
図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
あなたも裁判員 久保内統／文 日本評論社 ２００７．１１ 195127618
イラストで学べる裁判員制度　１ 裁判員制度研究会 汐文社 ２００７．１１ 295121875
イラストで学べる裁判員制度　２ 裁判員制度研究会 汐文社 ２００８．２ 200531481
イラストで学べる裁判員制度　３ 裁判員制度研究会 汐文社 ２００８．３ 200535706
解説裁判員法 池田修／著 弘文堂 ２０１６．９ 103004677
ガイドブック＊裁判員制度 河津博史／〔ほか〕著 法学書院 ２００６．４ 101752202
裁判のしくみ絵事典 村和男／監修 ＰＨＰ研究所 ２０１２．６ 200693802

裁判員裁判実施状況の検証報告書
最高裁判所事務総
局 ２０１２．１２ 102658135

裁判員時代の法廷用語

日本弁護士連合会裁
判員制度実施本部法
廷用語の日常語化に関
するプロジェクトチーム
／編

三省堂 ２００８．４ 101994267

裁判員制度 丸田隆／著 平凡社 ２００４．７ 101485597
裁判員制度 最高裁判所 ２００７．１ 101855146

裁判員制度に関する世論調査
内閣府大臣官房政
府広報室 〔２００５〕 101556256

裁判員制度に関する世論調査
内閣府大臣官房政
府広報室 〔２００９〕 102158433

裁判員制度の正体 西野喜一／著 講談社 ２００７．８ 101915478
裁判員のための刑事法入門 前田雅英／著 東京大学出版会 ２００９．５ 102163664
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 102013331

裁判員ハンドブック
裁判員制度を研究する
会／編

学習研究社 ２００９．３ 102281961

裁判員必携 石松竹雄／著 筑摩書房 ２００９．８ 102190139
死刑と向きあう裁判員のために 福井厚／編著 現代人文社 ２０１１．４ 102413754

実践！Ｑ＆Ａ＊裁判員裁判
裁判員裁判実務研究
会／編著

ぎょうせい ２００９．９ 102210358

実務家のための裁判員法入門 後藤昭／〔ほか〕著 現代人文社 ２００４．１２ 101535193

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 102101557

知る、考える裁判員制度 竹田昌弘／著 岩波書店 ２００８．６ 102281128
なりたくない人のための裁判員入門 伊藤真／著 幻冬舎 ２００９．３ 102141850

平成２６年における裁判員裁判の実施
状況等に関する資料

最高裁判所事務総
局／〔編〕 ２０１５．７ 102910254

よくわかる！＊裁判員制度Ｑ＆Ａ 最高裁判所 ２００７．９ 101978245
わかる＊「裁判員制度」 氏家和男／著 本の森 ２００８．９ 102076361

雑誌
特集 雑誌名 出版社 出版年月 資料番号
裁判員制度を考える あごら　３２２号 ＢＯＣ出版部 ２００９．６ 514677574

裁判員制度開始から５年半　人を裁
くってどういうこと？

ジュニアエラ：１から
わかるニュースマガ
ジン　２０１４年１２月

朝日新聞出版 ２０１４．１２ 516115581

「死刑」と「無期懲役」　裁判員制度時
代の基礎知識

別冊宝島　１６１９ 宝島社 ２００９．５ 514584192

始動　裁判員制度
法学セミナー
２００９年１２月

日本評論社 ２００９．１２ 514715143

　①裁判員に選ばれたら

県立熊谷図書館　平成２９年度第１回資料展

「裁判員に選ばれたら　－実施から８年、裁判員制度を再考する－」

展示資料リスト



図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
冤罪の戦後史 菅野良司／著 岩波書店 ２０１５．７ 102919537
冤罪はいつまで続くのか 矢澤治／編著 花伝社 ２００９．１０ 102214616
教養としての冤罪論 森炎／著 岩波書店 ２０１４．１ 102871217
刑事司法の大転換 日本法社会学会／編 有斐閣 ２０１０．３ 102252731
誤判を生まない裁判員制度への課題 伊藤和子／著 現代人文社 ２００６．１２ 101844595
裁判員裁判時代の法廷通訳人 水野かほる／編著 大阪大学出版会 ２０１６．２ 102982923
裁判員裁判と死刑判決 小早川義則／著 成文堂 ２０１２．１２ 102638855
裁判員裁判と量刑法 原田國男／著 成文堂 ２０１１．１１ 102544434

裁判員裁判における量刑判断に関す
る心理学的研究

板山昂／著 風間書房 ２０１４．１ 102762242

裁判員裁判における弁護活動
日本弁護士連合会／
編

日本評論社 ２００９．１ 102103421

裁判員裁判の評議デザイン 三島聡／編 日本評論社 ２０１５．９ 102921780
裁判員制度を批判する 小田中聰樹／著 花伝社 ２００８．６ 101963395

