
雑誌名1 出版者 継続区分

ＡＥＲＡ 朝日新聞社 停止

Anchor 報道通信社 停止

at プラス 太田出版 停止

Book World 日本出版協会 停止

CAPIC 矯正協会刑務作業協力事業部 廃刊

Causa 日本評論社 停止

Chance!! ヒューマン・コメディ 停止

CPR News Letter 監獄人権センター 継続

ＤＩＭＥ 小学館 停止

DOCTOR'S MAGAZINE 民間医局 （メディカル・プリンシプル社） 停止

FORUM90 フォーラム90実行委員会 継続

HO ぶらんとマガジン社 停止

ICD NEWS －LAW FOR DEVELOPMENT 法務総合研究所国際協力部 停止

［月刊］IM 日本文書情報マネジメント協会 (JIIMA) 停止

JACTA ジャクタ出版 停止

JCCD 犯罪と非行に関する全国協議会 継続

JCCDニュース 犯罪と非行に関する全国協議会 停止

JFMH 日本精神衛生連盟 停止

Law and Practice 早稲田大学大学院法務研究科臨床法学研究会 停止

Ｌａｗ ｓｃｈｏｏｌ 立花書房 休刊

ＮＡＶＳ ニューズ・レター 全国犯罪被害者の会（あすの会） 廃刊

NCCD in JAPAN 全国犯罪非行協議会 継続

News We Are ―わたしたちは いま― 名古屋矯正管区第三部 継続

Newsweek ティビーエス・ブリタニカ 停止

Olive 高松矯正管区 継続

PandA-J／ぱんだJ NPO法人 PandA-J 停止

ＳＣＩＯ 東京矯正管区 継続

ＱＡ 平凡社 停止

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 継続

愛知学院大学論叢教養部紀要 愛知学院大学一般教育研究会 停止

愛知学院大学論叢 法学研究 愛知学院大学法学会 継続

愛知大学法学部法経論集 愛知大学法学会 継続

あ・うん 広島矯正管区管内篤志面接委員協議会 継続

青山社会科学紀要
青山学院大学大学院経済学・法学・経営学三研究
科

継続

青山法学論集 青山学院大学法学会 継続

青山ローフォーラム 青山学院大学判例研究所 継続

アサヒグラフ 朝日新聞社 停止

朝日ジャーナル 朝日新聞社 停止

朝日新聞グローブ 朝日新聞社 停止

朝日法学論集 朝日大学法学会 停止

アジア刑政財団静岡支部会報 アジア刑政財団静岡支部 停止

アジア刑政財団栃木支部会報 アジア刑政財団栃木支部 停止

アジア刑政通信 アジア刑政財団 停止

アジア刑政通信（復刊） アジア刑政財団 継続

アジア刑政評論 アジア刑政財団 停止

亜細亜大学アジア研究所紀要 亜細亜大学アジア研究所 停止

亜細亜法学 亜細亜大学法学研究所 継続

アジ研所報 国際連合アジア極東犯罪防止研修所 廃刊

アジ研叢書 アジア極東犯罪防止研修所 停止

アジ研便り アジア極東犯罪防止研修所 休刊

アディクションと家族 家族機能研究所 停止

アプローチ 法務省矯正局作業課企画開発室 廃刊

アンジャリ 親鸞仏教センター（真宗大谷派） 停止

安全教室紀要 市原刑務所 停止

石井十次資料館研究紀要 石井記念友愛社 停止

いしかわ精神衛生 石川県精神衛生協会 停止

石塚ゼミナール論文集 龍谷大学法学部 継続

石塚ゼミ論文集 北九州大学法学部 廃刊
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ゐのはな 千葉大学医学部内ゐのはな同窓会 停止

