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　新学術領域研究「法と人間科学」では、計画研究と公募班が共同して研究を行います。本年度、再公募を行い、
新規 6つ、継続 3つ、合わせて 9つの研究課題が採択されました。これらの研究班には平成 26年度より 2年間、「法
と人間科学」のメンバーとして、新学術領域の基盤づくりに貢献していただきます。本誌では各公募班の代表者に
研究概要を紹介していただきました。

新・公募班の紹介巻 頭

平成 26-27 年度 公募研究班の紹介

外国人留学生に対する面接
のガイドラインの開発：
中国語母語話者を中心に

徳山大学
羽渕　由子

外国人留学生が事故や事件
の被害者あるいは目撃者となった場合、日本語
を母語としない彼らから、いかに正確にかつ詳
細に情報を得るかは、事故・事件を解決する上
でも、再犯を防ぐ上でも重要な課題です。そして、
外国人留学生から正確で詳細な情報を得るため
には、彼らの報告の特徴を明らかにし、面接の
方法を確立することが重要と考えます。本研究
では、外国人留学生に対する、より適切な面接
の方法やことばに関するガイドラインを提案す
ることを目指します。 

福祉領域での発達障害特性
を考慮した触法者に対する
臨床心理学的コンサルテーション

北海道医療大学
金澤　潤一郎

窃盗などの軽犯罪で執行猶予を受けた触法者の
中には、発達障害特性をもつために安定した生
活を送ることが困難な者が多い。本研究では、
そのような触法者について、臨床心理の実務家
が弁護士やケースワーカーと連携しながら、コ
ンサルテーションを行い、ケースワーカーが臨
床心理学的な視点も含んだ支援を行い、将来的
な再犯の防止を目指します。さらに支援が触法
者の社会復帰や気分状態などに及ぼす影響を検
討するという実践研究を行います。

児童期の性的虐待被害者の
レジリエンスを支援する
時効法改革の提言

立命館大学
松本　克美

児童期の性的虐待被害は、被害者の心身に長期
間にわたり重大な被害を及ぼします。本研究で
は、児童の性的虐待についての被害者から加害
者への損害賠償請求権とその消滅時効・除斥期
間の問題を、被害者のレジリエンスの回復とい
う観点から、研究し、具体的な立法提言をした
いと思っています。児童の性的虐待問題に積極
的に取り組んでいるアメリカや韓国、ドイツな
どとの比較法的検討も行う予定です。

医療職を対象とする
法的コンピテンス養成
教育プログラムの開発

早稲田大学
和田　仁孝

インフォームド・コンセント、個人情報保護、
医療事故対応など、医療職が直面する多様な法
的課題について、適切に対応できるコンピテン
スを向上させるためのロールプレイを用いた実
践的教育プログラムの開発を目指します。

裁判員裁判における
量刑分布グラフの効果と意義

千葉大学
佐伯　昌彦

裁判員制度の下では、選ば
れた一般市民が、裁判官との評議を踏まえて量
刑判断に関与することとされています。本研究
課題では、裁判員が、過去の量刑傾向として示
されるグラフ資料を量刑判断過程においてどう
位置づけるのか、そしてそのような量刑評議の
経験をどのように評価するのかを、心理学的な
観点から研究していきます。本研究を通して、
裁判員裁判における量刑審理・評議の在り方に
ついて実践的提言を引き出したいと考えてい
ます。

司法面接における
子どもの語り：質問形式と
応答の関係性について

四天王寺大学
田中　晶子

本研究では、日本の子どもたちへ司法面接（子
どもの目撃者・被害者に出来るだけ負担をかけ
ず、正確な情報を話してもらうための面接法）
による聴き取りを行うことにより、司法面接と
いう場での大人と子どものコミュニケーション
の特徴について検討します。特に、面接者の質
問形式と子どもの応答との関係性や、子どもの
語りの特徴を概観することにより、日本の子ど
もたちへの司法面接の効果を明らかにすること
を目指します。

