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配置場所 請求記号 書名

４F新書版 320.4//D36//7796
反骨のコツ / 團藤重光著 ; 伊東乾編. -- 朝日新聞社, 2007.10. -- (朝日
新書 ; 070).

４F新書版 320.4//MO66//7791
世界のとんでも法律集 / 盛田則夫著. -- 中央公論新社, 2007.10. -- (中
公新書ラクレ ; 260).

４F新書版 320.4//Y81//5951
法律はこうして生まれた : ドキュメント立法国家 / 読売新聞政治部著. -- 中
央公論新社, 2003.11. -- (中公新書ラクレ ; 113).

４F新書版 320//W46//1643
法とは何か / 渡辺洋三著. -- 新版. -- 岩波書店, 1998.2. -- (岩波新書 ;
新赤版 545).

４F新書版 322.15//F53//3715
大江戸とんでも法律集 / 笛吹明生著. -- 中央公論新社, 2009.1. -- (中公
新書ラクレ ; 306).

４F新書版 322.3//KI54//3605
人はどこまで残酷になれるのか / 桐生操著. -- 中央公論新社, 2005.1. --
(中公新書ラクレ ; 163).

４F新書版 326.4//O11//3516
日本の刑罰は重いか軽いか / 王雲海著. -- 集英社, 2008.4. -- (集英社新
書 ; 0439B).

４F新書版 327.04//I66//8842

日本の裁判を考える : 司法独立へのいばらの道 / 色川幸太郎講話. -- ブ
レーンセンター, 1992.10. -- (対話講座なにわ塾叢書 / 大阪府「なにわ塾」
編 ; 46).

４F新書版 327.122//I57//3363
最高裁が法を犯している! / 井上薫著. -- 洋泉社, 2008.4. -- (新書y ;
193).

４F新書版 327.124//N95//9211
日本の裁判官 / 野村二郎著. -- 講談社, 1994.3. -- (講談社現代新書 ;
1196).

４F新書版 327.124//Y81//1919
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. -- (中公新書 ; 1678).

４F新書版 327.13//F64//8793
特捜検察の事件簿 / 藤永幸治著. -- 講談社, 1998.10. -- (講談社現代新
書 ; 1419).

４F新書版 327.13//O25//5906
思想検事 / 荻野富士夫著. -- 岩波書店, 2000.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
690).

４F新書版 327.13//Y81//5521
ドキュメント検察官 : 揺れ動く「正義」 / 読売新聞社会部著. -- 中央公論新
社, 2006.9. -- (中公新書 ; 1866).

４F新書版 327.14//N31//0243
中坊公平・私の事件簿 / 中坊公平著. -- 集英社, 2000.11. -- (集英社新
書 ; 0064B).

４F新書版 327.14//Y81//1343
ドキュメント弁護士 : 法と現実のはざまで / 読売新聞社会部著. -- 中央公
論新社, 2000.4. -- (中公新書 ; 1532).

4F開架新体系 327.6//MO45//5467
「裁く」ための練習帳 : 裁判員の必読本 / 森炎, 岡部敬史著. -- 学習研究
社, 2009.2.

4F開架新体系 327.6//N71//2676
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, 2008.5.

4F開架新体系 327.62//H22//2538
「うそ」を見抜く心理学 : 「供述の世界」から / 浜田寿美男著. -- 日本放送
出版協会, 2002.3. -- (NHKブックス ; 938).

4F開架新体系 327.63//N71//1442
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,
2004.11.

4F開架新体系 327.67//F67//9495
司法への市民参加の可能性 : 日本の陪審制度・裁判員制度の実証的研究
/ 藤田政博著. -- 有斐閣, 2008.2.

４F新書版 327.67//G32//1133
激論!「裁判員」問題 / 木村晋介監修. -- 朝日新聞出版, 2008.10. -- (朝
日新書 ; 143).

4F開架新体系 327.67//I32//7870 解説裁判員法 : 立法の経緯と課題 / 池田修著. -- 弘文堂, 2005.6.

4F開架新体系 327.67//I68//1277
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 (わけ) / 伊佐
千尋著. -- 現代人文社.

４F新書版 327.67//J72//2180
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. -- (平凡社新書 ; 444).

