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Ⅰ 会費値上げのお知らせ 

 

 日本犯罪社会学会は、2016 年 10月 29日に開催された第 43回大会総会の議を経て、2017年度

分より通常会員の会費を下記の通り値上げすることに決定いたしました。会員各位におかれまして

は、犯罪社会学の益々の発展と学会運営にご協力いただきたく、謹んでお願い申し上げます。 

 

通常会員：（2016年度まで）7,000円 → （2017年度から）8,000円 

 

なお、学生会員の会費につきましては、現行の 6,000 円で据え置きとなります。 

 

 

Ⅱ 第 2回犯罪学合同大会について 

 

2017年 1月吉日 

日本犯罪社会学会渉外広報委員長兼大会準備委員長 

本庄 武 

 

犯罪学に関する学際的研究や新しい知見が必要となっています。このたび、23年ぶりに犯罪学関

連の 5学会が合同で大会を開催します。この貴重な機会にぜひご参加ください。 

 

統一テーマ「近未来の犯罪学とその担い手たち 

〜犯罪をめぐる学際的・学融的研究の体系化の可能性〜」 

 

趣 旨：今回の合同学会を“犯罪学”を「犯罪現象をめぐる多様な科学的アプローチを学際的・学

融的な科学」として再構築し、若い研究者たちにとって魅力的な学問分野にするためのスタート・

アップと位置づけました。それぞれの学会が自由かつ闊達な研究活動を展開することをめざしてい

ます。 

日 時：2017年（平成 29年）9月 1日（金）～9月 4日（月） 

会 場：國學院大學渋谷キャンパス 

http://www.kokugakuin.ac.jp/guide/access_shibuya.html 

プログラム概要： 

9月 1日（金） 

合同大会シンポジウム 「アディクションからの回復支援のネットワークの可能性 

            〜司法と福祉、理論と実践は、分かりあえるのか？〜」 

  基調講演 「治療的司法」（仮題） D・ウエクスラ―（プエルトリコ大学） 

9月 2日（土）、3日（日） 学会ごとの学術大会（本学会では第 44回学術大会を開催します。） 

9月 4日（月） 施設見学ツアー（参加希望者を募集します。） 

大会参加費：未定（決まり次第、各学会から会員に連絡します。） 

懇親会費：2,000円（事前申込の場合） 

合同大会準備委員長 横山 実 （日本社会病理学会） 

同準備副委員長 石塚 伸一（日本犯罪社会学会） 

 岡本 吉生（日本犯罪心理学会） 

関 哲夫（國 學 院 大 學） 

＊詳細は追ってご連絡いたします。 

 

http://www.kokugakuin.ac.jp/guide/access_shibuya.html
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Ⅲ 第 43回大会開催報告 

 

  日本犯罪社会学会第 43回大会が、2016年 10月 29日（土）、30日（日）の 2日間にわたり、

前田忠弘会員を大会実行委員長に甲南大学（兵庫県神戸市）において開催されました。今回も成功

のうちに大会を終えることができました。これも会場となった甲南大学の関係者の皆さまによるご

尽力をはじめ、会員の皆さまのご協力のたまものです。ありがとうございました。 

 『日本犯罪社会学会第 43回大会報告要旨集』は、学会ウェブサイトに 3月上旬にアップロード

される予定です。大会の内容につきましては、こちらの要旨集をご覧ください。 

 

 

Ⅳ 理事会開催報告 

 

2016年 10月 28日（金）の 17時から、甲南大学岡本キャンパス 9号館第 6 会議室にて、第 15

期第 4回全国理事会が開かれ、総会に発議・報告する事案についての検討が行われました。開会時

点において出席理事数 15名、委任状提出理事 9名の計 24名であり、定足数を満たしていることが

確認されました。 

 

1.  審議案件は以下のとおりでした。 

（1）城下会計理事より、2015年度一般会計決算案および 2015年度特別会計決算案について提議

され、承認されました。（2）矢島監事より、2015年度会計監査について会計事務が適正に執行さ

れているとの監査結果が報告され、承認されました。（3）城下会計理事より、2016年度一般会計

補正予算案および 2017年度一般会計予算案、2017年度特別会計予算案について提議され、承認さ

れました。（4）石塚会長より、会費の値上げについてこれまでの検討の経過を説明したうえで、

翌日の総会にて会費の値上げを提案することが提議され、承認されました。（5）本庄渉外広報委

員長より、「若手研究者海外派遣補助事業」について、若手研究者海外派遣補助事業について、近

時の応募状況等にかんがみ、対象を拡大する方策について提議され、承認されました。（6）佐々

木庶務理事より、本学会の倫理綱領案について提案の経緯が説明されるとともに、綱領案が示され

ました。また、出席理事より同綱領案に違反した者への対応について質問があり、担当委員会が同

綱領に基づいて、違反者による報告や投稿を拒否できることが確認されました。これらを踏まえ、

同綱領案を翌日の総会に提案することが承認されました。 

 

