
PSIM教材リスト（2015年度版）

教材コード 教材名 作成者所属

ms001ps05n001 民事模擬裁判シナリオ①（動産引渡請求事件）  PSIM

ms002ps05n002 民事模擬裁判シナリオ②（売買代金請求事件） PSIM

ms003ps05n003 民事模擬裁判シナリオ③（詐害行為取消請求事件） PSIM

ms004ps05n004 民事模擬裁判シナリオ④（土地明渡請求事件） PSIM

ms005ps05n005 民事模擬裁判シナリオ⑤（貸金請求事件） PSIM

ms006ps05n006 民事模擬裁判シナリオ⑥（建物収去土地明渡し等請求事件） PSIM

ms007ps05n007 民事模擬裁判シナリオ⑦（損害賠償請求事件） PSIM

ms008ps05n008 民事模擬裁判シナリオ⑧（貸金請求事件） PSIM

ms009ok05n014 民事模擬裁判シナリオ『セクハラ損害賠償事件』 岡山大学

ms010ws05n015 民事模擬裁判シナリオ『建物収去土地明渡等請求事件』 早稲田大学

ms011ws05n016 民事模擬裁判シナリオ『ジュークボックス事件』 早稲田大学

ms012eh05n017 民事模擬裁判シナリオ『Ｃ町議会議員出席停止処分事件』 愛媛大学

ms013ps06n028 民事模擬裁判シナリオ⑨（請負代金請求事件） PSIM

ms014ps06n029 民事模擬裁判シナリオ⑩（所有権移転登記手続等請求事件） PSIM

ms015ps06n030 民事模擬裁判シナリオ⑪（根抵当権設定登記抹消登記手続請求事件）【利用停止中】 PSIM

ms016ps06n031 民事模擬裁判シナリオ⑫（保険金請求事件） PSIM

ms017ps06n032 民事模擬裁判シナリオ⑬（請求異議事件） PSIM

ms018ps06n033 民事模擬裁判シナリオ⑭（損害賠償事件） PSIM

ms019kw06n039 民事模擬裁判シナリオ（不当利得金返還請求事件） 香川大学

ms020ps07n056 民事模擬裁判シナリオ⑮（貸金請求事件） PSIM

ms021ps07n057 民事模擬裁判シナリオ⑯（抵当権設定登記抹消登記手続請求事件） PSIM

ms022ps07n058 民事模擬裁判シナリオ⑰（商事：退職慰労金請求事件） PSIM

ms023ps08n080 民事模擬裁判シナリオ⑱（預金払戻請求事件） PSIM

ms024ps08n081 民事模擬裁判シナリオ⑲（損害賠償請求事件：交通事故） PSIM

ms025ps08n082 民事模擬裁判シナリオ⑳（損害賠償請求事件：歯科医療過誤） PSIM

ms026se08n083 民訴導入教材「お金返して下さい」 専修大学

ms027ps09n089 民事模擬裁判シナリオ[21]（遺言無効確認請求事件） PSIM

ms028ps09n090 民事模擬裁判シナリオ[22]（損害賠償請求事件：使用者責任） PSIM

ms029ps11n108 民事模擬裁判シナリオ[23]（損害賠償請求事件） PSIM

ms030ps11n109 民事模擬裁判シナリオ[24]（請負代金請求事件） PSIM

ms031ps12n119 民事模擬裁判シナリオ[25]（詐害行為取消請求事件） PSIM

＜民事模擬裁判＞
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ms032ps12n120 民事模擬裁判シナリオ[26]（保証債務履行請求事件） PSIM

