
購入日付 タイトル 著者 出版年月 出版社
2022/11/8 関係性の社会病理 日本社会病理学会 【監修】 201603 学文社

2022/11/8
犯罪の一般理論 : 低自己統制シンドロー
ム

Michael R. Gottfredson
Travis Hirschi【著】

201809 丸善出版

2022/11/8 現代 刑務所の作法 河合幹雄【監修】 202103 G.B.

2022/11/8
非典型的な困難と要保障性／LGBTQと配偶
者概念／触法知的障害者の社会復帰支援

日本社会保障法学会【編】 202112 法律文化社

2022/11/8
こころを科学する : 心理学と統計学のコ
ラボレーション

大渕憲一【編著】 201903 共立出版

2022/11/8
コグトレ実践集 : 子どもの特性に合わせ
た導入事例

日本COG-TR学会【監修】 202107 三輪書店

2022/11/8
非行少年・少女の自治共和国 : ホー
マー・レインとリトル・コモンウェルス

ジュディス・スティントン
【著】

202209 黎明書房

2022/11/8
若林忠志が見た夢 : プロフェッショナル
という思想

内田雅也 201101 彩流社

2022/11/8
ささえあう図書館 : 「社会装置」として
の新たなモデルと役割

青柳英治【編著】 201601 勉誠出版

2022/11/8
私は世界一素晴らしい第二の人生を送った
: 玉生道経　画家に転身した元官僚

早房長治 200806 彩流社

2022/8/10
〈市民〉と刑事法 第5版 : わたしとあな
たのための生きた刑事法入門

内田博文　佐々木光明【編】 202202 日本評論社

2022/8/10 刑務所の生活水準と行刑理論 大谷彬矩 202109 日本評論社

2022/8/10
作業療法ジャーナル : 特集　特別支援学
校で作業療法士ができること 56巻7号

202207 三輪書店

2022/8/10 少年法の理論と実務：南山大学学術叢書 丸山雅夫 202202 日本評論社

2022/8/10
犯罪学におけるコントロールモデルの展開
と犯罪原因論の課題

上田光明 202203 日本評論社

2022/8/10 犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会【編】 201609 丸善出版

2022/5/30
アディクションの地平線：越境し交錯する
ケア

松本俊彦【編】 202203 金剛出版

2022/5/30
サンソン回想録：フランス革命を生きた死
刑執行人の物語

オノレ・ド・バルザック
【著】　：　安達正勝【訳】

202010 国書刊行会

2022/5/30 監獄と工場：刑務所制度の起源
ダリオ・メロッシ　：　マッ
シモ・パヴァリーニ【著】
：　竹谷俊一【訳】

199005 彩流社

2022/5/30 監獄日記：東京拘置所の四季 澤地和夫 198901 彩流社

2022/5/30
作業療法ジャーナル　56巻4号：特集　刑
務所から保護観察までの作業療法

202204 三輪書店

2022/5/30
出所者支援ハンドブック：刑事司法ソー
シャルワークを実践する

掛川直之　：　飯田智子【編
著】

202202 旬報社

2022/5/30
性犯罪の行動科学：発生と再発の抑止に向
けた学際的アプローチ

田口真二　：　平伸二　：
池田稔

201009 北大路書房

2022/5/30 脱獄者たち：管理社会への挑戦 佐藤清彦 199508 青弓社

2022/5/30
犯罪被害者支援の歴史社会学：被害定義の
管轄権をめぐる法学者と精神科医の対立と
連携

岡村逸郎 202110 明石書店

2022/3/14
レクチャージェンダー法　第2版：αブッ
クス

犬伏由子　：　井上匡子　：
君塚正臣【編】

202105 法律文化社

2022/3/14 家庭裁判所物語 清永聡 201809 日本評論社

2022/3/14 家庭内暴力：加害者も救う法とプログラム 金ジャンディ 201812
大阪大学出版
会

2022/3/14 江戸の罪と罰：平凡社ライブラリー 717 平松義郎 201012 平凡社

2022/3/14
作業療法ジャーナル　53巻2号：特集：司
法領域における触法障害者等への支援

201902 三輪書店

2022/3/14 司法精神医学概論：司法精神医学 1
松下正明【総編集】　：　山
内俊雄　：　山上皓

200603 中山書店

2022/3/14
心理学からみたアディクション：シリーズ
〈公認心理師の向き合う精神障害〉 3

横田正夫【監修】　：　津川
律子　：　信田さよ子【編】

202105 朝倉書店

2022/3/14 新版 刑法講話：日評アーカイブズ 瀧川幸辰 195101 日本評論社
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2022/3/14
犯罪捜査の心理学：DOJIN選書 017　プロ
ファイリングで犯人に迫る

