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Ⅰ 第 46回大会開催報告 

 

日本犯罪社会学会第 46 回（2019 年度）大会が、2019 年 10 月 19 日(土)、20 日(日)の 2 日間に

わたり、野田陽子会員を大会実行委員長に淑徳大学（千葉県千葉市中央区）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淑徳大学の関係者の

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 46 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、そちらの要旨集をご覧ください。 

 

 

Ⅱ 理事会開催報告 

 

2019 年 10 月 18 日（金）の 17 時から、淑徳大学千葉キャンパス 3 号館 1 階会議室にて、第 16

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 21名、委任状提出理事 2名の計 23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）2018 年度一般会計決算案、2018 年度特別会計決算案について山本会計理事より提議され、

承認されました。（2）2018 年度一般会計監査について前田監事より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）2019 年度一般会計補正予算案・2020 年度

一般会計予算案、2020 年度特別会計予算案について山本会計理事より提議され、承認されました。

（4）講座「犯罪学」における講師及び企画調整委員の扱いについて上田企画調整委員（津富企画

調整委員長代理）より提議され、承認されました。（5）名誉会員の承認について、石塚会長より

新倉修会員を推挙することが提議され、承認されました。（6）新入会員の入会承認について佐々

木庶務理事より提議され、2名の入会が承認されました。 

 

2．報告事項は以下のとおりでした。 

（1）奨励賞の選考結果について武内奨励賞選考委員長の文書を田中庶務理事が代読し、本年度の

奨励賞選考過程を説明した上で、「受賞作なし」に決定したことが報告されました。（2）第 45 回

大会の会計について、平井大会実行委員長の文書を田中庶務理事が代読し、収支が報告されました。

（3）大会時アルバイトの雇用に関する申し合わせについて田中庶務理事から報告されました。

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

最後に、石塚会長から、第 47 回大会開催校は龍谷大学深草学舎であり、アジア犯罪学会第 12 回

大会と同時開催になること、大会実行委員長は津島昌寛会員であることが報告されました。また、

第 47回大会実行委員長挨拶として津島昌寛会員が挨拶しました。 

 

 

Ⅲ 第 46回総会開催報告 

 

2019年 10月 19日（土）に淑徳大学千葉キャンパス 15号館 2階 201教室にて 16時 25分から

第 46回総会が開かれました。本部事務局庶務部が開会を宣言し、総会議長に尾田真言会員と竹原

幸太会員が選出され、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。 
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（1）2018 年度一般会計決算案、2018 年度特別会計決算案について山本会計理事より提議され、

承認されました。（2）2018 年度一般会計監査について松宮監事より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）2019 年度一般会計補正予算案・2020 年度

一般会計予算案、2020 年度特別会計予算案について山本会計理事より提議され、承認されました。

（4）名誉会員の承認について、石塚会長より新倉修会員を推挙することが提議され、承認されま

した。 

 

2．報告事項は以下のとおりでした。 

（1）奨励賞の選考結果について武内奨励賞選考委員長より本年度の奨励賞選考過程について詳細

な説明があり、「受賞作なし」に決定したことが報告されました。（2）第 45 回大会の会計につい

て、平井大会実行委員長の文書を田中庶務理事が代読し、収支が報告されました。（3）講座「犯

罪学」について津富企画調整委員長から詳細が報告されました。（4）各部・委員会報告では、各

部・委員会から 1年間の活動について報告しました。 

最後に、石塚会長から、第 47 回大会開催校は龍谷大学深草学舎であり、アジア犯罪学会第 12 回

大会と同時開催になること、大会実行委員長は津島昌寛会員であることが報告されました。また、

第 47 回大会実行委員長挨拶として津島昌寛会員が挨拶しました。続いて、アジア犯罪学会第 12 回

大会の準備委員長である浜井浩一会員から挨拶と同大会についての説明がありました。 

 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。 

 

 

Ⅳ 第 47回（2020年度）大会 テーマセッション企画募集 

 

第 47 回大会は 2020 年 10 月 3 日（土）、4 日（日）に龍谷大学（京都府京都市伏見区）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。 

