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2020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

2020/04/16 新聞 毎日新聞
休校、留守番中にドロボー！ 子どもと鉢合わせ相次ぐ　警察「家族
で対策を」

石塚 伸一 教授

2020/04/20 新聞 毎日新聞 大学倶楽部・龍谷大：「犯罪のない安心・安全なまちづくりに関する
協定」　京都府と締結

センター全体

2020/05/12 新聞 京都新聞 依存症 支え合いの危機 石塚 伸一 教授

2020/05/19 新聞 京都新聞 再犯防止へタッグ 石塚 伸一 教授

2020/05/23 その他 ヤフーニュース 悪名高き「グアンタナモ収容所」　元収容者が“コロナ禍”の世界に
それでも希望を見出す理由

舟越美夏 嘱託研究員

2020/05/23 新聞 毎日新聞 地方・岡山 オンライン模擬裁判：オンラインで模擬裁判　創志学園高生が実施　
／岡山

札野和男 嘱託研究員

2020/05/27 新聞 福井新聞ONLINE 新型コロナの影響を犯罪学の視点から考える情報サイト開設 石塚 伸一 教授

2020/05/27 新聞 中外日報 ほっとインタビュー龍谷大犯罪学研究センター長石塚伸一さん 石塚 伸一 教授

2020/06/03 テレビ NHK 京都放送局
NEWS報道「京都アニメーション放火殺人事件」コメント出演1（6:
45PM〜）

石塚 伸一 教授

2020/06/03 テレビ NHK 京都放送局
NEWS報道「京都アニメーション放火殺人事件」コメント出演2（8:
45PM〜）

石塚 伸一 教授

2020/06/04 新聞 読売新聞　西部朝刊 保護司　電話面談に困惑　コロナ影響　仮出所者らの表情見えず 浜井 浩一 教授

2020/06/15 新聞 朝日新聞　夕刊 （現場へ！）ヘイトスピーチを考える：１　児童らの心に、底知れぬ
恐怖

金 尚均 教授

2020/06/19 新聞 朝日新聞　夕刊 （現場へ！）ヘイトスピーチを考える：５　差別は人も社会も傷つける 金 尚均 教授

2020/06/22 テレビ NHK「逆転人生」 「元受刑者たちを雇い入れてきた肝っ玉母さんの波乱万丈」コメン
テーター出演

浜井 浩一 教授

2020/06/24 新聞 産経新聞　朝刊 産経新聞朝刊「半グレ」容易な加入に警鐘 廣末登 嘱託研究員

2020/06/26 その他 ポリタスTV #20 「痴漢」被害を疑う社会 牧野雅子 博士研究員

2020/06/28 新聞 毎日新聞　東京朝刊 追跡：認知症把握、再犯防げ　刑務所内で症状進行 浜井 浩一 教授

2020/07/01 新聞 読売新聞 東京朝刊 ヘイト刑事罰　全面施行　きょう　川崎市条例　全国初＝神奈川 金 尚均 教授

2020/07/03 新聞 毎日新聞 朝刊 社会 職場ヘイト：職場でヘイト文書、違法　「在日女性の人格権侵害」　
地裁堺支部、会社に賠償命令

金 尚均 教授

2020/07/14 新聞 朝日新聞 駅・電車　性暴力　恐怖わかっていますか 牧野雅子 博士研究員

2020/07/14 新聞 読売新聞　東京朝刊 ［Ｎｅｗ門］遺体の解剖　新人ゼロ　法医学教室の「異状」 福島 至 教授

2020/07/20 雑誌 季刊 刑事弁護 法律家のための犯罪学入門（41）　犯罪学者が見た新型コロナパ
ンデミック（上）

浜井 浩一 教授

2020/07/25 新聞 西日本新聞 「究極の3密」刑務所クラスターに戦々恐々　刑務官の感染相次ぐ 浜井 浩一 教授

2020/07/26 新聞 読売新聞　大阪朝刊 ［ＮＥＷＳ　ＥＹＥ］大学の知見　社会に還元　コロナ後見据え　研究
推進＝京都

石塚 伸一 教授

2020/08/05 新聞 毎日新聞 モノクロひと 犯罪学の視点でコロナ禍を考える 石塚伸一さん 石塚 伸一 教授

2020/08/13 新聞 日本経済新聞 ALS嘱託殺人 生きる権利の保障問う、2医師起訴 古川原明子准教授

2020/09/14 テレビ NHK教育 ハートネットＴＶ「人生の再出発～ある出所者の日々～」 浜井 浩一 教授

2020/09/20 新聞 朝日新聞 朝刊（兵庫版） 「日本は韓国より空き巣しやすい」　男が語った防犯事情 石塚 伸一 教授

2020/09/23 テレビ テレビ朝日 テレメンタリー2020「コロナ禍　闇に溶ける半グレ」 廣末登 嘱託研究員

2020/09/25 新聞 読売新聞　西部朝刊 福岡女性殺害　容疑の少年　小学生で暴力　施設転々 浜井 浩一 教授

2020/10/05 新聞 東京新聞 こちら特報部「つないだ後の支援急務」 浜井 浩一 教授

2020/10/09 新聞 中日新聞 自身も服役、社長がつくる「家族」　出所者雇用、共に歩む更生 浜井浩一教授

2020/10/10 新聞 毎日新聞
