25; 『よくわかる家族
法』 本澤巳代子＝大杉麻美＝高橋大輔＝付月 「第VII章国際.
2017年3月16日 . 第１回：夫婦の氏と個人の尊重――最高裁大法廷判決に寄せて掲載号：
2016年（平成28年）4月30日号〔第2000号〕 内容： 連載を始めるに当たって１ ある光景２ 氏の変
更を強制されない権利３ 大法廷判決は問いに答えたのか４ 民法が想定する家族とは５ 家族法に
おける個人の尊重６ 法改正へ向けて. 第２回：「子どもが.
婦人の家庭内における地位 有地 亨 婦人労働者の法的・社会的地位 島田 信義 国際婦人年
世界会議の一般報告及び若干の問題点 松嶋由起子 ［特別講演］ 戦後日本家族法の民主化
西村 信雄. 1976（昭和51）年度春季5月15日 神戸大学, ［研究報告］戒能法社会学と中川法
社会学の検討 戒能法学とは何か～～戒能法学の展開にそくして 畑 穰
2013年3月20日 . 内容紹介. ◇目次◇ 第６版はしがき. Chapter 1 法とは何か

――――――――――――――――――――――――――――――――――1. Essence
……………………………………… …………………………………………1 1．法の意
義……………………………………………………………………………2 2．法の基礎…
国際化する現代社会において発生する＜家族と法＞をめぐる諸問題について、簡単な設問を用い
ながら、できるだけ平易に解説を加える。本書が扱う問題の中心は、国際的な家族関係に適用さ
れる法律の決定についての「国際私法」であるが、日常生活で実際に問題となる、戸籍や国籍、
在留資格および外国人の登録制度などの問題についても.
2017年11月4日 . 専門分野. 国際私法. ○キーワード. 国際私法、国際取引法、国際仲裁. ○主
な研究テーマ. 1. 国際仲裁における国際私法上の諸問題. ○共同研究・研究相談が可能な内
容. 1. 国際私法（国際財産法、国際家族法） 国際取引法 国際仲裁. □ 学歴. 1. 2000/04～
2003/03, 立命館大学大学院 法学研究科博士後期課程単位取得満期.
このような国際結婚のような事例については、この科目の範囲外であり、高校レベルを大きく超える
ため、本科目では、国際結婚などの説明は以降、省略する。 ※ つまり、本ページで説明される
「家族」とは、特にことわりがきのないかぎり、「婚姻」といえば日本国民どうしの夫婦の婚姻とするし、
また「養子」も、養子縁組の前から養子も養親も既に日本.
国際〈家族と法〉 - 青木清 - 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。
家族と向きあう不登校臨床』中西康介／誠. 信書房. 国 際 法. 『逐条解説国際家族法』木棚
照一／日本加除. 出版. 『国際取引法講義』久保田隆／中央経済社. 『ケースで学ぶ国際企業
法務のエッセンス』森. 下哲朗／有斐閣. 『変容するテロリズムと法』大沢秀介／弘文堂. 『家族と
国籍』奥田安弘／明石書店. 『技能実習法の実務』山脇康嗣／日本.
日本家族〈社会と法〉学会事務局. E-Mail kazokushakai@gmail.com.
***************************. □ 入退会、住所等登録情報の変更、会費納入状況 につき
ましては、下記までご連絡下さい。 〒160-0008 新宿区三栄町23-3-214 学会事務ﾊﾞｯｸｵﾌｨｽ.
TEL 050-3368-0405. FAX 03-6673-4263. E-Mail kitada@g-backoffice.jp · 事務局blog.
家族と法」. 日常生活のなかで意識することはほとんどないかもしれませんが、私たちの生活には、
法があふれています。たとえば、もっとも身近な生活共同体、つまり、家族の関係も、法によって規律
されています。夫婦や親子の関係、人が死亡したときの財産の承継など、これら家族に関する基本
的な規律は民法のなかにあります。 たとえばみなさん.
2011年7月25日 . 司会）棚 村 政 行・佐 藤 啓 子 若手セッションドイツ法における子どもの交流権
の強制執行高 橋 大 輔 学会記事学会役員名簿① 第27回学術大会記事② 第28回総会議
事録③ 第28回学術大会予告④ 日本家族〈社会と法〉学会規約 雑 報① 学界の動き② 国際
家族法学会（ISFL）の動き──南 方 暁 欧文レジュメ 編集後記（編集.