法律に対する市民の
違和感を規定する要因の
心理学的検討

北海道大学
山崎　優子

法律に基づく判断は、しば
しば市民感覚から乖離しているという指摘があ
ります。こうした両者の乖離は、検察審査会で
検察官とは異なる判断がなされた事例や、裁判
員裁判での判決が二審以降の職業裁判官による
裁判で棄却された事例からも示唆されます。本
研究では、法律に対する市民の理解度と受容度
（つまり、その法律に納得できるか）の観点から
こうした問題を検討し、上記の乖離を生じさせ
る心的なメカニズムの一端を明らかにすること
を目的としています。

目撃者遂行型調査の
効果の検討

慶應義塾大学
松尾　加代

目撃者遂行型調査は、記憶が他の要因によって
変容する前に、事件を目撃してから出来る限り
早い段階に情報を獲得することを目的として、
英国で開発されました。本研究は、目撃者遂行
型調査の日本語版を作成し、日本人を対象とし
た実験を通して、その効果および妥当性と信頼
性の検討を行うと同時に、一般的な人間の記憶
メカニズムの解明および記憶の再生の文化的差
異を探ることを目的としています。

慶應義塾大学　文学部　教授　伊東 裕司

　前号のニューズレター（5号）で既にレポートされていますが、去る３月 2 日に慶
應義塾大学三田キャンパスにおいて模擬裁判を開催しました。この企画は、新学術
領域研究「法と人間科学」が年に 1 度開催している模擬裁判企画の第３回に位置づ
けられるものです。参加人数や企画の概要については前号の記事を参照していただ
くとして、本稿では本企画の狙いや事後の報告会を含む当日の状況、収集したデー
タの今後の活用などについて記します。
　2013 年の春に、第３回の模擬裁判開催についての依頼を受け、ただちに指宿信先
生（成城大学）、佐伯昌彦先生（千葉大学）と相談し、東京近郊で裁判員の判断に関
する研究を行っている新学術領域の３つの班、すなわち指宿班、佐伯班、伊東班で
協力してこの企画をお引き受けすることにしました。折しも東京法と心理研究会の
発足が、同じ３つの班のメンバーを中心に検討されていたこともあり、同研究会のコアメンバー（＝事務局メンバー）
が模擬裁判の企画にあたることになりました。
　何度もミーティングを行い、大筋の方針として、（1）新学術領域研究「法と人間科学」の活動を社会に広報し、特
に裁判員の判断に関する研究が活発に行われていることをアピールすること、（2）裁判員の評議プロセスについての
大規模なデータを集め、広く領域の研究に役立てること、の二つを狙おう、ということになりました。具体的な研究
の目的としては、裁判官による説示の具体性が評議や評議結果にどのような影響を与えるのかを検討することになり
ました。評議の前に模擬裁判員に対して裁判官から具体性の高いハードな説示を行う条件と具体性が低く曖昧な部分
を残したソフトな説示を行う条件を設けることとし、ある程度定量的な比較も可能となるように、各条件８評議体、
あわせて 16評議体（模擬裁判員 96名）による模擬評議を行うことにしました。
　当日は、参加者はまず全員で、京都弁護士会作製の「放火・殺人・殺人未遂事件」についての模擬裁判ビデオを視
聴しました。被告人は犯行を否認しており、証拠は、犯行時刻頃に現場近くで被告人を見たという目撃証言、現場近
くで見つかった被告人の DNA が検出された煙草の吸い殻など、すべて間接証拠であり、単独で決定的な証拠はない、
というものでした。また、事件で父親を失い、自らも怪我をした被害者女性による、聞くものの感情を掻き立てるよ
うな意見陳述が含まれていました。ビデオ視聴後は、2 条件、計 16 の評議体（＋予備の裁判員からなる 1 評議体）
にわかれ、各評議体 1名の模擬裁判官のもと、評議が行われました。
　評議時間は約 90分間と必ずしも十分ではなかったものと思われますが、全評議体が有罪・無罪の評決に達しました。
企画者らは評議体により有罪評決、無罪評決に分かれることを予想していましたが、実際にはソフトな説示を与えた
条件で 1評議体が有罪評決に至った（裁判員の票は３：３に分かれ、裁判官の票により有罪）のみで、残りはすべて無罪、
という結果になりました。
　評議後は、全参加者が再び一堂に会し、評議結果の報告と質疑が行われました。また、その後会場をキャンパス外