いれぶんネット 東京矯正管区管内教誨師連盟 継続

インパクション インパクト出版会 停止

浮世絵芸術 日本浮世絵協会 停止

宇治交通訓練所だより 宇治少年院 廃刊

宇宙 山岡記念文化財団 停止

映画評論 映画出版社 廃刊

衛生集談會誌 東京矯正管区 停止

愛媛大学法文学部論集 愛媛大学法文学部 継続

愛媛法学会雑誌 愛媛大学法学会 継続

大阪学院大学法学研究 大阪学院大学法学会 継続

大坂監獄報 大坂監獄 廃刊

大阪市立大学法学雑誌 大阪市立大学法学会 停止

大阪精神保健福祉 大阪精神保健協議会 停止

大阪大学教育学年報 大阪大学大学院人間科学研究科教育学系 停止

大阪府立図書館紀要 大阪府立中之島図書館，大阪府立中央図書館 停止

おおぞら 福岡矯正管区 継続

大津十勝川研究 大津･十勝川学会 停止

沖大法学 沖縄大学法学会 継続

沖大法学論叢 沖縄大学 継続

沖縄大学法経学部紀要 沖縄大学法経学部 停止

沖縄法学 沖縄国際大学法学会 継続

沖縄法政研究 沖縄国際大学沖縄法政研究所 継続

沖縄法政研究所所報 沖縄国際大学沖縄法政研究所 停止

女たちの21世紀 特定非営利活動法人 アジア女性資料センター 停止

女の会ニュース 死刑をなくす女の会 停止

外国の立法 国立国会図書館調査及び立法考査局 停止

会報 札幌矯正管区管内篤志面接委員協議会事務局 継続

会報 仙台矯正管区管内篤志面接委員協議会 継続

会報 府中刑務所教誨師会 停止

会報（府中刑務所篤面） 府中刑務所篤志面接委員協議会 停止

會報（四国教誨師連盟） 四国教誨師連盟 停止

開放処遇 市原刑務所 停止

会報 （道連） 北海道教誨師連盟 停止

会報 ひまわり SIONS事務局 継続

カウンセリング研究 日本カウンセリング・センター 停止

科学警察研究所報告 科学警察研究所 継続

科学警察研究所報告 犯罪行動科学編 科学警察研究所 廃刊

科学捜査研究所年報 警察庁 科学捜査研究所 停止

科学と捜査 警察庁 科学捜査研究所 停止

香川法学 香川大学法学会 継続

学習院大学法学部研究年報 学習院大学法学会 停止

廓清 龍渓書舎 廃刊

学生法学 甲南大学法学会 継続

家裁調査官研究紀要 裁判所職員総合研修所 継続

家裁調査官研究展望 全国家庭裁判所調査官研究協議会 継続

家族問題相談研究 聖徳大学家族問題相談センター 停止

家調協ニュース 全国家庭裁判所調査官研究協議会 停止

学校図書館 全国学校図書館協議会 停止

家庭裁判月報 最高裁判所事務総局 廃刊

家庭裁判所調査官実務研究報告書 家庭裁判所調査官研修所 停止

家庭の法と裁判 日本加除出版 継続

神奈川大学法学研究所研究年報 神奈川大学法学研究所 継続

神奈川法学 神奈川大学法学会 継続

神奈川法学学生論文集 神奈川大学法学会 停止

金沢大学法文学部論集 金沢大学法文学部 停止

金澤犯罪學會雑誌 金澤犯罪學會 廃刊

金沢法学 金沢大学人間社会研究域法学系 停止

加南地方史研究 加南地方史研究会 停止

カピタン 文藝春秋 停止
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カレントアウェアネス 国立国会図書館関西館事業部図書館協力課 停止