国際〈家族と法〉 [単行本]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。
2017年3月30日 . 家族と法』 斎藤 哲（獨協大学法科大学院教授） 著 【目 次】 はしがき法令名
略語参考文献 第1章 家族法の話第1 明治憲法と旧民法 1 明治憲法下の民法 2 旧民法の公
布施行第2 旧民（家族）法の特徴第3 新憲法と新しい家族法（民法親族相続編） 第4 明治憲
法下の家族観が問われた裁判 1 尊属殺人事件違憲判決 2 婚外子.
著者標目, 石黒, 一憲(1950-) 著 <イシグロ, カズノリ>. 件 名, NDLSH:国際私法. 分 類,
NDC8:329.846. NDLC:A911 NDC7:329.83. 本文言語, 日本語. 書誌ID, BD00273628. NCID,
BN00436486 WCLINK. 巻冊次, ISBN:464102233X ; PRICE:1300円.
私法関係、とりわけ家族の問題に焦点をあ. てて研究を 行行っている。著書として、『韓. 国家族
法』（2016年年、信 山社）、『国際. 〈家族と法〉』〔共編著〕（2012年年、 八千. 代出版）、『韓
国家族法 入 門』〔共著〕. （1986年年、有斐閣）。 岡 克彦. 福岡 女女 子 大学国際 文
理理学部教授. 専 門は、憲法、韓国法。韓国を中 心に東ア.
本/雑誌. 国際〈家族と法〉. 青木清 佐野寛 佐藤文彦. 2376円. ポイント, 1% (23p). 発売日,
2012/04/28 発売. 出荷目安, メーカー在庫あり:1-3日 ※出荷目安について. レビューを書く. ゆう
メール 送料無料; あと5000円以上で200円分のボーナスポイント. カートに入れる. ブックマークする.
メール登録. 仕様. 商品番号, NEOBK-1242090. JAN/ISBN.
1992年4月25日 . 黒川 徳太郎 ◇新たな安全保障体制と日本……筒井 若水 ◇人権保障の将
来……芹田 健太郎 ◇領域――領土・海洋・宇宙……太寿堂 鼎 ◇国際環境法――国際経
済法からの視点……村瀬 信也 ◇国際私法立法の課題と展望……道垣内 正人 ◇国際家族
法の将来……澤木 敬郎 ◇外国人から見た日本法（座談会）…
具体的な事例を掲載し、詳細解説! ○婚姻・離婚・相続・遺言・訴訟のほか、家事審判・調停、
戸籍、国籍、在日外国人の法的地位にいたるまで、国際家族法に係る幅広い分野を詳しく解説
した実務書です。 ○具体的な質問に対して、法令・例規・判例・学説を交えて詳しく解説していま
すので、実務にすぐ役立つ内容です。また、各設問の末尾には、.
2009年～ 「世界会議『家族法と子どもの人権』」企画委員会、国際顧問（WORLD

CONGRESS ON FAMILY LAW AND CHILDREN'S RIGHTS, PROGRAM COMMITTEE
INTERNATIONAL CONSULTRANTS）; 1997年～ FAMILY COURT REVIEW（旧 Family
and Conciliation Courts Review）(Hofstra University School of Law, New.
2018年1月6日 . 判例解説：元配偶者と不倫相手に対する共同不法行為に基づく慰謝料請求.
2014年4月. 判例解説：嫡出子の氏. 2012年6月. 判例研究：Aquiring Japanese Nationality
through Recognition. 2012年4月. 離婚準拠法の決定といわゆる日本人条項について. 佐藤文
彦. 名城法学 60(別冊) p.451 2010年11月. 資料：2006年度.
国際〈家族と法〉/青木清のセル本は【TSUTAYA 店舗情報】です。
1999-2000 年 パリ第２大学（文部省在外研究員） 2011-2012年 成均館大学、ソウル国立大学、
コロンビア・ロースクール、パリ第２大学、ヘルシンキ大学（客員教授） 教育活動お茶の水女子大学
非常勤講師（家族法） 学会活動日仏法学会理事アンリ・カピタン協会幹事国際比較法アカデ
ミー準会員日本私法学会国際交流委員会事務局長「法と教育」.
【国際私法とは？】世界の各国は、それぞれの立法権に基づき独自の内容を有する法を持っていま
す。ここにあげた名字の問題も家族法上の問題の一つとして、各国は、それぞれ独自の考えに基づ
き氏名に関する法律を定めています。その結果が、日本法上の夫婦同氏であり、韓国法上の夫婦
別姓なのです。そして、人々の生活が一国内だけで完結.
