文献略語表

◆紀要・雑誌
〈あ〉
愛学 愛知学院大学論叢法学研究 （愛知学院大学法学会，
年４） 〈入手先 ； 成文堂， 〒 162-0041 新宿区早稲田鶴巻
町 514， Ｔ 03-3203-9201〉
愛学宗研 愛知学院大学宗教法制研究所紀要 （愛知学院
大学宗教法制研究所） 〈入手先 ； 成文堂〉
愛大 愛知大学法学部法経論集 （愛知大学法学会， 年３）
青社 青山社会科学紀要 （青山学院大学大学院， 年２）
青法 青山法学論集 （青山学院大学法学会， 年４）
青山ロー 青山法務研究論集 （青山学院大学法務研究学
会， 年２）
青山ビジネスロー 青山ビジネスロー ・ レビュー （青山学
院大学大学院法学研究科 ビジネスロー ・ センター， 年２）
秋紀 紀要 （ノースアジア大学法学研究所， 年１）
秋田 秋田法学 （ノースアジア大学法学研究所， 年２）
秋論 論叢 （秋田栄養短期大学， 年１）
朝日 朝日法学論集 （朝日大学法学会， 年２）
亜大 亜細亜法学 （亜細亜大学法学研究所， 年２）
ARES ARES 不動産証券化ジャーナル 一般社団法人不動産
証券化協会 〒 107-0052 港区赤坂 1-1-14 野村不動産
溜池ビル 3F TEL ： 03-3505-8001 FAX ： 03-3505-8007
〈い〉
一研 一橋研究 （一橋大学大学院， 年４）
一法 一橋法学 （旧一研， 一橋大学研究年報／法学研究
より誌名変更） （一橋大学大学院法学研究所， 年３）
茨社 茨城大学人文学部紀要社会科学論集 （茨城大学人
文学部）
茨政 茨城大学政経学会雑誌 （茨城大学政経学会， 83 号
で休刊）
岩大 AL Artes Liberales （岩手大学人文社会科学部， 年２）
〈え〉
愛媛 愛媛法学会雑誌 （愛媛大学法学会， 年２）
ＡＩＰＰＩ A.I.P.P.I. （社団法人日本国際知的財産保護
協会， 月１） 〒 105-0001 港区虎ノ門 1-14-1 郵政互助会
琴平ビル 4F， Ｔ 03-3591-5301
Ｌ＆Ｔ Law & Technology （民事法研究会， 年４） 〒 151-0073
渋谷区笹塚 2-18-3 エルカクエイ笹塚ビル 6F Ｔ 03-5351-1571
〈お〉
大宮ロー 大宮ローレビュー （大宮法科大学院大学， 11 号
で終刊）
大原社研 大原社会問題研究所雑誌 （法政大学大原社会問
題研究所） 〈入手先 ； 法政大学出版局， 〒 102-0073 千代
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田区九段北 3-2-7 法政大学一口坂別館， Ｔ 03-5214-5540〉
岡法 岡山大学法学会雑誌 （岡山大学法学会， 年４）
沖紀 沖縄大学法経学部紀要 （沖縄大学法経学部， 同大
学 HP）
沖国 沖縄法学 （沖縄国際大学法学会）
沖大 沖大法学 （沖縄大学法学会， 21 号で終刊）
〈か〉
香川 香川法学 （香川大学法学会）
学習院 学習院大学法学会雑誌 （学習院大学法学会，年２）
学習院法論 学習院大学大学院法学研究科法学論集 （学
習院大学大学院法学研究科， 年１）
学習院ロー 学習院法務研究 （学習院大学大学院法務研
究科， 年１)
神奈 神奈川法学 （神奈川大学法学部）
神奈川ロー 神奈川ロージャーナル （神奈川大学法科大学
院法務研究科， 11 号で閉刊）
金沢 金沢法学 （金沢大学法学部）
鹿法 法学論集 （鹿児島大学法文学部）
関院 法学ジャーナル （関西大学大学院法学研究科院生協
議会）
関学 法と政治 （関西学院大学法政学会）
関西ロー 法科大学院ジャーナル （関西大学法務研究科）
関西法政 法政治研究 （憲法論叢より誌名変更） （関西法
政治研究会）
関東学院 関東学院法学（関東学院大学法学部法学会，年４）
関東学園 法学紀要 （関東学園大学法学部）
関法 法学論集 （関西大学法学会）
海事法 海事法研究会誌 （社団法人日本海軍集会所，年６）
〒 112-0002 文 京 区 小 石 川 2-22-2 和 順 ビ ル 3F， Ｔ 035802-8363
外登 外国人登録 （外国人登録事務協議会全国連合会，
月１） 〒 100-8977 千代田区霞ヶ関 1-1-1 法務省入国管理
局登録課気付 〈入手先 ； テイハン， 〒 113-8691 文京区本
郷 5-11-3， Ｔ 03-3811-5312〉
外法 外国の立法 （国立国会図書館調査立法考査局，月１）
〒 100-8924 千代田区永田町 1-10-1， Ｔ 03-3581-2331