2．報告事項は以下のとおりでした。 

 （1）学会奨励賞選考結果について、土井政和奨励賞選考委員長より審査結果が報告され、選考

委員会全員一致で、平井秀幸会員の『刑務所処遇の社会学―認知行動療法・新自由主義的規律・統

治性』を受賞作としたことが報告されました。（2）第 42回大会（桐蔭横浜大学）会計報告として

第 42回大会の収支について、河合幹雄大会実行委員長より報告されました。（3）日本犯罪社会学

会終身会員に関する規則の改訂について、佐々木庶務理事より終身会員に関する規則の改訂の最終

案が報告されました。（4）各部・委員会報告では、各部・委員会が 1年間の活動について報告し

ました。最後に石塚会長より、2017年が理事改選年度であることにかんがみ、2017年には 9月の

合同学会とは別に、10月 21日（土）に龍谷大学にて総会および犯罪学セミナーを開催することが

報告されました。 
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Ⅴ 第 43回大会総会開催報告 

 

2016年 10月 29日（土）に甲南大学岡本キャンパス 1号館 4階 142教室にて 18時 20分から第

43回大会総会が開かれました。本部事務局庶務部が開会を宣言し、総会議長に柴田守会員と廣末登

会員が選出され、審議案件と報告事項は総会議長によって議事進行が行われました。 

1.  審議案件は以下のとおりでした。 

（1）城下会計理事より 2015 年度一般会計決算案および 2015年度特別会計決算案について提議

され、承認されました。（2）野田監事より 2015年度会計監査について会計事務が適正に執行され

ているとの監査結果が報告され、承認されました。（3）城下会計理事より 2016 年度一般会計補正

予算案および 2017年度一般会計予算案、2017年度特別会計予算案について提議され、承認されま

した。（4）石塚会長より会費の値上げについて、これまでの経過を説明したうえで 2017年度より

会費を値上げすることが提議され、挙手採決の結果、賛成多数で承認されました。（5）佐々木庶

務理事より、本学会の倫理綱領案が提議され、承認されました。 

 

2．報告事項は以下のとおりでした。 

（1）学会奨励賞選考結果について土井政和奨励賞選考委員長より、平井秀幸会員の『刑務所処遇

の社会学―認知行動療法・新自由主義的規律・統治性』を受賞作としたことが報告されました。

（2）第 42回大会（桐蔭横浜大学）会計報告として第 42回大会の収支について、河合幹雄大会実

行委員長より報告されました。（3）日本犯罪社会学会終身会員に関する規則の改訂について、

佐々木庶務理事より終身会員に関する規則の改訂の最終案が報告されました。（4）本庄渉外広報

委員長より、2017年度の「若手研究者海外派遣補助事業」について、「アジア犯罪学会」「ヨー

ロッパ犯罪学会」「アメリカ犯罪学会」の各学会への参加者を対象とすること、応募締切を「2017

年 3月末日」とすることが報告されました。（5）各部・委員会報告では、各部・委員会が 1年間

の活動について報告しました。次に、石塚会長より、2017年が理事改選年度であることにかんが

み、2017年には 9月の合同学会とは別に、10月 21日（土）に龍谷大学にて総会および犯罪学セ

ミナーを開催することが報告されました。以上の議事を終え、本部事務局庶務部が閉会を宣言しま

した。 

  

 

Ⅵ 第 44回（2017年度）大会 テーマセッション企画募集 

 

第 44回大会は 2017年 9月 1日(金)から 3日（日）に、日本犯罪学会、日本犯罪心理学会、日本

社会病理学会、日本司法福祉学会との合同学会として、國學院大學(東京都渋谷区)で開催されます。

研究委員会では、テーマセッションの企画を会員の皆様より募集します。犯罪社会学あるいは関連

する周辺諸分野について現在関心をお持ちのテーマがありましたら、奮ってご応募ください。 

 なお現時点では、テーマセッションの開催される日と時間帯は未定です。また、第 36回大会よ

り、それまでのミニシンポジウムとラウンドテーブル・ディスカッションの区分を廃し、統一して

「テーマセッション」として開催しております。 

 