裁判員制度と企業対応
裁判員制度と企業対応
研究会／編

第一法規 ２００９．１ 102098829

裁判員制度と国民 土屋美明／著 花伝社 ２００９．１ 102100989
裁判員制度と知る権利 梓澤和幸／編著 現代書館 ２００９．２ 102132578

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 ２００４．１０ 101505196

裁判員制度と報道 土屋美明／著 花伝社 ２００９．５ 102162203
裁判員制度ナビゲーション 最高裁判所 ２００９．６ 102159530
裁判員制度の法社会学 日本法社会学会／編 有斐閣 ２０１３．９ 102734043
裁判員制度批判 西野喜一／著 西神田編集室 ２００８．１０ 102227790
裁判員制度はいらない 高山俊吉／著 講談社 ２００６．９ 101796555
裁判員制度は刑事裁判を変えるか 伊佐千尋／著 現代人文社 ２００６．５ 101763357
裁判員と「犯罪報道の犯罪」 浅野健一／著 昭和堂 ２００９．６ 102164555
裁判官はなぜ誤るのか 秋山賢三／著 岩波書店 ２００２．１０ 101181253

裁判とことばのチカラ　ことばでめぐる
裁判員裁判

堀田秀吾／著 ひつじ書房 ２００９．５ 102191871

さらば、裁判員制度 西野喜一／著 ミネルヴァ書房 ２０１５．１ 102868528

司法の犯罪（冤罪）は防げるか
陪審制度を復活する会
／編

奈良新聞社 ２０１１．８ 102570470

市民を陥れる司法の罠 木村朗／著 南方新社 ２０１１．６ 102377983

市民が活きる裁判員制度に向けて
日本弁護士連合会
ニューヨーク州調査報
告団／編

現代人文社 ２００６．７ 101794915

市民から見た裁判員裁判 大河原眞美／著 明石書店 ２００８．９ 102063708
市民のための精神鑑定入門 高田知二／著 批評社 ２０１２．４ 102564069
市民参加と法 日本法社会学会／編 有斐閣 ２００９．９ 102210952

治安に関する世論調査
内閣府大臣官房政
府広報室 〔２００７〕 101839082

ドキュメント＊裁判官　人が人をどう裁
くのか

読売新聞社会部／著 中央公論新社 ２００２．１２ 101213429

日本国憲法と裁判官 守屋克彦／編著 日本評論社 ２０１０．１１ 102330750
日本人から見た裁判員制度 松村良之／編著 勁草書房 ２０１５．２ 102876554

年報・＊死刑廃止　２００８　犯罪報道と
裁判員制度

年報・死刑廃止編集委
員会／編

インパクト出版会 ２００８．１０ 102076775

犯罪心理鑑定の技術 橋本和明／編著 金剛出版 ２０１６．８ 103056677
人が人を裁くということ 小坂井敏晶／著 岩波書店 ２０１１．２ 102398989
人が人を裁くとき ニルス・クリスティ／著 有信堂高文社 ２００６．１２ 101826725
ひとはなぜ裁きたがるのか 日本記号学会／編 新曜社 ２０１２．５ 102567104

　②裁判員制度を取り巻く諸問題



雑誌
特集 雑誌名 出版社 出版年月 資料番号
刑事司法のゆくえ　裁判員制度開始１
年

部落解放
２０１０年６月

解放出版社 ２０１０．６ 514978295

国民は裁判員裁判を受け入れられる
か

Ｍｏｋｕ
２００９年３月

Ｍｏｋｕ出版 ２００９．３ 514575976

裁判員制度
月刊世論調査
平成１７年９月

国立印刷局 ２００５．９ 512285735

裁判員制度１年 世界　２０１０年７月 岩波書店 ２０１０．７ 514907344

「裁判員制度」が封殺しかねない事件
報道への「縛り」を問う

出版ニュース　＝　Ｊ
ａｐａｎｅｓｅ　ｐｕｂｌｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ｎｅｗｓ　ａｎｄ　ｒ
ｅｖｉｅｗｓ　２００７年１
２月上旬

出版ニュース社 ２００７．１２ 514273556

裁判員制度５年司法と事件報道は変
わったか

新聞研究
２０１４年７月

日本新聞協会 ２０１４．７ 515875649

裁判員制度３年と報道
総合ジャーナリズム
研究　２０１２年秋

東京社 ２０１２．５ 514930304

裁判員制度－死刑を下すのは誰か
現代思想
２００８年１０月

青土社 ２００８．１０ 514512805

裁判員制度施行から３年
都市問題
２０１２年５月

後藤安田記念東京
都市研究所 ２０１２．５ 515343812

裁判員制度の意義と課題
人権と部落問題
２０１０年１１月

部落問題研究所 ２０１０．１１ 514992411

裁判員裁判の課題
犯罪と非行
２０１１年１１月

日立みらい財団 ２０１０．１１ 515340644

裁判員制度は事件報道を変えるか
Ｊｏｕｒｎａｌｉｓｍ　＝
ジャーナリズム
２００９年２月

朝日新聞社ジャーナ
リスト学校 ２００９．２ 514575026

障害者と裁判員制度の課題
ノーマライゼーション
２００８年１２月

日本障害者リハビリ
テーション協会 ２００８．１２ 501170278

図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号

青木英五郎著作集　３　陪審裁判のす
すめ

青木英五郎著作集刊
行委員会／編

田畑書店 １９８６．１１ 112166673

アメリカの刑事陪審 ニール・ヴィドマー／著 日本評論社 ２００９．１２ 102234242
アメリカ陪審制度研究 丸田隆／著 法律文化社 １９８８．６ 113302095
イギリスの陪審裁判 パトリック・デブリン／著 早稲田大学出版部 １９９０．１ 110454451

