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アカウントをお持ちですか？ログイン 

Twitterは豊富なリアルタイム情報の宝庫です。Twitterには信じられないくらい様々な話
題の情報が飛び交っています。今すぐ参加して@yamamoto26887さんをフォローしよう!

Get updates via SMS by texting follow yamamoto26887 to your local code. 

他の国のコード 

山本健一/KenichiYamamotoさんからの、短くてタイムリーな
メッセージを受信しましょう!

すべて見る 

リスト

フォローしている

yamamoto26887

1.  @crusing21 相変わらず，怒濤のツイ
ですね＾＾Viberですが，セキュリ
ティの問題が指摘されています。連絡
先がサーバーに送信され，しかもその
通信が暗号化されていないようです。
改善するとのことですが，それまでは
使うのはちょっと危険かもです。 

2.  袴田事件：「捏造」の補強材料発見　証拠衣類に不自然な点 - 毎日
ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/zS4mnje via @mainichijpnews 

3.  大会の締めくくりとしてオハイオ大学のダニエル・ラシター教授に
よる講演「Psychological Science and Sound Public Policy: On 
Video Recording Custodial Interrogations」 

4.  口頭報告5 量刑判断にはたらく応報的動機の潜在性 

16ツイート

●     お気に入り

●     @yamamoto26887/lawyer
●     @yamamoto26887/media

      

      

  

約19時間前 ついっぷる/twippleから crusing21宛

11:22 PM Nov 16th, 2010 Tweet Buttonから 

12:06 AM Oct 17th, 2010 Echofonから 

11:30 PM Oct 16th, 2010 Echofonから 

●     名称 山本健一/
KenichiYamamoto

●     位置情報 東京都千代田区
●     自己紹介 東京都で弁護士を
しています。
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5.  1回目の聴き取りを完全に記録化することが重要になるようだ。 
RT @yamamoto26887: 口頭報告4 面接手法が繰り返し想起された
物語に及ぼす影響 

6.  口頭報告4 面接手法が繰り返し想起された物語に及ぼす影響 

7.  口頭報告3 弁護士のカウンセリング技法応用可能性の検討 

8.  口頭報告2 裁判員の判断に対する感情的コミュニケーションの影
響：遺体写真，被害者遺族の意見陳述は事実認定に影響するか？ 

9.  口頭発表1 犯罪被害者の刑事裁判への参加が量刑に及ぼす影響 

10.  午後のワークショップの1つ 「日本の供述分析のいまー供述分析の
最前線とその可能性」 

11.  法と心理学会11回大会 午前のワークショップは「「司法事故調
査」的事例研究への心理的アプローチ」 

12.  ladygaga A Message from Lady Gaga to the US Senate http://
www.youtube.com/watch?v=GG5VK2lquEc 

13.  RT 名張毒ぶどう酒事件：農薬の再鑑定…高裁が実施方針 - 毎日ｊ
ｐ(毎日新聞) http://t.co/6ebRoip via @mainichijpnews 

14.  「生命を絶つ極めて厳粛な場」って，死刑を言い渡す法廷だって極
めて厳粛な場なんじゃないのか？　法務省：東京拘置所の刑場を初
公開　死刑議論の喚起狙う - 毎日ｊｐ(毎日新聞) http://t.co/
Tnti0yA via @mainichijpnews 

15.  監察医務院へ… 

16.  さいたま地裁で，殺人罪の被告人に保釈が認められた。http://
mainichi.jp/select/today/
news/20100721k0000e040053000c.html 
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2:14 AM Jan 5th Twitter for BlackBerry®から 
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