に移動し、研究者のための評議過程の報告会が行われ、長時間の模擬裁判の
後の遅い時間帯であったにもかかわらず、40 名弱の方にご参加いただきまし
た。各評議体に割り当てられ、評議過程の観察を担当した若手研究者から、
評議の状況について報告がありましたが、同じ無罪評決に到達した評議体で
も、評議の様子にはかなり違いがあることなどが明らかにされました。
　本模擬裁判においては、評議の録音・録画データを中心に豊富なデータを
得ることができました。録音データはすでに文字化を完了し分析を待つばか
りになっていますが、具体的な内容の分析などはこれからになります。近い
将来にご報告できるものと考えています。また、新学術領域のメンバーの方
には、何らかの形でこれらのデータをお使いいただけるようにしたいと考え
ておりますので、ぜひご利用ください。
　最後に、本企画の実施にあたりましては、さまざまな方々にご協力、ご援
助をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

模擬裁判の開催レポート 2

2013 年度

（全 2回）

青年期における法意識の
揺らぎに関する
進化心理学的アプローチ

山口大学
高橋　征仁

青年期における法意識の揺らぎには一定のパ
ターンがあり、人間進化の産物として考えられ
ます。こうしたメカニズムを理解することによっ
て、矯正教育や法教育のあり方を見直し、法的
自律性の獲得に向けた指針を得ることができる
でしょう。



慶應義塾大学先導研究センター　研究員　松尾 加代

各班からのレポート
フロリダ国際大学の Ronald Fisher 先生を
訪問して —認知面接に関する質問—

　今年３月にフロリダ州マイアミにあるフロリダ国際大学のロナルド・フィッシャー先生を訪問
しました。フィッシャー先生は記憶研究を基盤にして、目撃者の記憶想起の促進を目的とした認
知面接を考案されました。そして現在も認知面接の研究を続けておられます。また最近では虚偽
検出や証言の非整合の解釈についても研究されているそうです。現在私が行っている研究のひと
つに認知面接を取り入れたものがあるのですが、実際に認知面接を実験で行うにあたり、こまご
まとした疑問が多数上がっていたところに、今回のフィッシャー先生の訪問が実現しました。
フィッシャー先生には事前に質問したい内容をお伝えしていました。とても長い質問リストになっ
てしまったのですが、ひとつずつ丁寧に回答してくださいました。今回の訪問について、簡単で

