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2019年度 CrimRC_主なメディア掲載状況

日付 メディア種別 媒体名 タイトル 備考

2019/04/02 雑誌 AERA 新元号｢令和｣下で実施の｢恩赦｣はどうなるか 石塚 伸一 教授　※WEB版も掲載

2019/04/09 雑誌 季刊　刑事弁護 法律家のための犯罪学入門（37）　イタリアの少年司法制度と実務 浜井 浩一 教授

2019/04/10 新聞 朝日新聞　東京 振り込め詐欺　タイで摘発 石塚 伸一 教授

2019/04/10 新聞 朝日新聞　朝刊社会面 タイの高級住宅地に「振り込め」拠点　15人で2億円超詐取か 石塚 伸一 教授

2019/04/15 新聞 日本経済新聞 特殊詐欺拠点　東南アに拡散 石塚 伸一 教授

2019/04/17 新聞 日本経済新聞 平成と事件　オウム真理教事件 浜井 浩一 教授

2019/04/23 テレビ NHK（名古屋放送局） 『ナビゲーション「孤立の果てに… ～刑務所からの報告～」 浜井 浩一 教授

2019/05/11 テレビ 読売テレビ放送  情報番組「ウェー
クアップ！ぷらす」

「恩赦」をテーマにインタビュー取材 石塚 伸一 教授

2019/05/11 新聞 中国新聞 出所予定者の就労支援「コレワーク」3年　中国地方の採用29人 浜井 浩一 教授

2019/05/21 テレビ NHK クローズアップ現代＋ 刑務所が“ついの住みか”に！？　～おひとりさまが危ない～ 浜井 浩一 教授

2019/05/25 新聞 読売新聞 「塀の外」受刑者バリスタ　イタリア刑務所改革 浜井 浩一 教授

2019/05/27 テレビ NHK「逆転人生」 「ヤクザから牧師へ 壮絶な転身 人生はやり直せる」コメンテーター
出演

浜井 浩一 教授

2019/06/16 新聞 西日本新聞 車椅子の万引容疑者（76）　留置17日間「まるで介護」 浜井 浩一 教授

2019/06/16 新聞 西日本新聞 要介護者の留置　手探り「福祉優先で再犯防止を」 浜井 浩一 教授

2019/07/04 新聞 愛媛新聞
神戶女児殺害 裁判員選択の死刑破棄 最高裁 過去の量刑傾向重
視

石塚 伸一 教授

2019/07/12 新聞 朝日新聞 オピニオン＆フォーラム　恩赦って必要ですか？ 石塚 伸一 教授

2019/07/15 新聞 毎日新聞 東京朝刊 公文書を生かす：情報公開法成立２０年／４　三鷹事件　再審の壁　
「証拠開示の徹底を」

福島至教授

2019/08/03 新聞 西日本新聞 「議論を」「当然」 有識者ら 福岡3女性殺害 死刑執行 石塚 伸一 教授

2019/08/03 新聞 岩手日報 2人の死刑執行 令和初 神奈川と福岡強殺 石塚 伸一 教授

2019/08/05 新聞 京都新聞
心の傷 抱えず相談を 京アニ放火殺人 犯罪被害者支援センターが
準備 遺族・負傷者らへ 「 期的に寄り添う」

黒川 雅代子 教授

2019/08/18 その他 47NEWS©株式会社全国新聞
ネット

「踏みとどまれる社会を」　京アニ事件きっかけに考える　龍谷大教
授インタビュー

浜井 浩一 教授

2019/08/21 その他 NHK政治マガジン 「刑務所、まるで介護施設に」解説コメント 石塚 伸一 教授

2019/08/25 新聞 西日本新聞me 仮出所者の更生支え10年　北九州自立更生促進センター　職探し
に実績

浜井浩一教授

2019/08/26 新聞 読売新聞　西部朝刊 出所者就労　継続に壁 浜井 浩一 教授

2019/08/26 新聞 読売新聞　東京夕刊 出所後就労 継続の壁 半数が半年で離職 元受刑者 法務省調査 浜井 浩一 教授