科 警 科 学 警 察 研 究 所 報 告 （ 科 学 警 察 研 究 所， 年 ７）
〒 102-0075 千代田区三番町 6， Ｔ 03-3261-9986
家月 家庭裁判月報（最高裁判所事務総局，65 巻８号で終刊）
家判 家庭の法と裁判 ( 日本加除出版， 季刊） 〒 170-8688
豊島区南長崎 3-16-6， Ｔ 3953-5642
監 査 月 刊 監 査 役 （ 社 団 法 人 日 本 監 査 役 協 会， 月 １）
〒 100-0005 千代田区丸の内 1-9-1 丸の内中央ビル 13F，
Ｔ 03-5219-6100
鑑定 不動産鑑定 （住宅新報社） 〒 105-0001 港区虎ノ門
1-1-18 東京虎ノ門ビル， Ｔ 03-3504-0361
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〈き〉
北九州 法政論集 （北九州市立大学法学会）
九国 法学論集 （九州国際大学法学会）
九社 社会科学論集（九州大学教養部社会科学研究室，年１）
九政 政治研究 （九州大学政治研究室）
九法 九大法学 （九大法学会）
京先 京都先端法学 （京都先端大学法学会）
京女 京女法学 （京都女子大学法学部）
杏林 杏林社会科学研究 （杏林大学社会科学学会）
近畿ロー 近畿大学法科大学院論集 （近畿大学法科大学院）
近法 近畿大学法学 （近畿大学法学会）
企会 企業会計 （中央経済社， 月１） 〒 101-0051 千代田
区神田神保町 1-31-2， Ｔ 03-3293-3381
季環 環境研究，（公益財団法人日立環境財団，182 巻で休刊）
季教 季刊教育法 （エイデル研究所， 年４） 〒 102-0073
千代田区九段北 4-1-9， Ｔ 03-3234-4641
季行 季刊行政管理研究 （総務省大臣官房企画課， 年４）
〒 100-8926 千代田区霞ヶ関 2-1-2 中央合同庁舎第 2 号
館， Ｔ 03-5253-5156
教委 教育委員会月報 （文部科学省初等中等教育局初等
中等教育企画課） 〒 100-0013 千代田区霞ヶ関 3-2-2， Ｔ
3581-4211 〈入手先 ； 第一法規株式会社， 〒 107-0062 港
区南青山 2-11-17， Ｔ 03-3404-2251〉
行財政 行財政研究 （行財政総合研究所，年４） 〒 105-0003
港区西新橋 1-17-14 リバティ 14 ビル 2F， Ｔ 03-3502-6360
季労 季刊労働法 （労働開発研究会， 年４） 〒 162-0812
新宿区西五軒町 8-10 臼井ビル 5F， Ｔ 03-3235-1861
金判 金融・商事判例 （経済法令研究会，月２） 〒 162-8421
新宿区市谷本村町 3-21， Ｔ 03-3267-4811
金法 旬刊金融法務事情 （金融財政事情研究会， 月３）
〒 160-8520 新宿区南元町 19 金融財政会館， Ｔ 03-33551721 〈入手先 ； きんざい， 〒 160-8520 新宿区南元町 19，
Ｔ 03-3358-0019〉
銀法 銀行法務 21 （経済法令研究会， 月１）
〈く〉
熊商 商学論集 （熊本学園大学商学会）
熊法 熊本法学 （熊本大学法学会）
熊本県立 アドミニストレーション （熊本県立大学総合管理学会）
熊本ロー 熊本ロージャーナル （熊本大学大学院法曹養成
研究科）
久留米 久留米大学法学 （久留米大学法学会）
〈け〉
慶院 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集 （慶應義塾
大学大学院法学研究科）
慶応ロー 慶應法学 （慶應義塾大学大学院法務研究科）
経セ 経済セミナー （日本評論社， 年６） 〒 171-8474 豊島
区南大塚 3-12-4， Ｔ 03-3987-8621
刑ジャ 刑事法ジャーナル （成文堂）
刑弁 季刊刑事弁護 （現代人文社， 年４） 〒 160-0004 新
宿区四谷２-10 八ッ橋ビル７階， Ｔ 03-5379-0307
警論 警察学論集 （警察大学校， 月１） 〒 183-0003 府中市
朝日町 3-12-1， Ｔ 3387-6111 〈入手先；立花書房， 〒 1010052 千代田区神田小川町 3-28-2， Ｔ 03-3291-1561〉
ケ研 ケース研究 （家庭事件研究会） 〒 100-0013 千代田
区霞ヶ関 1-1-1 一般財団法人法曹会， Ｔ 03-3581-2146
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現消

