
授業科目 Ryukoku Criminology in English 2単位／22.5時間 

(本学学生) （社会人等） 

担

当

者 

石塚伸一 

龍谷大学犯罪学研究センター長 

龍谷大学法学部教授 

他 

授業テーマ 英語で学ぶ日本の犯罪 

開講曜講時／教室 <深草学舎>水曜日第5講時（後期）／２１号館４０８教室 

 講義概要／Course outline 

龍谷大学犯罪学研究センター（Ryukoku University Criminology Research Center: CrimRC）は、2016年6月に発足し、同年

11月に文部科学省私立大学研究ブランディング事業（5か年）に採択されました。センターの取り組みを通じ、犯罪予防と対人支

援を基軸とする「龍谷・犯罪学」を構築し、広く世界に海外にアピールすることを目的に研究活動を展開しています。本年度から、

「龍谷・犯罪学」の構築をめざす挑戦的・萌芽的授業プログラム（英語）を全 15 コマで開設します。この講義は英語授業です。

Ryukoku Criminology in English " Let’s study the Criminal Justice System in the secure and safe society!" 

 

講義計画／Lecture plan 

回 

(Lecture) 

担当者 

（Instructor） 

学習内容 

（Contents of the learning） 

1 

 

石塚伸一 

(Prof. Shinichi Ishizuka) 

入門 龍谷・犯罪学（Introduction to RYUKOKU Criminology） 

2 

 

浜井浩一 

(Prof. Koichi Hamai) 

日本の刑事司法システム１（Criminal Justice System in Japan Part 1 ) 

3 

 

浜井浩一 

(Prof. Koichi Hamai) 

日本の刑事司法システム２（Criminal Justice System in Japan Part2) 

4 

 

浜井浩一 

(Prof. Koichi Hamai) 

日本の犯罪統計１（Criminal Statistics in Japan Part1） 

5 

 

浜井浩一 

(Prof. Koichi Hamai) 

日本の犯罪統計２（Criminal Statistics in Japan Part2） 

6 

 

浜井浩一 

(Prof. Koichi Hamai) 

日本の犯罪と刑罰（Crime and Punishment in Japan） 

7 津島昌弘 

(Prof. Masahiro Tsushima) 

暗数と調査１：被害者調査（Dark Figures and Research Part 1: Victim Survey on 

violence against women） 

8 津島昌弘 

(Prof. Masahiro Tsushima) 

暗数と調査２：自己報告（Dark Figures and Research Part 2: ISRDS(International 

Self-report Delinquency) 

9 

 

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ  ゙ ﾌﾞﾘｭｰｽﾀ  ー

（Dr. David Brewster） 

薬物依存と日本文化（Drug abuse and culture in Japan) 

10 

 

ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄ  ゙ ﾌﾞﾘｭｰｽﾀ  ー

（Dr. David Brewster） 

犯罪と日本文化（Crime and Culture in Japan） 

11 笹倉香奈 

(Prof. Kana Sasakura) 

検察官司法：日本の刑事司法システムの特徴（Prosecutor in Criminal Justice System: 

Some Peculiar） 

12 平山真理 

(Prof. Mari Hirayama) 

裁判員裁判：’’あなたは、裁判員になりたいですか？’’（Lay Participation in Criminal 

Trials in Japan Part 1 : “Do you want to be a lay judge?”） 

13 佐藤舞 

(Prof.Mai Sato) 

日本の死刑：死刑に対する世論調査（Death Penalty in Japan: Public attitudes towards 

the death penalty） 

14 

 

石塚伸一 

(Prof. Shinichi Ishizuka) 

日本の刑務所：矯正と更生保護（Prison in Japan: Corrections and Rehabilitation） 

15 

 

石塚伸一 

(Prof. Shinichi Ishizuka) 

まとめ：刑事司法における犯罪と正義（Crime and Justice in Criminal Justice） 

 

到達目標／Attainment objectives 

日本は、世界でも最も安心・安全な国のひとつです。犯罪学研究センターは、調査研究の成果を踏まえ、日本語および英語の犯罪

学カリキュラムを創造し、国の内外に普及させることを目標のひとつにしています。今回の挑戦は、龍谷・犯罪学の教育プログラム

の構築とともに、日本の法、社会および文化を英語で学修したいという人たちの要望に応えようとするものです。Japan is one of the 

most safe and secure countries in the world. We are creating a Japanese and English curriculum based on the results of research 

conducted by the Criminology Research Center (CrimRC) and will disseminate it within and outside Japan. A key challenge is to 

construct an educational program of Japanese Criminology, whilst also meeting the needs of foreign students who would benefit 

from learning about law, society and culture in Japan. 



