
      法律情報を調べる 

  ＜何を使って調べるか？＞ 
                                          

                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館の本は内容によって分類番号をつけ、本棚に分類番号順に並べています。調べたい分

野の本が並んでいる棚を探して必要な本にたどり着けます。また、資料検索端末(OPAC)を使

って、書名やキーワードなどから図書館の本を検索できます。書庫や他館の資料はカウンタ

ーにおたずねください。 

 
   

キーワード 分類 キーワード 分類 

法令集、生活のなかの法律 320法律 裁判員制度、訴訟の手続き 327司法 

法令解釈、法哲学、法学 321法学 公共企業体等労働関係法 328諸法 

外国の法律、法制度の歴史 322法制史 国際結婚、ビザ、国籍 329国際法 

憲法、行政法、国民投票 323憲法 住宅問題、悪質商法 365消費者 

相続、離婚、不動産登記 324民法 労働契約、パート・派遣 366労働経済 

会社の作り方、株主優待 325商法 交通問題、交通事故、道交法 680交通 

刑法、死刑制度、少年法 326刑法   

パスファインダー（Pathfinder）は調べものの道案内
です。答えに続く道は１本とは限りません。図書館の
さまざまな資料を通じて先へ進むお手伝いをします。 

１ 図書で調べる 図書は、同じジャンルの新旧の情報が得られることや多様な著者の意見

を入手できることから、必要な情報を多角的に入手することができます。情報の速報性や更

新頻度については弱い面があります。 

 

２ 雑誌で調べる 雑誌は、情報の専門性・話題性に富んだ情報源です。定期的に刊行され

るので情報更新の頻度が高いことも特徴です。図書館では保存年限があるため、古い情報の

入手が困難なこともあります。 

 

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる データベースは、蓄積された

データから検索機能を使って網羅的かつ効率よく情報を得ることができます。データベース

によって検索機能や特徴が異なることに注意が必要です。 

 

４ インターネットで調べる インターネットは、情報の速報性が高く、専門サイトなどか

ら細分化された情報を得ることができます。ただし、情報の正確性（誰でも情報を掲載でき

る）と情報の保存性・反復性（突然のサイト閉鎖、ページの修正・削除）には注意が必要で

す。 

 

５ その他  



 １ 図書で調べる 

 書名（出版社／出版年／背ラベル） 

☆資料の内容 

所蔵館 

中央 東部 五日市 増戸 

官報（国立印刷局）  
☆官報は、法律、政令、条約等の公布など、国の機関としての諸報告や資料を

公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」としての使命を持ち、法令の規定に

基づく各種の公告を掲載。（製本版は昭和５２年～） 

※最新は「インターネット版官報」または「データベース」をご利用ください。 

●    

よくわかる法律用語辞典（ぎょうせい／2009／R-320-ヨ） 

☆難解な法律用語を基礎編・応用編に分けて、実務に即して解説。一般の人に

もわかりやすいように定義より用語の意味するところを優先して説明。 
  ●  

現行法規総覧（加除式）（第一法規出版／R-320-ケ） 
☆わが国の現行法令を集大成した総合法規集。 

●    

解説条約集（三省堂／2009／R-329-カ） 
☆国際法の理解のために講学上必要な条約や資料を網羅した解説付き条約集。 

 ● ●  

英米法律情報辞典（研究社／2002／R-322-ト） 
☆英米の公法および連邦最高裁判所の判決、それらにかかわる有名な刑事事

件、さまざまな人権問題等を概観。多くの新語・新情報を盛り込み、英米の基

本的な法律用語をわかりやすく解説する。 

  ●  

現代民法用語辞典（税務経理協会／2008／R-324-イ） 
☆民法の用語を網羅し、周辺の特別法・特例法の基本用語も含めた約７９０語

を簡明かつ標準的に解説する。 

 ●   

国際関係法辞典（三省堂／2005／R-329-コ） 
☆国際関係の多面化・複雑化を反映し、国際法一般、国際私法、国際組織法、

ＥＵ法、国際経済法、国際取引法、国際政治・外交史の７分野から１６８５項

目を収録。 

●    

国際条約集（有斐閣／2017／R-329-コ） 
☆国際法を理解する上で必須の条約その他の国際文書を厳選して収録。 

●    

実用六法（成美堂出版／2017／R-320-シ） 
☆実務やビジネス、日常生活、学習などに役立つ法令・条文を厳選し掲載。 

   ● 

図解による法律用語辞典 補訂版（自由国民社／2013／R-320-ス） 

☆特に重要な法律用語の急所を図解＝視覚（ビジュアル）化することにより、

一般の読者にとって難しい法律を少しでもわかりやすく具体的に理解できる

よう配慮した辞典。 

● ●   

判例百選シリーズ（有斐閣） 
☆ジュリストの別冊で判例集。 

お探しの分野によって
所蔵館や所在場所が異
なります。 

法律英単語ハンドブック（自由国民社／2005／R-320-オ） 
☆法律分野の英単語をコンパクトにまとめた用語集。 

●    

法律学小辞典（有斐閣／2016／R-320-ホ） 
☆学習・実務に必要な概念・用語等を網羅した、ハンディな小型法律辞典。 

●   ● 

法律用語ハンドブック（自由国民社／2010／R-320-オ） 
☆かばんに入り、電車の中でも使えるコンパクトサイズに、法律基本用語を厳

選して収録。法学一般の基本用語から、憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・

刑事訴訟法を中心に約１８００語を掲載する。 

 

