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略語 大学紀要名 請求記号 場所
あ 愛学 愛知学院大学論叢. 法学研究（愛知学院大学法学会） 04/232 本館書庫、宗教法制研究所

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） 04/235 本館書庫、宗教法制研究所
愛大 愛知大学法学部法経論集（愛知大学法学会） 31/14 宗教法制研究所
青社 青山社会科学紀要（青山学院大学大学院） 30/19 本館書庫
青法 青山法学論集（青山学院大学法学会） 32/73 宗教法制研究所、本館書庫
秋紀 紀要（秋田経済法科大学法律政治研究所 ） 32/290 宗教法制研究所
秋田 秋田法学（秋田経済法科大学法学部法学会） 32/260 宗教法制研究所、本館書庫
秋論 秋田論叢（秋田経済法科大学法学部法学会） 04/390 本館書庫
朝日 朝日法学論集（朝日大学法学会） 32/283 宗教法制研究所、本館書庫
亜大 亜細亜法学（亜細亜大学法学研究所） 32/168 宗教法制研究所、本館書庫

い 一研 一橋研究（一橋大学大学院） なし
一法 法学研究（一橋大学研究年報編集委員会） 04/227 本館書庫、宗教法制研究所
一論 一橋論叢（一橋大学一橋学会） 33/2 本館書庫、宗教法制研究所
茨人 茨城大学人文学部紀要社会科学論集（茨城大学人文学部） 04/342 本館書庫
茨政 茨城大学政経学会雑誌（茨城大学政経学会） なし
岩大AL Artes Liberales（岩手大学人文社会科学部） 04/440 本館書庫

え 愛媛 愛媛法学会雑誌（愛媛大学法学会） 32/182 宗教法制研究所
お 大宮ロー 大宮ローレビュー（大宮法科大学院大学） なし

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） 30/14 本館書庫
岡法 岡山大学法学会雑誌（岡山大学法学会） 32/34 宗教法制研究所
沖国 沖縄法学(沖縄国際大学法学会） 32/244 宗教法制研究所、本館書庫
沖大 沖大法学(沖縄大学法学会） 04/801 本館書庫、宗教法制研究所

か 香川 香川法学（香川大学法学会） 32/253 宗教法制研究所、本館書庫
学習院 学習院大学法学会雑誌（学習院大学法学会） 32/184 宗教法制研究所
神奈 神奈川法学（神奈川大学法学部） 32/112 宗教法制研究所、本館書庫
金沢 金沢法学（金沢大学法学部） 32/129 宗教法制研究所、本館書庫
鹿法 法学論集（鹿児島大学法文学部） 32/169 宗教法制研究所
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） 32/170 宗教法制研究所
関学 法と政治（関西学院大学法政学会） 32/42 宗教法制研究所、本館書庫
関西ロー 法科大学院ジャーナル（関西大学法務研究科） なし
関東学院 関東学院法学（関東学院大学法学部法学会） 32/312 本館書庫、宗教法制研究所
関東学園 法学紀要（関東学園大学法学部） 32/310 宗教法制研究所
関法 法学論集（関西大学法学会） 32/93 宗教法制研究所、本館書庫

き 北九州 法政論集（北九州大学法学会） 32/171 宗教法制研究所、本館書庫
九国 法学論集（九州国際大学法学会） なし
九社 社会科学論集（九州大学教養部社会科学研究室） なし
九政 政治研究（九州大学政治研究室） 31/53 本館書庫
九法 九大法学（九大法学会） 32/349 宗教法制研究所
京園 京都学園法学（京都学園大学法学会） 32/311 宗教法制研究所
杏林 杏林社会科学研究（杏林大学社会科学学会） 30/62 本館書庫
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近畿ロー 近畿大学法科大学院論集（近畿大学法科大学院） なし
近法 近畿大学法学（近畿大学法学会） 32/52 宗教法制研究所、本館書庫

く 熊商 商学論集（熊本学園大学商学会） なし
熊法 熊本法学（熊本大学法学会） 32/158 宗教法制研究所
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） 04/58 本館書庫
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） なし
久留米 久留米大学法学（久留米大学法学） 32/279 宗教法制研究所

け 慶院 慶應義塾大学大学院法学研究科論文集（慶應義塾大学法学研究会） 32/160 宗教法制研究所
慶応ロー 慶應法学（慶應義塾大学大学院法務研究科） なし
警論 警察学論集（警察大学校） 31/19 宗教法制研究所、本館書庫