出所翌日に放火　35歳男性が語った生きづらさ　「正直、やめられ
るか」

石塚 伸一 教授　※ネット配信2回/毎日新聞　西
部朝刊・大阪夕刊にも掲載

2020/10/20 雑誌 季刊 刑事弁護
法律家のための犯罪学入門（42）　犯罪学者が見た新型コロナパ
ンデミック（下）

浜井 浩一 教授

2020/11/05 新聞 朝日新聞 京都 司法Voice　研究者が弁護する「罪ほろぼし」 石塚 伸一 教授

2020/11/16 新聞 朝日新聞 性犯罪、捜査で二次被害　配慮ない聴取、容疑者に遭遇 牧野雅子 博士研究員

2020/11/27 新聞 中日新聞 ＜検証　日野町事件＞　（４）２４時間監視の「代用監獄」に勾留　
自白に圧力、冤罪の温床

斎藤 司教授

2020/12/24 新聞 中日新聞 受刑者の心、ヨガで整える　普及目指す団体、受講者募りテキスト
郵送

浜井浩一教授

2020/12/28 新聞 毎日新聞　東京朝刊 刑事裁判記録：市議会で質問不許可　議長「刑事裁判記録利用は
品位損なう」　長岡市官製談合、背景めぐり　新潟

福島 至 教授

2020/12/29 新聞 読売新聞　西部朝刊 マルヨ無線事件　裁判記録の保存延長　福岡地検、１０年間 福島 至 教授

2021/01/09 新聞 読売新聞 　大阪朝刊 性暴力への偏見考えて　１６日　大阪でセミナー 牧野雅子 博士研究員

2021/01/12 新聞 朝日新聞 関西弁取り調べ　両刃の剣 札埜和男 嘱託研究員

2021/01/19 新聞 読売新聞 東京朝刊 「痴漢とはなにか　被害と冤罪をめぐる社会学」牧野雅子著 牧野雅子 博士研究員

2021/01/20 雑誌 季刊 刑事弁護
法律家のための犯罪学入門（43）　矯正・保護に関するエビデンス
からみた日本の犯罪者処遇への提言

浜井 浩一 教授

2021/01/28 新聞 中日新聞朝刊 特集連載記事「罪人の肖像　非正規ら集め担い手」に関連した有
識者コメント

廣末登 嘱託研究員

2021/01/28 新聞 朝日新聞 司法Voice 「安易な接見禁止 言葉奪う」 福島 至 教授　※CrimRC記載なし

2021/02/08 新聞 南海日日新聞 縁つなぎ 孤立化防ごう　再犯防止へ連携強化を 浜井 浩一 教授　※CrimRC記載なし

2021/02/08 新聞 奄美新聞 奄美市再犯防止シンポ　非行の更生支援　情報や課題共有 浜井 浩一 教授　※CrimRC記載なし

2021/02/25 新聞 朝日新聞 朝刊 滋賀・地方 「死」と向き合い「生」を充実　オンラインで懇話会　県が主催、来月
６日　／滋賀県

打本 弘祐 准教授

2021/02/21 新聞 毎日新聞 手錠つけたまま審理　裁判官が気づきやり直し　東京地裁立川支
部

福島至 教授

2021/02/21 新聞 日本経済新聞 夕刊 故団藤氏の資料、次世代に、元最高裁判事、龍谷大保存、メモな
ど１０万点、１枚ずつカメラで撮影。

福島至 教授

2021/02/22 新聞 読売新聞 東京朝刊 ［絆の１０年　東日本大震災］（３）同じ遺族　心通わせ前へ（連載） 黒川 雅代子教授

2021/03/01 雑誌 週間アエラ 社会と性の関係、考える手引き　「ジェンダー入門」ブックガイド 牧野雅子 博士研究員
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2021/03/03 新聞 読売新聞　西部朝刊 高齢者・障害者の再犯防止　捜査段階から支援　全国で　住居や
就労先仲介

浜井 浩一 教授

2021/03/05 新聞 京都新聞　朝刊27面社会3面 京都コングレス7日開催 再犯防止へ活発議論を 浜井 浩一 教授　※CrimRC記載なし

2021/03/09 新聞 読売新聞　夕刊
教誨師 受刑者導く　京都コングレスで活動紹介「どんな人生もやり
直せる」

石塚 伸一 教授

2021/03/09 新聞 毎日新聞 朝刊 滋賀 死生懇話会：県主催「死生懇話会」１４０人聴講　専門家ら意見交
換　初会合で知事「広くて深いテーマ」　／滋賀

打本 弘祐 准教授

2021/03/10 新聞 京都新聞　朝刊29面社会3面 「京都コングレス」を語ろう　12日、龍大がオンラインシンポ ※CrimRC全体のイベントとして紹介

2021/03/12 新聞 読売新聞オンライン 刑事法学の権威　魂継ぐ…団藤重光氏遺品８万点　龍谷大調査 福島至教授

2021/03/21 新聞 産経新聞 大阪朝刊
繰り返された 男の女児わいせつ 住所届け出怠り 出所後にも
犯行

浜井 浩一 教授

2021/03/31 新聞 朝日新聞　朝刊（千葉全県・２地
方）

（累犯障害者の居場所：中）「盗む行為、罪の認識なし」　／千葉県 浜井 浩一 教授

▼2020年度集計

テレビ露出数 5
新聞露出数 50
雑誌露出数 4
その他露出数 2 ※リリース系サイト・SNSメディアは除く

計 61