越智啓太 200805 化学同人

2022/3/14
保健の科学　2014年10月号：“エビデン
ス”のある心理療法（2）―子どもと家族
のためのプログラム―

201410 杏林書院

2022/2/10 新版 刑法講話：日評アーカイブズ 瀧川幸辰 195101 日本評論社

2022/2/10
日本社会学院調査部調査　復刻版　現代社
会問題研究　9：日本社会学院調査部調査
復刻版　現代社会問題研究　犯罪問題

日本社会学院調査部（代表・
建部遯吾）【編】　：　松井
茂　：　阿部眞之助【著】

199305 龍溪書舎

2022/2/10
復刻版　明治期社会学関係資料　3：復刻
版　明治期社会学関係資料

河合隆男【編】 199112 龍溪書舎

2022/2/10
復刻版　明治期社会学関係資料　6：復刻
版　明治期社会学関係資料

河合隆男【編】 199112 龍溪書舎

2022/1/19 「直感分析法」の原点と拠点 渡邊佳明 201007 大学教育出版

2022/1/19
刑事司法における薬物依存治療プログラム
の意義：「回復」をめぐる権利と義務

丸山泰弘 201503 日本評論社

2022/1/19
司法保護事業概説：日本の司法福祉の源流
をたずねて　5

森山武市郎 201702 慧文社

2022/1/19 子どもの心理臨床：臨床心理学大系
安香宏　：　東山紘久　：
村瀬嘉代子【編】

202106 金子書房

2022/1/19 自殺学：その治療と予防のために 稲村博 197705
東京大学出版
会

2022/1/19
統計図表レファレンス事典　犯罪事件・不
正問題

日外アソシエーツ【編】 202103
日外アソシ
エーツ

2021/12/8
「市民」と刑事法　第4版：わたしとあな
たのための生きた刑事法入門

内田博文　ほか【編】 201603 日本評論社

2021/12/8
こどものてつがく：シリーズ臨床哲学 3
ケアと幸せのための対話

鷲田清一【監修】　：　高橋
綾　：　本間直樹／ほんまな
ほ【著】

201804
大阪大学出版
会

2021/12/8
ハームリダクションとは何か：薬物問題に
対する，あるひとつの社会的選択

松本俊彦　：　古藤吾郎　：
上岡陽江【編著】

201708 中外医学社

2021/12/8
ひしがれたる者の呻き：日本の司法福祉の
源流をたずねて　3

原胤昭 201606 慧文社

2021/12/8
一隅を照らす蝋燭に：障がい者が“ふつう
に暮らす”を叶えるために

田島良昭 201811 中央法規出版

2021/12/8
家族をめぐる法・心理・福祉：法と臨床が
交錯する現場の実践ガイド

村尾泰弘 201911 法律文化社

2021/12/8
感化事業とその管理法：日本の司法福祉の
源流をたずねて　2

留岡幸助 201608 慧文社

2021/12/8
刑事司法：逮捕・裁判・服役そして社会復
帰

菊田幸一 201108 勁草書房

2021/12/8 刑事政策学 武内謙治　：　本庄武 201912 日本評論社
2021/12/8 獄制沿革史 留岡幸助 201508 慧文社

2021/12/8
獄務要書：日本の司法福祉の源流をたずね
て　1

小河滋次郎 201605 慧文社

2021/12/8
子どもの攻撃性と破壊的行動障害：子ども
の心の診療シリーズ 7

斉藤万比古【総編集・責任編
集】　：　本間博彰　：　小
野善郎【責任編集】

200910 中山書店

2021/12/8
死刑執行人の日本史：青弓社ライブラリー
66　歴史社会学からの接近

櫻井悟史 201101 青弓社

2021/12/8
児童自立支援施設の歴史と実践：子育ち・
子育てを志向する共生理念

武千晴 201802 勁草書房

2021/12/8
少年保護の法理と実際：日本の司法福祉の