●申込方法：電子メールにて、以下の項目をお知らせください。 
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・Subject(件名)：テーマセッション申込み 

・本文 

  申込者氏名（所属）： 

  企画タイトル： 

  セッション形式：ミニシンポジウム or ラウンドテーブル・ディスカッション 

  プロジェクタの要否： 

※大学に所属のある場合、教員等は「○○大学」、大学院生は「○○大学大学院」

と記載してください。 

●申込先アドレス：hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp 

※学会事務局など、上記以外への申込みはご遠慮ください。  

●申込期限：2017年 2月 28日（火）必着  

●問い合わせ先：日本犯罪社会学会研究委員会(担当委員；作田 誠一郎)  

        電子メールアドレス：hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp 

●連絡事項: 

＊セッションの時間は 180分を予定しています。ただし、大会当日の開始時間によっては、180分

よりも短くなる可能性があります。ご了承ください。 

＊形式は、ラウンドテーブル・ディスカッション、ミニシンポジウムのどちらでも結構です。申込

みの際、希望の形式をお知らせください。 

＊報告者・話題提供者等は、申込みの段階では未定でも構いません。 

＊プロジェクタの使用を希望される場合は、その旨を申込みの際にお知らせください。なお、大会

当日に報告者ご自身でご持参いただく機材(PC、USBメモリ等)については、使用会場の設備が決

定次第、研究委員会からご連絡します。 

＊申込みを受理しましたら、今後の予定などについて、研究委員会より折り返しご連絡します。こ

の連絡がないときは、メールの不調などが理由で申込みが不着であることが考えられます。その場

合は、お手数ですが、確認のご連絡をくださいますようお願いします。 

 

 

Ⅶ 第 44回（2017年度）大会 自由報告募集 

 

 研究委員会では、会員の皆様の自由報告を募集します。 

 

●申込方法：電子メールにて、以下の項目をお知らせください。 

・Subject(件名)：自由報告申込み 

・本文 

  申込者氏名（所属）： 

  共同研究者氏名（所属）： 

  報告タイトル： 

  プロジェクタの要否： 

※大会プログラムに掲載する報告概要原稿(150字以上 200字以内)を添付して

ください。 

※大学に所属がある場合、教員等は「○○大学」、大学院生は「○○大学大学

院」と記載してください。 

※グループの場合、当日報告される方の氏名の前に「○」をつけてください。 

※申込者及び報告者は、会員に限ります。 

mailto:hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp
mailto:hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp
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●申込先アドレス：hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp 

※学会事務局など、上記以外へのお申込みは、ご遠慮ください。 

●申込期限：2017年 4月 1日（土）必着 

●問い合わせ先：日本犯罪社会学会研究委員会(担当委員；作田 誠一郎)  

        電子メールアドレス：hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp 

●連絡事項: 

＊自由報告は 1 名でもグループでも申し込めます。 

＊申込者と報告者は会員に限ります。共同研究者は非会員でも構いませんが、当日の報告はできま

せん。 

＊1件の申込みにつき 1つの報告となります。 

＊会員 1名につき、申込み及び報告は 1 件までとなります。ただし、他の報告者の共同研究者とな

ることは妨げません。 

＊報告時間は 1件 30分以内(報告時間：20分程度、質疑応答：10分程度)となります。共同研究者

がいる場合でも、報告時間は変わりませんのでご注意ください。 

＊申込みの時点で大会プログラムに掲載する報告概要の原稿(150字以上 200字以内)をご提出くだ

さい。提出された報告概要原稿は、原則として修正できません。 

＊大会プログラムに掲載された報告概要の著作権は、日本犯罪社会学会に帰属します。 

＊プロジェクタの使用を希望される場合は、その旨を申込みの際にお知らせください。なお、大会

当日に報告者ご自身でご持参いただく機材(PC、USBメモリ等)については、使用会場の設備が決

定次第、研究委員会からご連絡します。 

＊申込みを受理しましたら、今後の予定などについて、研究委員会より折り返しご連絡します。こ

の連絡がないときは、メールの不調などが理由で申込みが不着であることが考えられます。その場

合は、お手数ですが、確認のご連絡をくださいますようお願いします。 

 

