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2021年度 CrimRC_主なメディア掲載状況 2022/02/08 時点情報

日付 メディア種別 媒体名 タイトル 備考

2021/04/20 雑誌 季刊 刑事弁護
法律家のための犯罪学入門（44）　イタリアの実践から日本の少年
矯正を考える―福岡の事件をきっかけとして

浜井 浩一 教授

2021/04/23 新聞 中日新聞朝刊/東京新聞朝刊 「あの人に迫る」コーナー, 「ヤクザの世界は表社会を写す鏡」 廣末登 嘱託研究員

2021/05/09 テレビ 大阪朝日放送ABCTV 「追跡スペシャル　暗躍する半グレの全実態」※制作協力（クレジッ
トあり）

廣末登 嘱託研究員

2021/05/10 その他 ABEMA Prime　アベマTV カンニング竹山氏MCの番組「ヤクザの子に生まれて」※リモート出
演

廣末登 嘱託研究員

2021/05/15 新聞 京都新聞朝刊/京都版 ストーリーで再犯防止解説　龍谷大・府がハンドブック 龍谷大学の表記のみ

2021/05/19 新聞 毎日新聞  大阪朝刊 23頁 社会面
ALS嘱託殺人:ALS嘱託殺人 医師ら逮捕1週間 「遺体なき殺人」 
立証に壁 直接
証拠なく

石塚 伸一 教授

2021/05/26 新聞 中外日報 立ち直り支援のハンドブック 石塚 伸一 教授

2021/06/01 その他 本願新報 立ち直り支援のハンドブック＋人物紹介 石塚 伸一 教授

2021/06/04 新聞 産経新聞 朝刊 社会面 父殺害3人起訴　ALS殺人の医師ら 石塚 伸一 教授コメント

2021/06/04 新聞 京都新聞 朝刊 社会面 大久保被告が指南か　ALS殺人の医師ら3人起訴 石塚 伸一 教授コメント

2021/06/07 新聞 産経新聞（朝刊・京阪奈/京都市内
「京人」コーナー）

犯罪の原因・対策を研究　立ち直る人に優しい社会を 石塚 伸一 教授インタビュー

2021/06/08 雑誌 週刊女性 2021年6/22号 (発売日2021年06月08日)　特集名：「教誨師が向
き合う塀の中の受刑者たち」

石塚 伸一 教授インタビュー

2021/06/10 新聞 大学新聞社 京都府と連携　犯罪防止支援のハンドブック プレスリリースをもとに掲載

2021/06/11 雑誌 PRESIDENT(プレジデント) １面特集インタビュー 廣末登 嘱託研究員

2021/06/03 新聞 全私学新聞 6面カラー：立ち直り支援のハンドブック プレスリリースをもとに掲載

2021/06/15 新聞 読売新聞 朝刊 京都地域面 犯罪・非行　更生の手引　府と龍谷大 体験談や支援期間 石塚 伸一 教授インタビュー

2021/06/23 テレビ MBSよんチャンTV 窃盗で有罪判決を受けた男　保釈中の身で…判決当日にも別の
窃盗していた疑い（MBSニュース）

浜井 浩一 教授 リモートコメント

2021/07/04 新聞 毎日新聞　朝刊　京都地域面 犯罪者らの立ち直り　ハンドブックで支援 プレスリリースをもとに掲載

2021/07/20 雑誌 季刊 刑事弁護 法律家のための犯罪学入門（45）　少年非行の減少を犯罪学理論
はどのように説明するのか

浜井 浩一 教授

2021/08/20 新聞 朝日新聞　朝刊 「耕論」消えゆくヤクザ 廣末登 嘱託研究員

2021/09/15 新聞 西日本新聞　朝刊 佐世保高1殺害　同級生の元少女 収容延長 浜井 浩一 教授

2021/09/15 新聞 東京新聞　夕刊7頁 佐世保殺害　元少女の収容継続 浜井 浩一 教授

2021/09/15 新聞 北海道新聞　朝刊 元少女　異例の収容継続 浜井 浩一 教授

2021/09/25 新聞 朝日新聞 朝刊 社会面 （子どもへの性暴力）第５部・脅かされる日常：中　通学中の電車、
人混みから手

牧野 雅子研究員

2021/09/28 テレビ NHK ハートネットTV 「“加害者家族”を支えるということ」 浜井 浩一 教授