川越少年刑務報 川越少年刑務所 廃刊

考える葦 中央学院大学 停止

感化教育 日本感化教育会 廃刊

管区情報 仙台矯正管区 廃刊

管区情報 大阪矯正管区 廃刊

監獄教誨 大日本監獄教誨師通信所 廃刊

監獄協会雑誌 監獄協会 廃刊

監獄雑誌 警察監獄学会 廃刊

監獄志林 監獄志林社 廃刊

監獄新報 監獄新報社 廃刊

監獄通信 「共同訴訟人の会」事務局 停止

監獄報 水戸監獄 廃刊

関西大学法学論集 関西大学法学会 停止

関西大学法学会誌 関西大学法学会 継続

関西非行問題研究 関西非行問題研究会 停止

関東教護 関東教護院協議会 停止

管内少年院意見発表会文集 仙台矯正管区 停止

管内職員矯正研究会発表論文集 広島矯正管区文化部 休刊

鑑別 大阪少年保護鑑別所 停止

鑑別紀要 大阪少年鑑別所 停止

鑑別分類研究 中部地方鑑別分類研究会 停止

季刊沖縄の福祉 沖縄社会福祉協議会 停止

季刊教育法 エイデル研究所 停止

季刊 刑事弁護 現代人文社 継続

季刊刑政 刑務協会 廃刊

季刊社会安全 社会安全研究財団 休刊

季刊精神療法 金剛出版 停止

季刊 創文 創文社 停止

季刊人間科学 巖松堂 廃刊

季刊法律学 有斐閣 停止

掬水 芦東山先生顕彰会 停止

北九州市立大学法政論集 北九州市立大学法学会 継続

北の産業保健 北海道産業保健推進センター 停止

木野評論 京都精華大学情報館 停止

季報 中央矯正研修所 法務省中央矯正研修所 停止

キャンベル共同計画 介入・政策評価系統的レビュー
龍谷大学 犯罪学研究センター キャンベル共同計画日
本支部

継続

救済研究 救済事業研究会事務所 廃刊

九州行刑 九州行刑管区本部 廃刊

九州矯正 福岡矯正管区 継続

九州国際大学法学論集 九州国際大学法学会 継続

九州国際大学論集法経研究 九州国際大学法経学会 継続

九大法学 九大法学会 継続

紀要（大阪少年鑑別所） 大阪少年鑑別所 停止

紀要（中野刑務所） 中野刑務所分類審議室 廃刊

紀要（明治大学） 明治大学法制研究所 継続

教育 岩波書店 廃刊

教育社会学研究 東洋館出版社 停止

教育新聞 教育新聞社 停止

教育と医学 慶応義塾大学出版会 継続

教誨 全国教誨師連盟 継続

教誨あれこれ 全国教誨師連盟 継続

教誨研究 刑務教誨事業研究所 停止

教誨師連盟だより 全国教誨師連盟 継続

教誨時論 教誨時論会 停止

教誨叢書 同情会事務所 廃刊

教誨通信 浄土真宗本願寺派矯正教化連盟 継続

教誨と保護 刑務教誨司法保護事業研究所 廃刊

教官研究報告集 水府学院 停止

行刑衛生会雑誌 行刑衛生会 廃刊

行刑思潮 警察思潮社 廃刊



雑誌名1 出版者 継続区分

教護 全国教護協議会 廃刊

行財政研究 行財政総合研究所 停止

紀要 社会学・社会情報学 中央大学文学部 継続

矯正医学 日本矯正医学会 継続

矯正医学会誌 矯正医学会 廃刊

矯正榮養研究会誌 矯正榮養研究会 廃刊

矯正教育 大阪矯正管区 廃刊

矯正教育研究 日本矯正教育学会 継続

矯正教育研究（東京管区） 東京矯正管区 廃刊

矯正教育論集 大阪矯正管区 廃刊

矯正研究 （矯正研修所） 矯正研修所 廃刊

矯正研究 （矯正協会矯正研究室） 矯正協会 継続

矯正研究論文集 東京矯正管区 停止

矯正研修所紀要 法務省矯正研修所 継続

矯正講座 龍谷大学矯正・保護課程委員会 継続

矯正資料 法務省矯正局 停止

矯正と教誨 矯正と教誨を考える会 停止

共生と修復
東京学芸大学人文社会科学系法学政治学分野宿
谷研究室

休刊

矯正の窓 矯正協会 廃刊

矯正広島 広島矯正管区 休刊

きょうせいほご 龍谷大学矯正・保護総合センター 継続

矯正保護資料 法務府矯正保護局 廃刊

行政レポート 行政出版 停止

京都学園大学経済経営学部論集 京都学園大学経済経営学部学会 廃刊

京都学園法学 京都学園大学法学会 廃刊

京都府立医科大学雑誌 京都府立医科大学学術研究会 停止

京都法学会雑誌 京都法学会 廃刊

教養研究 九州国際大学教養学会 停止

杏林社会科学研究 杏林大学社会科学部 停止

近畿大学法学 近畿大学法学会 継続

キング 大日本雄弁会講談社 廃刊

近代建築 近代建築社 停止

熊本法学 熊本大学法学会 停止

久留米大学法学 久留米大学法学会 継続

慶應医学 慶應義塾大学医学部 停止

警監之友 警監之友雑誌社 廃刊

警察学論集 立花書房 継続

警察監獄學雑誌 小南淸話會 廃刊

警察監獄学会雑誌 警察監獄学会 廃刊

警察協会雑誌 警察協会 停止

警察研究 良書普及会 休刊

警察公報 山口縣警察部 廃刊

警察時報 警察時報社 停止

警察新報 警察新報社 停止

警察政策研究 警察大学校警察政策研究センター 継続

刑事警察 内務省警保局 廃刊

刑事裁判月報 法曹会 休刊

刑事政策紀要 青山学院大学法学部重松ゼミ 継続

刑事法学 神奈川大学刑事学研究部 停止

刑事法学 中央法学会 廃刊

刑事法ジャーナル 成文堂 継続

刑事法評林 評林社 廃刊

刑政 矯正協会 継続

刑政 （季刊） 刑務協会 廃刊

敬天愛人 西郷南洲顕彰会 停止

刑罰史研究 刑罰史研究会 休刊

刑法雑誌 日本刑法学会 継続

刑務界 刑務界社 廃刊

刑務月報（網走刑務所） 網走刑務所 廃刊

ケース研究 日本調停協会連合会 継続
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血液型研究 大阪血液型研究所 廃刊