2019/09/01 新聞 読売新聞 ヘイトに罰則　賛否は 金 尚均 教授

2019/09/03 新聞 北海道新聞 判決の後　偏見超え支える社会に 浜井 浩一 教授

2019/09/17 新聞 日本経済新聞 京アニ社員「屈しない」放火2ヶ月 前向く制作現場 黒川 雅代子 教授

2019/09/17 新聞 日本経済新聞 京アニ復活 社員誓う 黒川 雅代子 教授

2019/10/01 テレビ NHK名古屋放送局 ニュース テーマ：海外に拠点が広がる振り込め詐欺などの特殊詐欺 石塚 伸一 教授

2019/10/05 新聞 毎日新聞　京都 市販薬依存症:市販薬依存症の10代増 治療へ偏見ない支援を 研
究のパイオニア・松本氏、龍大で基調講演

石塚 伸一 教授

2019/10/09 新聞 岐阜県　朝日新聞 「羅生門」題材、高校生が模擬裁判　関高、役になりきり白熱 札埜和男 嘱託研究員

2019/10/13 その他 弁護士ドットコム DV受けても警察に通報しない日本女性　 EUとの比較で浮かび上
がった「社会的圧力」

浜井 浩一 教授

2019/10/19 新聞 毎日新聞 東京朝刊 焦点：恩赦、閣議決定　批判かわし対象限定 福島至 教授

2019/10/19 新聞 産経新聞 東京朝刊 政令恩赦 被害者感情に配慮、対象限定 福島至 教授

2019/10/19 新聞 朝日新聞 朝刊総合 慶事に恩赦、先例維持の官邸　５５万人に縮小、「復権」大半

福島至 教授

2019/10/26 その他 日刊SPA！ 令和初の恩赦、実際に恩恵を受ける人とは？ 法学者に聞く 石塚伸一教授

2019/11/12 その他 弁護士ドットコム 逮捕の田代さんに「待ってる仲間、たくさんいるよ」、専門家からは
「順調な回復プロセス」との声

石塚伸一教授

2019/11/18 テレビ NHK「逆転人生」 「元暴走族総長 覚悟の再出発 少年少女の更生を見守る」コメン
テーター出演

浜井 浩一 教授

2019/11/22 新聞 大阪日日新聞 累犯高齢・障害者の今　高齢受刑者 対応手探り 浜井 浩一 教授

2019/11/23 新聞 南海日日新聞 孤独な犯罪者　「刑務所で更生」は誤解 浜井 浩一 教授

2019/11/26 新聞 奄美新聞 不登校や引きこもりなど対象拡大　奄美市再犯防止推進会議 浜井 浩一 教授

2019/11/27 新聞 朝日新聞 少年法 年齢引き下げを危惧 浜井 浩一 教授

2019/11/30 新聞 毎日新聞　京都
朝鮮学校ヘイト:朝鮮学校ヘイト 「私たちの闘い 逆戻り」 学園側に
失望広がる 地裁判決 /京都

金 尚均 教授

2019/12/02 新聞 京都_読売新聞 桃太郎で楽しく「法」理解　府立図書館　大学教授ら講義 札埜和男 嘱託研究員

2019/12/02 新聞 朝日新聞　石川 いま聞きたい　北陸で依存症回復支援に取り組む 石塚 伸一 教授

2019/12/02 新聞 京都新聞 「桃太郎」現代の法律では？　専門から、親しみやすく講演 石塚 伸一 教授

2019/12/02 新聞 読売新聞 桃太郎で楽しく「法」理解　府立図書館 大学教授ら講義 石塚 伸一 教授

2019/12/13 雑誌 日経ビジネス電子版 『痴漢とはなにか』～痴漢に対する危うい認識を解く 牧野雅子 博士研究員　※雑誌にも掲載

2019/12/13 新聞 読売新聞 ヘイト刑事罰条例　成立 金 尚均 教授

2019/12/13 新聞 読売新聞 ヘイト行為で罰金　川崎市　初の刑事罰条例 金 尚均 教授
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2019/12/13 新聞 産経新聞　東京 元警官の妻子3人殺害、きょう裁判員判決 弁護側、無罪主張/検察
側、死刑求刑