源流をたずねて　4

少年保護婦人協会【編】　：
宮城長五郎　：　上田粂三郎

201610 慧文社

2021/12/8 少年法講義 武内謙治 201503 日本評論社
2021/12/8 逃げろ！：世界脱獄・脱走物語 三國隆三 199512 青弓社

2021/12/8
描画テスト・描画療法入門：臨床体験から
語る入門とその一歩あと

藤掛明 199912 金剛出版

2021/12/8
不安解消！出所者支援：わたしたちにでき
ること

掛川直之 【編著】 201810 旬報社

2021/12/8 法に触れた少年の未来のために 内田博文 201809 みすず書房

2021/11/19
プリズン・ブック・クラブ：コリンズ・ベ
イ刑務所読書会の一年

アン・ウォームズリー【著】
：　向井和美【訳】

201810 紀伊國屋書店



2021/11/19
囚われし者たちの国：世界の刑務所に正義
を訪ねて

バズ・ドライシンガー【著】
：　梶山あゆみ【訳】

202101 紀伊國屋書店

2021/11/19
島田三郎全集　編集復刻増補版　5：島田
三郎全集　議会と政党

木下尚江【編】　：　阿部恒
久【解題】

198905 龍溪書舎

2021/11/19
日本社会学院調査部調査　復刻版　現代社
会問題研究　9：日本社会学院調査部調査
復刻版　現代社会問題研究　犯罪問題

日本社会学院調査部（代表・
建部遯吾）【編】　：　松井
茂　：　阿部眞之助【著】

199305 龍溪書舎

2021/11/1
「助けて」が言えない：SOSを出さない人
に支援者は何ができるか

松本俊彦【編】 201907 日本評論社

2021/11/1
21世紀の再審：えん罪被害者の速やかな救
済のために

日本弁護士連合会人権擁護委
員会【編】

202105 日本評論社

2021/11/1
アディクション・スタディーズ：薬物依存
症を捉えなおす13章

松本俊彦【編】 202007 日本評論社

2021/11/1 アメリカ憲法の考え方 丸田隆 201904 日本評論社

2021/11/1
パトリックと本を読む：絶望から立ち上が
るための読書会

ミシェル・クオ【著】　：
神田由布子【訳】

202005 白水社

2021/11/1 フランス刑事法入門
島岡まな　：　井上宜裕　：
末道康之

201904 法律文化社

2021/11/1 ルポ　出所者の現実：平凡社新書 557 斎藤充功 201011 平凡社

2021/11/1 刑事政策がわかる　改訂版
前田忠弘　：　松原英世　：
平山真理

201904 法律文化社

2021/11/1
現代日本の市民社会：サードセクター調査
による実証分析

後房雄　：　坂本治也【編】 201903 法律文化社

2021/11/1
再犯防止から社会参加へ：ヴァルネラビリ
ティから捉える高齢者犯罪

金澤真理　：　安田恵美　：
髙橋康史【編】

202101 日本評論社

2021/11/1 社会病理学の足跡と再構成
日本社会病理学会  【監修】
：　朝田佳尚　：　田中智仁
【編著】

201910 学文社

2021/11/1 智の涙：獄窓から生まれた思想 矢島一夫 202001 彩流社
2021/11/1 法学の世界　新版 南野森【編】 201903 日本評論社

2021/8/26
ケースで学ぶ　司法犯罪心理学：発達・福
祉・コミュニティの視点から

熊上崇 202006 明石書店

2021/8/26 ケースで学ぶ犯罪心理学 越智啓太 201309 北大路書房

2021/8/26 テキスト　司法・犯罪心理学
越智啓太　：　桐生正幸【編
著】

201707 北大路書房

2021/8/26
ニッポン監獄事情：平凡社新書 151　塀の
向うの閉じられた世界