現代消費者法 （民事法研究会， 年４）

〈こ〉
神院 神戸学院法学 （神戸学院大学法学会）
甲南ロー 甲南法務研究 （甲南大学法科大学院）
神戸 神戸法学雑誌 （神戸法学会）
甲法 甲南法学 （甲南大学法学会）
国院 國學院法政論叢 （國學院大學大学院）
国学院 國學院法學 （國學院大學法学会）
国士舘 國士舘法學（国士舘大学法学会）〈入手先；敬文堂，
〒 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町 516， Ｔ 03-3203-6161
国問研 国民生活研究 （愛知大学国際問題研究所）
国民生活 国民生活研究（独立行政法人国民生活センター）
駒紀 法学部研究紀要 （駒澤大学法学部）
駒公 公法学研究 （駒澤大学大学院法学研究科公法学専
攻院生会）
駒沢ロー 駒澤法曹 （駒澤大学法科大学院）
駒私 私法学研究（駒澤大学大学院法学研究科私法学研究会）
駒政 政治学論集 （駒澤大学法学部）
駒論 法学論集 （駒澤大学法学部）
公益 公益法人 （公益法人協会， 月１） 〒 113-0021 文京
区本駒込 2-27-10， Ｔ 03-3945-1017
更生 更生保護 （法務省保護局， 月１） 〒 100-8977 千代
田区霞ヶ関 1-1-1 法務省保護局更生保護振興課内， Ｔ
03-3581-1022 〈入手先；更生保護法人日本更生保護協会，
〒 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷 5-10-9， Ｔ 03-3356-5721〉
公取 公正取引 （公正取引協会， 月１） 〒 107-0052 港区
赤坂 1-4-1 赤坂 KS ビル 2F， Ｔ 03-3585-1241
更犯 更生保護と犯罪予防 （日本更生保護協会）
工法 工業所有権法研究 （萼工業所有権研究所） 〒 1010062 千代田区神田駿河台 1-6 お茶の水スクエア B 館， Ｔ
03-3291-9721
国際税制 国際税制研究 （納税協会連合会） 〒 540-0012
大阪市中央区谷町 1-5-4， Ｔ 06-6942-2917 〈入手先 ； 清
文社， 〒 530-0041 大阪市北区天神橋 2 丁目北 2-6 大和
南森町ビル， Ｔ 06-6135-4050〉
国税速 旬刊国税解説速報 （株式会社国税解説協会）
〒 151-0073 渋谷区笹塚 1-47-1 京王重機ビル 112 号， Ｔ
03-3460-4525
戸時 戸籍時報 （日本加除出版）
〈さ〉
埼社 社会科学論集 （埼玉大学経済学会）
佐賀 佐賀大学経済論集 （佐賀大学経済学会）
札院 札幌学院法学 （札幌学院大学法学会）
札大 札幌法学 （札幌大学法学会）
産法 産大法学 （京都産業大学法学会）
際商 国際商事法務 （国際商事法務研究所， 月１） 〒 1040032 中央区八丁堀 2-25-10， Ｔ 03-3553-6838
〈し〉
志学館 志學館法学 （志學館大学法学部）
静岡ロー 静岡法務雑誌 （静岡大学大学院法務研究科）
静法 法政研究 （静岡大学法経学会， 年４）
島法 島大法学 （島根大学法文学部法学科）
下関 下関市立大学論集 （下関市立大学学会， 年３）
修道 修道法学 （広島修道大学法学会）

秀明 秀明大学紀要国際研究論集 （秀明大学国際研究学会）
商討 商学討究 （小樽商科大学， 年４）
上法 上智法学論集 （上智大学法学会， 年３）
志林 法学志林 （法政大学法学志林協会， 年４）
信州 信州大学経済学論集（信州大学経済学部，67 号終刊）
信法 信州大学法学論集 （信州大学経済学部， 27 号終刊）
信経法 信州大学経法論集 （信州大学経済学部）
新報 法学新報 （中央大学法学会， 月１） 〈入手先 ； 中
央大学出版部， 〒 192-0393 八王子市東中野 742-1， Ｔ
042-674-2351〉
Ｊ Ｃ Ａ Ｊ Ｃ Ａ ジ ャ ー ナ ル （ 国 際 商 事 仲 裁 協 会， 月 １）
〒 100-0006 千代田区有楽町 1-9-1， Ｔ 03-3287-3061
ＣＩＰＩＣ ＣＩＰＩＣジャーナル （公益財団法人日本関税
協会知的財産情報センター） 〒 102-0083 千代田区麹町
4-7-8， Ｔ 03-5275-5511
事再 事業再生と債権管理 （金融財政事情研究会， 年４）
自研 自治研究 （第一法規株式会社， 月１）
自正 自由と正義 （日本弁護士連合会， 月１） 〒 100-0013
千代田区霞が関 1-1-3， Ｔ 03-3580-9841
自治実務 自治実務セミナー （第一法規株式会社， 月１）
司法書士 月報司法書士 （日本司法書士会連合会 月１）
〒 160-0003 新宿区本塩町 9-3， Ｔ 03-3359-4171
住行 住民行政の窓 （日本加除出版， 月１）
ジュリ ジュリスト （有斐閣 〈雑誌編集部〉） 〒 101-0051 千代
田区神田神保町 2-17 神田神保町ビル 10F， Ｔ 03-3264-1311
訟月 訟務月報 （法務省訟務局内訟務研究会）
商事 旬刊商事法務 （商事法務研究会， 月３） 〒 103-0025
中央区日本橋茅場町 3-9-10， Ｔ 03-5614-5644
資料版商事 資料版／商事法務 （商事法務研究会， 月１）
消ニ 消費者法ニュース （消費者法ニュース発行会議） 〒 5300047 大阪市北区西天満 3-6-8 笹屋ビル 3F Ｔ 06-6366-5046
職研 地方自治職員研修 （公職研， 月１） 〒 101-0051 千
代田区神田神保町 2-20， Ｔ 03-3230-3701
新医療 月刊・新医療 （エムイー振興協会，月１） 〒 104-0061
中央区銀座 7-13-15， Ｔ 03-3545-6177
新研 新聞研究 （日本新聞協会， 月１） 〒 100-8543 千代田
区内幸町 2-2-1 日本プレスセンタービル 7F， Ｔ 03-3591-4401
〈す〉
駿河台
駿大比