こ 神院 神戸学院法学（神戸学院大学法学会） 32/161 宗教法制研究所、本館書庫
甲南ロー 甲南法務研究（甲南大学法務大学院） なし
神戸 神戸法学雑誌（神戸法学会） 32/81 宗教法制研究所、本館書庫
甲法 甲南法学（甲南大学法学会） 04/245 宗教法制研究所、本館書庫
国院 法政論叢（国学院大学大学院） 30/52 宗教法制研究所、本館書庫
国学院 国学院法学（国学院大学法学会） 32/98 宗教法制研究所、本館書庫
国土館 国土館法学（国土館大学法学会） なし
国問研 国際問題研究所紀要（愛知大学国際問題研究所） 31/31 本館書庫
駒紀 法学部研究紀要（駒沢大学法学部） 04/175 本館書庫、宗教法制研究所
駒公 公法学研究（駒沢大学大学院法学研究科公法学専攻院生会） 32/221 本館書庫
駒澤ロー 駒澤法曹（駒沢大学法科大学院） なし
駒私 私法学研究（駒沢大学大学院法学研究科私法学研究会） 32/194 本館書庫
駒政 政治学論集（駒沢大学法学部） 31/44 本館書庫
駒論 法学論集（駒沢大学法学部） 04/176 本館書庫、宗教法制研究所

さ 埼社 社会科学論集（埼玉大学経済学会） 33/46 本館書庫
佐賀 経済論集（佐賀大学経済学会） 33/306 本館書庫
札院 札幌学院法学（札幌学院大学法学会） 32/259 宗教法制研究所、本館書庫
札大 札幌法学（札幌大学法学会） 32/316 宗教法制研究所
産法 産大法学（京都産業大学法学会） 32/157 宗教法制研究所、本館書庫

し 志学館 志学館法學（志学館大學法学部） なし
静法 法制研究（静岡大学法経学会） なし
島法 島大法学（島根大学法文学部法学科） 32/110 宗教法制研究所、本館書庫
下関 下関市立大学論集（下関市立大学学会） 33/42 本館書庫
修道 修道法学（広島修道大学法学会） 04/563 本館書庫、宗教法制研究所
秀明 秀明大学紀要国際研究論集（秀明大学国際研究学会） なし
商討 商学討究(小樽商科大学） 33/101 本館書庫
上法 上智法学論集(上智大学法学会） 32/35 宗教法制研究所、本館書庫
志林 法学志林（法政大学法学志林協会） 32/121 本館書庫、宗教法制研究所
信州 信州大学経済学論集（信州大学経済学部） 33/314 本館書庫
信法 信州大学法学論集（信州大学経済学部） なし
新報 法学新報（中央大学法学会） 32/13 本館書庫、宗教法制研究所
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す 駿河台 駿河台法学（駿河台大学法学会） 32/285 宗教法制研究所、本館書庫
駿大比 比較法文化（駿河台大学比較法研究所） 32/373 宗教法制研究所

せ 成蹊 成蹊法学（成蹊大学法学会） 32/111 宗教法制研究所、本館書庫
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所） 30/63 本館書庫
成城 成城法学（成城大学法学会） 32/193 宗教法制研究所
西南 法学論集（西南学院大学学術研究所） 32/181 宗教法制研究所、本館書庫
清和 清和法学研究（清和大学法学会） 32/371 宗教法制研究所
摂南 摂南法学（摂南大学法学部） 32/295 宗教法制研究所
専大院 専修法研論集（専修大学大学院） 04/611 本館書庫
専修ロー 専修ロージャーナル（専修大学法科大学院） なし
専法 専修法学論集（専修大学法学会） 04/284 本館書庫、宗教法制研究所

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） 04/287 本館書庫
早研 法研論集（早稲田大学大学院法学研究科） 32/150 宗教法制研究所
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） 31/68 宗教法制研究所
早誌 早稲田法学会誌（早稲田大学法学会） 32/54 本館書庫、宗教法制研究所
早政 早稲田政治経済学雑誌（早稲田大学政治経済学会） 31/15 本館書庫
早比 比較法学（早稲田大学比較法研究所） 32/47 宗教法制研究所
早法 早稲田法学（早稲田大学法学会） 32/61 本館書庫、宗教法制研究所
創法 創価法学（創価大学法学会） 32/164 宗教法制研究所