・Subject（件名）：テーマセッション申込 

・本文  

申込者氏名：  

申込者所属：  

企画テーマ：  

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

プロジェクタの要否： 

※大学に所属のある場合、教員等は「〇〇大学」、大学院生は「〇〇大学大学院」と記載してくだ

さい。 

●申込先アドレス：hansha.kenkyu2020@gmail.com 

 ※学会事務局など、上記以外への申込はご遠慮ください。 

●申込期限：2020年 3月 20日（金）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：石田 侑矢） 

mailto:hansha.kenkyu2020@gmail.com
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        電子メールアドレス：hansha.kenkyu2020@gmail.com 

●連絡事項： 

＊大会校における事前の教室確保数やプログラム構成上の制約から、TS 開催の上限は 10 企画程度

とします。これを超える申込があった場合、原則、抽選による選抜を行います。企画を採択でき

ない場合は、研究委員会より 4月末までにその旨をご連絡いたします。 

＊各テーマセッションの時間として 180分を確保します。 

＊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

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、申込の段階では未定でも構いません。 

＊非会員の登壇者については、通常の非会員参加費（例年、1,000～3,000円程度）を徴収します。 

＊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。 

＊申込を確認しましたら、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。申込

から１週間を経過してもこの連絡がないときは、メールの不調などが理由で申込が不着であるこ

とが考えられます。その場合は、お手数ですが、事務局（hansha@daishodai.ac.jp）にも同報で

メールをお送りいただき、お問い合わせいただきますようお願いいたします。 

＊企画が採択された場合、2020 年 5 月 7 日（木）までにプログラム原稿、大会終了後 2 週間以内

に大会要旨集原稿をご提出いただきます。詳細は後日、研究委員会よりご案内いたします。 

＊複数の企画に登壇する報告者・話題提供者がいる場合、開催時間が重複しないように調整は行う

ものの、対応できない場合もあることをご了承ください。 

＊テーマセッション開催日時の指定はできません。ご了承ください。 

 
 

Ⅴ 第 47回（2020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 

・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。 

※大学に所属のある場合、教員等は「〇〇大学」、大学院生は「〇〇大学大学院」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「〇」をつけてください。 

※申込者及び報告者は、会員に限ります。 

●申込先アドレス：hansha.kenkyu2020@gmail.com 

 ※学会事務局など、上記以外へのお申込は、ご遠慮ください。 

●申込期限：2020年 5月 7日（木）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：石田 侑矢） 

mailto:hansha.kenkyu2020@gmail.com
mailto:hansha@daishodai.ac.jp
mailto:hansha.kenkyu2020@gmail.com
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        電子メールアドレス：hansha.kenkyu2020@gmail.com 

●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件の申込につき 1つの報告となります。 

＊会員 1名につき、申込及び報告は 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、事務局（hansha@daishodai.ac.jp）にも同報でメールをお送りいただき、お

問い合わせいただきますようお願いいたします。 

●自由報告でお守りいただきたいこと： 

＊自由報告会場には、セッション開始の 20分前までに必ずお入りください。遅刻・欠席等の場合

は、必ず上記メールアドレス宛にご連絡ください。 

＊自由報告会場からセッションの時間中に一時的に離れなければならない場合は、必ず各会場の司

会者に事前にご相談ください。 

＊自由報告時にプロジェクタをご使用になられる場合、必ずセッション開始時刻前に、動作確認を

お願いいたします。 

＊自由報告者の方には、大会前日までに、メールで大会要旨集原稿をご提出いただきます。詳細は

後日、研究委員会よりメールにてご案内いたしますので、メールを必ずご確認願います。 

 

 

Ⅵ アジア犯罪学会第 12回大会について 

  

