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裁判員制度
知りたい！ 

いよいよスタートする「裁判員制

度」。司法への信頼を高めるため、私

たち国民が刑事裁判に参加する制度

です。選挙権のある人の中から選出さ

れるため、あなたも無関係ではいられ

ません。 

今回の展示では、愛知県図書館で所

蔵する資料の中から裁判員制度や裁

判についての本、裁判を題材にした小

説などをご紹介します。 

この機会にぜひ、ご覧ください。 

裁判員制度が平成 21 年 5 月 21 日から実施されます 

日時：平成 21 年 5 月 15 日（金）～7月 8 日（水）

会場：愛知県図書館 4 階コピー機前（入場無料）

 

日時：平成 21 年 6月 28 日（日）午後 2時から午後 4時（開場午後 1時 30 分）

場所：愛知県図書館 1階 AV ホール 定員 50 名（入場無料・申込不要） 

名古屋地方裁判所の方を講師にお招きして「裁判員制度」の意義や仕組みにつ

いて解説していただきます。あわせて「裁判員」に関する映像の上映をおこない

ます。ぜひ、ご参加ください。  

講演会のお知らせ 

問い合わせ先  

〒460-0001 名古屋市中区三の丸 1-9-3 愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際 G 

TEL 052-212-2323 FAX 052-212-3674  http://www.aichi-pref-library.jp/ 



 

展示資料の一部です。ここに掲載した資料の他にも展示コーナーではご紹介しています。 ◆裁判員制度について

タイトル 著者 出版社 出版年 資料ID

すぐに使える! 事例でわかる裁判員裁判Q&A 千葉 肇／著 三修社 2008.12 327.67 / ｽｸ 1109558756

よくわかる裁判員Q&A 　 裁判員制度研究会／編  法学書院 2008.11 327.67 / ﾖｸ 1109528425

よくわかる裁判員制度と刑事訴訟のしくみ 藤田 裕／監修 三修社 2008.10 327.67 / ﾖｸ 1109491085

知る、考える裁判員制度 竹田 昌弘／著 岩波書店 2008.6 327.67 / ﾀｹ 1109430778

エブリワン氏の「裁判員日記」 一橋総合研究所／著 PHP研究所 2008.6 327.67 / ｴﾌ 1109499332

これ一冊で裁判員制度がわかる
読売新聞社会部裁判員制度
取材班／著

中央公論新社 2008.4 327.67 / ｺﾚ 1109396550

裁判員制度と知る権利 梓澤 和幸／編著 現代書館 2009.2 327.67 / ｻｲ 1109617660

裁判員がこの国のかたちを変える 渡部喬一法律事務所／著 扶桑社 2009.1 327.67 / ｻｲ 1109592945

社員が裁判員に選ばれたらどうするか? 安西 愈／編 労働調査会 2009.1 327.67 / ｼﾔ 1109572880

アメリカ人弁護士が見た裁判員制度 コリン P.A.ジョーンズ／著 平凡社 2008.11 327.67 / ｼﾖ 1109525862

激論!「裁判員」問題 木村 晋介／監修 朝日新聞出版 2008.10 327.67 / ｹｷ 1109516747

市民から見た裁判員裁判 大河原 眞美／著 明石書店 2008.9 327.67 / ｵｵ 1109493375

裁判員制度が始まる　 その期待と懸念 土屋 美明／著 花伝社 2008.6 327.67 / ﾂﾁ 1109440550

◆裁判、司法制度、冤罪事件など
タイトル 著者 出版社 出版年 資料ID

裁判員のための刑法入門 船山 泰範／著 ミネルヴァ書房 2008.5 327.6 / ﾌﾅ 1109416901

裁判員時代の法廷用語  後藤 昭／監修 三省堂 2008.4 327.6 / ｻｲ 1109394241

日本をダメにした10の裁判 チームJ／編  日本経済新聞出版社 2008.5 327.04 / ﾆﾂ 1109456390

わたしたちと裁判 後藤 昭／著 岩波書店 2006.10 ﾃｺＪ327 / ｺﾄ 1109038765

法廷傍聴へ行こう　 井上 薫／著 法学書院 2005.10 327.12 / ｲﾉ 1109232501

被告の背中  記者が追った法廷ひと模様  東京新聞社会部／著 東京新聞出版局 2008.3 327.04 / ﾋｺ 1109371354

司法崩壊 あなたが裁判員を強いられる理由 亀井 洋志／著 WAVE出版 2008.5 327.1 / ｶﾒ 1109408258

名もない顔もない司法 日本の裁判は変わるのか ダニエル・H.フット／著 NTT出版 2007.11 327.1 / ﾌﾂ 1109303800

入門・アメリカの司法制度 丸山 徹／著 現代人文社 2007.6 327.95 / ﾏﾙ 1109349630

イギリスの司法制度 幡新 大実／著 東信堂 2009.3 327.93 / ﾊﾀ 1109620763

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 2006.9 327.95 / ﾊﾈ 1109013416

痴漢冤罪の恐怖 井上 薫／著 日本放送出版協会 2008.10 327.63 / ｲﾉ 1109502750

それでもボクはやってない 周防 正行／著 幻冬舎 2007.1 778.21 / ｽｵ 1109121905

甲山事件　えん罪のつくられ方 上野 勝／編著 現代人文社 2008.6 326.23 ｶﾌ 1109489873

◆法律、裁判を描いた小説
タイトル 著者 出版社 出版年 資料ID

判決の誤差 戸梶 圭太／著 双葉社 2008.12 913.6 / ﾄｶ 1109556850

ズッコケ中年三人組age43 那須 正幹／著 ポプラ社 2008.12 914.6 / ﾅｽ 1109540448

ランポール弁護に立つ ジョン・モーティマー／著 河出書房新社  2008.8 933.7 / ﾓﾃ 1109475036

裁判員法廷 芦辺 拓／著  文藝春秋 2008.3 913.6 / ｱｼ 1109369982

判事の家 橘 かがり／著 ランダムハウス講談社 2008.3 913.6 / ﾀﾁ 1109489434

陪審法廷 楡周平／著 講談社 2007.3 913.6 / ﾆﾚ 1109139937

裁判とふしぎなねこ 手島 悠介／作 学研  2005.2 J913 / ﾃｼ 1108653062

十二人の評決（改訳版）
レイモンド・ポストゲート
／著

早川書房 1999.11 ﾌﾞ933.7 / ﾎｽ 1108098348

十三番目の陪審員 芦辺 拓／著 角川書店 1998.8 913.6 / ｱｼ 1107575391

偽証法廷 小杉 健治／著 双葉社 1998.7 913.6 / ｺｽ 1107551040

陪審評決 ジョン・グリシャム／著 新潮社 1997.1 933 / ｸﾞ 1107391330

十二人の怒れる男 レジナルド・ローズ／著 劇書房 1995.7 932 / ﾛｽﾞ 1106824017

◆ＡＶ資料
タイトル 資料種別 出版社 出版年 資料ID

総務部総務課山口六平太　裁判員プロジェクト
はじめます！

DVD（23分） 法務省 2008 3000246418

審理  裁判員制度広報用映画 DVD（本編60分） 最高裁判所 2008 3000249821

裁判員  選ばれ、そして見えてきたもの DVD  (69分) 最高裁判所 2007 3000246409

評議  裁判員制度広報用映画 DVD（本編62分） 最高裁判所 2006 3000249901

裁判員制度 もしもあなたが選ばれたら DVD（58分） 法務省 2005 3000236387
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