イタリアにおける刑事手続改革と参審
制度

松田岳士／著 大阪大学出版会 ２０１５．１２ 102962024

韓国司法制度入門 金洪奎／著 信山社出版 ２００１．６ 101042489
逆転 伊佐千尋／著 新潮社 １９７７．８ 190007179
近代日本の司法権と政党 三谷太一郎／著 塙書房 １９８０．９ 115705824

国ｖｓ伊藤
埼玉陪審フォーラム／
編著

イクォリティ １９８９．１０ 115791543

刑事陪審と近代証拠法 沢登佳人／編 新潟陪審友の会 ２００１．２ 100960160
現代中国の裁判と法 小口彦太／著 成文堂 ２００３．３ 101401289
市民の司法参加と民主主義 ジョン・ガスティル／著 日本評論社 ２０１６．３ 102965787

市民の手に裁判を
新潟陪審友の会／編
集

尚学社 １９９８．１ 100255769

資料で見る陪審法判例集成 稲葉慶和／編 学術選書 ２０００．８ 100906866
政治制度としての陪審制 三谷太一郎／著 東京大学出版会 ２０１３．８ 102722071
世界の裁判員 神谷説子／著 日本評論社 ２００９．６ 102187887

デンマークの陪審制・参審制
日本弁護士連合会司
法改革推進センター／
編

現代人文社 １９９８．５ 100728419

　③裁判員制度・陪審制度・参審制度



書名 著者名 出版社 出版年 資料番号
日本に陪審制度は導入できるのか 丸田隆／編 現代人文社 ２０００．２ 100791847
入門・＊アメリカの司法制度 丸山徹／著 現代人文社 ２００７．６ 101907657

ニューヨーク陪審裁判
東京三弁護士会陪審
制度委員会／編著

日本加除出版 １９９３．１０ 110454741

陪審裁判 宮本三郎／著 イクォリティ １９８７．１ 117931782
陪審裁判 青木英五郎／著 朝日新聞社 １９８１．８ 110457462
陪審裁判 東京弁護士会／編集 ぎょうせい １９９２．２ 110459583
陪審裁判を考える 丸田隆／著 中央公論社 １９９０．５ 110459062
陪審裁判の実現に向けて 自由人権協会 １９８９．９ 115348732

陪審裁判の将来
ショーン・エンライト／原
著

成文堂 １９９１．１２ 110454469

陪審裁判への招待
メルビン・Ｂ．ザーマン
／著

日本評論社 １９９０．２ 110454782

陪審制・市民が裁く 梅沢利彦／著 社会評論社 １９８９．３ 110459617
陪審制度 第一法規出版 １９８９．６ 111730438
陪審制度を考える 後藤昌次郎／編 岩波書店 １９９１．３ 110452810

陪審制の解剖学
セイムアー・ウイッシュ
マン／著

現代人文社 １９９８．３ 100269927

陪審制の復興
陪審制度を復活する会
／編著

信山社出版 ２０００．７ 100832690

東アジアにおける市民の刑事司法参
加

後藤昭／編 国際書院 ２０１１．２ 102404886

フランスの裁判法制 小島武司／他編 中央大学出版部 １９９１．３ 110454550
法廷における〈現実〉の構築 ランス・ベネット／著 日本評論社 ２００７．１ 101832566

図書
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号

アラバマ物語 ハーパー・リー／著 暮しの手帖社 １９８６．８ 210631446

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 101796647

裁判員法廷 芦辺拓／著 文藝春秋 ２００８．３ 195131453

十二人の怒れる男 レジナルド・ローズ／著 劇書房 １９９０．７ 114836935

名作映画から学ぶ裁判員制度 坂和章平／著 ザ・ブック ２０１０．３ 102444932

陪審評決
ジョン・グリシャム／
〔著〕

新潮社 １９９７．１０ 100135292

視聴覚資料
書名 著者名 出版社 出版年 資料番号 資料種別

アラバマ物語
ロバート・マリガン／監
督

アイ・ヴィー・シー ２０００ 740001292 ＤＶＤ

裁判員
最高裁判所／企画・制
作 ［２００７］ 740007588 ＤＶＤ

十二人の怒れる男
シドニー・ルメット／監
督

ワーナー・ブラザー
ズ １９９０．１２ 730007044 ビデオディスク

審理
最高裁判所／企画・制
作 [２００８] 740009261 ＤＶＤ

評議
最高裁判所／企画・制
作

最高裁判所 ２００６ 740005384 ＤＶＤ

ぼくらの裁判員物語 最高裁判所 ［２００７］ 740007596 ＤＶＤ

　④映像・物語で学ぶ裁判への市民参加