駿河台法学 （駿河台大学法学会）
比較法文化 （駿河台大学比較法研究所）

〈せ〉
成蹊 成蹊法学 （成蹊大学法学会， 年２）
成蹊法政 法学政治学研究 （成蹊大学大学院法学政治学
研究科）
成城 成城法学 （成城大学法学会， 年４）
西南 法学論集 （西南学院大学学術研究所）
清和 清和法学研究 （清和大学法学会， 年２）
摂南 摂南法学 （摂南大学法学部， 年２）
専大院 専修法研論集 （専修大学大学院）
専修ロー 専修ロージャーナル （専修大学法科大学院）
専所 専修大学法学研究所所報 （専修大学法学研究所）
専紀 専修大学法学研究所紀要 （専修大学法学研究所）
専法 専修法学論集 （専修大学法学会， 年３）
生保 生命保険論集（生命保険文化センター，年４）〒 100-0005
千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 3F， Ｔ 03-5220-8510

税研 税研ＪＴＲＩ （日本税務研究センター，年６） 〒 141-0032
品川区大崎 1-11-8 日本税理士会館 1F， Ｔ 03-5435-0912
税弘 税務弘報 （中央経済社， 月１）
税事 税務事例研究 （日本税務研究センター， 年６）
税新 税経新報 （税経新人会全国協議会，月１） 〒 110-0016
台東区台東 4-26-9 東京合同ビル 6F， Ｔ 03-3835-7941
〈そ〉
早科 早稲田社会科学総合研究 （早稲田大学社会科学学
会， 年２）
早研 法研論集 （早稲田大学大学院法学研究科）
早公 早稲田政治公法研究 （早稲田大学大学院政治学研
究科， 年３）
早誌 早稲田法学会誌 （早稲田大学法学会， 年１）
早政 早稲田政治経済学雑誌（早稲田大学政治経済学会，年２）
早比 比較法学 （早稲田大学比較法研究所，年２） 〈入手先；
成文堂〉
早法 早稲田法学 （早稲田大学法学会，年４） 〈入手先；成文堂〉
創法 創価法学 （創価大学法学会， 年４）
早論 早稲田大学法務研究論叢 （早稲田大学法務教育セ
ンター）
創価ロー 創価ロージャーナル （創価大学法科大学院）
捜研 捜査研究 （東京法令出版， 月１） 〒 112-0002 文京
区小石川 5-17-3， Ｔ 03-5803-3304
曹時 法曹時報 （法曹会， 月１） 〒 100-0013 千代田区霞
が関 1-1-1， Ｔ 03-3581-2146
損保 損害保険研究 （損害保険事業総合研究所， 年４）
〒 101-8335 千代田区神田淡路町 2-9 損保会館 8F
〈た〉
大憲
大東
高岡
拓論

大憲論叢 （西日本短期大学法学会， 年２）
大東法学 （大東文化大学法政学会， 年１）
高岡法学 （高岡法科大学， 年２）
拓殖大学論集 （拓殖大学政治経済研究所）

