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名称「事故」から「不祥事」防止会議へ わいせつなど多発で神奈川県教委
11/9(火) 神奈川新聞
わいせつ保育士の再登録を制限へ 厚労省、教員制度にならい厳格化 11/18(木) 福祉新聞
児相職員の性加害防止ルール明文化 自治体の 3 割止まり 11/23(火) 毎日新聞
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「県警」かたるアカウントでＬＩＮＥメッセージ送り、女子高生に淫らな行為
11 月 2 日（火） 読売新聞オンライン
女子高生にみだらな行為か 歯科医師の男逮捕
11 月 2 日（火） FNN プライムオンライン
【独自】危険な「放課後デイ」送迎サービス…障害児へのわいせつ行為横行
11 月 4 日（木）読売新聞オンライン
女子中学生を＂誘拐しわいせつ＂ 大学生の男を逮捕 11/8(月) FBS 福岡放送
ススキノ路上で声かけた 10 代少女に性的暴行の疑い 44 歳を逮捕 11/8(月) 毎日新聞
SNS で知り合った未成年にわいせつ 容疑の男を逮捕 沖縄署 11/10(水) 沖縄タイムス
女子大生に“わいせつ”中学校教師逮捕 11/10(水) Nippon News Network
「女子高生くらいの女性に興味あった」立体駐車場の車内で…17 歳少女に 5 千円渡し"わいせ
つ行為"男逮捕 11/10(水) 北海道ニュース UHB
１８歳未満と知りながら性行為 容疑で３５歳男逮捕 ６回目の逮捕
11/10(水) BSN 新潟放送
“児童買春”福岡刑務所の刑務官を逮捕～SNS で知り合った少女に・・・ 11/11(木) RKB
毎日放送のニュース
「ムラムラして抱きついた」女子高校生に強制わいせつの疑い 東大阪市職員を逮捕
11/11(木) ABC テレビ
【独自】月刊誌報道に校長とＰＴＡ会長「ありもしないこと書かれた」、いじめ否定文書を配
布…中２凍死 11/12(金) 読売新聞
神奈川県内の児童養護施設で少女を強姦か 職員の男を起訴
11/12(金) テレビ神奈川
強制わいせつ不起訴の巡査部長を懲戒免職 捜査のためとして少女宅を訪問 署長ら 7 人も処分
11/13(土) 上毛新聞

中学校の女子トイレで生徒を盗撮 有罪判決受けた教諭を懲戒免職 11/13(土) 朝日新聞
電車内で見かけた少女につきまといわいせつ行為 無職の男逮捕 11/15(月) ＴＢＳニュース
帰宅途中の少女襲ったか…押し倒して下着奪い胸触るなどのわいせつ行為した疑い 古物業の
26 歳男を再逮捕 11/15(月) 東海テレビ
市バスで 17 歳少女の体触り…その後「警察に言っただろう」集合住宅の EV ホールでわいせつ
行為か 男逮捕 11/16(火) 東海テレビ
児童相談所の職員（２９）が入所者の少女にわいせつか 和歌山 11/16(火) ABC テレビ
知的障害ある女性を車に乗せ胸など触った疑い ４１歳男を逮捕 11/16(火) ＴＢＳニュース
SNS で知り合った 11 歳の女児にわいせつ行為か…裸の写真も撮影 39 歳の男を逮捕 浜松市
11/16(火) 静岡朝日テレビ
１０代女性にわいせつな行為をした疑いで帯広市の建設作業員の男（２４）逮捕 男は容疑を
一部否認 11/17(水) HTB 北海道ニュース
11 歳女児の裸を撮影か 出頭した研究員の男逮捕（静岡県）11/17(水) 静岡放送（SBS）
「性欲満たすため…」児童クラブで７歳女子児童にもわいせつ行為の疑い ７５歳の男を再逮
捕 11/17(水) CBC テレビ
「後から見ようと」女子高校生に現金渡しみだらな行為…小型カメラで"盗撮"も発覚 56 歳男
を再逮捕 11/17(水) UHB 北海道文化放送
塾講師が女子生徒に強制わいせつ容疑で逮捕 個別指導型で・・・
11/17(水) FNN プライムオンライン
元候補者が容疑者に 女子高校生に“強制わいせつ”11/17(水) 九州朝日放送
セクハラ防止団体代表を提訴 児童福祉法違反で実刑の劇作家 東京地裁
11/17(水) 時事通信社
別の 8 歳女児の体も触ったか…学童保育の元アルバイトの 75 歳男を再逮捕 既に 7 歳女児に対
する容疑で逮捕 11/17(水) 東海テレビ
女子中学生をわいせつ目的で誘拐か 会社員の 33 歳男を逮捕
11/21(日) FNN プライムオンライン
わいせつ行為のうえ現金を...男逮捕 女子中学生脅した疑い
11/21(日) FNN プライムオンライン
福岡刑務所の刑務官 児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕 11/22(月) FBS 福岡放送
個別指導の高３女子にわいせつ行為 塾講師の男逮捕「距離取っていた」
11/22(月) 神奈川新聞
公園で「かわいいね」 女児にわいせつで 30 歳男逮捕
11/23(火) FNN プライムオンライン
職務で知り合った女性に強制性交 巡査長を懲戒処分，書類送検 11/26(金) 産経新聞
大阪女子高生に刃物を突き付け…わいせつ行為 20 代男逮捕 11/26(金) テレビ大阪
女子高生を刃物で脅しわいせつ行為か 28 歳男を逮捕 11/28(日) 関西テレビ