ms033ng12n127 民事模擬裁判対抗戦：模擬記録「ヴァイオリン返還請求事件」 名古屋大学

ms034ng13n131 民事模擬裁判対抗戦：模擬記録「不当利得返還請求事件」 名古屋大学

ms033ng14n127 民事模擬裁判対抗戦：模擬記録「ヴァイオリン返還請求事件」（改訂版）　【作業中】 名古屋大学

教材コード 教材名 作成者所属

hs001ng05n018 法律相談シミュレーション資料『土地境界紛争』 名古屋大学

hs002ng05n019 法律相談シミュレーション資料『日照権トラブル』 名古屋大学

hs004ok07n060 法律相談シナリオ「クラブ『紅』事件」 岡山大学

hs005ok07n061 法律相談シナリオ「フードコート出店事件」 岡山大学

hs006ng07n062 法律相談シミュレーション資料『請負代金請求』 名古屋大学

hs007ng07n063 法律相談シミュレーション資料『漏水損害賠償』 名古屋大学

hs008ng07n064 法律相談シミュレーション資料『駐車料金請求』 名古屋大学

hs010ng07n066 法律相談シミュレーション資料『自転車事故トラブル』 名古屋大学

hs011ng07n067 法律相談シミュレーション資料『自動車事故トラブル』 名古屋大学

hs013to08n084 法律相談クリニック用教材「取締役解任」 東京大学

hs014ng08n085 法律相談シミュレーション資料『出資金トラブル』 名古屋大学

hs015ok09n093 法律相談シナリオ「フランチャイズ契約事例」 岡山大学

hs016ok09n094 法律相談シナリオ「警察官による暴行事案」 岡山大学

hs017ok09n095 法律相談シナリオ「「建物明渡し事例」 岡山大学

hs018ng09n096 法律相談シミュレーション資料『契約ドタキャン事件』改訂版 名古屋大学

hs019ng09n097 法律相談シミュレーション資料『抵当権トラブル』 名古屋大学

hs020ng09n098 法律相談シミュレーション資料『相続放棄トラブル』 名古屋大学

hs021ng10n104 法律相談シミュレーション資料『遺産分割トラブル』 名古屋大学

hs023ng11n112 法律相談シミュレーション資料『遺産分割トラブル』（改訂版） 名古屋大学

hs024ng11n113 法律相談シミュレーション資料『家族問題相談事例』 名古屋大学

hs025ng11n114 法律相談シミュレーション資料『保証人拒否事例』（改訂版） 名古屋大学

hs026ng11n115 法律相談シミュレーション資料『熟年離婚トラブル』（改訂版） 名古屋大学

hs028ng12n123 法律相談シミュレーション資料『請負代金請求』（改訂版） 名古屋大学

hs003ng13n020 法律相談シミュレーション資料『相続＆賃貸トラブル』（改訂版）　 名古屋大学

hs012ng13n068 法律相談シミュレーション資料『敷金返還トラブル』（改訂版）　 名古屋大学

hs029ng13n132 法律相談シミュレーション資料『河川敷転落トラブル』　 名古屋大学

＜民事ロイヤリング（法律相談）＞
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hs030ng14n135 法律相談シミュレーション資料『駐車場事故事例』 名古屋大学

hs031ng14n136 法律相談シミュレーション資料『給湯器トラブル』 名古屋大学

hs027ng14n116 法律相談シミュレーション資料『連帯保証トラブル』（改訂版） 名古屋大学

hs009ng14n065 法律相談シミュレーション資料『ドロボー大家さん事件』 名古屋大学

hs022ng14n105 法律相談シミュレーション資料『うつ病誤診トラブル』 名古屋大学

hs032ws14n137 法律相談シミュレーション資料『相続＆賃貸トラブル（第２版）』 早稲田大学

教材コード 教材名 作成者所属

ml001ng05n021 調停シミュレーション資料『ドロボー大家さん』 名古屋大学

ml003ng05n023 調停シミュレーション資料『バイト解雇』 名古屋大学

ml004ng05n024 調停シミュレーション資料『敷金返還トラブル』 名古屋大学

ml005ng05n025 法的交渉シミュレーション資料『自動車事故トラブル』 名古屋大学

ml006ng06n044 調停シミュレーション資料『自転車事故トラブル』 名古屋大学

ml007ok07n069 法的交渉シナリオ「セクハラ事件」 岡山大学

ml008ok07n070 法的交渉シナリオ「マンション漏水トラブル」 岡山大学

ml009ng07n071 調停シミュレーション資料『住宅建替えトラブル』 名古屋大学

ml010ng07n072 調停シミュレーション資料『ゴン太くん事件』 名古屋大学

ml011ng08n086 法的交渉シミュレーション資料『土地建物明渡し交渉』 名古屋大学

ml012ng08n087 法的交渉シミュレーション資料『遺産相続交渉』 名古屋大学

ml014ok09n099 法的交渉シナリオ「離婚等交渉事案」 岡山大学

ml015ng09n100 調停シミュレーション資料『パート解雇トラブル』 名古屋大学

ml016ng10n106 調停シミュレーション資料『損害賠償（路上駐車）トラブル』 名古屋大学

ml018ng11n117 調停シミュレーション資料『損害賠償（転落事故）トラブル』 名古屋大学

ml020ng12n124 調停シミュレーション資料『隣人紛争事例』（改訂版） 名古屋大学

ml021ng12n125 調停シミュレーション資料『土地明渡トラブル』（改訂版） 名古屋大学

ml017ng13n107 調停シミュレーション資料『ネットオークショントラブル』（改訂版） 名古屋大学

ml019ng13n118 調停シミュレーション資料『隣人紛争事例』（改訂版） 名古屋大学

ml022ng14n126 調停シミュレーション資料『駄菓子屋立退トラブル』（改訂版） 名古屋大学

ml013ng14n088 調停シミュレーション資料『出資金トラブル』（改訂版） 名古屋大学

ml002ws14n022 調停シミュレーション資料『駐車料金請求』（改訂版） 早稲田大学

＜民事ロイヤリング（調停・ＡＤＲ等）＞
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教材コード 教材名 作成者所属