法学部科目は概ね基礎法・公法・国際法・民事法・企業法経済法・刑事法・法言語論・グロー
バル・ネットワーク論という「部門」に整理されています。 . 各論）・（家族）、民事訴訟法、国際私法;
企業法経済法部門: 商法総則商行為・手形法小切手、会社法、経済法、労働法; 刑事法部
門: 刑法（総論）・（各論）、刑事訴訟法、犯罪学、刑事政策; 法言語論.
内容説明. 今日、家族の日常的な営みの中の“生命の誕生・死”に医療は深くかかわり生命倫
理・法学的に様々な問題が生じている。 本書は家族と医療の両面から現状を分析し問題を提起

しつつ「いやし」としての両者のあり方を模索する画期的な書。
国際人権１７号９３－９８頁(２００６年). 「家族法とジェンダー」 水野紀子編『家族－ジェンダーと
自由と法』東北大学出版会６９－９５頁（２００６年）. 「内縁準婚理論と事実婚の保護」 広中俊
雄先生傘寿記念・林信夫・佐藤岩夫編『法の生成と民法の体系』創文社６１１ー６３９頁(２００
６年). 「親族法・相続法の特殊性について」 平井宜雄先生古稀記念『民法.
日本家族＜社会と法＞学会の公式サイトです。 . 日本家族＜社会と法＞学会は、創設以来、
全日シンポジウムを中心に大会を開いておりましたが、 ・・・（続きを読む） . 2018.01.13更新2018年
1月27日（土）13時～17時、北海道大学法学部センター会議室315室、公開研究会「家事司法
政策の国際比較ー子の福祉の観点から」; 2018.01.08.
法律主専攻〈司法・法律専門職〉憲法、民法、現代家族と法、応用民事訴訟法、民事執行・
保全法、国際法、知的財産権法、法哲学、法史学、ローマ法の歴史など〈企業・渉外法務〉民
法、商法、独占禁止法、会社法、資本市場法、国際取引法特論、ジェンダーと法、Intellectual
Property Law、消費者法、租税法総論、基礎会計学、法思想史など〈.
国際家族法 ― 林 貴美. ＜出題意図＞. 国際私法は，渉外的法律関係をいくつかの単位法律
関係に分け，それぞれにつき設定された連結点を介して準拠法を決定し，そのようにして特定された
準拠法を適用することにより問題を解決する手法をとる。純国内的事案であれば，単位法律関係
の境界画定を気にすることなく，一つの法律問題として解決.
国際〈家族と法〉. 欲しいものリストに入れる. 本体価格 2,200円. 税込価格 2,376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、商品詳細、ご購入、配送.
報告タイトル：国際家族法における「子の最善の利益」～ハーグ子奪取条約と子どもの権利条約
の相克～ The. The “Best Interests of the Child” Principle in International Family Law～
Conflict between the Hague. Abduction Convention and the Child Rights Convention～. 発表
者：波多野綾子（東京大学） Ayako Hatano (The University.
2010年12月30日 . 52 国際私法年報第 13号（2011). EU国際家族法の動向. 一一離婚，カップ
ルの財産関係及び相続に関する EU規則を中心に. 林 貴 美. 同志社大学法学部教授. I はじめ
に. I 離婚及び法定別居に関する規則 m 夫婦財産制及び登録パートナーシップの財産関係に関
する規則提案 w 相続に関する規則提案. V 検討. I はじめに.
家族と法. 法社会学. 日本法制史. ローマ法. 憲法第一部. 憲法第二部. 国際法第一部. 政治
原論. 政治史. 政治思想史. 行政学. 法理学. 西洋法制史. 東洋法史. 英米法概論. ドイツ法.
フランス法. 行政法第一部. 行政法第二部. 租税法. 国際法第二部. 国際機構法. 民法第三
部. 民法第四部. 商法第一部. 商法第二部. 経済法. 知的財産法. 民事訴訟法.
国際法自体が変容しつつあることに注意を払いながら、国内法と国際法との. 交錯の諸相を豊富
に明らかにすること。 国内法 . グローバル化における国際法の状況、意義、あり方について考える上
で、. 以下の諸点が重要である。 最高・独立の存在 ... や家族制度にかかわる規制についてはそう
である。 逆にいえば、殺人罪の処罰など、人の生命の.
2017年6月30日 . 主な内容. 法の適用に関する通則法の「親族・相続」に関する規定を逐条的に
解説「国際私法の基本的な解釈」と「抑えておくべき重要判例」を示した基本書. 関連商品. 取り
寄せ商品 · 新訂第七版 法律家のための税法 会社法編: 定価4,860円（4,500円＋税）. 買い物
かごへ. 取り寄せ商品. 取り寄せ商品 · 第七版 書式 意思表示の.