 

Ⅷ 日本犯罪社会学会倫理綱領について 

 

日本犯罪社会学会は、「日本犯罪社会学会倫理綱領」を制定し、2016年 10 月 29日に開催され

た第 43回大会総会の議を経て施行いたしました。下記の各条から構成されております。学会ホー

ムページの「倫理綱領」（http://hansha.daishodai.ac.jp/code_of_ethical_practice/index.html）の

項目をクリックすると全文を閲覧できますので、会員各位におかれましては本綱領を順守のうえ、

研究・教育・学会活動を行っていただくようお願い申し上げます。 

 

前文 

第１条（公正と信頼の確保） 

第２条（研究活動の倫理的妥当性） 

第３条（プライバシーの保護と人権の尊重） 

第４条（差別の禁止） 

第５条（ハラスメントの禁止） 

第６条（研究資金の適正な取扱い） 

第７条（知的財産権侵害の禁止） 

第８条（研究成果の不正の禁止） 

第９条（研究成果の公表） 

第１０条（相互批判および相互検証の場の確保） 

付則 

mailto:hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp
mailto:hansha2017kenkyu@yahoo.co.jp
http://hansha.daishodai.ac.jp/code_of_ethical_practice/index.html
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Ⅸ 第 16回「日本犯罪社会学会奨励賞」対象業績の募集 

 

日本犯罪社会学会では、犯罪、非行、刑事司法、及び、それらに関連する諸事象に関する社会科

学的研究の活性化と発展のため、そして、知的資産の不断の蓄積および学術内容の更なる質的向上

のため（特に若手研究者への刺激と登龍門として）、「日本犯罪社会学会奨励賞」を創設し、受賞

研究業績を選考し表彰しております。 

2017年度は、論文が選考対象となる年です。2015年 4月から 2017年 3月までに公表された、

原則として満 35歳以下の会員（受賞時点で会員であること）による論文の自薦・他薦を募集いた

します。ノミネートの期限は 2017年 3月 31日（消印有効）です。詳細は学会ホームページの「奨

励賞規約」（http://hansha.daishodai.ac.jp/promotion/index.html）をご覧下さい。 

自薦・他薦いただく際には、以下の情報を記した書面とともに、選考対象論文を 5部、学会事務

局宛ご送付いただくようお願いいたします。封筒に「奨励賞応募論文在中」とご明記ください。な

お、応募された論文 5部は返却いたしません。 

 

１）選考対象の著者名（フリガナ）、連絡先住所、電話番号、メールアドレス 

２）選考対象者の生年月日 

３）選考対象論文名、掲載誌名、出版年月日 

４）他薦の際には、推薦者の連絡先住所、電話番号、メールアドレス 

 

日本犯罪社会学会 事務局 

〒577-0036 東大阪市御厨栄町 3-1-35 学術センター U-Box 2F 

 
 

Ⅹ 第 44回総会およびシンポジウムについて 

   

 本年は第 44回学術大会を 9 月の第 2回犯罪学合同大会にて行うため、第 44 回総会につきまして

は、2017年 10月 21日（土）に龍谷大学深草キャンパス（京都府京都市）にて開催いたします。

同日には、総会とともにシンポジウムの開催も予定しておりますので、皆さま奮ってご参加くださ

い。詳細に関しましては、追ってご案内いたします。 

 

 

Ⅺ 各部・委員会報告 

 

1 研究委員会 

第 44回大会は 2017年 9月 1日（金）から 3日（日）に、日本犯罪学会、日本犯罪心理学会、

日本社会病理学会、日本司法福祉学会との合同学会として、國學院大學（東京都渋谷区）で開催さ

れます。詳細が決まりましたら、ニューズレター及び学会ウェブサイトでお知らせします。 

 

2 編集委員会 

『犯罪社会学研究』41号が発行されました。皆様のご協力に感謝いたします。 

『犯罪社会学研究』42号の自由論文・研究ノートの投稿締切りは 2017年 5 月 31日です。HP

および最新の既刊号所載の投稿規程に従って、下記住所宛にご送付ください。なお、投稿は常時受

け付けております。会員の皆様のご投稿をお待ちしております。 

本誌が犯罪社会学の自由な学術フォーラムとなることを期待しています。 

 

http://hansha.daishodai.ac.jp/promotion/index.html
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＜自由論文・研究ノートの投稿先＞ 