4F開架新体系 327.67//KY9//3267
員裁判の実験と成果 / 九州大学法学部刑事訴訟法ゼミナール編. -- 現代
人文社.

４F新書版 327.67//MA58//2372
陪審裁判を考える : 法廷にみる日米文化比較 / 丸田隆著. -- 中央公論
社, 1990.5. -- (中公新書 ; 973).

４F新書版 327.67//MA58//7819 裁判員制度 / 丸田隆著. -- 平凡社, 2004.7. -- (平凡社新書 ; 233).

4F開架新体系 327.67//MA58//9248
日本に陪審制度は導入できるのか : その可能性と問題点 / 丸田隆編. --
現代人文社, 2000.3.

4F開架新体系 327.67//MI77//6344
陪審裁判 : 市民の正義を法廷に / 宮本三郎著. -- 改訂版. -- イクォリ
ティ.

4F開架新体系 327.67//N47//1642
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.
-- 現代人文社.
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4F開架新体系 327.67//N71//4325
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,
2009.2.

４F新書版 327.67//N85//5694
裁判員制度の正体 / 西野喜一著. -- 講談社, 2007.8. -- (講談社現代新
書 ; 1904).

4F開架新体系 327.67//O17//7549 裁判員制度を批判する / 小田中聰樹著. -- 花伝社.

4F開架新体系 327.67//O46//0446 市民から見た裁判員裁判 / 大河原眞美著. -- 明石書店, 2008.10.

4F開架新体系 327.67//SH67//3878
もしも裁判員に選ばれたら : 裁判員ハンドブック / 四宮啓, 西村健, 工藤美
香著. -- 花伝社.

4F開架新体系 327.67//TA84//2930
殺人犯を裁けますか? : 裁判員制度の問題点 / 田中克人著. -- 駒草出版,
2007.5.

4F開架新体系 327.67//TO46//6339
徹底討論・裁判員制度 : 市民参加のあるべき姿を展望して / 東京弁護士
会法友会著. -- 現代人文社.

4F開架新体系 327.67//TS32//4320
裁判員制度と国民 : 国民的基盤は確立できるか / 土屋美明著. -- 花伝社.
-- (裁判員制度が始まる ; part 3).

4F開架新体系 327.67//TS32//8061 裁判員制度が始まる : その期待と懸念 / 土屋美明著. -- 花伝社, 2008.7.

4F開架新体系 327.934//B38//5115
訴えてやる| : ドイツ隣人間訴訟戦争 / トーマス・ベルクマン著 ; 中野京子
訳. -- 未來社, 1993.13.

4F開架新体系 327.935//C73//1401
ボヴァレイラスト ; オリヴィエ・シロンディニインタビュー ; 大村浩子, 大村敦
志訳. -- 信山社, 2005.12.

4F開架新体系 327.953//B35//9684
法廷における「現実」の構築 : 物語としての裁判 / ランス・ベネット, マーサ・
フェルドマン著 ; 北村隆憲訳. -- 日本評論社, 2007.2.

4F開架新体系 327.953//D63//0613
ハーバード・ロースクールアラン・ダーショウィッツ教授のロイヤーメンタリング
/ アラン・ダーショウィッツ著 ; 小倉京子訳. -- 日本評論社, 2008.2.

4F開架新体系 327.953//I89//9703
誤判を生まない裁判員制度への課題 : アメリカ刑事司法改革からの提言 /
伊藤和子著. -- 現代人文社.

4F開架新体系 327.953//P39//3499

道徳を超えたところにある法律家の役割 : 相談助言と依頼者の責任 / ス
ティーヴン・L.ペパー著 ; 住吉博編訳. -- 中央大学出版部, 2000.7. -- (日
本比較法研究所翻訳叢書 ; 44).

4F開架新体系 327.953//W55//2803
裁判所規則制定過程の改革 / J.B.ワインスタイン著 ; 小島武司, 椎橋邦雄
訳. -- 日本比較法研究所. -- (日本比較法研究所翻訳叢書 ; 14).

４F新書版 327//G72//0307
わたしたちと裁判 / 後藤昭著. -- 岩波書店, 1997.6. -- (岩波ジュニア新書
; 289).

3F開架新体系 498.99//KI93//2855
被告人との対話 : 精神鑑定 : 裁判員制度導入と医療観察法 / 清田一民
著. -- 熊本出版文化会館.


