中部大学附属三浦記念図書館 2009/12/12 (A)

裁判員制度について調べてみよう
２００９年５月２１日から裁判員制度が始まりました。裁判員制度に関するさまざまな疑問を解決
するために図書館をご活用ください。ここでは、裁判員制度についての調べ方を紹介します。

キーワード
オンライン目録（OPAC）や各種データベースを検索する際に利用するキーワードの例です。
裁判員制度 / 裁判 / 刑事裁判 / 裁判員法 / 司法制度改革 / 国民参加 / 最高裁判所
陪審制 / 公判前整理手続 / 日本国憲法第18条 など

用語を調べよう
調べたい内容について、言葉の意味やテーマの意味が不明確な場合は「キーワード」を
手がかりに百科事典、用語事典等を引いてみましょう。
◆ 本学図書館所蔵の事典類（一例）
資料情報

◆
請求記号

知恵蔵 : 朝日現代用語. 朝日新聞社

R813.7/C 62

1階参考

イミダス：情報・知識. 集英社

813.7/J 66

1階参考

ジャパンナレッジ・プラス

データベース（学内専用）

法律用語を学ぶ人のために / 中川淳著.
初版. 世界思想社, 2007

320.3/N 32

1階参考

法令用語辞典. 第8次改訂版. 学陽書房, 2003

320.3/H 87

1階参考

六法全書. 有斐閣, 年刊

320.91/R 69

1階参考

図書を探そう
■

配置場所

テーマの棚を探してみよう！
◆ 関連分野の分類記号 日本十進分類法 新訂9版より ◆
分類記号
項 目
320
法律
326
刑法・刑事法
327
司法・訴訟手続法
327.6
刑事訴訟法
Original: Nanzan Univ.
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■

OPAC で調べてみよう!
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する図書 （一例） ◆
資料情報

請求記号

配置場所

裁判員制度の正体 / 西野喜一著. 講談社, 2007

327.67/N 85

2階和図書

ガイドブック裁判員制度 / 河津博史著. 法学書
院, 2006

327.67/Ka 98

2階和図書

知る、考える裁判員制度 / 竹田昌弘著. 岩波書店,
2008

327.67/Ta 59

2階和図書

◆ 本学に所蔵がない場合は、
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵を調べる
◆ CAN加盟館にも所蔵がない場合は、
の所蔵を調べる
NACSIS WebCatで他の図書館

雑誌・雑誌記事を探してみよう
■

雑誌の探しかた
◆ 本学図書館所蔵のテーマに関する主な雑誌 ◆

■

雑誌名
ジュリスト. 有斐閣, 月2回刊
判例時報 / 判例時報刊行会. 日本評論新社, 旬刊

所蔵年
1952-2009 (継続中)
1973-2009 (継続中)

判例タイムズ. 判例タイムズ社, 旬刊

1982-2009 (継続中)

法律時報. 日本評論社, 月刊

1966-2009 (継続中)

雑誌記事の探しかた
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
CiNii
MAGAZINEPLUS

内容
ＮＩＩ（国立情報学研究所）が提供する論文情報ナビゲータ
一般誌から専門誌、大学紀要、海外誌紙まで収録した日本最大規
模の雑誌・論文見出しデータベース

Original: Nanzan Univ.
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◆ データベースから雑誌記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
根本信義 「裁判員制度の未来を担う子どもたちへ」 『自由と正義』 60(3) p. 49-53 (2009.3)
(CiNii)
「特集 人を裁くとは？裁判員制度実施を前に考える」 『世界』 789 p. 101-153 (2009.4) (CiNii)
但木敬一 「変化する日本社会と法-裁判員制度の開始に寄せて」 『NBL』 435 p. 10-21
(2009.3) (MAGAZINEPLUS)

新聞記事を探してみよう
■

新聞記事の探し方 (→パスファインダー「新聞記事の調べかた」も参考にしてください)
◆ 本学で利用できるデータベース ◆ (学内専用)
データベース
聞蔵II ビジュアル for Libraries
日経テレコン21
中日新聞・東京新聞記事データベース

新聞
朝日新聞
日本経済新聞ほか

収録期間
1984年8月～当日朝刊
1975年～最新記事情報

中日新聞・東京新聞 1987年4月1日～当日朝刊

◆ データベースから新聞記事が検索できます（一例） ◆
記事情報
「飲酒運転事故を想定し模擬裁判 地裁松本支部」 中日新聞. 朝刊. 信州版. 2009年2月18日,
p. 16 (中日新聞・東京新聞記事データベース)
「裁判員の子ども、保育所で預かり 富山地裁、開始控え富山市と協力」 朝日新聞. 朝刊. 富
山・1地方. 2009年4月3日 p. 27 (聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries)
「（裁くのはあなた 裁判員＠おおいた）選任事務手続き、バーコード導入」 朝日新聞. 朝刊.
大分・1地方１面. 2009年3月6日 p. 31 （聞蔵Ⅱ ビジュアル for Libraries)

AV資料
◆ 本学図書館所蔵のビデオ・DVD （一例） ◆
資料情報

請求記号

配置場所

評議 : 裁判員制度広報用映画 / 最高裁判所
企画制作. 最高裁判所, [200-] （DVD）

327/H 99

1階視聴覚

裁判員 : 選ばれ、そして見えてきたもの / 最高裁
判所 企画製作. 最高裁判所, [200-] (DVD)

327.67/N 85

1階視聴覚

Original: Nanzan Univ.
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テーマに関連するWebサイト
関連サイトの紹介

■
◆

官公庁リンク集
http://www.kantei.go.jp/jp/link/server_j.html
各官公庁のWebページにアクセスする際に便利です。
＜法務省＞
http://www.moj.go.jp/
法務省の裁判員制度の広報用サイト「よろしく裁判員」が見られる。
＜内閣府＞
http://www.cao.go.jp/index.html
｢裁判員制度に関する世論調査」が見られる。

◆

裁判員制度 (最高裁判所)
http://www.saibanin.courts.go.jp/
最高裁判所の裁判員制度の広報用サイト

◆

裁判員制度 (日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/index.html
日本弁護士連合会による制度の解説サイト。「はじまります裁判員制度」

◆中部大学図書館にない資料を入手するには？
愛知学院大学・南山大学の図書館(CAN加盟館) の所蔵資料を借りる
文献複写/相互貸借
を申込んで文献または資料を取り寄せる
→レファレンスカウンターまでご相談ください
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