本年 10 月 2 日(金)から 5 日(月)にかけて龍谷大学においてアジア犯罪学会第 12 回大会が開催さ

れます。期間中のプログラムとしては、David Garland、Shadd Maruna、Lorraine Mazerolle、

Dennis Wong といった刑罰研究、エビデンス研究、デシスタンス研究等の第一人者による基調講

演のほか、全体会ではペナル・ポピュリズム研究で有名な John Pratt や台湾の国立中正大学の

Doris C. Chuなど若手を含むアジアを代表する犯罪学者による講演が行われるほか、日本犯罪心理

学会、日本犯罪学会など犯罪関連学会からもそれぞれ学会企画のテーマセッションや内外を代表す

る研究者による学術委員会企画テーマセッションなど犯罪に関係する多様な研究者のニーズにこた

えるプログラムを予定しています。また、大会期間中は、ランチやモーニング・アフタヌーンコー

ヒーに加えて最終日には西本願寺関連施設へのエクスカージョンなども予定しています。大会参加

費を超える満足が得られること間違いなしです。ぜひ、ご参加ください。 

日本犯罪社会学会渉外広報委員長(アジア犯罪学会国内学術委員会副委員長) 浜井浩一 

mailto:hansha.kenkyu2020@gmail.com
mailto:hansha@daishodai.ac.jp
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Ⅶ 第 19回（2020年度）「日本犯罪社会学会奨励賞」自薦・他薦の募集 

 

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。 

2020 年度は、著書が選考対象となる年です。2018 年 4 月から 2020 年 3 月までに公表された、

原則として満 40 歳以下の会員（受賞時点で会員であること）による著書の自薦・他薦を募集いた

します。ノミネートの期限は 2020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」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、選考対象著書を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「奨励賞応募著書在中」とご明記ください。な

お、応募された著書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）選考対象著書名、出版社名、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 2階 

  

 

Ⅷ 講座「犯罪学」を開催しました 

 

 2020 年 1 月 11 日から 13 日の 3 日間、龍谷大学深草キャンパス紫光館において講座「犯罪学」

を開催しました。会場を引き受けてくださった龍谷大学、講師をお引き受けくださった会員の皆さ

ま、そして広報にご協力いただいた皆さまには厚く御礼申し上げます。 

本講座は 3 日間で 15 コマの講義を受けるというハードなスケジュールでしたが、当日は学部学生

から実務家まで、非常に幅広い方にご参加いただきました。また 50 人の定員も早い段階で満席と

なり、「犯罪学」を体系的に学びたいと考えている人が多数存在していることが感じられました。 

講座終了後に実施したアンケートでは、これまでに 22 人の回答を得ていますが、「犯罪学に関す

る基礎的な知識を身につけることができたと思うか」という質問には 90％の人が「ややそう思

う」・「非常にそう思う」と回答している一方、「自分の知識や経験のレベルに適切な難易度であ

ったか」という質問に対しては「ややそう思う」・「非常にそう思う」と回答した人は 68％でした。

受講者のレベルと合わせた講座設計について見なおしていく必要があると思われます。 

 
（松原会員による講義の様子） 
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Ⅸ 追悼 森田洋司先生 

 

