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広島修道大学図書館 作成日：2008.4.1 改定日：2015.12.25 

 
 

 
“■”このマークが付いているデータベースは図書館ＨＰ「データベース検索」内にリンクされています。 

 
キーワード・関連語 

法令 裁判 判例 判決 訴訟 上告 告訴 登記 相続  

憲法 民法 民事訴訟 条例 条約 登記 相続 商法 

会社法 不動産登記法 刑事訴訟法 

 

入門的な情報源 

文献を探す前に、テーマに関する基本的な知識や背景を 

調査しましょう。 

■JapanKnowledge Lib 

『日本大百科全書』『現代用語の基礎知識』『プログレッシブ 

英和中辞典』『法律用語辞典』などが利用できます。 

＜図書館で所蔵している辞典（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 
配架 

場所 

有斐閣法律用語辞典 第 4 版 

法令用語研究会編 有斐閣 2012 

320.33/ 

H 87 

2 階参考 

図書 

現代法律百科大辞典 全 8 巻  

伊藤正己他編 ぎょうせい 2000  

320.33/ 

I 89 

2 階参考 

図書 

デイリー法学用語辞典  

三省堂編修所編 三省堂 2015 

320.33/ 

Sa 66 

2 階参考 

図書 

 

図書を探す 

●学内の所蔵を探す 

✽ＯＰＡＣで調べる 

オンライン目録（ＯＰＡＣ）で本学図書館の蔵書を調べるこ

とができます。資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号

がわかります。 

 

＜図書館で所蔵している図書（一例）＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 
配架 

場所 

リーガル・リサーチ 第 4 版 

いしかわまりこ他著 日本評論社 

2012 

320.7/ 

I 76 

3 階一般

図書 

法律学習マニュアル 第 3 版 

弥永真生著 有斐閣 2009 

320.7/ 

Y 51 

3 階一般

図書 

法学入門 第 6 版補訂版  

末川博編 有斐閣 2014 

321/ 

Su 16 

3 階一般

図書 

法解釈入門 : 「法的」に考えるため

の第一歩 山下純司他著 有斐閣 

2013 

321/ 

Y 44 

3 階一般

図書 

 

✽テーマの棚に行って探す 

図書には１冊ごとにテーマを表す分類記号が付いて、こ

の記号順に書架に並んでいます。 

＊法律の分類記号には主に３２０が付いています。 

分類記号 テーマ 分類記号 テーマ 

321.1 法哲学 325 商法 

322 法制史 326 刑法、刑事法 

323 憲法 327 司法、訴訟手続法 

324 民法 329 国際法 

 

●国内で刊行されている図書を探す 

■CiNii(ｻｲﾆｨ) Books：大学図書館の本をさがす 

全国の大学図書館等が所蔵する本（図書や雑誌等）の

情報を検索できます。 

■NDL-OPAC  

国立国会図書館の蔵書目録です。明治以降国内で刊

行されている図書や雑誌が検索できます。 

■Webcat Plus   

全国の大学図書館が所蔵している江戸前期から現代ま

でに出版された膨大な書物を人間の思考のように「連想

検索」できます。目次や内容もわかります。 

■Books. or. jp   

国内で発行された入手可能な書籍が検索できる。出版

社のホームページやオンライン書店へのリンクもありま

す。 

   

雑誌・雑誌記事を探す 

●OPAC を使い雑誌を探す 

ＯＰＡＣで本学図書館所蔵の雑誌を調べることができます。

資料の所蔵の有無、配架場所、請求記号がわかります。 

＜図書館で所蔵している主な雑誌＞ 

資料情報（書誌情報） 請求記号 配架場所 

判例時報 
Z320/ 

HAN-002 

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

判例タイムズ 
Z320/ 

HAN-006 

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

法学セミナー 
Z320/ 

HOG-004   

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

法律時報 
Z320/ 

HOR-001 

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

ジュリスト 
Z320/ 

JUR-001 

新着：2 階新着雑誌 

BN：2 階電動書架 

 