 ● 

 

 

 

 

有斐閣判例六法（有斐閣／2017／R-320-ユ） 
☆判例を主要な法令の条文ごとに整理要約し、「カタカナ法令」をひらがな化

した携帯六法。 

 

● ●   

 



書名（出版社／出版年／背ラベル） 

☆資料の内容 

所蔵館 

中央 東部 五日市 増戸 

六法全書（有斐閣／2017／R-320-ロ） 
☆現行成文法中の六大法典（憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟

法）などの主な法令を収録。 

●  ● ● 

 

２ 雑誌で調べる 

 
法律関連の雑誌 

書名／出版社 

☆資料の内容 
刊行種別 

所蔵館 

中央 東部 五日市 増戸 

Jurist（ジュリスト）／有斐閣 

☆実用法律雑誌 
月刊 ●    

法律時報／日本評論社 
☆官公庁、各企業団体の法律関係者、専門学者、法曹人向けのジ

ャーナル誌。 

月刊 ●    

 

 

３ データベース（オンライン版・電子媒体版）で調べる 

 

データベース名 内  容 
使用できる館 

中央 東部 五日市 増戸 

Westlaw Japan 
（ウエストロー ジャパン） 

法令、判例だけでなく、WLJP BOOKShelf の判例・

法令解説書籍の活用と、誰にもわかる社会生活六法

法律相談 Q＆Aを収録。 

● ● ● ● 

官報情報サービス 
官報第 1 号（1947 年 5 月 3 日・日本国憲法施行日

以降）～当日発行分（当日分は午前 11時以降に公

開）までの官報が検索できます。 

● ● ● ● 

日経テレコン２１ 

日本経済新聞、日経（MJ）流通新聞（1975 年 1 月

～）・日経産業新聞（1975 年 4 月～）・日経金融新

聞（1987年 10月～2008年 1月）のほか、人事検索

や企業情報の検索もできます。 

●    

聞蔵Ⅱビジュアル 
（職員による検索） 

朝日新聞 1945年～検索可。週刊朝日（2000年 4月

以降のニュース面）、AERA（1988 年 5 月 24 日創刊

号～）、現代用語事典「知恵蔵」の検索もできます。 

●    

ＣＤ-ＲＯＭ／ 
ＤＶＤ-ＲＯＭ 

・読売新聞縮刷版 平成６年～平成１６年 

・昭和の読売新聞 大正１５年１２月１日～昭和５５年１２月３１日 

・大正の読売新聞 大正元年７月１日～昭和元年１２月３０日 

中央

のみ 

※中央図書館のレファレンスカウンター、またはデータベースＰＣでご利用いただけます。 
日付またはキーワードなどから記事の検索ができます。（要利用者カード） 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ インターネットで調べる 

 

○日本法令索引（国立国会図書館） http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/ 

○新法・改正法解説記事書誌情報検索 R-LINE（龍谷大） 

http://www.ryukoku.ac.jp/apps/opac.lib.ryukoku.ac.jp/rline/ 

○電子政府の総合窓口（総務省） http://www.e-gov.go.jp/ 

○日本法令外国語訳データベース（法務省）http://www.japaneselawtranslation.go.jp/  

○インターネット版「官報」（国立印刷局） http://kanpou.npb.go.jp/ 

○官報ダイジェスト・官報バックナンバー（首相官邸） http://www.kantei.go.jp/jp/kanpo/digest.html 

○政府刊行物／官報／官報公告（全国官報販売協同組合）http://www.gov-book.or.jp/ 

○国会会議録検索システム（国立国会図書館）http://kokkai.ndl.go.jp/ 

○衆議院ホームページ http://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index.htm 

○参議院ホームページ http://www.sangiin.go.jp/ 

○裁判例情報・最新の判例一覧（最高裁判所）http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 

○あきる野市の例規集 http://www.city.akiruno.tokyo.jp/reiki/reiki_int/reiki_menu.html 

○日本弁護士連合会 https://www.nichibenren.or.jp/  

 

 

 

 

５ その他 

   

・新聞縮刷版 

資料情報（書名／出版社） 
所蔵館 

中央 東部 五日市 

朝日新聞縮刷版／朝日新聞社 
昭和 34（1959）年 

4月～ 
  

読売新聞縮刷版／読売新聞東京本社 
昭和 54（1979）年

10月～ 
 

平成 2（1990）年 
1月～ 

毎日新聞縮刷版／毎日新聞社  
昭和 53（1978）年

10月～ 
 

 

 

 

 記載している資料は作成時の所蔵のため、より新しい版が刊行されている場合もあります 。 
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