た 大憲 大憲論叢（西日本短期大学法学会） なし
大東 大東法学（大東文化大学法政学会） 32/232 宗教法制研究所
高岡 高岡法学（高岡法科大学） 32/312 宗教法制研究所

ち 千葉 法学論集（千葉大学法学会） 32/297 宗教法制研究所、本館書庫
中大院 中央大学大学院研究年報（中央大学大学院） 04/411 本館書庫
中央学院 中央学院大学法学論叢（中央学院大学法学部） 32/321 宗教法制研究所
中央ロー 中央ロー・ジャーナル（中央大学法科大学院） なし
中京 中京法学（中京大学法学会） 04/306 宗教法制研究所、本館書庫
中京院 中京大学大学院生法学研究論集（中京大学院法学研究科） 32/251 本館書庫
中京ロー CHUKYO　LAWYER（中京大学法科大学院法曹養成研究所） 本館雑誌室

つ 筑波 筑波法政（筑波大学社会科学系〈法学・政治学〉） 30/42 宗教法制研究所
筑波ロー 筑波ロー・ジャーナル（筑波大学法科大学院） なし

て 帝京 帝京法学（帝京大学法学会） 32/151 宗教法制研究所、本館書庫
帝塚山 帝塚山法学（帝塚山大学法学会） なし

と 桐蔭 桐蔭法学（桐蔭横浜大学法学会） 33/351 本館書庫
桐蔭ロー 桐蔭法科大学院紀要（桐蔭横浜大学法務研究科） なし
東海 東海法学（東海大学法学部） 32/284 宗教法制研究所、本館書庫
東経 東京経大学会誌（東京経大学会誌編集委員会） 33/26 本館書庫
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） なし
東社 社会科学研究（東京大学社会科学研究所） 30/27 宗教法制研究所、本館書庫
東福紀 東北福祉大学研究紀要（東北福祉大学） 04/639 本館書庫
同法 同志社法学（同志社法学会） 32/152 宗教法制研究所、本館書庫
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東北 東北法学（東北大学大学院東北法学刊行会） 32/372 宗教法制研究所
東北学院 東北学院法学〈法律学〉（東北学院大学学術研究会） なし
東洋ロー 白山法学（東洋大学法科大学院） なし
独協 独協法学（獨協大学法学会） 32/153 宗教法制研究所
獨協ロー 獨協ロー・ジャーナル（獨協大学法科大学院） なし
都法 法学会雑誌（首都大学東京・東京都立大学法学会） 04/291 宗教法制研究所、本館書庫

な 奈良産 奈良法学会雑誌（奈良産業大学法学会） 32/300 宗教法制研究所
南山 南山法学（南山大学法学会） 32/201 宗教法制研究所、本館書庫

に 新潟 法政理論（新潟大学法学会） 32/125 本館書庫、宗教法制研究所
日政 政経研究（日本大学法学会） 32/99 本館書庫
日大紀要 法学紀要（日本大学法学部法学研究所） 32/102 本館書庫、宗教法制研究所
日福 研究紀要（日本福祉大学） 04/45 本館書庫、宗教法制研究所
日法 日本法学（日本大学法学会） 32/29 本館書庫、宗教法制研究所
日本ロー 法務研究（日本大学大学院法務研究科） なし

の ノモス ノモス（関西大学法学研究所） 32/347 宗教法制研究所
は 白鴎 白鴎法学（白鴎大学法学部） 32/382 宗教法制研究所

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） なし
阪学 法学研究（大阪学院大学法学会） 32/183 宗教法制研究所
阪経法 大阪経済法科大学論集（大阪経済法科大学経済学会） 30/43 本館書庫、宗教法制研究所
阪経法論 法学論集（大阪経済法科大学法学会） 32/243 宗教法制研究所、本館書庫
阪法 阪大法学（大阪大学大学院法学研究科） 32/187 宗教法制研究所、本館書庫

ひ 彦論 彦根論叢（滋賀大学経済学会） 04/41 本館書庫
姫路 姫路法学（姫路獨協大学法学部） 32/296 宗教法制研究所
姫路獨協ロー 姫路ロー・ジャーナル（姫路獨協大学法科大学院） なし
広経 広島経済大学経済研究論集（広島経済大学経済学会） 04/584 本館書庫
弘前 東北大学法学会〈社会科学編〉（弘前大学人文学部） なし
広島ロー 広島法科大学院論集（広島大学法学会） なし
広法 広島法学（広島大学法学会） 04/571 宗教法制研究所