〒160-0004 東京都新宿区四谷 2-10 八ッ橋ビル 7階 現代人文社気付 

日本犯罪社会学会 編集委員会 

 

学会誌編集業務に関するご意見・ご質問につきましては、下記までお寄せください。 

＜編集委員会事務局＞  

hanshahenshu17@gmail.com 

 

3 渉外広報委員会 

（１）第 44回大会実行委員会について 

 犯罪学合同大会（2017年 9 月 1日～4日）の一環として、9月 2日、3日に國學院大學にて開催

される第 44回学術大会では、渉外広報委員会で実行委員会を組織することになりました。大会実

行委員長は渉外広報委員長の本庄が務め、事務局長は渉外広報委員の小関が務めます。スムーズな

大会運営となりますよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（２）若手研究者海外派遣補助事業 

 今回は派遣対象をアジア犯罪学会（オーストラリア・ケアンズ、7月開催）、ヨーロッパ犯罪学

会（ウェールズ・カーディフ、9月開催）、アメリカ犯罪学会（ペンシルバニア・フィラデルフィ

ア、11月開催）に拡大し、各学会で研究報告を行う若手研究者を対象として、渡航費用を補助いた

します。補助費用の上限は 10 万円、募集人数は 3 名程度、応募締切は 3 月末日となっております。

詳細については学会ホームページをご参照のうえ、奮ってご応募ください。 

 

4 本部事務局会計部 

会費納入のお願い 

 まだ 2016年度の会費をお支払い頂いていない方は、郵便振込にて会費を納入されるようお願い

申し上げます。金額、口座番号および口座名は下記の通りです。 

 また、領収書をご希望の方は払込票の通信欄にその旨を記入して下さい。 

 

  通常会員 7,000円 

    但し、院生会員 6,000 円（大学院に在籍し、かつ常勤の職を有しない会員） 

       国外会員 7,000 円（国外に在住し、かつ国内に連絡先を有しない会員） 

 

   郵便振替口座   00950-2-148284 

     加入者名     日本犯罪社会学会 

 

 会費を 3年未納となりますと年度末で退会扱いとなります。滞納されていて会員の資格について

ご確認なさりたい方、また退会をお考えの方は、その旨を事務局まで御一報下さい。 

 なお、銀行振込や小切手での会費の支払いは受け付けておりませんのでご注意下さい。 

 

5 本部事務局庶務部 

（１）献本（2016年 9月 15 日～2016年 12月 19日現在） 

 下記の通り献本がありました。ご報告旁々、お礼申し上げます。 

・科学警察研究所著 『科学警察研究所報告』 第 63 巻第 2 号、第 64 巻第 1 号、第 64 巻第 2 号、

第 65巻第 1号 

・加納寛子編著 『ネットいじめの構造と対処･予防』 金子書房 

mailto:hanshahenshu17@gmail.com
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・ドミニク・カリファ著『犯罪・捜査・メディア 19世紀フランスの治安と文化』 

法政大学出版局 

・廣末登著 『組長の娘 ヤクザの家に生まれて』 新潮社 

・貞包英之、元森絵里子、野上元著 『自殺の歴史社会学－「意思」のゆくえ』 青弓社 

・法務総合研究所編『平成 27年度版犯罪白書』法務総合研究所 

 

以上 9冊 

（２）会員数（2016年 12月 19日現在） 

一般会員 466名、名誉会員 11名、終身会員 1名、特別会員 2団体、合計 480名 

 

 

※個人情報保護のため、ニューズレターの記載は人数のみとします。会員各位には、年間 2回、会

員動向の詳細版を郵送いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊お願い＊＊＊ 

 転勤等で所属や連絡先を変更された場合は、学会事務局まで速やかにご連絡下さい。 

 

*********************************************************************************** 

 事務局では、会員の皆様からのご意見、ご要望、インフォメーションなど随時承っており 

ます。 

 

  日本犯罪社会学会 事務局 

  〒577-0036 東大阪市御厨栄町3-1-35 学術センター U-Box 2F 

  TEL：06-6618-4324（月～金 10：00-16：00） 

  FAX：06-6781-8883 

  E-mail：hansha@daishodai.ac.jp 

 

  ＊お問い合わせ・ご連絡は、なるべくメールでお願いいたします。 
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