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裁判員（あなた）が有罪、無罪を決める　裁判員裁

判の実践と成果（実践ガイド模擬裁判員裁判）

九州大学法学部刑事訴訟

法ゼミナール/編

現代人文社 2003 327.6ｰｱﾅ

解説裁判員法 立法の経緯と課題 池田 修/著 弘文堂 2005 327.6-ｲｹ

ガイドブック裁判員制度 河津博史/ほか著 法学書院 2006 327.6-ｶﾞｲ

裁判員制度 (平凡社新書  23) 須長千夏/著 平凡社 2004 327.6-ﾏﾙ

裁判員制度と国民の司法参加 刑事司法の大転換への

道

鯰越溢弘/編〔著〕

現代人文社 大

学図書(発売)

2004 327.6-ﾅﾏ

裁判員制度と取調べの可視化 日本弁護士連合会/編 明石書店 2004 327.6-ｻｲ

裁判員制度に関する世論調査 平成17年2月調査（世

論調査報告書）

内閣府大臣官

房政府広報室

2005

327.6-ｻｲ-

2005

裁判員制度ブックレット　はじまる！私たちが参加

する裁判

最高裁判所 2005 327.6-ｻｲ

裁判員制度は刑事裁判を変えるか　陪審制度を求め

る理由

伊佐千尋/著

現代人文社，

大学図書（発

売）

2006 327.6-ｲｻ

裁判員法 刑事訴訟法 （司法制度改革概説 6） 辻 裕教/著 商事法務 2005 327.6-ﾂｼﾞ

裁判の迅速化に係る検証に関する報告書

最高裁判所事

務総局

2005 327-ｻｲ

司法改革 市民のための司法をめざして

日弁連司法改革実現本部

/編

日本評論社 2005 327.1-ｼﾎ

実務家のための裁判員法入門 後藤 昭/ほか著

現代人文社 大

学図書(発売)

2004 327.6-ｼﾞﾂ

訴訟動員と司法参加　市民の法主体性と司法の正統

性

棚瀬孝雄/著 岩波書店 2003 327-ﾀﾅ

法廷傍聴へ行こう 第4版 井上 薫/著 法学書院 2005 327.1-ｲﾉ

もしも裁判員に選ばれたら 裁判員ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 四宮 啓/著

花伝社 共栄書

房(発売)

2005 327.6-ﾓｼ

【暮らしや仕事に役立つ情報を図書館から】
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「学生が考えた若い人のための裁判員制度特集」（法