 2019 年 12 月 31 日、多臓器不全にて、本学会の元会長（第 11 期 2002 年-2005 年、第 12 期

2005 年-2008 年）森田洋司先生が、78 歳で永眠されました。ここに深く哀悼の意を表するもので

あります。 

 先生は、名古屋市生まれ。大阪市立大学大学院博士課程満期退学。文学博士。愛知県立大学助教

授を皮切りに、大阪市立大学助教授、教授、2004 年定年退官、名誉教授。さらに、大阪樟蔭女子

大学教授、学長、学校法人樟蔭学園常任理事、退任後、名誉教授。その後鳴門教育大学特任教授と、

亡くなられるまで教鞭をとり続けておりました。 

 また、先生は、日本犯罪社会学会会長、日本社会病理学会会長、日本被害者学会理事長等、学会

の要職を歴任し、亡くなられたときは日本生徒指導学会会長の職を務めておりました。さらに、文

部科学省第８期中央教育審議会初等中等教育分科会委員、同省「いじめ防止対策協議会」座長、同

省「不登校に関する調査研究協力者会議」座長 と、最後まで実に精力的にご活動なされておりまし

た。まさに、現役さなかでの永眠でした。 

 研究者としての先生は、いじめ研究、不登校研究の第一人者であり、実証的な知見に基づく理論

化を常に志向され、いじめにおける加害者・被害者・観衆・傍観者の四層構造論や、いじめを日本

特有の現象とする日本特殊論を国際的知見から否定するなど、多大なそして貴重な研究業績を残さ

れました。 

 先生は、研究者として優れていただけでなく、いくつもの学会を牽引するリーダー力のある方で

ありましたし、文部科学省を主として政府の政策に多大の影響を与えた実践の方でもありました。

本学会にとって貴重な存在をなくしたことは無念に耐えませんが、先生から譲り受けた多くのもの

を糧に、これからの学会の発展に尽くしてまいりたいと考えております。先生、ありがとうござい

ました。合掌。 

                          前日本犯罪社会学会会長  矢島 正見 

 

 

Ⅹ 各部・委員会報告 

 

1 研究委員会 

第 47 回大会は 2020年 10 月 3 日（土）から 4 日（日）に、龍谷大学（京都府京都市伏見区）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』44号が発行されました。皆様のご協力に感謝いたします。 

45 号の自由論文・研究ノートの投稿締切りは 2020 年 3 月 31 日消印有効です。HP および犯罪

社会学研究に記載されている投稿規程に従って、下記住所宛にご送付ください。なお、投稿締切り

に関して、特別な事情のある方は、必ず事前に編集委員会までご相談下さい。また、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。 

 

＜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 
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＊投稿にあたっては、投稿時に日本犯罪社会学会の会員である必要があります。投稿者は（共著論

文の場合は全員について）、遅くとも投稿締切日までに学会事務局に入会申込書を送達していな

ければなりません（同日必着）。この要件を満たさない場合は、論文を受理いたしません。現在

非会員で、今後投稿を予定されている方はご注意ください。 

＊編集委員会では、自由投稿論文の英文校閲を行っておりません。そのため、自由投稿論文の英文

要旨については、投稿時点で筆者の責任においてしかるべき方法で英文校閲をおこなっているこ

とを投稿の要件といたします。なお、査読過程で英文要旨の修正を求めることがありますので、

あらかじめご了承ください。 

＊海外から投稿する場合は、必ず事前に編集委員会までご相談下さい。 

＊研究ノートでの審査をご希望の場合は、論文の表紙か別紙に明記していただくか、編集委員会に

事前にご連絡ください。 

 

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＞ 

hanshahenshu16@gmail.com 

 

 

3 渉外広報委員会 

（1） 若手研究者海外派遣補助事業 

アジア犯罪学会・ヨーロッパ犯罪学会・アメリカ犯罪学会で研究報告を行う若手研究者を対象と 

して、渡航費用の一部補助いたします。補助費用の上限は 10 万円、募集人数は 2 名程度、応募締 

切は 2020年 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。 

  

（2）研究会助成について 

渉外広報委員会では、犯罪社会学に関する研究会に対し、助成を行っております。年度ごとに 2 

件、1 件あたりの助成金は 40,000 円です。 

詳しくは学会ホームページ（http://hansha.daishodai.ac.jp/kenkyukai/index.html）をご参照の

上、奮ってご応募ください。 

  

（3）アジア犯罪学会 

2020 年 10 月 2 日〜5 日、龍谷大学（京都市）で開催するアジア犯罪学会のホームページが開設

いたしました。（http://acs2020.org/index.html） 

2020年 1月より参加登録、報告登録を行うことが出来ます。 

詳細につきましては、ACS2020ホームページをご参照の上、奮ってご参加ください。 

 

4 本部事務局会計部 

会費納入のお願い 

 まだ 2019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 8,000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） 

mailto:hanshahenshu16@gmail.com
http://hansha.daishodai.ac.jp/kenkyukai/index.html
http://acs2020.org/index.html
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   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（2019年 7月 17日～2019年 12月 10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 68巻第 2号 

・・・・・・・・・・・以上 1冊 

    

（2）会員数（2019年 12月 10日現在） 

一般会員 457名、名誉会員 14名、終身会員 1名、特別会員 2団体、合計 474名 

 

（3）学会事務局の FAXは、2020年 3月末をもちまして廃止します。事務局へのご連絡は E-mail

もしくは電話または郵便にてお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 1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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