月刊アーティクル 早稲田経営出版 停止

月刊刑政 矯正協会 停止

月刊少年育成 大阪少年補導協会 休刊

月刊生徒指導 学事出版 継続

月刊福祉 全国社会福祉協議会 継続

月刊文化財 第一法規 停止

月刊MOKU エモーチオ２１ 停止

月報三重法経セミナー 三重短期大学法経学会 停止

研究授業 名古屋矯正管区 継続

検察統計月報 法務府法制意見第四局統計課 停止

研修 誌友会研修編集部 継続

研修月報 法務府研修所 廃刊

建設業の経理 建設産業経理研究所 停止

現代刑事法 現代法律出版 休刊

現代思想 青土社 停止

現代詩手帖 思潮社 停止

現代と親鸞 親鸞仏教センター（真宗大谷派) 停止

現代の社会病理 日本社会病理学会 継続

現代の図書館 日本図書館協会 停止

現代俳句 現代俳句社 廃刊

現代法ジャーナル 勁草書房 停止

建築雑誌 建築学会 停止

剣道日本 スキージャーナル株式会社 停止

興亜教育 東亞教育協會 廃刊

講演の友 皇道會出版部 廃刊

黌誌 日本大学広報部大学史編纂課 停止

更新会だより 更生保護法人 更新会 継続

厚生事業 東京府社会事業協会 廃刊

こうせい通信新聞 こうせい舎 継続

更生保護 日本更生保護協会 継続

更生保護学研究 日本更生保護学会 継続

更生保護と犯罪予防 日本更生保護協会 廃刊

厚生問題 中央社会事業協会 廃刊

高知大学学術研究報告 高知大学 停止

公聴 日本公聴協会 廃刊

交通安全教育 日本交通安全教育普及協会 停止

高等裁判所刑事裁判特報 法務省 停止

高等裁判所刑事判決特報 最高裁判所事務総局 廃刊

高等裁判所判例集 法務大臣官房法規室 停止

甲南法学 甲南大学法学会 継続

神戸学院大学紀要 神戸学院大学教養部 廃刊

神戸学院大学教養部紀要 神戸学院大学教養部 廃刊

神戸学院法学 神戸学院大学法学会 継続

神戸法学雑誌 神戸法学会 継続

神戸法学年報 神戸大学法学部 継続

公報 宇都宮刑務所 廃刊

広報 日本精神保健連盟 停止

広報おきなわ 沖縄市役所市民交流室広報担当 停止

公法雑誌 良書普及会 廃刊

國學院大学日本文化研究所紀要 國學院大學日本文化研究所 継続

國學院大学日本文化研究所報 國學院大學日本文化研究所 停止

國學院法學 國學院大学法学会 停止

國學院法研論叢 國學院大学大学院法学研究会 継続

國學院法政論叢 國學院大学大学院 継続

国際開発ジャーナル 国際開発ジャーナル社 停止

国際協力論集 神戸大学大学院国際協力研究科 停止

国際公共政策研究 大阪大学大学院国際公共政策研究科 継続

国士舘法学 國士舘大学法学会 継続

獄事新報 東京感化院 廃刊

獄事叢書 同情会 廃刊



雑誌名1 出版者 継続区分

国民 社会教育協会 停止

国立国会図書館月報 国立国会図書館 停止

国立のぞみの園 紀要
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみ
の園

停止

こころの科学 日本評論社 継続

こころのりんしょう à・la･carte 星和書店 停止

小菅刑務所刑務月報 小菅刑務所 廃刊

小菅刑務報 小菅刑務所 廃刊

戸籍時報 日本加除出版 停止

国家学会雑誌 国家学会事務所 継続

駒澤法学 駒澤大学法学部 継続

最高裁判所判例集 最高裁判所判例調査会 停止

埼玉友の会たより 埼玉友の会 停止

作業 司法部行刑司第一科 廃刊

作業療法ジャーナル 三輪書店 停止

朔風 札幌矯正管区内教誨師連盟 停止

札幌学院大学現代法研究所年報 札幌学院大学現代法研究所 停止

札幌学院法学 札幌学院大学総合研究所 継続

ざ ゆーす 新科学出版社 継続

三色旗 慶應義塾大学出版会 停止

産大法学 京都産業大学法学会 継続

死刑 死刑問題研究会 停止

自警 自警会 継続

死刑停止会議 News Letter 死刑執行停止連絡会議 停止

死刑廃止をすすめるつどい・会報 死刑廃止をすすめるつどい事務局 停止

四国学院社会科学年誌 四国学院大学社会学科 停止

四国矯正 高松矯正管区 継続

四国矯正科学 高松矯正管区 廃刊

四国少年矯正 高松矯正管区 廃刊

慈善 中央慈善協会 廃刊

思想 岩波書店 停止

児童研究 第一書房 廃刊

児童心理 金子書房 停止

児童精神医学とその近接領域 児童精神医学とその近接領域編集部 継続

児童福祉法研究 児童福祉法研究会 停止

児童保護 日本少年教護協会 廃刊

渋沢研究 渋沢史料館 停止

自閉症スペクトラム研究 日本自閉症スペクトラム学会 継続

標茶町郷土館報告 標茶町郷土館 停止

司法協會雑誌 司法協會 廃刊

司法研究 司法省調査課 廃刊

司法研究報告書 法務省 停止

司法研修所報 法曹会 停止

司法資料 司法省調査課 廃刊

司法資料 別冊 司法省秘書課 停止

司法精神医学 日本司法精神医学会 継続

司法制度調査資料 法務大臣官房調査課 停止

司法統計月報 最高裁判所事務総局 停止

司法福祉 司法福祉研究会 廃刊

司法福祉学研究 日本司法福祉学会 継続

司法法制部季報 法務省大臣官房司法法制部 継続

司法保護 司法保護協会 廃刊

司法保護 （復刊） 司法保護協会 廃刊

司法保護資料 法務庁少年矯正局 停止

司法輔導 司法保護協会 廃刊

島大法学 島根大学法文学部／島根大学大学院法務研究科 継続

市民会議NEWS 死刑をなくそう市民会議 継続

社会改良 刑罰と社会改良の会 廃刊

社会科学の方法 御茶の水書房 停止

社会学・社会福祉学研究 明治学院大学社会学会 継続

《さ》



雑誌名1 出版者 継続区分

社会学ジャーナル 筑波大学社会学研究室 停止

社会事業 全国社会福祉協議会 廃刊

社会事業研究 大阪社会事業連盟 廃刊

社会事業史研究 社会事業史学会 停止

社会精神医学研究所紀要 復光会・社会精神医学研究所 停止

社会福祉研究 鉄道弘済会 停止

社会福祉士 日本社会福祉士会 停止

社会問題研究 大阪府立大学社会福祉学部 継続

寫眞週報 内閣印刷局 廃刊

週刊朝日 朝日新聞社 停止

週刊金曜日 金曜日 停止

週刊現代 講談社 停止

週刊新潮 新潮社 停止

週刊文春 文藝春秋 停止

宗教教誨 東京矯正管区内管内教誨師連盟 停止

宗教法 宗教法学会 継続

十全会雑誌 金沢医科大学十全会 停止

修道法学 広島修道大学総合研究所 継続

自由と正義 日本弁護士連合会 継続

出版ニュース 出版ニュース社 停止

ジュリスト 有斐閣 継続

ジュリスト 増刊 有斐閣 停止

上智法学論集 上智大学法学会 継続

昭徳 司法保護協会 廃刊

昭徳会報 財団法人昭徳会 廃刊

少年教護時報 日本感化教育会関西支部 廃刊

少年矯正教育方策充実化研究抄録 法務省矯正局 廃刊

少年保護 日本少年保護協会 廃刊

少年補導 大阪少年補導協会 廃刊

勝友叢誌 勝友叢誌社 廃刊

処遇研究 名古屋矯正管区分類協議会 停止

書斎の窓 有斐閣 停止

序章 序章社 停止

所内職務研究発表要旨集 黒羽刑務所職務研究会 停止

所報 ［金澤刑務所］ 金澤刑務所 廃刊

事例研究及特別研究論文集 仙台矯正管区 停止

人権のために 自由法曹団 休刊

人権のひろば 人権擁護協力会 停止

神社本廳教學研究所紀要 神社本庁教学研究所 停止

人性 人性学会 廃刊

新世代法政策学研究
北海道大学グローバルCOEプログラム「多元分散型統
御を目指す新世代法政策学」事務局

継続

人道 人道社 廃刊

人文科学と画像資料研究 國學院大学日本文化研究所 停止