すが報告させていただきます。
　認知面接での大切な要因に、面接者と被面接者間のラポールの形成があります。しかし、実験内でラポールを形成するために、どの
程度どのような方法でコミュニケーションを取ればよいのか、ということが疑問でした。実際、実験での認知面接の冒頭で（ラポール
の形成を目的として）自然な会話場面を作ろうと試みるのですが、多くの場合からまわりしているようで、実験室の中にぎくしゃくし
た空気が流れているような気がします。被験者を見ていると「どうして実験と関係のない話をしてくるんだ。」というような面持ちです。
そのようなラポール形成に関する私の苦労話に、フィッシャー先生は興味深く耳を傾けておられました。米国では見知らぬ人同士が気
軽に話をするのは日常的なことなので、実験内でもラポールの形成はそれほど困難ではないそうです。では困難な場合どのように対処
すればよいか。様々な状況を考えて、二人でブレーンストーミングを行いました。その中で、ラポール形成の目的は、被面接者がこれ
から自発的に話すための快適な状況を作り出すことであり、したがってその程度や方法に決まりはないのだろう、と私は解釈しました。
現在、フィッシャー先生は会話によってうまくラポールの形成ができない場合の対策として、会話以外でラポールを形成する方法につ
いて実験されているということでした。フィッシャー先生がラポールの形成をとても大切だと考えておられるのは、よく理解できまし
た。今回の訪問でも、最初の 1 時間はお互いの（研究以外の）話をすることに費やしました。話をしながら「今ラポールの形成をして
いるのだな」と心の中で思っていました。
　約 30 年前に考案された認知面接が、現在どのように用いられているのかということも、私の関心の一つでした。現在、認知面接法
はアメリカ警察や FBI だけでなく、NASA や国家運輸安全委員会、また陸軍・海軍でも用いられているそうです。犯罪事件の目撃証言
だけでなく、組織内で発生した問題（例えば 上司によるセクシャルハラスメント）や機械・車両の事故といった場面でも認知面接が
使われているそうです。認知面接は目撃証言記憶だけでなく、記憶の想起が必要なあらゆる場面で有効であり活用することができると
言われていました。
　認知面接の指導のために出張されることも多くあるそうです。認知面接のトレーニングは通常 2 日間かけて行うそうです。記憶につ
いての講義の後、ビデオを通して面接の良い例と悪い例を見せたり、デモンストレーションを行ったりするそうです。また時間全体の
約 20％を使って、実際に練習を行うそうです。日本の警察でも認知面接が導入されたことをお伝えすると、とても嬉しそうにされて
いました。そして、日本の警察にも認知面接のトレーニングに行きたいと言われていました。日本
にはまだ一度も来られたことがないそうで、「いつか日本に来てください」と私が言うと「呼んで
くれれば、いつでも行きますよ」と笑顔で答えておられました。
　今回の訪問が決定した当初は、毎週行われている研究会議にも参加させていただく予定でしたが、
訪問時はあいにく大学が春休みで、それは実現しませんでした。しかし、フィッシャー先生ご自身
が私にとても長い時間を取ってくださいました。フィッシャー先生は話すことも聞くことも大変上
手な方で、私も非常にリラックスして共に時間を過ごすことができました。機会があれば、私もぜ
ひフィッシャー先生から認知面接のトレーニングを実際に受けてみたいと思いました。

「犯罪学リテラシー研修」を実施して 石塚班 3月

実務家研修「カルトからの回復を考える」を実施して 櫻井班 2月

　世界にあって日本にない学問領域、それが犯罪学（Criminology）です。日本にも犯罪学会という名前の学会
は存在します。しかし、この学会は司法精神医学や法医学を専門とする研究者の学会で、欧米に存在する犯罪
学会とはかなり性格を異にします。また、科研費の分類では犯罪学は刑事法の中に位置づけられています。私
の知る限り、主要国といわれる国で、独立した学問領域としての犯罪学が存在しない国は日本だけだと思います。
　アメリカ犯罪学会の会員は 50 カ国にわたり約 4,000 人、年次大会には毎年 3,000 人以上が参加します。筆
者も毎年参加していますが、客室数1,500級のヒルトンホテルを実質的に貸しきり状態にして行われます。また、
国際犯罪学会を始めヨーロッパ犯罪学会やアジア犯罪学会のように地域単位の国際学会も誕生し活発に活動が