佐藤友之 200208 平凡社

2021/8/26
仮釈放の理論：矯正・保護の連携と再犯防
止

太田達也 201712
慶應義塾大学
出版会

2021/8/26
感情や行動をコントロールできない子ども
の理解と支援：児童自立支援施設の実践モ
デル

大原天青 201910 金子書房

2021/8/26
監獄のなかの子どもたち：児童福祉史とし
ての特別幼年監、感化教育、そして「携帯
乳児」

倉持史朗 201612 六花出版

2021/8/26 監獄行政官僚と明治日本：小河滋次郎研究 小野修三 201202
慶應義塾大学
出版会

2021/8/26
虐待された少年はなぜ、事件を起こしたの
か：平凡社新書 911

石井光太 201905 平凡社

2021/8/26 虐待と非行臨床 橋本和明 200408 創元社

2021/8/26
近代日本の少年非行史：「不良少年」観に
関する歴史社会学的研究

作田誠一郎 201802 学文社

2021/8/26
刑の一部執行猶予（改訂増補版）：犯罪者
の改善更生と再犯防止

太田達也 201808
慶應義塾大学
出版会

2021/8/26
刑事政策におけるソーシャルワークの有効
性：高齢者犯罪への対応に関する日独比較
研究

鷲野明美 202003 中央経済社

2021/8/26
刑務所しか居場所がない人たち：学校では
教えてくれない、障害と犯罪の話

山本譲司［著］ 201805 大月書店

2021/8/26
作業療法ジャーナル　54巻5号：特集：刑
務所等の矯正施設における作業療法

202005 三輪書店



2021/8/26
作業療法ジャーナル　55巻2号：特集：刑
務所から地域で支える更生保護へーいま作
業療法士に求められていること

202102 三輪書店

2021/8/26
司法・犯罪心理学：シリーズ心理学と仕事
16

太田信夫【監修】　：　桐生
正幸【編】

201903 北大路書房

2021/8/26
新版　Q&A　少年非行を知るための基礎知
識：親・教師・公認心理師のためのガイド
ブック

村尾泰弘 202003 明石書店

2021/8/26
続・摂食障害という生き方　医療刑務所か
ら見えてくるもの

瀧井正人 201612 中外医学社

2021/8/26
内観療法入門：創元アーカイブス　日本的
自己探求の世界

三木善彦 201905 創元社

2021/8/26
犯罪からの社会復帰を問いなおす：地域共
生社会におけるソーシャルワークのかたち

掛川直之 202008 旬報社

2021/8/26
犯罪と市民の心理学：犯罪リスクに社会は
どうかかわるか

小俣謙二　：　島田貴仁
【編】

201105 北大路書房

2021/8/26 犯罪と犯罪者の精神医学：司法精神医学 3
松下正明【総編集】　：　山
内俊雄　：　山上皓

200512 中山書店

2021/8/26
犯罪学入門：ガバナンス・社会安全政策の
アプローチ

小林良樹 201907
慶應義塾大学
出版会

2021/8/26 犯罪心理学：朝倉心理学講座 18
海保博之【監修】　：　越智
啓太【編】

200510 朝倉書店

2021/8/26
犯罪心理学のための統計学：心理学のため
の統計学 9　犯人のココロをさぐる

松田いづみ　：　荘島宏二郎 201503 誠信書房

2021/8/26
犯罪報道におけるジェンダー問題に関する
研究：ジェンダーとメディアの視点から

四方由美 201410 学文社

2021/8/26
非行：シリーズこころとからだの処方箋
11　彷徨する若者、生の再構築に向けて

上里一郎【監修】　：　影山
任佐【編】

200706 ゆまに書房

2021/8/26
塀の中の事情：平凡社新書 941　刑務所で
何が起きているか

清田浩司 202005 平凡社