心理学研究 日本心理学会 停止

心理学ワールド 日本心理学会 停止

心理テスト研究 三京房 停止

新緑 新緑俳句会 停止

心理臨床学研究 日本心理臨床学会 停止

進路指導 日本職業指導協会 停止

数学文化 日本評論社 停止

巣鴨刑務所報 巣鴨刑務所 廃刊

駿河台法学 駿河台大学法学会 継続

生活指導 明治図書出版 停止

青矯 青森刑務所矯正協議会 停止

政経研究 日本大学法学会 停止

成蹊法学 成蹊大学法学会 継続

政治学論集 駒澤大学法学部 停止

青少年 青少年育成国民会議 停止

青少年教育フォーラム 国立オリンピック記念青少年総合センター 停止

青少年問題 青少年問題研究会 廃刊



雑誌名1 出版者 継続区分

青少年問題 日本少年教護協会 廃刊

青少年問題研究 大阪府青少年問題研究会 停止

青少年問題研究 東京都生活文化局婦人青少年部 停止

青少年問題研究調査季報 総理府青少年対策本部 廃刊

青少年問題調査年報 文部科学省スポーツ・青少年局 廃刊

成人 森江書店 廃刊

精神医学 医学書院 停止

精神医療 批評社 停止

精神衛生研究 国立精神衛生研究所 廃刊

精神衛生資料 国立精神衛生研究所 停止

精神科治療学 星和書店 継続

精神科臨床サービス 星和書店 停止

精神神経学雑誌 日本精神神経学会 停止

精神保健研究 国立精神・神経センター精神保健研究所 継続

精神保健研究所年報 国立精神・神経センター精神保健研究所 停止

精神保健シリーズ 千葉県精神保健センター 停止

精神保健センター年報 千葉県精神保健センター 停止

精神療法 金剛出版 停止

生存学 生活書院 停止

性とこころ 日本「性とこころ」関連問題学会 停止

西南学院大学大学院法学研究論集 西南学院大学大学院 継続

西南学院大学法学論集 西南学院大学学術研究所 継続

青年心理 金子書房 停止

世界 岩波書店 停止

摂南法学 摂南大学法学部 停止

全国就労支援事業者機構ニュース 全国就労支援事業者機構 継続

専修大学論集 専修大学学会 廃刊

専修法学論集 専修大学法学会 継続

センターニュース 被害者支援都民センター 継続

発表論文集 仙台矯正科学研究会 廃刊

仙台市政だより 仙台市総務局秘書部広報課 停止

全篤連だより 全国篤志面接委員連盟 継続

全防連ニュース 全国防犯協会連合会 停止

専門図書館 専門図書館協議会 停止

ソヴエト法学 門脇書店 廃刊

創価法学 創価大学法学会 継続

総合政策研究 中央大学総合政策学部 停止

綜合法学 綜合法学刊行会 休刊

捜査研究 東京法令出版 継続

相談活動 練馬区教育委員会 練馬児童教養相談所 停止

創文 創文社 停止

そだちの科学 日本評論社 停止

大学院研究年報（中央大学） 中央大学大学院研究年報編集委員会 継続

第三文明 第三文明社 停止

大樹 大樹俳句会 停止

大審院判例集 法曹会 廃刊

大東文化大学紀要 大東文化大学 停止

大東法学 大東文化大学法政学会 継続

大日本監獄協会雑誌 大日本監獄協会 廃刊

臺法月報 臺法月報發行所 廃刊

臺灣刑務月報 臺灣刑務協會 廃刊

台湾司法保護 台湾司法保護事業聯盟 廃刊

高岡法学 高岡法科大学法学会 継続

短歌 角川学会出版 停止

地域保健 東京法規出版 停止

治刑 治刑協會 廃刊

智光 大本山成田山新勝寺 停止

千葉県キリスト教史研究 東京基督教大学国際宣教センター 停止

千葉大学 法学論集 千葉大学法経学部法学科 継続

千葉大学 法経研究 千葉大学人文学部 廃刊

《た》



雑誌名1 出版者 継続区分

中央学院大学総合科学研究所紀要 中央学院大学総合科学研究所 停止

中央学院大学総合論叢 中央学院大学総合科学研究所 停止

中央学院大学人間・自然論叢 中央学院大学商学部・法学部 停止

中央学院大学法学論叢 中央学院大学法学部 継続

中央研究所紀要 矯正協会附属中央研究所 休刊

中央研究所資料 矯正協会附属中央研究所 休刊

中央研究所報 矯正協会附属中央研究所 休刊

中央公論 中央公論社 停止

中央大学社会科学研究所研究報告 中央大学社会科学研究所 停止

中央ロー・ジャーナル 中央大学法科大学院 継続

中京大学大学院生法学研究論集 中京大学大学院法学研究科 継続

中京法学 中京大学法学会 停止

中部矯正 名古屋矯正管区 廃刊

中部日本少年保護 名古屋少年審判所設置準備委員会 廃刊

調研紀要 家庭裁判所調査官研修所 廃刊

調研紀要 法曹会 廃刊

調査月報 みやぎん経済研究所 停止

朝鮮司法保護 朝鮮司法保護協會 廃刊

通俗醫學 日本通俗醫學社 廃刊

通俗司法時論 司法時論社 廃刊

筑波法政 筑波大学社会科学系（法学・政治学） 継続

創 創出版 停止

罪と罰 日本刑事政策研究会 継続

であい 大阪矯正管区管内篤志面接委員協議会 停止

帝京法学 帝京大学法学会 停止

帝塚山法学 帝塚山大学法学会 継続

伝統と現代 学燈社 停止

桐蔭法学 桐蔭法学会 継続

桐蔭法科大学院紀要 桐蔭横浜大学大学院法務研究科（法科大学院） 継続

桐蔭論叢 桐蔭横浜大学 停止

東京家裁 東京家庭裁判所 停止

東京感化院雑記 東京感化院院司 廃刊

東京矯正教育研究 東京地区矯正教育研究会事務局 廃刊

東京社会福祉史研究 東京社会福祉史研究会 継続

東京市養育院月報 東京市養育院 廃刊

東京少年友の会通信 東京少年友の会 停止

東京人 東京都歴史文化財団 停止

東京大学大学院情報学環 社会情報研究資料ニュース 東京大学大学院情報学環 停止

東京地裁広報 東京地方裁判所 停止

東京都立医療技術短期大学紀要 東京都立医療技術短期大学 停止

東京の精神衛生 東京都精神衛生協会 停止

東京犯罪研究会報 東京犯罪研究会 停止

同志社法学 同志社法学会 停止

同志社論叢 同志社法学会 廃刊

闘争と弁護 闘争と弁護刊行会 停止

同朋 同朋舎出版 停止

東北学院大学論集（法律学） 東北学院大学学術研究会 停止

東北学院法学 東北学院大学学術研究会 継続

東北矯正科学研究所紀要 東北矯正科学研究所 停止

東北矯正研究 東北矯正研究会 継続

東北の篤面 仙台矯正管区管内篤志面接委員協議会 停止

東北文化研究室紀要 東北大学大学院文学研究科東北文化研究室 停止

東北法學會雑誌 東北法學會（東北大学法学部研究室内） 廃刊

東北歴史博物館研究紀要 東北歴史博物館 停止

東北ローレビュー 商事法務 継続

同友 全国更生保護同友会 停止

東洋法学 東洋大学法学会 停止

十勝監獄報 十勝監獄 廃刊

時の動き 総理府 停止

時の法令 朝陽会 発行，全国官報販売協同組合 発売 停止

徳川林政史研究所研究紀要 徳川黎明会 停止



雑誌名1 出版者 継続区分

篤志面接委員会報（高松矯正管区） 高松矯正管区 停止

篤志面接委員協議会だより 東京矯正管区管内篤志面接委員協議会事務局 継続

特殊教育学研究 日本特殊教育学会 継続

徳風 日本少年保護協会東京支部 廃刊

篤面九州 福岡矯正管区管内篤志面接委員協議会 継続

都市問題 安田記念東京都市研究所 停止

図書 岩波書店 停止

図書館研究シリーズ 国立国会図書館 停止

図書館雑誌 日本図書館協会 停止

図書館の学校 図書館振興財団 停止

獨協法学 獨協大学法学会 停止

ともだち 日本BBS連盟事務局 停止

豊多摩刑務報 豊多摩刑務所 廃刊

トラウマティック・ストレス 日本トラウマティック・ストレス学会 停止

内観 内観道場 廃刊

内藤家文書増補・追加目録 明治大学刑事博物館 停止