〈ち〉
知財政策学研究 知的財産法政策学研究 （北海道大学）
千葉 法学論集 （千葉大学法学会， 年４）
中大院 中央大学大学院研究年報 （中央大学大学院，年１）
中央学院 中央学院大学法学論叢（中央学院大学法学部，年２）
中央ロー 中央ロー ・ ジャーナル （中央大学法科大学院）
中京 中京法学 （中京大学法学会， 年４）
中京院 中京大学大学院生法学研究論集 （中京大学大学
院法学研究科， 年１）
中京ロー CHUKYO LAWYER （中京大学法科大学院法曹
養成研究所）
知財 知財管理 （日本知的財産協会， 月１） 〒 100-0004 千代
田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 18F， Ｔ 03-5205-3321
知財研究 知的財産法研究 （萼工業所有権研究所出版部）
〒 101-0062 千代田区神田駿河台 3-2 新御茶ノ水アーバン
トリニティ 5F ， Ｔ 03-3253-5371
中公 中央公論 （中央公論新社， 月１） 〒 104-8320 中央
区京橋 2-8-7， Ｔ 03-3563-1261
中労 中央労働時報 （公共社団法人全国労働基準関係団
体連合会 （全基連）， 月１） 〒 101-0047 千代田区内神田
1-12-2 三秀社ビル 6 階， Ｔ 03-5283-1030
賃社 賃金と社会保障 （賃社編集室， 月２） 162-0041 新
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宿区早稲田鶴巻町 544 中川ビル 4F， Ｔ 5579-8974
〈つ〉
筑波 筑波法政 （筑波大学社会科学系 〈法学 ・ 政治学〉）
筑波ロー 筑波ロー ・ ジャーナル （筑波大学法科大学院）
罪罰 罪と罰 （日本刑事政策研究会， 年４） 〒 100-0013 千
代田区霞が関 1-1-1 法務総合研究所内， Ｔ 03-3592-7103
〈て〉
帝京 帝京法学 （帝京大学法学会， 年２）
帝塚山 帝塚山法学 （帝塚山大学法学会）
〈と〉
桐蔭 桐蔭法学 （桐蔭横浜大学法学会， 年２）
桐蔭ロー 桐蔭法科大学院紀要 （桐蔭横浜大学法務研究科）
東海 東海法学 （東海大学法学部， 年２）
東経 東京経大学会誌 （東京経大学会誌編集委員会）
東経法 東京経済大学現代法学会誌／現代法学 （東京経
済大学現代法学部）
東社 社会科学研究 （東京大学社会科学研究所， 年６）
東大ロー 東京大学法科大学院ローレビュー （東京大学法
科大学院， 年１， 同法科大学院 HP）
常葉 常葉法学 （常葉大学法学部）
東福紀 東北福祉大学研究紀要 （東北福祉大学， 年１）
同法 同志社法学 （同志社法学会， 年６）
東北 東北法学 （東北大学大学院東北法学刊行会）
東北学院 東北学院法学 （旧 東北学院大学論集 ・ 法律学
64 号より誌名変更） （東北学院大学学術研究会， 年２）
東洋ロー 白山法学 （東洋大学法科大学院， 14 号で終刊）
独協 獨協法学 （獨協大学法学会， 年３）
独協ロー 獨協ロー ・ ジャーナル （獨協大学法科大学院，
11 号で終刊）
登研 登記研究 （テイハン， 月１）
登情 登記情報 （金融財政事情研究会， 月１） 〈入手先 ；
きんざい〉
時法 時の法令 （雅粒社， 月２） 〒 181-0002 三鷹市牟礼
1-6-5 ウィステリア 60-105 号， Ｔ 0422-24-9694
図 月 国 立 国 会 図 書 館 月 報 （ 国 立 国 会 図 書 館， 月 １）
〒 100-8924 千代田区永田町 1-10-1， Ｔ 03-3581-2331
都研 都市問題研究 （大阪市， 年２） 〒 530-8201 大阪市
北区中之島 1-3-20 市民情報プラザ， Ｔ 06-6208-9723 平
成 24 年春号 （2012 年 3 月で終刊）
都市 都市政策 （神戸都市問題研究所， 年４） 〒 651-0083
神戸市中央区浜辺通 5-1-14 神戸商工貿易センタービル
18F， Ｔ 078-252-0984 〈入手先 ； 勁草書房， 〒 112-0005
文京区水道 2-1-1， Ｔ 03-3814-6861〉
都法 法学会雑誌 （東京都立大学法学会， 年２）
都問 都市問題 （後藤 ・ 安田記念東京都市研究所， 月１）
〒 100-0012 千代田区日比谷公園 1-3 市政会館， Ｔ 033591-1262

日政 政経研究 （日本大学法学会， 年４）
日大紀要 法学紀要 （日本大学法学部法学研究所， 年１）
日大院 日本大学大学院法学研究年報 （日本大学大学院
法学研究科， 年１）
日福 研究紀要 （日本福祉大学）
日法 日本法学 （日本大学法学会， 年４）
日本ロー 法務研究 （日本大学大学院法務研究科）
日科 日本の科学者 （日本科学者会議， 月１） 〒 113-0034 文
京区湯島 1-9-15 茶州ビル 9F， Ｔ 03-3812-1472 〈入手先 ； 本
の泉社， 〒 113-0033 文京区本郷 2-25-6， Ｔ 03-5800-8494〉
日税 日税研論集 （日本税務研究センター）
二弁フロンティア NIBEN Frontier （第二東京弁護士会 月
１） 〒 100-0013 千代田区霞ヶ関 1-1-3， Ｔ 03-3581-2255
〈の〉
ノモス