石塚 伸一 教授

2019/12/13 新聞 徳島新聞 男性優位ゆがむ社会　レイプ神話 牧野雅子 博士研究員

2019/12/14 新聞 毎日新聞 西部朝刊 福岡・母子殺害：妻子３人殺害、元警官に死刑　福岡地裁判決　状
況証拠で認定

福島至教授

2019/12/21 新聞 毎日新聞 「痴漢を容認する日本社会」女性を追い込む病理とルーツは　異色
研究所の著者に聞く

牧野雅子 博士研究員

2019/12/21 新聞 中部経済新聞 書評　痴漢とはなにか　牧野雅子著（エトセトラブックス・２６４０円）　
被害の視点扱われない犯罪

牧野雅子 博士研究員

2019/12/23 新聞 日本経済新聞朝刊 続くフラワーデモ――性暴力被害の体験語る（Ｗｏｍｅｎ’ｓトレンド） 牧野雅子 博士研究員

2019/12/24 その他 弁護士ドットコム 痴漢冤罪の責任は、女性にあるのか？　まず目を向けるべきは
「ずさんな捜査」の問題だ

牧野雅子 博士研究員

2019/12/27 その他 wezzy｜ウェジー かつて、痴漢は“娯楽”だった――「痴漢を語ればみえてくる」、現在
の痴漢と地続きな大問題

牧野雅子 博士研究員

2019/12/30 新聞 毎日新聞　京都
朝鮮学校ヘイト:朝鮮学校襲撃10年 包括的な差別禁止法を 龍谷
大・金 尚均 教授、事件で社会認識変化 /京都

金 尚均 教授

2020/01/09 新聞 日本経済新聞 ゴーン元会長、審判なき「無罪」主張　疑問は消えず 斎藤司 教授

2020/01/17 新聞 毎日新聞 女性専用車両「男性の目がないから…」TV番組炎上　「痴漢こそ問
題視すべきだ」声も

牧野雅子 博士研究員

2020/01/17 その他 福祉新聞 再犯防止へ加速化プラン決定　福祉との連携を強化〈政府〉 石塚伸一教授

2020/01/19 新聞 日本経済新聞 娘の情熱後輩に託す　京アニ放火半年　消えぬ悲しみ再建願う遺
族

黒川 雅代子 教授

2020/01/19 新聞 読売新聞 朝刊 「痴漢とはなにか被害と冤罪をめぐる社会学」 牧野雅子 博士研究員

2020/01/22 その他
時事オピニオン _ 情報・知識＆オ
ピニオン imidas

痴漢は日本社会でどう捉えられてきたのか。〈痴漢＝性暴力〉と認
識されないのはなぜか。

牧野雅子 博士研究員

2020/01/23 テレビ NHK クローズアップ現代＋ 知られざる痴漢被害の実態 牧野雅子 博士研究員

2020/01/26 新聞
毎日新聞　兵庫

グリーフケア:悲嘆への寄り添い方「グリーフケア」を学ぶ 来月14
日、神戶で講座 黒川 雅代子 教授

2020/01/27 新聞 毎日新聞 東京朝刊
公文書を生かす：情報公開法成立２０年／１０　刑事裁判記録リス
ト公開　死刑事件も廃棄、保管の基準を 福島至 教授

2020/01/28 雑誌 The Economist 牧野雅子 博士研究員

2020/01/29 新聞 読売新聞　西部朝刊 仮釈放前から自立支援 崎刑務所 更生施設「協力を拡大」 浜井 浩一 教授

2020/02/02 その他
赤旗新聞

痴漢許さないと声を上げ社会変える流れの一つに　身近な性暴力 
痴漢の研究をまとめた 牧野雅子 博士研究員

2020/02/04 その他
弁護士ドットコム

「イケメンで性犯罪防止」福岡県警のキャンペーンが波紋、なぜこう
なったのか？ 牧野雅子 博士研究員

2020/02/12 新聞
読売新聞　東京夕刊

身寄りない高齢受刑者ら　出所後　地域に受け皿　「特別調整」増
加 浜井 浩一 教授

2020/02/13 その他
弁護士ドットコム

乳幼児「揺さぶられ死」事件で無罪判決あいつぐ　虐待か冤罪か、
議論の行方は？ 古川原准教授

2020/02/23 新聞 東京新聞 書評「痴漢とはなにか」被害を軽視するメディア 牧野雅子 博士研究員

2020/02/25 雑誌 クロワッサン（マガジンハウス 「痴漢とはなにか」牧野雅子さんインタビュー 牧野雅子 博士研究員

2020/03/03 その他
TBSラジオ「荻上チキ・Session-
22」

「平成30年間で犯罪動向はどう変わったのか。 2019年版『犯罪白
書』読み解く」 浜井 浩一 教授

2020/03/08 その他 VICE How Stigma Created Japan’s Hidden Drug Problem David Brewster 博士研究員

2021/03/09 新聞 朝日新聞 朝刊 京都 「性暴力、許さない」　京都でもフラワーデモ　／京都府 牧野雅子 博士研究員

2020/03/11 テレビ NHK ハートネットＴＶ 「あいまいな喪失～震災９年　消えぬ葛藤～」 黒川 雅代子 教授

▼2019年度集計

テレビ露出数 8

新聞露出数 54

雑誌露出数 5

その他露出数 14 ※リリース系サイト・SNSメディアは除く

計 81


