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◆執筆者の経験に基づき、業務を進めるうえで重要なポイ
ントを 勘所 としてピックアップし解説。

官澤里美

不安を抱える弁護士たちへ。
この本を読めば、きっと仕事が好きになる。
推薦
多数

日本弁護士連合会前会長

山岸憲司 氏

◆業務の手順を解説するマニュアル本ではなく、本書は、
若手弁護士の業務上の不安を解消し、弁護士業務を楽し

「この本で日本の司法を楽しんで支える弁護士が増えることを期待します。」
東北弁護士会連合会会長

松坂英明 氏

「良い本です。
ここまで考えているのか！と目から鱗が落ちるでしょう。」
東北大学法科大学院長

んでもらうことを目的にした。

成瀬幸典 氏

「厳しくも温かい著者の人柄に満ちた良書です。法曹志望者にも一読を薦めます。」

業務と経営の
勘所 がわかると

10 これで安心「刑事公判手続メモ」

仕事に自信が持てる！
これで安心「刑事公判手続メモ」

弁護士という仕事が

刑事の公判は、民事に比べて手続が厳格で、法律や規則の根拠はど
うなっていたか、裁判官の発言にどう対応してよいか、不安を感じる

楽しくなる！

ことが多いもの。
そこで、私は、司法修習生の頃に、公判の手続の流れ、裁判官の発

ようなメモにまとめました。このメモは、若手の頃はもちろん、中堅
になってからも熾烈な事件の場合は弁護人席の机上に広げておくと安
心でした。
このメモが我ながらよくできており、現在も類似のものは見当たら
ないと思いますので添付します。必要に応じてご活用ください。

ここで

被告人は無罪というが有罪と思える場合は？
被告人は無罪を主張しているが、弁護人としては有罪と思える
場合の対応には悩むもの。しかし、検察官も弁護人も有罪と思っ
ていた場合でも実は無罪だったということが稀にあるわけです。
また、被告人が有罪と認めていても身代わりなどで無罪の場合も
あるので、マスコミなどから批判されることがあったとしても、
被告人が無罪というなら弁護人が有罪と思っても無罪主張！
被告人が有罪といっても弁護人が無罪と思えば無罪主張！
が弁護人の職責だと思っています。

実際に事務所で使用している
ためになるエピソードや
94

業務のポイント等を随所に掲載

アンケートや申込書のフォーマット等、
95

他にはないすぐに使える
サンプルが盛り沢山！
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書

〈第一法規刊〉

取 扱 い

〜弁護士という仕事をもっと楽しむために〜

●定価 2,700円（本体 2,500円） ［コード033613］

部

申込部数

＊弊社宛直接お申込いただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービス
といたします。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率によります。

上記のとおり申し込みます。なお、代金は現品受領後、請求書により支払います。

〒

平成

年

月

日

この申込書は、
ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

■宛先
〒107 8560
東京都港区南青山2 11 17
第一法規株式会社

FAX

―

0120 302 640

ご住所
書店印
部署名

機関名

ＴＥＬ

フリガ ナ

ご氏名

□公用
□私用

様 ㊞

E-mail

―

―
@

＜お客様の個人情報の取扱いについて＞
お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、
アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。
ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。
ご不明な場合、
また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、
フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かりしま
した個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」
に従い適切に管理いたします。
フリーダイヤル TEL
0120 203 696 FAX
0120 202 974

弁護士勘所（033613）2014.11 SE