国際〈家族と法〉/青木 清/佐野 寛/佐藤 文彦（法学・法律） - 国際化する現代社会にて発生す
る「家族と法」をめぐる諸問題について、簡単な設問を用いながら、わかりやすく解説。日常生活で
実際に問題となる、戸籍.紙の本の購入はhontoで。
2017年1月10日 . 今回は、夫が死亡後、夫の家族と法的に縁を切る方法について見ていきます。
本連載は、行政書士の廣末志野氏、特定社会保険労務士の田口乙代氏、税理士の佐伯茂
樹氏の共著、『さあ大変！どうする？身内が亡くなったあとの始末』（北辰堂出版）の中から一部を
抜粋し、身内の死亡時に何をすればいいのか、具体的な対応策.

7月6日～8日の3日間にわたり、ロンドンで開催された国際家族法会議"Culture,Dispute
Resolution and the Modernised Family"に、当会から8名が出席しました。また、同会議の日程に
合わせ、有志によって、家族問題を専門に扱う現地法律事務所や家庭裁判所の訪問等が企画さ
れ、希望者が参加しました。 ここではまず会議について報告させ.
目次, 序章 家族法システムの研究／利谷信義 １ 家族法システム研究の意義 ２ 家族法システ
ムの構造への接近 １ 家族法システムの方向性を示す法 ２ 家族のあり方を示す .. 章 国際法と家
族／鳥居淳子 １ はじめに ２ 国際法における家族およびその構成員の権利保障 １ 第二次世界
大戦前 ２ 第二次世界大戦後 ３ 家族に関し規定を有する国際.
内容紹介. 国際化の影響は、日本人の家族生活にも及び、国際結婚外国での家族生活なども
珍しいことではなくなってきている。これに伴い、さまざまな紛争が生じてきているが、 その中でも最も
重要な問題の一つである国際家族法をめぐる諸問題について、どこの国の法律が適用されるか、
どこの国の裁判所が事件を審理できるかなどを.
2013年4月19日 . そこで、現在さまざまな国家で導入されている同性間パートナーシップへの法的
保障の類型を概観してみたい。婚姻あるいは家族に関連する法制度は、その国や地域の歴史や
文化を背景に、成立条件や保障内容にさまざまな違いがみられる。多様な法制度を完璧に整理
することは困難を極めるが、ここでは、既存の婚姻制度との.
長期研究, 日韓渉外家族法. 概要（Abstract） わが国裁判所で扱われる渉外事件の中で最も事
件数の多い韓国人関連の事件，具体的には日本人と韓国人あるいは韓国人相互間の家族法
上の事件について，国際私法上の問題および韓国家族法上の問題を中心に，その解決枠組みお
よび解決内容の具体的妥当性等を検討している。 短期研究.
2017年10月28日 . 大阪で暮らす弁護士の男性カップルの生活を追った日英合作ドキュメンタリー
映画「OfLove&Law」が10月28日、第30回東京国際映画祭の日本映画スプラッシュ部門で世界
初上映され、主演の南和行氏、吉田昌史氏をはじめ、メガホンをとった戸田ひか.
若手セッションハーグ子の奪取条約「重大な危険」に基づく返還の例外と子の最善の利益 ─ノイリ
ンガー論争の行方─ 北田 真理 ○学会記事学会役員名簿 ? 第31回学術大会記事 ? 第32回総
会議事録 ? 第32回学術大会予告 ? 日本家族〈社会と法〉学会規約 ○雑 報 ? 学界の動き ? 国
際家族法学会（ISFL）の動き床谷 文雄 ○欧文レジュメ
英米法B 専門ゼミII, 卒業論文. ［同一名称の科目から計４単位選択必修］ 企業法務論A 企
業法務論B 知的財産法A 知的財産法B 国際取引法A 国際取引法B. 選択必修科目, 企業
法務論A※ 企業法務論B※ 知的財産法A※ 知的財産法B※ 国際取引法A※ 国際取引法
B※ 企業犯罪と法A 企業犯罪と法B 外国法基礎A 外国法基礎B 現代家族と法.
床谷 文雄 大阪大学, 国際公共政策研究科, 教授 (00155524). 研究分担者, 犬伏 由子 慶應
義塾大学, 法学部・法 . キーワード, 基礎法学 / 比較法 / 家族法 / 社会科学 / 家族紛争. 研究
成果の概要. この4年間でも各国における家族 .. [雑誌論文] 家族法改正研究会第7回シンポジ
ウム 「実親子関係について-基本的な考え方といくつかの提案」2014.