法律関係資料の調べ方 
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●雑誌記事の探し方 

 ■CiNii(サイニイ) Articles：日本の論文をさがす 

大学の研究紀要と学協会の雑誌の論文を収録したデー

タベースです。一部の論文には全文データが収録され

ています。 

＜こんな雑誌記事が検索できます＞ 

記事情報 

独禁法審査手続の論点 : 刑事法からの分析 (特集 独占

禁止法審査手続の論点) 川出敏裕 『ジュリスト』 1478, 

30-36, 2015 

派遣労働拡大の経緯と背景 (特集 派遣労働社会) 山川

和義 『法学セミナー』 60(12), 6-11, 2015 

論文の掲載雑誌が本学図書館にあるか、OPAC で調べてみ

ましょう。あれば、配架場所へ直行!!  なければ、他大学から

複写を取り寄せることができます。（経費は自己負担です） 

 

新聞・新聞記事を探す 

●原紙／縮刷版 

最新 1 年分の原紙は 2 階新聞コーナーに、縮刷版は 2 階

雑誌コーナー奥の電動書架にあります。縮刷版は、巻頭の

索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。 

（1975 年 6 月以降の中国新聞はマイクロ資料で所蔵しています。） 

購読紙一覧は図書館ＨＰのＱ＆Ａを参照してください。 

図書館で所蔵している新聞（一例） 

朝日新聞 中国新聞 毎日新聞 

読売新聞 日本経済新聞 産経新聞 

 

●新聞記事をデータベースで探す 

新聞記事は、データベースを利用すれば、キーワード、日

付等から簡単に検索することができます。して全文を読む

ことができます。PDF ファイルで掲載紙面のままを閲覧す

ることも可能です。 

■日経テレコン（学内専用／アクセス制限なし） 

   1975 年以降の日経４紙（日本経済新聞、日経産業新聞、

日経ＭＪ、日経金融新聞）の記事が収録されています。 

■聞蔵 II ビジュアル（学内専用／２アクセス） 

 朝日新聞の全文記事検索データベースです。記事の検

索は 1879 年からできます。『AERA』『週刊朝日』の記事検

索も可能です。 

■毎索（学内専用／１アクセス） 

 毎日新聞の全文記事データベースです。記事の検索は

1872 年からできます。『週刊エコノミスト』の記事検索も可

能です。 

 

法律学には専門的な資料があります。さらに、便利な法律

関係の WEB サイトもあります。 

 

●現行法令を調べる 

・有斐閣判例六法（320.91/Y96、2 階参考図書） 

・現行法規総覧（320.91/Sh99、2 階判例集） 

■D1-Law.com（現行法規）   

■Lexis AS ONE 

■日本法令索引 

■法令データ提供システム  

■Super 法令 Web 

●制定時の法令を調べる 

   ・法令全書（Z320/HOR-006、2 階新着雑誌） 

・官報（1 階書庫） 

・岩波六法全書[各年度版]（320.91/I95、書庫 2 層） 

■官報（インターネット版） 

■日本法令索引 

 ●条例を調べる 

 ■広島県法規集 

■広島市例規類集 

●裁判例を調べる 

○概要を調べる 

   ・判例六法（320.9/H92、2 階参考図書） 

・判例体系（320.91、2 階判例集） 

  ○判決の全文を見る 

   ・最高裁判所判例集（Z320/SAI-001、2 階判例集） 

    ■裁判所 HP「裁判例情報」 

■LEX/DB インターネット（ＴＫＣ法律情報データベース） 

●判例評釈・文献情報を調べる 

   ・判例評論（Z320/HAN-001、2 階新着雑誌） 

・判例百選シリーズ（別冊ジュリスト） 

（Z320/JUR-002、2 階新着雑誌） 

・最高裁判所判例解説（324.09/Sa21、2 階判例集） 

■法律文献総合 INDEX 

■ D1-Law.com（法律判例文献情） 

第一法規が提供する法情報総合データベース 

 

 

■新判例解説 Watch 

■公的判例集データベース 

専門的な情報源／WEB サイト 