ks001ps05n009 刑事模擬裁判シナリオ①（殺人事件） PSIM

ks002ps05n010 刑事模擬裁判シナリオ②（強盗致傷事件） PSIM

ks003ps05n011 刑事模擬裁判シナリオ③（窃盗未遂事件） PSIM

ks004ps05n012 刑事模擬裁判シナリオ④（覚醒剤取締法違反事件） PSIM

ks005ps05n013 刑事模擬裁判シナリオ⑤（強盗致傷事件） PSIM

ks006ps06n034 刑事模擬裁判シナリオ⑥（傷害事件） PSIM

ks007ps06n035 刑事模擬裁判シナリオ⑦（脅迫事件） PSIM

ks008ps06n036 刑事模擬裁判シナリオ⑧（殺人事件） PSIM

ks009ps06n037 刑事模擬裁判シナリオ⑨（窃盗未遂事件：勾留請求） PSIM

ks010ps06n038 刑事模擬裁判シナリオ⑩（傷害事件：勾留請求） PSIM

ks011kw06n040 刑事模擬裁判シナリオ（自転車窃盗事件） 香川大学

ks012ws06n041 刑事模擬裁判教材＜公判演習記録第１号：詐欺・詐欺未遂事件＞ 早稲田大学

ks013ws06n042 刑事模擬裁判教材＜勾留請求事件第１号：恐喝未遂事件＞ 早稲田大学

ks014sz06n043 刑事模擬裁判教材（傷害事件） 静岡大学

ks015sz07n059 刑事模擬裁判教材（傷害事件） 静岡大学

ks016ps09n091 刑事模擬裁判シナリオ⑪（住居侵入・強盗致傷） PSIM

ks017ps09n092 刑事模擬裁判シナリオ⑫（殺人事件） PSIM

ks018ps10n102 刑事模擬裁判シナリオ⑬（殺人事件） PSIM

ks019ps10n103 刑事模擬裁判シナリオ⑭（現住建造物等放火事件）【改訂作業中】 PSIM

ks020ps11n110 刑事模擬裁判シナリオ⑮（強盗致傷被告事件） PSIM

ks021ps11n111 刑事模擬裁判シナリオ⑯（殺人事件） PSIM

ks022ps12n121 刑事模擬裁判シナリオ⑰（電磁的公正証書原本不実記録・同供用、強盗致傷等事件） PSIM

ks023ps12n122 刑事模擬裁判シナリオ⑱（殺人未遂事件） PSIM

ks024ps13n128 刑事模擬裁判シナリオ⑲（傷害致死事件）　【※修正作業中】 PSIM

ks025ps13n129 刑事模擬裁判シナリオ[20]（強盗致傷事件） PSIM

ks026ps13n130 刑事模擬裁判シナリオ[21]（傷害致死事件） PSIM

ks027ps14n133 刑事模擬裁判シナリオ[22]（非現住建造物等放火事件） PSIM

ks028ps14n134 刑事模擬裁判シナリオ[23]（窃盗事件：車上盗事案）　 PSIM

教材コード 教材名 作成者所属

kl001ry06n045 刑事ロイヤリング教材（道路交通法違反事件） 琉球大学

＜刑事ロイヤリング＞

＜刑事模擬裁判＞
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教材コード 教材名 作成者所属

vm001ng05n026 名古屋大学ロイヤリング映像教材①（離婚相談１） 名古屋大学

vm002ng05n027 名古屋大学ロイヤリング映像教材③（離婚相談２） 名古屋大学

vm003ng06n046 名古屋大学ロイヤリング映像教材⑤（相続トラブル） 名古屋大学

vm004jo06n047 調停映像教材（交通事故調停） 上智大学

vm005eh06n048 ロイヤリング教材２件（婚約破棄／相続） 愛媛大学

vm006nu06n049 民事訴訟模擬裁判「過労死」 日本大学

vm007ok06n050 刑事模擬接見映像教材ＤＶＤ 岡山大学

vm008ng06n051 ＰＳＩＭ民事模擬裁判ティーチング・マニュアル映像教材ＤＶＤ 名古屋大学

vm009ws07n073 早稲田大学刑事模擬裁判実演教材ＤＶＤ 早稲田大学

vm010ng07n074 名古屋大学ロイヤリング映像教材⑥（離婚相談３） 名古屋大学

vm011ps09n101 ACT of COMMUNICATION
“What Can Lawyers Learn from Actors?” 【日本語字幕版】

PSIM

教材コード 教材名 作成者所属

tm001ng06n052 民事模擬裁判ティーチング・マニュアル(初級編)〔改訂版〕 名古屋大学

tm002ws06n053 「刑事模擬裁判（公判演習記録第１号）ティーチング・マニュアル」（簡易製本版） 早稲田大学

tm003hr06n054 民事ロイヤリング ティーチング・マニュアル 広島大学

tm004ok06n055 刑事ロイヤリング ティーチング・マニュアル 岡山大学

tm005ng07n075 民事模擬裁判ティーチング・マニュアル（主尋問編）映像教材DVD 名古屋大学

tm006ws07n076 刑事模擬裁判＜公判演習記録第１号＞」映像教材DVD 早稲田大学

tm007hr07n077 民事ロイヤリング ティーチング・マニュアル映像教材DVD 広島大学

tm008ok07n078 刑事ロイヤリング ティーチング・マニュアル映像教材DVD 岡山大学

tm009ws07n079 早稲田大学創立125周年記念・裁判員模擬裁判（教材用DVD） 早稲田大学

＜ティーチング・マニュアル＞

＜映像教材＞
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