Nomos （関西大学法学研究所， 年１， 同研究所 HP）

〈は〉
白鴎 白鴎法学 （白鴎大学法学部）
白鴎ロー 白鴎大学法科大学院紀要 （白鴎大学大学院法
学研究科， 10 号で廃刊）
阪学 法学研究 （大阪学院大学法学会， 年２） 〈入手先 ；
成文堂〉
阪経法 大阪経済法科大学論集 （大阪経済法科大学経法
学会， 年３）
阪経法論 法学論集 （大阪経済法科大学法学会）
阪法 阪大法学 （大阪大学大学院法学研究科， 年６）
発明 発明 THE INVENTION （社団法人発明協会， 月１）
〒 105-0001 港区虎ノ門 2-9-14， Ｔ 03-3502-5491
判時 判例時報 （判例時報社， 月３） 〒 112-0015 文京区
目白台 1-7-12， Ｔ 03-3947-7371
判タ 判例タイムズ （判例タイムズ社， 月１） 〒 102-0083
千代田区麹町 3-2-1， Ｔ 03-5210-3040
犯刑 犯罪と刑罰 （刑法読書会） 〒 603-8577 京都市北区等
持院北町 56-1 立命館大学法学部研究室 〈入手先；成文堂〉
判例自治 判例地方自治 （ぎょうせい， 月１） 〒 136-8575
江東区新木場 1-18-11-2F， Ｔ 0120-953-431

〈な〉
奈良法 奈良法学会雑誌 （奈良学園大学法学会， 年４）
南山 南山法学 （南山大学法学会， 年４）

〈ひ〉
彦論 彦根論叢 （滋賀大学経済学会， 年６）
一橋ロー 一橋ローレビュー （一橋大学法科大学院， 同大
学 HP）
姫路 姫路法学 （姫路獨協大学法学部， 年３）
姫路独協ロー 姫路ロー ・ ジャーナル （姫路獨協大学法科
大学院）
広経 広島経済大学経済研究論集 （広島経済大学経済学
会， 年４， 同大学 HP）
弘前 人文社会論叢〈社会科学篇〉（弘前大学人文学部，年２）
広島ロー 広島法科大学院論集 （広島大学法学会）
広法 広島法学 （広島大学法学会， 年４）
比雑 比較法雑誌 （日本比較法研究所， 年４） 〒 192-0393
八王子市東中野 742-1 中央大学内， Ｔ 042-674-3302 〈入
手先 ； 中央大学出版部〉
ひろば 法律のひろば （ぎょうせい， 月１）

〈に〉
新潟

〈ふ〉
福院

法政理論 （新潟大学法学会， 年３）
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福岡大学大学院論集 （福岡大学大学院）

福島 行政社会論集 （福島大学行政社会学会， 年４）
府経 大阪府立大学経済研究（大阪府立大学経済学部，年４）
福法 福岡大学法学論叢 （福岡大学研究推進部， 年４）
富士 富士大学紀要 （富士大学学術研究会， 年２）
不研 不動産研究 （日本不動産研究所， 年４） 〒 105-8485
港区虎ノ門 1-3-2 勧銀不二屋ビル， Ｔ 03-3503-5335
不セ 不動産法律セミナー （東京法経学院， 月１） 〒 1600003 新宿区本塩町 21 ラボ東京ビル 8F， Ｔ 03-6457-8541
PRIME OP PRIME Occasional Papers （明治学院大学国際
平和研究所）
文春 文藝春秋 （文藝春秋， 月１） 〒 102-8008 千代田区
紀尾井町 3-23， Ｔ 03-3265-1211
〈へ〉
平成国際

研究所論集（平成国際大学社会・情報科学研究所）

〈ほ〉
法学 法学 （東北大学法学会）
法研 法学研究 （慶応義塾大学法学研究会， 月１） 〈入手
先 ； 慶應義塾大学出版会， 〒 108-8346 港区三田 2-1930 Ｔ 03-3451-3584〉
法雑 法学雑誌（大阪市立大学法学会，年４）〈入手先；有斐閣，
〒 101-0051 千代田区神田神保町 2-17 Ｔ 03-3264-1310〉
法政 法政研究 （九州大学法政学会， 年４）
法政ロー 法政法科大学院紀要 （法政大学法科大学院）
法政論究 法学政治学論究 （慶応義塾大学大学院法学研
究科， 年４）
法論 法律論叢 （明治大学法律研究所， 年６）
北園 北海学園大学法学研究 （北海学園大学法学会，年３）
北園論 学園論集 （北海学園大学学術研究会）
北法 北大法学論集 （北海道大学法学部， 年４）
北陸 北陸法学 （北陸大学法学会）
貿関 貿易と関税 （日本関税協会， 月１） 〒 103-0023 中
央区日本橋本町 3-11-11 コミネビル 3 Ｆ， Ｔ 03-5614-8871
法協 法学協会雑誌 （法学協会事務所， 月１） 〒 113-0033 文
京区本郷 7-3-1 東京大学法学部研究室内 〈入手先 ； 有斐閣〉
法教 法学教室 （有斐閣 〈雑誌編集部〉， 月１）
法支 法の支配 （財団法人一般日本法律家協会， 年４）
〒 100-0013 千代田区霞が関 1-1-1， Ｔ 03-3581-6867
法資 法令解説資料総覧 （第一法規株式会社， 月１）
法時 法律時報 （日本評論社， 月１）
法セ 法学セミナー （日本評論社， 月１）
法民 法と民主主義 （日本民主法律家協会， 月１） 〒 1600004 新宿区新宿 1-14-4AM ビル 2F， Ｔ 03-5367-5430
〈ま〉
松山

