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凡　例

　法令名略語

　　学教：学校教育法 行審：行政不服審査法 行訴：行政事件訴訟法
　　刑：刑法 刑訴：刑事訴訟法 憲：憲法
　　国会：国会法 自賠：自動車損害賠償保障法 少年：少年法
　　生活保護：生活保護法 短時労：短時間労働者の雇用管理の

改善等に関する法律
弁護：弁護士法

　　民：民法 民再：民事再生法 民執：民事執行法
　　民訴：民事訴訟法 労契：労働契約法 労組：労働組合法

　判例集・雑誌名略語

　　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：高等裁判所民事判例集
　　高刑：高等裁判所刑事判例集 裁判集民：最高裁判所裁判集民事 裁判集刑：最高裁判所裁判集刑事
　　行集：行政事件裁判例集 東高時報：東京高等裁判所判決時報 刑月：刑事裁判月報
　　訴月：訴訟月報 裁時：裁判所時報 判時：判例時報
　　判タ：判例タイムズ 判自：判例地方自治 労判：労働判例

　出典略記

　　最判：最高裁判所判決 最決：最高裁判所決定
　　高判：高等裁判所判決 高決：高等裁判所決定


