
文献略語表　【定期刊行物】

略語 正式名称 発行・刊行

AIPPI A.I.P.P.I. 国際工業所有権保護協会日本支部
LS Law School 立花書房
NBL NBL 商事法務研究会

あ 医事法 年報医事法学 日本医事法学会
会計 会計 日本会計学会
外法 外国の立法 国立国会図書館調査立法考査局
科警 科学警察研究所報告 科学警察研究所
家族 家族＜社会と法＞ 日本家族＜社会と法＞学会
監査 月刊監査役 日本監査役協会
鑑定 不動産鑑定 住宅新報社
企会 企業会計 中央経済社
季教 季刊教育法 エイデル研究所
季行 季刊行政管理研究 行政管理研究センター
季人 季刊人事行政 日本人事行政研究所
企法 企業法研究 企業法学会
行財政 行財政研究 行財政総合研究所
教法 日本教育法学会年報 日本教育法学会
経法 日本経済法学会年報 日本経済法学会
季労 季刊労働法 総合労働研究所
金判 金融・商事判例 経済法令研究会
金法 旬刊金融法務事情 金融財政事情研究会
銀法 銀行法務21 経済法令研究会
金融法 金融法研究 金融法学会
金融判研 金融判例研究 金融財政事情研究会
空法 航空法務研究 航空法調査研究会
警研 警察研究 良書普及会
刑政 刑政 矯正協会
刑弁 季刊刑事弁護 現代人文社
刑法 刑法雑誌 日本刑法学会
警論 警察学論集 警察大学校／立花書房
ケ研 ケース研究 東京家庭裁判所家庭事件研究会
現刑 現代刑事法 現代法律出版
研修 研修 法務省法務総合研究所
憲問 憲法問題 全国憲法研究会
公益 公益法人 公益法人協会
高検速報 高等裁判所刑事裁判速報 各高等検察庁作成の部内資料
公証 公証 日本公証人連合会
公証法 公証法学 日本公証法学会
工所法 工業所有権法学会年報 日本工業所有権法学会
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更生 更生保護 法務省保護局
交通 交通法研究 日本交通法学会
公取 公正取引 公正取引協会
更犯 更生保護と犯罪予防 日本更生保護協会
公法 公法研究 日本公法学会
国際 国際法外交雑誌 国際法学会
国際法 日本国際経済法学会年報 日本国際経済法学会
戸時 戸籍時報 日本加除出版
戸籍 月刊戸籍 テイハン
コピ コピライト 著作権情報センター
債管 季刊債権管理 金融財政事情研究会
際商 国際商事法務 国際商事法研究所
際政 国際政治 日本国際政治学会
司研 司法研修所論集 最高裁判所司法研修所
自研 自治研究 良書普及会
自正 自由と正義 日本弁護士連合会
自セ 自治実務セミナー 良書普及会
私法 私法 日本私法学会
時法 時の法令 大蔵省印刷局
社保 社会保障法 日本社会保障法学会
重判解 重要判例解説 ジュリスト臨時増刊
受新 受験新報 法学書院
シュト シュトイエル 税法研究所
主判解 主要民事判例解説 判例タイムズ臨時増刊
ジュリ ジュリスト 有斐閣
訟月 訟務月報 法務省訟務局
商事 旬刊商事法務 商事法務研究会
職研 地方自治職員研修 公務職員研修協会
書研 書研所報 裁判所書記官研修所
人月 人事院月報 人事院管理局
新研 新聞研究 日本新聞協会
信研 信託法研究 信託法学会
人権 人権通信 全国人権擁護協力会
信託 信託 信託協会
新聞 法律新聞 法律新聞社
税弘 税務弘報 中央経済社
生保 生命保険協会会報 生命保険協会
税法 税法学 税法研究所
税理 税理 ぎょうせい
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セレクト 判例セレクト 法学教室付録
曹時 法曹時報 法曹会
租税 租税法研究 租税法学会
損保 損害保険研究 損害保険事業総合研究所
知管 知財管理 日本知的財産協会
中労時 中央労働時報 労委協会
調研 調研紀要 最高裁判所家庭裁判所調査官研修所
著研 著作権研究 著作権法学会
賃社 賃金と社会保障 労働旬報社
罪罰 罪と罰 日本刑事政策研究会
手研 手形研究 経済法令研究会
図月 国立国会図書館月報 国立国会図書館
登研 登記研究 テイハン
都研 都市問題研究 都市問題研究会
登情 登記情報 民事法情報センター
特許 特許管理 日本特許協会
都問 都市問題 東京市政調査会
日不 日本不動産学会誌 日本不動産学会
日仏 日仏法学 日仏法学会
農法 農業法研究 農業法学会
パテ パテント 弁理士会
判時 判例時報 判例時報社
判自 判例地方自治 ぎょうせい
判タ 判例タイムズ 判例タイムズ社
犯非 犯罪と非行 青少年更生福祉センター・矯正福祉会
被害 被害者学研究 日本被害者学会
比較 比較法研究 日本比較法学会
ひろば 法律のひろば ぎょうせい
不研 季刊不動産研究 日本不動産研究所
不セ 不動産法律セミナー 東京法経学院出版
米法 アメリカ法 日米法学会
法科 法の科学 民主主義科学者協会法律部会
法教 法学教室 有斐閣
法協 法学協会雑誌 財団法人法学協会
法コン 法とコンピュータ 法とコンピュータ学会
法史 法制史研究 法制史学会
法資 法令解説資料総覧 第一法規出版
法時 法律時報 日本評論社
法社 法社会学 日本法社会学会
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法セ 法学セミナー 日本評論社
法精 法と精神医療 法と精神医療学会
法曹 法曹 法曹会
法哲 法哲学年報 日本法哲学会
法民 法と民主主義 日本民主法律家協会
民月 民事月報 法務省民事局
民研 民事研修 法務省法務総合研究所
民主解 民事主要判例解説 判例タイムズ臨時増刊
民商 民商法雑誌 有斐閣
民情 民事法情報 民事法情報センター
民訴 民事訴訟雑誌 民事訴訟法学会
民総判 叢書民法総合判例研究 叢書民法総合判例研究会
立調 立法と調査 参議院事務局企画調整室
リマークス 私法判例リマークス 法律時報別冊
レファ レファレンス 国立国会図書館調査立法考査局
労経速 労働経済判例速報 日本経営者団体連盟
労研 日本労働研究雑誌 日本労働研究機構
労旬 労働法律旬報 旬報社
労働 日本労働法学会誌 日本労働法学会
労判 労働判例 産業労働調査所
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