松山大学論集 （松山大学学術研究会， 年６）

〈み〉
三重 法経論叢 （三重大学法律経済学会， 年２）
三重短 三重法経 （三重短期大学法経学会， 年４）
宮崎産 宮崎産業経営大学法学論集 （宮崎産業経営大学
法学会， 年２）
民月 民事月報 （法務省民事局， 月１） 〒 100-8977 千代
田区霞が関 1-1-1 法務省民事局， Ｔ 03-3580-4111
民研 民事研修 （日本加除出版， 707 号終刊）
民商 民商法雑誌 （有斐閣 〈京都編集室〉，月１） 〒 606-8225

京都市左京区田中門前町 44， Ｔ 075-791-4193
〈む〉
武蔵 武蔵大学論集 （武蔵大学経済学会， 年６）
武蔵野 武蔵野法学 （武蔵野大学法学会）
〈め〉
名学 名古屋学院大学論集 〈社会科学篇〉 （名古屋学院大
学産業科学研究所， 年４）
明学 法学研究 （明治学院大学法学会）
名企法 企業法研究 （名古屋経済大学企業法制研究所，
26 号で終刊）
明経 政経論叢 （明治大学政治経済研究所， 年６）
名経 名経法学 （名古屋経済大学法学会， 同大学 HP）
明治学院ロー 明治学院大学法科大学院ローレビュー （明
治学院大学大学院法務職研究科， 25 号で終刊）
名城 名城法学 （名城大学法学会， 年４）
名城ロー 名城ロースクール ・ レビュー （名城大学大学院
法務研究科， 45 号で廃刊）
名城論 名城法学論集 （名城大学大学院法学研究科，年１）
明治ロー 明治大学法科大学院論集 （明治大学法科大学院）
明大院 法学研究論集 （明治大学大学院， 年１）
名法 名古屋大学法政論集 （名古屋大学法学部， 年４）
〈や〉
山院 山梨学院大学法学論集（山梨学院大学法学研究会，年２）
山形 山形大学紀要 〈社会科学〉 （山形大学， 年２）
山口 山口経済学雑誌 （山口大学経済学会， 年６）
山梨学院ロー 山梨学院ロー ・ ジャーナル （山梨学院法科
大学院）
山法 山形大学法政論叢 （山形大学法学会）
〈よ〉
洋比 比較法 （東洋大学比較法研究所， 年１）
洋法 東洋法学 （東洋大学法学会， 年２）
横法 横浜法学 （旧横国，横浜国際経済法学より誌名変更）
（横浜法学会）
横市 横浜市立大学論叢 〈社会科学系列〉 （横浜市立大学
学術研究会， 年３）
〈り〉
立教 立教法学 （立教法学会， 年１）
立教院 立教大学大学院法学研究 （立教大学大学院法学
研究会， 年１）
立教ロー 立教法務研究 （立教大学大学院法務研究科、
13 号終刊）
立正 立正法学論集 （立正大学法学会， 年４）
立命 立命館法学 （立命館大学法学会， 年６）
立命ロー 立命館ロー ・ ニューズレター
流経 流経法学 （流通経済大学法学部）
龍谷 龍谷法学 （龍谷大学法学会， 年４）
龍谷院 法学研究 （龍谷大学大学院， 年１）
龍社 社会科学研究所年報（龍谷大学社会科学研究所，年１）
龍政 龍谷政策学論集 （龍谷大学政策学会）
琉法 琉大法学 （琉球大学法文学部， 年１）
立 調 立 法 と 調 査 （ 参 議 院 事 務 局 企 画 調 整 室， 月 １）
〒 100-0014 千代田区永田町 1-11-16， Ｔ 03-5521-7686
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リマークス 私法判例リマークス （法律時報別冊） （日本評
論社， 年２）
〈れ〉
レファ レファレンス （国立国会図書館調査立法考査局，月１）
RETIO RETIO 不動産政策研究 （一般財団法人不動産適
正取引推進機構） 〒 105-0001 港区虎ノ門 3-8-21
〈ろ〉
六甲台 六甲台論集 （神戸大学大学院研究会， 年４）
論叢 法学論叢 （京都大学法学会，月１） 〈入手先；有斐閣〉
労経速 労働経済判例速報 （日本経団連事業サービス， 月
３） 〒 100-0005 千代田区大手町 1-9-4， Ｔ 03-5204-1919
労研 日本労働研究雑誌 （労働政策研究・研修機構， 月１）
〒 177-8502 練馬区上石神井 4-8-23， Ｔ 03-5903-6255
労旬 労働法律旬報 （旬報社， 月２）
労判 労働判例 （産労総合研究所， 月２） 〒 100-0014 千
代田区永田町 1-11-1 三宅坂ビル， Ｔ 03-5860-9771
論ジュリ 論究ジュリスト （有斐閣 〈雑誌編集部〉， 季刊）
〈わ〉
早稲田ロー LAW AND PRACTICE （早稲田大学大学院法
務研究科 ・ 臨床法学研究会）
◆学会誌 (