行われています。犯罪学は、アメリカを始めイギリス、カナダ、オーストラリアといったいわゆる英米圏で特に盛んですが、オランダ、
ベルギーなどの西欧、ノルウェーをなどの北欧、チェコ、ハンガリーなどの東欧、更には中国や韓国といったアジア諸国にも犯罪学に
特化した研究所や学部（教学主体）が存在し、多くの専門家を養成するとともに、科学的な犯罪学の知見を集積しています。
　日本において独立した学問領域としての犯罪学が確立していない原因は、犯罪学が規範学である刑事法の中に位置づけられている
ことにもありますが、最大の原因は、日本は主要国の中で最も犯罪が少なく、犯罪対策や犯罪者処遇に投じられる予算規模が小さい
ことによると思われます。つまり、学問としてのマーケット自体が小さいことが大きな原因となっているのです。これは、社会全体
としては良いことなのかもしれませんが、犯罪統計を正しく読み解くことのできる専門家が育たず、治安悪化神話を生み出したり、
厳罰化によって刑務所を養護老人ホーム化させたりする大きな原因ともなっています。
　本セミナーは、こうした状況を打破するための第一歩、つまり日本における犯罪学確立の第一歩として実施しました。企画から広
報までの期間が短かったので、参加者がどれだけいるか危惧しましたが、定員 20 人のところ 30 人以上の申し込みがあり、事前に宿
題などを課して受講生の絞込みを行わなくてはならないほどでした。犯罪学に対するニーズの高さを実感しました。セミナーは、二
日間にわたって実施し、初日は、犯罪学の基本的な方法論の講義として犯罪研究で用いられる基礎的な統計学を世論調査などの具体
例を使って解説するとともに、統計計算などの実習を行いできるだけ具体的に理解してもらうことを心がけました。二日目は応用編
ということで、犯罪対策などの効果検証に使われる疫学的手法を使ったエビデンス論、トラビス・ハーシーのセルフコントロール理
論の検証や防犯カメラを使ったひったくり対策の科学的検証などを題材に、日本における犯罪学研究の最先端を紹介しました。講義
はいずれも日本における犯罪学研究の第一人者によって行われました。本来であれば最低でも 1 週間程度はかけて講義すべき内容を
わずか二日間に詰め込むセミナーとなったため、十分に消化できなかった受講生もいたと思われますが、皆な最後まで熱心に受講し、
更に犯罪学を勉強してみたいという意欲を高めていました。
　今回のセミナーは、実験的な試みとして実施したものであり、今回の成果を活か
しつつ、次回以降、犯罪被害・加害（いじめ等）と社会調査、犯罪者処遇とエビデンス、
犯罪学理論と検証など、犯罪統計、犯罪者処遇や犯罪学理論など具体的なテーマの
内容を深く理解しながら実証的な研究方法が身につくようなセミナーを準備してい
きたいと考えています。そして、こうしたセミナーの実績を積み重ねることで、日
本独自の犯罪学のカリキュラムを作り出していきたいと思っています。

　私は法と心理学の一分野である裁判場面での人の行動について研究を行っています。しかし、犯罪学の基本的な立場や考え方につ
いては浅学であるように日々感じていたため、本研修に参加しました。研修の初日は、犯罪学における調査方法及び統計的分析の手
法に関する基礎を学びました。これらの講義において、標本抽出に関するランダムサンプリングの重要性が強調されていたことから、
社会の実態を捉えることが求められる犯罪学分野では、この点が特に重要であると感じました。2 日目は、実証論文の批判的な読み
方に関する講義と具体的な調査研究を取り上げた講義が行われました。論文の読み方に関する講義で紹介されたキャンベルの枠組み
は、実証論文を読む時に意識するべきポイントが整理されており、実用的な内容であると思いました。また、具体的な調査研究を取
り上げた講義では、初日に学んだ調査方法や統計的分析の手法を実際の調査にどのように活用すべきなのかについて理解を深めるこ
とができました。2 日間の研修を終えて、犯罪に係る人の行動の原因を、その人の心理的側面に求めるだけでなく、社会的状況・環
境などの影響も考慮するという視点を得ることができました。さいごに、本研修で特に印象的であったのは、講師の方々が受講者の
反応を確かめながら丁寧な講義を展開されていたことでした。犯罪学研究を行う者を “育成する” ことへの強い気持ちの表れであるよ
うに感じました。今後も犯罪学リテラシー研修をぜひ継続していただきたいと思います。（文責：北海道大学大学院・文学研究科・学
術研究員　名畑 康之）