 

講義方法／Study Method 

授業は、小人数クラスで行います。講師は、日本の犯罪学のトップリーダーです。ゲストスピーカーとして招聘を予定している講

師陣は、宮澤節生（カリフォルニア大学ヘイスティング校客員教授、アジア犯罪学会会長）、笹倉香奈（甲南大学教授）、平山真理（白

鴎大学教授）、佐藤舞（オーストラリア国立大学REGNET教授）、Ｄ.ブリュースター（当センター博士研究員）など、国際的に活躍

している研究者です。必ずやみなさんの期待に応えることができるでしょう。 

Each lecture is based on a small class and in English. Lecturers of CrimRC are top leaders in the field of Japanese Criminology. 

Setsuo Miyazawa(Guest Researcher of Criminology Research Center / Senior Visiting Professor of Law at University of 

California Hastings College of the Law /Professor Emeritus at Kobe University / Adjunct Professor at Temple University 

Japan),Kana Sasakura (Guest Researcher of Criminology Research Center / Professor of the Faculty of Law at Konan 

University),Mari Hirayama (Professor of the Faculty of Law at Hakuoh University),Mai Sato (Visiting Researcher of 

Criminology Research Center / Associate Professor of School of Law at University of Reading),David Brewster (Postdoctoral 

Researcher of Criminology Research Center) 

 

授業時間外における予・復習等の指示／Direction related to study out of class   

日本の法律、社会、文化に関する文献や情報の収集、法令や判例のリサーチメソッド、社会調査や統計処理のノウハウについても、

基本的な情報を提供します。より深く学び、本格的に犯罪学知見を身につけたいと思っている人は、主体的・能動的にリクエストし

てください。 

We will propose not only literatures and information concerning law, society and culture in Japan, but also research methods of 

legal regulations and courts decisions and how to know research and analysis on social data. If you will study much more 

criminological knowledge, you should actively request lecturers more. 

 

系統的履修／System of study 

特別研修講座「矯正・保護課程」を受講し、刑務所や少年院、鑑別所や更生保護施設などの刑事司法関連施設を参観することをす

すめます。犯罪学の学修がより深まると思います。 

We recommend you to take part in Educational Programs of Corrections and Rehabilitation Center in order to learn the 

practical situation in the criminal justice system and visit to related facilities. 

 

成績評価の方法／Grading criteria and method of evaluation  

平常点（30％）＜授業に出席し、積極的かつ能動的に議論に参加してください。（Attendance and attitude to classes）＞ 

 小テスト（30％）＜毎授業の終わりに学修の情況を確認します。（Small check tests）＞ 

 レポート(20％)＜課題レポートを提出してもらいます。（Report on Japanese Criminology）＞ 

 定期試験（20％）＜最終の授業で到達度テストを実施します。（Achievement test）＞ 

 

テキスト／Textbooks 

 授業で指示します。（In the class room） 

 

参考文献／Reference books   

 特になし（nothing） 

 

履修上の注意・担当者からの一言／Advice to students on study and research methods 

オーガナイザーは、犯罪学研究センター長の石塚伸一です。相談や質問のある人は、指定するオフィスアワーの時間に深草学舎紫

光館２階 204 研究室を訪問してください。下記に連絡して、アポイントメントをとってください。Organizer's address: 

ishizuka@law.ryukoku.ac.jp 分からないことがあれば、いつでも、犯罪学研究センターに連絡してください。スタッフが親切に対応

してくれると思います。 Whenever you have any question, You should access as follows: Criminology Research Center in 

Ryukoku University [Address] 67 Tsukamoto-cho, Fukakusa, Fushimi-ku, Kyoto [TEL] 075-645-2184 [FAX] 075-645-2240 

[E-mail] crimrc2016@ad.ryukoku.ac.jp                 

 

参考URL／Web pages useful for reference 

龍谷大学犯罪学研究センター：https://crimrc.ryukoku.ac.jp/   

龍谷大学矯正・保護総合センター：https://rcrc.ryukoku.ac.jp/ 