名古屋控訴院管内 司法資料 名古屋控訴院 停止

名古屋法曹 法曹会名古屋支部 廃刊

波 新潮社 停止

奈良監獄報 奈良監獄 廃刊

奈良法学会雑誌 奈良産業大学法学会 継続

南山法学 南山大学法学会 停止

新潟監獄報 新潟監獄 廃刊

西日本短期大学大憲論叢 西日本短期大学法学会 継続

日米フォーラム 永晃社 停止

日輪草 浪速少年院麗日会 廃刊

日録20世紀 講談社 停止

日刊ゲンダイ 日刊現代 停止

日本カメラ 日本カメラ社 停止

日本古書通信 日本古書通信社 停止

日本教育史研究 日本教育史研究会 停止

日本矯正教育学会 大会発表論文集 日本矯正教育学会 継続

日本司法福祉学会ニュース 日本司法福祉学会 停止

日本社会事業大学研究紀要 日本社会事業大学 継続

日本出版史料 日本エディタースクール出版部 停止

日本精神科病院協会雑誌 日本精神科病院協会 継続

日本村落自治史料調査研究所研究紀要 日本村落自治史料調査研究所 停止

日本之警察 博文舘 廃刊

日本犯罪學會々報 日本犯罪學會 廃刊

日本犯罪學會雑誌 日本犯罪學會 廃刊

日本犯罪學會年報 日本犯罪學會 廃刊

日本犯罪社会学会ニュース 日本犯罪社会学会 停止

日本犯罪心理学会会報 日本犯罪心理学会 廃刊

日本法学 日本大学法学会 停止

日本歴史 吉川弘文館 停止

人間関係学研究 日本人間関係学会 停止

人間の科学 誠心書房 停止

脳 精神衛生学会 停止

白鴎大学大学院法学研究年報 白鴎大学大学院法学研究科 継続

白鴎大学法科大学院紀要 白鴎大学法科大学院 廃刊

白鴎大学法政策研究所年報 白鴎大学法政策研究所 継続

白鴎法学 白鴎大学法学部 継続

長谷川仏教文化研究所年報 大乗淑徳学園附置長谷川仏教文化研究所 継続

働く人の心の健康 日本精神衛生連盟 停止

発達 ミネルヴァ書房 停止

はばたき 仙台矯正管区 継続

破防法研究 破防法研究会 停止

破防法公判ニュース 4・28破防法被告団事務局 廃刊

はるかぜ 日本刑事政策研究会 停止

《な》

《は》



雑誌名1 出版者 継続区分

ぱれるが 評論社 停止

犯罪科学 中央大学犯罪科学研究会 停止

犯罪科学 武侠社 廃刊

犯罪學研究 新光閣 廃刊

犯罪学研究誌 早稲田大学犯罪学研究会 停止

犯罪学雑誌 日本犯罪学会 継続

犯罪月報 発言21オフィス 停止

犯罪公論 四六書院 廃刊

犯罪社会学研究 現代人文社 継続

犯罪心理学研究 日本犯罪心理学会 継続

犯罪心理研究 日本犯罪心理研究所 休刊

犯罪統計 秋田県警察本部刑事部防犯課 停止

犯罪統計月報 警察庁刑事局 停止

犯罪と醫學 日本医学雑誌 廃刊

犯罪と刑罰 刑法読書会 継続

犯罪と非行 日立財団 廃刊

犯罪の研究 国家地方警察本部刑事部 廃刊

犯罪の研究 特集号 国家地方警察本部刑事部 廃刊

犯社研会報 犯罪社会学研究会 廃刊

阪大法学 大阪大学大学院法学研究科 継続

判例時報 判例時報社 継続

判例タイムズ 判例タイムズ社 停止

判例タイムズ（旧） 海口書店 廃刊

被害者学研究 日本被害者学会 継続

被害者支援ニュース 全国被害者支援ネットワーク 休刊

比較法 （東洋大学） 東洋大学比較法研究所 廃刊

比較法・政治研究 近畿大学比較法・政治研究所 継続

比較法学 早稲田大学比較法研究所 停止

比較法雑誌 日本比較法研究所（中央大学） 継続

比較法制研究（國士舘大学） 國士舘大学比較法制研究所 停止

比較法文化 駿河台大学比較法研究所 停止

非行 全国非行問題研究会 停止

非行問題 全国児童自立支援施設協議会 継続

美術運動史 研究会ニュース 美術運動史研究会 停止

美術運動史研究会ニュース 美術運動史研究会 停止

弼教 明刑協會 廃刊

一橋法学 一橋大学大学院法学研究科 停止

一橋論叢 日本評論社 停止

びぶろす 国立国会図書館連絡部 停止

評論・社会科学 同志社大学人文学会 停止

広島家裁 広島家庭裁判所 停止

広島矯正論集 広島矯正管区 停止

広島修大論集 広島修道大学人文学会 停止

広島商大論集 広島商科大学商経学会 廃刊

広島法学 広島大学法学会 停止

広島法科大学院論集 広島大学法学会 継続

ふぁみりお 家庭問題情報センター 継続

フォーカス 新潮社 停止

フォト 時事画報社 停止

福音週報 福音週報社 廃刊

福岡大学法学論叢 福岡大学研究推進部 継続

福島大学教育実践研究紀要 福島大学総合教育研究センター 停止

婦人公論 中央公論新社 停止

婦人之友 婦人之友社 停止

部落解放 解放出版社 停止

文藝春秋 文藝春秋 停止

分類鑑別研究 東京矯正管区 廃刊

分類鑑別資料 法務省矯正局 停止

分類情報 横浜刑務所分類審議室 停止

別冊 ジュリスト 有斐閣 停止

別冊 判例タイムズ 判例タイムズ社 停止



雑誌名1 出版者 継続区分

変態心理 日本精神医学会 廃刊

変態心理（復刻版） 不二出版 停止

法學 東北大学法学会 継続

法学会雑誌（学習院大学法学部） 学習院大学法学会 停止

法学会雑誌（東京都立大学） 東京都立大学法学部 停止

法學會雑誌 岡山大学法學会 継続

法学紀要（関東学園大学） 関東学園大学法学部 継続

法學協會雑誌 法學協會事務所 停止

法学教室 有斐閣 停止

法学教室＜第2期＞ 有斐閣 廃刊

法学経済学論集 岡山大学法経短期大学部 停止

法学研究 一橋大学 廃刊

法学研究（慶應義塾大学） 慶應義塾大学法学研究会 継続

法學研究 岩波書店 廃刊

法学研究（北海学園大学） 北海学園大学法学会 停止

法学研究 （明治学院大学） 明治学院大学法学会 継続

法学研究雑誌 関西学院大学法学会 継続

法学研究年報（日本大学大学院） 日本大学大学院法学研究科 継続

法学ジャーナル （明治学院大学大学院） 明治学院大学大学院法学研究科 継続

法學志林 法政大學法學志林協會 停止

法学新報（中央大学） 中央大学法学会 継続

法学政治学研究所紀要（東北学院大学） 東北学院大学法学政治学研究所 継続

法学政治学論究（慶應義塾大学大学院） 法学政治学論究刊行会 停止

法学セミナー 日本評論社 継続

法学部研究紀要（駒澤大学） 駒澤大学 継続

法学論集（鹿児島大学） 鹿児島大学法学会 継続

法学論集（駒澤大学） 駒澤大学法学会 継続

法學論叢 京都大學法學會 継続

法経学会雑誌 岡山大学法学会 停止

法経研究 静岡大学法経学会 廃刊

法経論集 静岡大学法経短期大学部 廃刊

法経論集（佐賀大学） 佐賀大学法律経済研究会 停止

法経論叢 三重大学法律経済学会 停止

法研論集 早稲田大学大学院法学研究科 停止

法史学研究会会報 法史学研究会 停止

法政研究（九州大学） 九州大学法政学会 停止

法政研究（静岡大学） 静岡大学人文社会科学部・法科大学院 停止

法政理論 新潟大学法学会 継続

法政論集 名古屋大学大学院法学研究科 継続

法曹 法曹会 継続

法曹界 法曹公論社 休刊

法曹會雑誌 法曹會 停止

法曹記事 法曹会 廃刊

法曹公論 日本辯護士協會 廃刊

法曹雑誌 法曹會 廃刊

法曹時報 法曹会 継続

房総の郷土史 千葉県郷土史研究連絡協議会 停止

法哲学四季報 朝倉書店 停止

法と人権 「法の支配」法曹協会 停止

法と心理 日本評論社 継続

法と政治 関西学院大学法政学会 停止

法と精神医療 法と精神医療学会 継続

法の科学 日本評論社 停止

法の支配 日本法律家協会 継続

法の苑 日本加除出版 停止

法文論叢 熊本大学法文学会 継続