) 内略語

アメリカ法（米法） 日米法学会
INTER JURIST 日本国際法律家協会
環境法研究 人間環境問題研究会
経営実務法研究 日本経営実務法学会
刑法雑誌（刑法） 日本刑法学会
憲法学会／憲法研究 憲法学会
憲法問題 全国憲法研究会
公共政策研究 日本公共政策学会
公証法学（公証法） 日本公証法学会
交通法研究（交通） 日本交通法学会
公法研究（公法） 日本公法学会
国家学会雑誌（国家） 国家学会事務所
国際私法年報（国際私法） 国際私法学会
国際商取引学会年報（国商） 国際商取引学会
国際人権 国際人権法学会
国際法外交雑誌（国際） 国際法学会
私法 日本私法学会
司法福祉学研究（司福） 司法福祉学会
社会保障法 日本社会保障法学会
社会経済史学 社会経済史学会
宗教法 宗教法学会
ジェンダーと法 ジェンダー法学会
障害法 日本障害法学会
情報ネットワーク・ローレビュー（情報ネットワーク）
情報ネットワーク法学会
消費者法＊ 日本消費者法学会
スポーツ法学会年報（スポーツ法） 日本スポーツ法学会
信託法研究（信託法） 信託法学会
世界法年報 世界法学会
租税法研究（租税） 租税法学会
著作権研究（著研） 著作権法学会
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ドイツ研究 日本ドイツ学会
日仏法学（日仏） 日仏法学会
日本教育法学会年報 日本教育法学会
日本経済法学会年報（経法） 日本経済法学会
日本工業所有権法学会年報 日本工業所有権法学会
日本国際経済法学会年報（国経法） 日本国際経済法学会
日本政治研究 日本政治研究学会
日本台湾法律家協会雑誌 日本台湾法律家協会
日本不動産学会誌（日不） 日本不動産学会
日本労働法学会誌（労働） 日本労働法学会
日本 EU 学会年報（EU） 日本 EU 学会
年報医事法学（医事法） 日本医事法学会
年報政治学 日本政治学会
農業法研究（農法） 農業法学会
賠償科学（賠科） 日本賠償科学会
犯罪社会学研究（犯社） 日本犯罪社会学会
被害者学研究 日本被害者学会
比較憲法学研究 比較憲法学会
比較法研究（比較） 比較法学会
防衛法研究 防衛法学会
法社会学（法社） 日本法社会学会
法制史研究（法史） 法制史学会
法政論叢 日本法政学会
法哲学年報（法哲） 日本法哲学会
法と心理 法と心理学会
法と精神医療 法と精神医療学会
法の科学（法科） 民主主義科学者協会法律部会
保険学雑誌（保雑） 日本保険学会
民事訴訟雑誌（民訴） 日本民事訴訟法学会

■判例集等の引用略語
民集 最高裁判所民事判例集
刑集 最高裁判所刑事判例集
高民集 高等裁判所民事判例集
高刑集 高等裁判所刑事判例集
高検速報 高等裁判所刑事裁判速報集
刑月 刑事裁判月報 （法曹会， 18 巻 5=6 号で休刊）
裁時 裁判所時報 （法曹会， 月２）
下民集 下級裁判所民事裁判例集 （法曹会， 35 巻 5=8 号
で休刊）
下刑集 下級裁判所刑事裁判例集 （法曹会， 12 巻 10 号で
休刊）
行集 行政事件裁判例集 （法曹会，本冊 48 巻・索引 31 （平
成８年度） で休刊）
労民集 労働関係民事裁判例集 （法曹会， 本冊 48 巻 ・ 索
引 31 （平成８年度） で休刊）
集民 最高裁判所裁判集民事
集刑 最高裁判所裁判集刑事
東高民時報 東京高等裁判所民事判決時報
東高刑時報 東京高等裁判所刑事判決時報
公取審決集 公正取引委員会審決集 （公正取引協会）
税資 税務訴訟資料
裁集 裁決事例集