学セミナ－2003年6月号）

日本評論社 2003 雑誌

「裁判員制度」（月刊世論調査平成17年9月号）

内閣府大臣官房政府広

報室/編

国立印刷局 2005 雑誌

「裁判員制度－あなたが「裁く」人になる」（週刊金

曜日2003年7月18日号）

金曜日 2003 雑誌

「裁判員制度で司法を身近に」（Cabiネット2005年

10月1日号）

時事画報社 2005 雑誌

「裁判員制度と事実認定」「裁判員制度における事実

認定」（法律時報2005年10月号）

有斐閣 2005 雑誌

「裁判員制度と社会教育」（社会教育2005年11月

号）

全日本社会教

育連合会

2005 雑誌

「裁判員制度の導入」（ジュリスト2004年6月1日

号）

有斐閣 2004 雑誌

「裁判員制度批判（上）」（判例時報平成17年11月

11日号）

判例時報社 2005 雑誌

「裁判員制度批判（下）」（判例時報平成17年11月

21日号）

判例時報社 2005 雑誌

法曹フォーラム「裁判員制度は機能するのか？」（法

学セミナー2003年3月号）

日本評論社 2003 雑誌

「司法改革と国民参加　司法制度改革審議会中間報告

をめぐって」（ジュリスト臨時増刊2001年4月10号）

有斐閣 2001 雑誌

特集「新しい訴訟手続の創造的学習　司法制度改革関

連法を理解する」（法学セミナー2005年7月号）

日本評論社 2005 雑誌

特集「あなたが人を裁く日がやってくる－裁判員制度

導入の衝撃」（中央公論2003年12月号）

中央公論新社 2003 雑誌

特集「裁判員制度　制度設計の現段階」（法律セミ

ナー2006年11月号）

日本評論社 2006 雑誌

特集「裁判員制度の総合的研究－裁判、民主主義、人

権」（法律時報2005年4月号）

日本評論社 2005 雑誌

「日本国憲法と裁判員制度（上）」（判例時報平成17

年1月11日号）

判例時報社 2005 雑誌

「日本国憲法と裁判員制度（下）」（判例時報平成17

年1月21日号）

判例時報社 2005 雑誌

法律「陪審員と裁判員、似て非なる者」（新潮45

2005年8月号）

中島博行/著 新潮社 2005 雑誌

ロー・ジャーナル「裁判員制度模擬裁判レポート」

（法学セミナー2006年2月）

藤原拓人/著 日本評論社 2006 雑誌

【暮らしや仕事に役立つ情報を図書館から】
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刑事判例百選Ⅰ　総論　第5版（別冊ジュリスト） 芝原邦爾/ほか編 有斐閣 2003 雑誌

刑事判例百選Ⅱ　各論　第5版（別冊ジュリスト） 芝原邦爾/ほか編 有斐閣 2003 雑誌

刑事訴訟法判例百選　第8版（別冊ジュリスト） 井上正仁/編 有斐閣 2003 雑誌

刑事法入門 第5版 大谷 実/著 有斐閣 2005 326-ｵｵ

刑法総論講義 第4版 前田 雅英/著

東京大学出版

会

2006 326.1-ﾏｴ

現代の裁判　第4版（有斐閣アルマ） 市川正人/著 有斐閣 2005 327-ｹﾞﾝ

口語刑法　改訂版（口語六法全書） 植松正/監修 自由国民社 2004 326-ｺｳ

裁判官はなぜ誤るのか（岩波新書） 秋山賢三/著 岩波書店 2002 327.6-ｱｷ

裁判・訴訟のしくみ（図解で早わかり） 高橋　裕次郎/監修 三修社 2006 327-ｻｲ

＜市民＞と刑事法　わたしとあなたのための生きた

刑事法入門

内田博文/ほか編 日本評論社 2006 326-ｼﾐ

ドキュメント裁判官　人が人をどう裁くのか（中公

新書）

読売新聞社会部/著 中央公論新社 2002 327.1-ﾄﾞｷ

特集１「裁判官が「事件のみかた」教えます！」

（『法学セミナー』2003年12月号）

日本評論社 2003 雑誌

日本の裁判 渡辺洋三/ほか著 岩波書店 1995 327-ﾆﾎ

日本の裁判　第２版 田宮裕/著 弘文堂 1995 327-ﾀﾐ

はじめての法律学　ＨとＪの物語　第２版（有斐閣

アルマ）

松井茂記/著 有斐閣 2006 321-ﾊｼﾞ

判例とその読み方　改訂版 中野次雄/編 有斐閣 2002 320.9-ﾊﾝ

法学入門 田中成明/著 有斐閣 2005 321-ﾀﾅ

法学入門　第５版補訂２版（有斐閣双書　３９） 末川博/編 有斐閣 2005 321-ﾎｳ

法令解釈の基礎 長谷川彰一/著 ぎょうせい 2000 321-ﾊｾ

【暮らしや仕事に役立つ情報を図書館から】
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ある日，あなたが陪審員になったら…