法務研究報告書 法務省 停止

法務研究論叢
早稲田大学法務教育研究センター／早稲田大学大
学院法務研究科

停止

法務資料 法務省大臣官房司法法制部司法法制課 継続

法務史料展示室だより 法務省大臣官房司法法制部 継続



雑誌名1 出版者 継続区分

法務総合研究所研究部紀要 法務総合研究所 廃刊

法務総合研究所研究部資料 法務総合研究所 継続

法務総合研究所研究部報告 法務総合研究所 継続

法務総合研究所報 法務総合研究所 継続

法務統計月報 法務省 廃刊

法律学研究 （日本大学） 日本法政学舎 継続

法律公論 法律公論社 停止

法律時報 日本評論社 継続

法律時報 資料版 日本評論新社 廃刊

法律春秋 南郊社 廃刊

法律新聞 法律新聞社 停止

法律新報 法律新報新社 停止

法律タイムズ 法律タイムズ社 停止

法律のひろば ぎょうせい 継続

法律文化 東京リーガルマインド 停止

法律文化 法律文化社 停止

法律論叢（明治大学） 明治大学法律研究所 継続

法令解説資料総覧 第一法規 停止

ホームレスと社会 明石書店 停止

北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル 北海道大学大学院法学研究科 停止

北大法学論集 北海道大学大学院法学研究科 停止

北大法政ジャーナル 北海道大学大学院法学研究科 継続

北陸法学 北陸大学法学会 継続

保護時報 輔成会 廃刊

輔成会会報 輔成会 廃刊

ほっかいどう教誨 北海道教誨師連盟 停止

北海道社会福祉史研究 北海道社会福祉史研究会 停止

北海道大学法学会論集 北海道大学法学部 停止

本 講談社 停止

本山月報 真宗本山本願寺執行所簿書部 停止

舞鶴地方史研究 舞鶴地方史研究会 停止

学ぶと教えるの現象学研究 東京大学大学院教育学研究科 継続

御浦 三浦文化研究会 停止

三重矯正教誨 三重県矯正施設宗教教誨後援会 停止

三重法経 三重短期大学法経学会 継続

三ツ石だより 島根あさひ社会復帰促進センター 継続

宮城監獄報 宮城監獄 継続

宮城集治監監報 宮城集治監 廃刊

宮崎産業経営大学社会科学論叢 宮崎産業経営大学法学会・経営学会 継続

宮崎産業経営大学法学論集 宮崎産業経営大学法学会 継続

民商法雑誌 有斐閣 停止

無尽燈 香川県教誨師会事務局 停止

明治学院大学法科大学院 ローレビュー 明治学院大学法務職研究科 廃刊

明治学院論叢 明治学院大学文経学会 継続

明治大学刑事博物館資料 明治大学刑事博物館 停止

明治大学刑事博物館年報 明治大学刑事博物館 廃刊

明治大学刑事博物館目録 明治大学刑事博物館委員会 廃刊

明治大学博物館図書目録 明治大学博物館事務室 継続

明治大学博物館年報 明治大学博物館事務室 継続

明治村だより 博物館明治村 停止

名城法学 名城大学法学会 継続

名城法学論集 大学院研究年報 名城大学大学院法学研究科 継続

名城ロースクール・レビュー 名城大学大学院法務研究科 継続

めんたる・へるす 徳島県精神衛生協会・徳島県精神病院協会 停止

もがみ 山形県警友会 停止

盛岡監獄報 盛岡監獄 廃刊

盛岡刑務所・盛岡少年刑務所報 盛岡刑務所 廃刊

盛岡刑務所報 盛岡刑務所 停止

盛岡少年刑務所報 盛岡少年刑務所 廃刊

問題をもつ子どもの診断と治療 北九州青少年問題相談所 停止

《ま》



雑誌名1 出版者 継続区分

役割交換書簡法・ロールレタリング研究 役割交換書簡法・ロールレタリング学会 継続

役割交換書簡法・ロールレタリング学会 大会発表論文 ［役割交換書簡法・ロールレタリング学会］ 継続

八洲学園大学紀要 八洲学園大学 継続

八幡大学論集 八幡大学法経学会 継続

山形法学 山形大学人文学部 法律ゼミナール協議会 廃刊

山梨学院大学法学論集 山梨学院大学法学研究会 継続

山梨学院ロー・ジャーナル 山梨学院大学法科大学院 継続

吉村昭研究 吉村昭研究会 停止

らぽーと 札幌矯正管区第三部 継続

立教法学 立教法学会 停止

立教法務研究 立教大学大学院法務研究科 継続

立正大学法制研究所研究年報 立正大学法制研究所 継続

立正法学論集 立正大学法学会 継続

立命館法学 立命館大学法学会 停止

立命館法政論集 立命館大学法学会 継続

龍谷大学矯正・保護研究センター研究年報 龍谷大学矯正・保護研究センター 廃刊

龍谷大学矯正・保護総合センター研究年報 龍谷大学矯正・保護総合センター 継続

龍谷大学大学院法学研究 龍谷大学大学院法学研究編集委員会 継続

龍谷大学論集 龍谷学会 継続

龍谷法学 龍谷大学法学会 停止

琉大法學 琉球大学法文学部・琉球大学大学院法務研究科 継続

臨床心理 臨床心理学者協会 停止

臨床心理学 金剛出版 継続

臨床心理学  増刊 金剛出版 停止

臨床精神医学 アークメディア 停止

臨床精神薬理 星和書店 停止

黎明 多摩少年院 廃刊

歴研みやぎ 宮城県歴史研究会 停止

歴史学研究 青木書店 停止

歴史読本 新人物往来社 停止

歴史と神戸 神戸史学会 停止

歴史評論 校倉書房 停止

歴史民俗学 批評社 停止

レファレンス 国立国会図書館調査及び立法考査局 停止

ロールレタリング研究 日本ロールレタリング学会 廃刊

論究ジュリスト 有斐閣 継続

論座 朝日新聞社 停止

我が子 日本少年保護協会大阪支部 廃刊

早稲田政治經濟學雜誌 早稲田大学政治経済学会 停止

早稲田大学社会安全政策研究所紀要 早稲田大学社会安全政策研究所（ＷＩＰＳＳ） 継続

早稲田大学比較法研究所紀要 早稲田大学比較法研究所 停止

早稲田文学 東京堂書店 停止

早稲田法学 早稲田大学法学会 停止

早稲田法学会誌 早稲田大学法学会 継続

Abstracts on Criminology and Penology Criminologica Foundation 廃刊

American Journal of Correction American Correctional Association 停止

American Journal of Sociology The University of Chicago Press 停止

American Sociological Review American Sociological Association 停止

Annales Internationales de Criminologie Societe Internationale de Criminologie 停止

Canadian Journal of Criminology Canadian Criminal Justice Association 停止

Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice Canadian Criminal Justice association 継続

CEA News & Notes Correctional Education Association 継続

Corrections Compendium American Correctional Association 停止

Corrections Digest Washington Crime News Service 停止

Corrections Today American Correctional Association 継続

Crime & Delinquency SAGE Publications 停止

《や》

《ら》