テレビ 大阪ABCテレビ 「追跡スペシャル　人生やり直し請負人！元ワル社長の奮戦記」 廣末登 嘱託研究員＊エンドロール表記（所属は
貴学犯罪学センター）

2021/10/05 その他 Yahoo！ニュース 法廷で弁護人のPC用電源は使用禁止？！裁判所の仰天判断を
どう見るべきか

斎藤 司教授

2021/11/02 新聞 朝日新聞 朝刊 社会面 証拠データ破損、問われる管理　「無理な捜査」批判　警官告発し
た弁護側

斎藤 司教授

2021/11/15 その他 ABEMA TV 刑務所の暮らしは？受刑者に人権は？当事者に聞く 石塚 伸一 教授

2021/11/18 新聞 産経新聞 朝刊 社会面 更生遠き刑務所の空疎　法曹揺らした「介護施設化」 浜井 浩一 教授

2021/11/19 新聞 産経新聞 朝刊 社会面 応報刑の限界「社会性奪う」議論欠く刑務作業のありよう 石塚 伸一 教授／浜井 浩一 教授

2021/11/26 その他 Business Journal 江川紹子が斬る“検察の堕落”…「高知・香南官製談合事件」2度の
逮捕・勾留取り消しの闇

斎藤 司教授

2021/11/27 新聞 朝日新聞 朝刊 読書 （著者に会いたい）『真宗悪人伝』　井上見淳さん 井上 見淳准教授

2021/12/01 その他 公益社Heartful Vol.6 「コロナ禍の中、大切な人を亡くした遺族に必要なグリーフケアにつ
いて」

黒川 雅代子教授

2021/12/10 その他 Yahoo！ニュース ミャンマー国軍が凄惨な弾圧をエスカレートさせる理由　少年焼
殺、轢き殺しに全国で「サイレント・スト」

舟越美夏 嘱託研究員

2021/12/12 新聞 読売新聞 大阪朝刊 受刑者　遅れた接種　コロナワクチン　中核刑務所　住所そのまま　
券届かず

石塚伸一教授

2021/12/21 雑誌 母の友　2022年2月号 特集「今と未来の性教育」 牧野雅子 博士研究員

2021/12/25 新聞 読売新聞 大阪朝刊 コロナ患者遺族ら集い　来月〜３月、大阪 黒川 雅代子教授

2022/01/24 新聞 読売新聞 大阪朝刊 美術作品で考える「死」　大津で３０日　県がトーク催し＝滋賀 打本 弘祐 准教授

2022/01/12 その他 TBSラジオ 荻上チキ・ Session 　1/12（水）放送・コメント出演 浜井 浩一 教授

2022/01/13 新聞 毎日新聞 朝刊 神奈川 不適切発言：不適切発言の議事録削除　差別認定で掲載は疑問
／経緯含めて残すべきだ　専門家も二分　／神奈川

金 尚均教授

2022/01/17 新聞 神戸新聞NEXT 母はどこへ　悦子さんの２７年＜識者インタビュー＞龍谷大学短期
大学部　黒川雅代子教授に聞く

黒川 雅代子教授

2022/01/20 新聞 読売新聞 東京朝刊 ［依存社会］ダルク（下）偏見減らす　地元と連携 石塚伸一教授

2022/01/22 その他 47NEWS 「家族が事件の加害者になってしまった」　非難、困窮、孤立…支
援なく置き去り

津島 昌弘教授

2022/01/25 新聞 日本経済新聞朝刊 ６０歳以上の高齢受刑者、１割に認知症の疑い、社会復帰へ対応
模索。

浜井 浩一 教授

2022/01/26 新聞 中日新聞 再犯防止、自治体の責務　東京・千代田区で職員研修 石塚伸一教授

2022/01/31 その他 Dialogue for People 菅元首相の「ヒトラー」投稿は「ヘイトスピーチ」にあたるのか 金 尚均教授

2022/02/01 新聞 読売新聞 東京朝刊 12くらし 依存社会 第4部　偏見減らす 地域と連携 石塚伸一教授
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2021年度 CrimRC_主なメディア掲載状況 2022/02/08 時点情報

日付 メディア種別 媒体名 タイトル 備考

▼年度集計

テレビ露出数 4

新聞露出数 29

雑誌露出数 5

その他露出数 10 ※リリース系サイト・SNSメディアは除く

計 48