参加者の感想

　2014 年 2 月 15 日、京都キャンパスプラザにて 13 時から 16 時までカルト対策に関する 2 回目の実務家研修を実施しました。参
加者は、9名で（一般参加者3名（龍谷大学と関西外国語大学の学生部職員、横浜市児童相談所職員）、臨床心理士他の研究メンバー6名）、
アットホームな雰囲気で相談事例について深い話をすることができました。
　今回は、カルトによる勧誘･教化によって変えられる認識枠組みや感情の問題を扱い、カルト脱会後の心理的サポートを回復するこ
ころを説明しました。大学がカルト対策として行えるのは、入学時でのオリエンテーションや注意喚起のポスターなどであり、最も簡
便で効果の高いものです。いったんカルトの信者となると本人が相談に訪れることはほとんどない（来談する時は既に離脱する決心を
しており、最後に肩を押してもらうことを求めている）ので、この段階における介入（脱会を促す説得）は困難に近くなります。ただし、
カルトに巻き込まれた後に心理的サポートを求める学生が相談室に通う事例は少なくないので、脱会者の精神状態を理解したうえで支
援していくことが求められます。今回は、グリーフケア・アプローチを参考に、喪失感･悲嘆からの回復 / 精神的立ち直りに、時間･情
報･人間関係・回復力（resilience）の 4つの要素がどのように関わるのかを試論的に検討しました。（文責：北海道大学大学院・
・文学研究科　教授　櫻井 義秀）

龍谷大学　法科大学院　教授　浜井 浩一

研修中の様子（講師：龍谷大学・津島教授）
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若手研究者による研究報告

各月の活動

3 月 26 日（水）北海道大学 /人文・社会科学総合教育研究棟
（W101) にて開催

■ 題　目：「少年審判における証拠調べの在り方」
■ 報告者：白取 祐司 先生（北海道大学）
■ 内　容 ：少年審判は基本的に職権主義がとられ、厳格な証明方法もとら
れていないが、とりわけ少年が否認したような場合、事実認定に困難を来
すことがある。本報告では、少年審判における事実認定及び証拠調べの在
り方について、改めて検討した。

4月 8日（火）北海道大学 /人文・社会科学総合教育研究棟
（W517) にて開催

■ 題　目：「裁判員裁判における任意性立証の一事例」
■ 報告者： 笹森　学 先生（北海道合同法律事務所　弁護士）
■ 内　容 ： 実際の担当事例を元に被告人の取調べDVDから自白が否定
された経過が報告された。知的に問題のある者に対する尋問の問題点や改
善すべき点について、法学者、法社会学者、心理学者とともに検討した。

6月 30日（水）北海道大学 /人文・社会科学総合教育研究棟
（W309) にて開催

■ 題　目：「日本型取調べの解明と改善－社会・文化心理学的考察－」
■ 報告者：  森　直久 先生（札幌学院大学）
■ 内　容： 実際の事情聴取の内容や取り調べの教科書となる出版物を調
査分析し、 日本型取調べの構造を図式化して解説した。また、その構造が
成り立つ要因について考察し、改善方法について検討した。

7月

7 月 28 日（月）北海道大学 /人文・社会科学総合教育研究棟
（W101) にて開催

■ 題　目：「弁護士は裁判員裁判をどう見ているか」
■ 報告者：松村 良之 先生（明治大学）
■ 内　容 ： 2009 年に、東京（ランダムサンプル）、京都（悉皆）、北海道（悉
皆、札幌を除く）の弁護士に対し、刑事司法と裁判員制度についての意識
調査を行った。その概要について報告した。

　2014 年 5月 30日に開催された札幌法と心理研究会において、「法システムへのアクセス阻害要因
の実証的探究―とくに司法と福祉の連携に着目して―」というタイトルで研究報告をさせて頂きまし
た。報告では、法システムの存在と実際の活用との間に存在するギャップ問題に着目し、特に法シス
テムへのアクセスを阻害している背景要因について考察を行いました。具体的には、報告者がこれま
でに実施したいくつかの実証研究を踏まえ得られた知見を報告するとともに、法システムへのアクセ
スを実質的に確保するためには何が必要とされているのかについて考察を行いました。当日は、参加
してくださった心理学の専門家から御自身の経験に基づく御意見を頂戴したり、法学の専門家から法
政策学的課題について御指摘を頂くことができ、研究を進めていく上で重要な示唆を与えていただき
ました。今後は本研究会報告で得られた有意義な知見を自分なりに咀嚼してこれからの研究に活かし
て参りたいと考えています。（文責：北海道大学大学院・法学研究科・助教　橋場 典子）