カティー・ボヴァレ/イ

ラスト

信山社出版 1983 327.9-ｱﾙ

ある陪審員の四日間

Ｄ．グレアム・バーネッ

ト／著

河出書房新社 2006 327.9-ﾊﾞﾈ

アメリカにおける事実審裁判所の研究 溜箭将之/著

東京大学出版

会

2006 327.9-ﾀﾏ

「アメリカの陪審裁判手続」（ジュリスト臨時増刊

2001年4月10号）

有斐閣 2001 雑誌

アメリカ法入門・総論（外国法入門双書） 木下毅/著 有斐閣 2000 322.9-ｷﾉ

グレイゾーン　Ｏ．Ｊ．シンプソン裁判で読むアメ

リカ

久保田誠一/著 文芸春秋 1997 327.9-ｸﾎﾞ

社会と犯罪　英国の場合，中世から現代まで ジョン・ブリッグス/ほか著 松柏社 2003 322.3-ｼﾔ

市民が活きる裁判員制度に向けて  ニューヨーク州

刑事裁判実務から学ぶ

日本弁護士連合会ニュー

ヨーク州調査報告団／編

大学図書（発

売）

2006 327.9-ｼﾐ

日米「特許侵害」　泉精器２５００日の熱き闘い，

ドキュメント

斎藤吉見/著

ダイヤモンド

社

1992 507.2-ｻｲ

陪審裁判　市民の正義を法廷に 宮本三郎/著 イクォリティ 1994 327.6-ﾐﾔ

陪審制・市民が裁く　冤罪構造の克服 梅沢利彦/著 社会評論社 1989 327.6-ｳﾒ

陪審制の復興　市民による刑事裁判

陪審制度を復活する会/

編著

信山社出版 2000 327.6-ﾊﾞｲ

マクマーチン裁判の深層　全米史上最長の子ども性

的虐待事件裁判（法と心理学会叢書）

Ｅ．Ｗ．バトラー/ほか

著

北大路書房 2004 326.9-ﾏｸ

無罪評決　Ｏ．Ｊ．シンプソン二重殺人 和久峻三/著 中央公論社 1996 327.9-ﾜｸ

ロシアの陪審裁判　（ユーラシア・ブックレット

Ｎｏ．５３）

小森田　秋夫／〔著〕 東洋書店 2003 327.9-ｺﾓ

【暮らしや仕事に役立つ情報を図書館から】
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裁判員制度（最高裁判所ホームページ） http://www.saibanin.courts.go.jp

最高裁判所ホームページ内にある裁

判員制度に関する専用ページです。

裁判員制度に関する様々な情報が紹

介されています。

はじまります。裁判員制度（日本弁護士連合会

ホームページ）

http://www.nichibenren.or.jp

日本弁護士連合会のホームページ内

にある裁判制度に関する専用ページ

です。裁判制度に関する動きなどが

紹介されています。広報誌「裁判員

ニュース」などもPDFファイルで提供

されています。

法務省 http://www.moj.go.jp

裁判制度を紹介する専用コーナーが

設置されています。

各地方裁判所で配布されている裁判

員制度紹介パンフレットなどもPDF

ファイルで提供されています。

検察庁ホームページ http://www.kensatsu.go.jp

裁判制度を紹介する専用コーナーが

設置されています。

裁判員制度に関する世論調査（内閣府ホーム

ページ）

http://www8.cao.go.jp/survey/h

16/index-h16.html

内閣府ホームページ内にある世論調

査に関する専用ページです。平成17

年2月に調査した「裁判員制度に関す

る世論調査」についての報告が紹介

されています。

司法制度改革推進本部－裁判員制度・刑事検討

会（首相官邸ホームページ）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi

/sihou/kentoukai/06saibanin.ht

ml

首相官邸ホームページ内にある裁判

員制度・刑事検討会に関する専用

コーナーです。これまでの議事録等

が閲覧できます。

首相官邸キッズルーム☆ウェッブ・マガジン

「裁判員制度ってなんだろう？」

http://www.kantei.go.jp/jp/kids/

magazine/0407/6_0_index.html

首相官邸ホームページ内の子ども向

け専用コーナーです。裁判員制度に

ついて紹介しています。

裁判員制度／オンライン映像（政府広報オンラ

イン）

http://www.gov-

online.go.jp/movie/mv_group/sai

baninseido.html

政府広報オンラインホームページ内

にある裁判員制度に関する映像情報

です。

法令データ提供システム（お知らせ）

http://law.e-

gov.go.jp/announce.html#miseko

総務省行政管理局が整備している憲

法、法律、政令、勅令、府令、省令

及び規則のデータを提供しているサ

イトです。

「裁判員の参加する刑事裁判に関す

る法律」（平成十六年五月二十八日

法律第六十三号）の条文が閲覧でき

ます。

【暮らしや仕事に役立つ情報を図書館から】
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