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書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 資料番号

再犯防止に向けて

犯罪はなぜくり返されるのか  社会復帰を支え
る制度と人びと

藤本 哲也／著 ミネルヴァ書房 2016.11 326.3/ﾌｼ16/ 0013689609

矯正という仕事  女性初の法務省矯正局長37
年間の軌跡

名執 雅子／著
小学館集英社
プロダクション

2021.11 326.53/ﾅﾄ22/ 0015995533

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／編 日本評論社 2021.1 326.56/ｶﾅ21/ 0015735400

非行・犯罪からの立ち直り  保護観察における
支援の実際

長尾 和哉／著 金剛出版 2021.1 326.56/ﾅｶ21/ 0015687726

更生保護入門 松本 勝／編著 成文堂 2022.3 326.56/ﾏﾂ22/ 0016075665

加害者家族支援の理論と実践  家族の回復と
加害者の更生に向けて

阿部 恭子／編著 現代人文社 2021.12 368.6/ｱﾍ22/ 0016038259

最新社会福祉士養成講座精神保健福祉士養
成講座 10  刑事司法と福祉

日本ソーシャルワーク
教育学校連盟／編集 中央法規出版 2021.2 369.08/ﾆﾎ21/10 0015687981

再犯防止推進白書 令和3年版 法務省／編集 日経印刷 2022.1
L326.56/ﾎｳ
19/2021

0015979263

　大人への取り組み

刑務所で世の中のしくみを教える  府中刑務所
「生活設計・金融講座」

石森 久雄／著 芙蓉書房出版 2020.10 326.52/ｲｼ20/ 0015612864

ルポ老人受刑者 斎藤 充功／著 中央公論新社 2020.5 326.52/ｻｲ20/ 0015284326

プリズン・サークル 坂上 香／著 岩波書店 2022.3 326.52/ｻｶ22/ 0015862568

更生を支援する民間協力者 心のふれあいの
中で 2

矯正協会／編集 矯正協会 2019.1 326.53/ｺｺ06/2 0014818595

女性受刑者とわが子をつなぐ絵本の読みあい 村中 李衣／編著 かもがわ出版 2021.6 326.53/ﾑﾗ21/ 0015864929

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／編著 旬報社 2022.2 326.56/ｶｹ22/ 0016032666

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 大月書店 2018.5 C326/ﾔﾏ/ 0014259170

犯罪を起こした知的障がい者の就労と自立支援   瀧川 賢司／著
クリエイツ
かもがわ

2021.4 366.28/ﾀｷ21/ 0015804073
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　子ども・若者への取り組み

社会のなかの「少年院」  排除された子どもたち
を再び迎えるために

少年の社会復帰に
関する研究会／編 作品社 2021.11 327.85/ｼﾖ21/ 0015959497

あの頃、ボクらは少年院にいた  セカンドチャン
ス!16人のストーリー

セカンドチャン
ス!／編

新科学出版社 2019.3 327.85/ｾｶ19/ 0014861843

非行からの「立ち直り」とは何か  少年院教育と
非行経験者の語りから

都島 梨紗／著 晃洋書房 2021.2 327.85/ﾂｼ21/ 0015744394

発達障害等を有する非行少年と発達支援の研究 内藤 千尋／著 風間書房 2021.5 327.85/ﾅｲ21/ 0015834112

子ども･若者が変わるとき  育ち･立ち直りを支
え導く少年院･少年鑑別所の実践

法務省矯正局
／編

矯正協会 2018.12 327.85/ﾎｳ19/ 0014817589

あふれでたのはやさしさだった  奈良少年刑務
所絵本と詩の教室

寮 美千子／著 西日本出版社 2018.12 327.85/ﾘﾖ19/ 0014824890

壊されゆく子どもたち  夜回り先生の青少年問
題論

水谷 修／著 日本評論社 2019.11 367.68/ﾐｽ19/ 0015097959

少年事件加害者家族支援の理論と実践  家族
の回復と少年の更生に向けて

阿部 恭子／編著 現代人文社 2020.6 368.71/ｱﾍ20/ 0015352891

ケーキの切れない非行少年たち 宮口 幸治／著 新潮社 2019.7 368.71/ﾐﾔ19/ 0015242688

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／著 金子書房 2019.10 369.43/ｵｵ20/ 0015176100

　コミュニティづくり

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／著 旬報社 2020.8 326.56/ｶｹ20/ 0015556335

地域で支える出所者の住まいと仕事 水野 有香／編 法律文化社 2016.3 326.56/ﾐｽ16/ 0013580592

罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦  隔
離から地域での自立支援へ

浜井 浩一／著 現代人文社 2013.1 326.937/ﾊﾏ13/ 0011939394

現代コミュニティの社会設計  新しい《コミュニ
ティ形成・まちづくり》の思想

和田 清美／著 学文社 2021.12 361.78/ﾜﾀ22/ 0016032435

日常のなかの「フツー」を問いなおす　現代社
会の差別・抑圧

植上 一希／編 法律文化社 2018.8 361.8/ｳｴ18/ 0014509376

これからの「共生社会」を考える　多様性を受
容するインクルーシブな社会づくり

小山 望／監修 福村出版 2020.11 361.8/ｵﾔ20/ 0015647845

いやです、だめです、いきません　親が教える
子どもを守る安全教育

清永 奈穂／著 岩崎書店 2021.3 368.6/ｷﾖ21/ 0015785215

高齢者を身近な危険から守る本　防犯暮らし防災 森 透匡／監修 池田書店 2021.8 368.6/ｺｳ21/ 0015905417

犯罪予防の社会心理学 島田 貴仁／著 ナカニシヤ出版 2021.2 368.6/ｼﾏ21/ 0015760044

ヒューマンサービスとコミュニティ  支え合う社
会の構想

秋山 美紀／編著 勁草書房 2022.2 369/ｱｷ22/ 0016032237

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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