日本犯罪心理学会 第 52回大会 [ 早稲田大学・戸山キャンパス ]
日本心理学会 第 78回大会 [ 同志社大学・今出川キャンパス ]
2014年度 第2回 実務家研修「大学のカルト対策3」[ 明覚寺（京都市） ]
The 8th East Asian Psychology and Law Conference [ 中国政法大学，北京 ]
日本犯罪社会学会 第 41回大会 [ 京都産業大学 ]
司法面接研修 (2014年度 第3回実務家研修 ) [ 北海道大学 ]
「法と人間科学」総括班会議（拡大版）[ 関西学院大学・大阪梅田キャンパス ]
法と心理学会第15回大会 [ 関西学院大学・西宮上ケ原キャンパス ]
司法面接研修 (2014年度 第4回実務家研修 ) [ 北海道大学 ]
2014年度 第5回 実務家研修「大学のカルト対策4」（日程変更の可能性あり）
2014年度 第6回 実務家研修「子どものための司法面接と体験を語る子どもの心理」
 [ 四天王寺大学・サテライトキャンパス （あべのハルカス）]

法と精神医療学会第30回大会 [ 専修大学・神田校舎 ]

日本発達心理学会 第 26回大会 [ 東京大学・本郷キャンパス ]

9 月 6 ～ 7 日

9 月 10 ～ 12 日

9月 15 日

10 月 17～19 日

10 月 18～19 日

10 月 21～22 日

10 月 24 日

10 月 25 ～ 26 日

11 月 10 ～11 日

11 月 22 日

11 月 24 日

12 月 13 日

3月 20 ～ 22 日
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第6回 法と心理学者による実務家研修のご案内
「子どものための司法面接と体験を語る子どもの心理」

　子どもが事件や事故に関係した場合など、子どもから話（体験）を聴くことが重要なケースがあ
ります。そのような場合に、海外では、子どもに負担が少なく、正確な報告を促すようデザインさ
れた司法面接という面接法が活用されています。本研修では、この司法面接について、子どもから
話を聴く立場にある方々を対象に講習を行います。さらに、「体験を語る子どもの心理」についても
ご紹介し、つらい体験をした子どもの心理と体験を語る子どもへのケアの視点も取り上げます。詳
しくは法と人間科学のHP (http://law-human.let.hokudai.ac.jp/group/summary/archive/117/541/)
をご覧いただくか、「法と人間科学」総括班支援室 (lahs@let.hokudai.ac.jp) にお問い合わせ下さい。

　この度、「法と人間科学」の計画研究班代表の指宿教授（成城大学）が、監訳された本が出版され
ましたのでご案内いたします。本書は、米国の多数のロースクールで採用されている良書で定評もあ
り、訳出によって日本の法学研究のみならず刑事弁護の第一線で活用されることが期待されます。
指宿教授からのこの本に関する紹介は、「法と人間科学通信 vol.9」に掲載されますので、合わせて
ご覧下さい。

「法と人間科学」に 関連した書籍のご案内
「LexisNexisアメリカ法概説シリーズ⑨　アメリカ捜査法」

■ 日時：11月 24日（祝）　13：00 ～17：00
■ 場所：四天王寺大学・サテライトキャンパス （あべのハルカス 23F） 
■ 講師：仲真紀子（北海道大学大学院・教授）、安田裕子（立命館大学・特別招聘研究教員 ( 准教授 )）、
　　　　 田中晶子（四天王寺大学・准教授）[ 企画者 ]

ジョシュア・ドレスラー、 アラン・C・ミカエル 著、（監訳）指宿 信
出版社：  レクシスネクシス・ジャパン
ISBN-13：  978-4-902625-94-3
発売日：  2014 年 5月 20日
商品の寸法：  A5 判，　定価：￥13,000＋税
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