《わ》

英語等



雑誌名1 出版者 継続区分

Crime and Justice The University of Chicago Press 継続

Criminal Justice and Behavior SAGE Publications 継続

Criminology Wiley 継続

Criminology & Public Policy The American Society of Criminology 継続

Criminology and Penology abstracts Criminologica Foundation 廃刊

Criminology, Penology and Police Science Abstracts Kugler Publications/Criminologica Foundation 廃刊

European Journal of Criminology SAGE Publications 継続

Federal Probation Adiministrative Office of the United Sttates Courts 継続

Forum Strafvollzug Fur Praxis und Wissenschaft 継続

ICPA Advancing Corrections International Corrections and Prisons Association 停止

Jail and Prisoner Law Bulletin Americans for Effective Law Enforcement, Inc. 停止

Japanese Psychological Research 日本心理学会 停止

Journal of Offender Rehabilitation Haworth Press 継続

Journal of Police Science and Administration
A Joint Publication of Northwestern University
School of Law and the International Association of
Chiefs of Police

停止

Journal of Quantitative Criminology Plenum Press 停止

Journal of Research in Crime and Delinquency SAGE Publications 継続

Journal of Social Therapy The Medical Correctional Association 停止

Journal of Special Education Research
The Japanese Association of Special Education (日
本特殊教育学会）

継続

Journal of the American Institute of Criminal Law and
Criminology

The American Institute of Criminal Law and
Criminology

廃刊

Kyoto Journal of Law and Politics 京都大学大学院法学研究科 停止

Law & Society Review Blackwell Publishing 継続

Library Trends The Johns Hopkins University Press 停止

Newsletter of the Federal Prison Service Burear of Prions 停止

OSAKA UNIVERSITY LAW REVIEW OSAKA UNIBERSITY 停止

Prison Service Journal HM Prison Service 継続

Quaderni di Criminologia Clinica Ministero di Gazia e Giustizia 停止

Resource Material Series
Asia and Far East Institute for the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders

継続

Revue Internatioale de Criminologie et de Police
Technique.

Metro-Bus Publicite. 停止

Revue Pénitentiaire et de Droit Pénal
Societe Generale des Prisons et de Legislation
Criminelle

継続

RITSUMEIKAN LAW REVIEW 立命館大学法学会 継続

Social Forces The Unibersity of North Carolina Press 停止

Social Problems The University of California Press 停止

Sociological Methodology American Sociological Association 停止

The British Journal of Criminology
The Institute for the Study and Treatment of
Delinquency

継続

The Journal of Correctional Education Correctional Education Association 継続

The Journal of Criminal Law and Criminology Northwestern University School of Law 継続

The Journal of the American Medical Association The American Medical Association 停止

The Prison Journal Pennsylvania Prison Society 継続

The Welfare Reporter N. J. Institutions and Agencies 停止

Time Time 停止

UNAFEI Newsletter
Asia and Far East Institute for the Prevention of
Crime and Treatment of Offenders

継続

Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe Fur Praxis und Wissenschaft 停止

교정교화 사단법인 한국교정교화사업연구소 停止

교정연구（矯正研究） 韓国矯正学会 継続

京畿善導 水原地方検察庁少年善導委員協議会 停止

矯正（교정） 法務部矯政局 廃刊

矯正（교정） 법무부 교정본부 (Korea Correctional Service) 継続

刑政 治刑協会 停止

司法行政 韓国司法行政学会 停止

青少年犯罪研究 法務部 停止

善導 釜山地方検察庁善導委員協議会 停止

韓国語



雑誌名1 出版者 継続区分

善導 光州地方検察庁善導委員協議会 停止

善録 済州地方検察庁善導委員協議会 停止

保護 法務部 停止

法政 法政社 停止

法曹 法曹協会 停止

法務研究 法務研修院 停止

범죄방지포럼 韓国犯罪防止財団（財団法人） 停止

새길 法務部 停止