女児の自宅に侵入しわいせつ疑い、尾道署巡査部長を逮捕 広島県警 11/28(日) 中国新聞
「ＦＣ２」でのわいせつ動画頒布者にポイントを交換 サイトの運営会社社長を書類送検
11/29(月) 産経新聞
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AV 史上最大規模 無修正動画の中国サイト大量流出に業界が危機感
11 月 2 日（火） 週刊文春 11 月 11 日号
誘拐監禁少女、TikTok で覚えた SOS のハンドシグナルで救助される 11/10(水) GIZMODO
学校配備の端末で悪口やわいせつ動画、文科相「使い方が問題」 11/10(水) 読売新聞
小 4 女児に裸の自撮り画像を送らせた疑い 元序二段力士を再逮捕 11/11(木) 毎日新聞
SNS で知り合った少女をわいせつ目的で誘拐か 男逮捕
11/11(木) All Nippon NewsNetwork(ANN)
低年齢化するＳＮＳ性暴力被害 略取誘拐のツールに 11/16(火) 産経新聞
女性に「ＡＶに興味ありませんか、ギャラ弾みます」と送信…撮影動画の投稿も
11/20(土) 読売新聞
拡がる被害…わいせつ映像を送りつける「サイバー露出」の現状
11/23(火) COSMOPOLITAN
男子高校生のわいせつ画像約 100 枚送信した疑い 佐賀市職員を逮捕
11/24(水) 朝日新聞デジタル
当時１０代の女性にわいせつな画像を送信させたとして２１歳の男を逮捕 山梨
11/24(水) UTY テレビ山梨
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わいせつ画像送らされ、先輩に呼ばれ夜中に外出…凍死中２の母親「学校は最後までいじめ認め
ず」 11/12(金) 読売新聞
犯人は親も見ている…?子どもを性被害から守るために、親が知っておいてほしい大切なこと
【専門家】 11/16(火) たまひよオンライン

有害図書指定
岡山県

令和 3 年 11 月 2 日告示

大洋図書

実話ナックルズ ＧＯＬＤ

日本ジャーナル出版

週刊実話

インテルフィン

芸能お宝最新特報 BUZOOOOON!!!

ザー・タブー

Vol.12
11 月 6 日号
VOL.2

大洋図書

ラヴァーズ Vol．12

宙おおぞら出版

恋愛白書パステル 2021 年 11 月号

東京都
株式会社海王社
株式会社秋水社

令和 3 年 11 月 12 日告示

GUSH mania COMICS きもちいい穴シェアハウス
DAITO COMICS BL シリーズ 入った銭湯で口説かれ
ています

愛知県

令和 3 年 11 月 26 日告示

株式会社大洋図書

実話ナックルズ 12・1 月合併号

株式会社鉄人社

裏モノ JAPAN 12 月号

協会からのお知らせ
事務局の活用
セルメディアネットワーク協会事務局では警視庁ＯＢが会員の対応にあたっております。業
務上の相談や要望等お気軽にご相談ください。また、皆様からのご意見を多数お待ちしており
ます。
理事会の開催
理事会 12 月 16 日（木）

午後４時００分～ 高円寺北区民集会所

協会ホームページ
協会ホームページでは、会員店舗・有害図書指定等の情報を掲載しております。どうぞ活用
して下さい。
会員募集
協会では、青少年健全育成のための活動を行っております。ご協力いただける会員を募集中
です。協会事務局までお問合せ下さい。
TEL 03-5327-4224 FAX

03-5327-4225

メールアドレス sna@sna-j.com