ふ 福島 行政社会論集（福島大学行政社会学会） 31/146 宗教法制研究所
府経 大阪府立大学経済研究（大阪府立大学経済学部） なし
福法 福岡大学法学論叢（福岡大学総合研究所） 04/214 本館書庫、宗教法制研究所
福山平成 福山平成大学経営学部紀要経営法学科篇平成法学（福山平成大学） なし
富士 富士大学紀要（富士大学学術研究会） 04/549 本館書庫

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） なし
ほ 法学 法学（東北大学法学会） 32/86 宗教法制研究所、本館書庫

法研 法学研究（慶応義塾大学法学研究会） 32/24 宗教法制研究所、本館書庫
法雑 法学雑誌（大阪市立大学法学会） 32/49 宗教法制研究所、本館書庫
法政 法政研究（九州大学法政学会） 30/17 宗教法制研究所
法政ロー 法政法科大学院紀要（法政大学法科大学院） なし
法政論究 法学政治学論究（慶應義塾大学大学院法学研究科 32/292 宗教法制研究所
法論 法律論叢（明治大学法律研究所） 32/40 宗教法制研究所
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北園 北海学園大学法学研究（北海学園大学法学会） 04/170 本館書庫、宗教法制研究所
北園論 学園論集（北海学園大学学術研究会） 04/103 本館書庫
北法 北大法学論集（北海道大学法学部） 32/75 宗教法制研究所
北陸 北陸法学（北陸大学法学会） 32/331 宗教法制研究所

ま 松山 松山大学論集（松山大学学術研究会） なし
み 三重短 三重法経（三重短期大学法経学会） 04/254 本館書庫、宗教法制研究所

三重 法経論叢（三重大学社会科学学会） 30/78 宗教法制研究所
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） 32/315 宗教法制研究所

む 武蔵 武蔵大学論集（武蔵大学経済学会） 04/313 本館書庫
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） 04/166 本館書庫

明学 法学研究（明治学院大学法学会） 04/9 宗教法制研究所、本館書庫
名企法 企業法研究（名古屋経済大学企業法制研究所 32/317 宗教法制研究所
明経 政経論叢（明治大学政治経済研究所） なし
名経 名経法学（名古屋経済大学市邨学園短期大学法学会） 本館雑誌室
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） なし
名城 名城法学（名城大学法学会） 32/48 宗教法制研究所、本館書庫
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） 本館雑誌室
名城論 名城法学論集（名城大学大学院法学研究科） 32/195 宗教法制研究所、本館書庫
明治ロー 明治大学法科大学院論集（明治大学法科大学院） なし
明大院 法学研究論集（明治大学大学院） なし
名法 法政論集（名古屋大学法学部） 32/39 宗教法制研究所、本館書庫

や 山院 山梨学院大学法学論集（山梨学院大学法学研究会） 32/242 本館書庫
山形 山形大学紀要〈社会科学〉（山形大学） 04/39 本館書庫
山口 山口経済学雑誌（山口大学経済学会） なし
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） なし
山法 山形大学法政論叢（山形大学法学会） 32/340 宗教法制研究所

よ 洋比 比較法（東洋大学比較法研究所） 32/154 宗教法制研究所
洋法 東洋法学（東洋大学法学会） 32/100 本館書庫、宗教法制研究所
横国 横浜国際経済法学（横浜国立大学国際経済法学会） 32/332 宗教法制研究所
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） 04/527 本館書庫

り 立教 立教法学（立教法学会） 32/200 宗教法制研究所
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） 32/261 本館書庫
立教ロー 立教法務研究（立教大学大学院法務研究科） なし
立正 立正法学論集（立正大学法学会） 32/155 宗教法制研究所
立命 立命館法学（立命館大学法学会） 32/126 宗教法制研究所、本館書庫
龍谷 龍谷法学（龍谷大学法学会） 32/149 宗教法制研究所
龍社 社会科学研究所年報（龍谷大学社会科学研究所） なし
琉法 琉大法学（琉球大学法文学部） 32/148 宗教法制研究所

ろ 六甲台 六甲台論集（神戸大学大学院研究会） 04/130 本館書庫、宗教法制研究所
論叢 法学論叢（京都大学法学会） 32/8 新館３F移動棚、本館書庫

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） なし
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