
SNAニュース 309号  

 （令和3年11月2日発行） 

行  政  関  係  

児童・生徒の自殺 過去最多の 415 人 原因の特定難しく 20 年度  

10 月 13 日（水）毎日新聞 

コロナ影響、児童生徒の不登校・自殺が過去最多に…昨年度「子供たちの生

活に変化」 10 月 14 日（木）読売新聞 

文部科学省、オンライン学習システム「MEXCBT」の機能拡張版提供開始 

11 月 1 日（月）マイナビニュース  

事 件 事 故 関 係 

5 歳女児にわいせつ疑い 撮影会企画の 49 歳男逮捕 10月 1日 共同通信 

児童の列に乗用車 7 人けが、愛知 １０月１２日（火）共同通信社 

女子児童に男がつきまといか 福岡市中央区の道路上 10月 15日（金）西日本新聞社 

児童養護施設職員ら２人、男子児童を車内で性的暴行…ＳＮＳで知り合い

「グッズあげるから」と誘う 10 月 18 日（月）読売新聞 

「図書館で欲情のスイッチ入る」 読書中女子にわいせつで男逮捕 

10 月 18日（月） TBS ニュース 

まんだらけを書類送検 中野区の禁止区域でアダルト DVD 販売容疑  

10 月 22日（金）毎日新聞 

独自】「危険な通学路」改善を要望したのに…児童の死傷事故７件  

10 月 24 日（日）読売新聞  

学童保育で女児にわいせつ、アルバイトの７５歳男「逮捕されるまでの行為とは思わな

かった」10月 28日 読売新聞オンライン 

「トー横」憧れる少女を...男逮捕 みだらな行為や盗撮も 

10 月 28日 FNNプライムオンライン  

撮影会で女児にわいせつ行為、容疑の男を再逮捕 同様の被害相談も  

10 月 28日 朝日新聞デジタル  

少女への強制性交の疑い 岡山県警の警察官を逮捕 10月 29日 テレ朝 news 

イ ン タ ー ネ ッ ト 関 係 
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「モザイク破壊」ネット上で横行…不鮮明な画像を鮮明化する技術「敵対的生成ネッ

トワーク」使用 10月 19日 読売新聞 

わいせつ動画も まさかの“会員制サブスク” 巧妙手口で荒稼ぎ1000万円  
10 月 20日(水) FNNプライムオンライン 

女子高生に淫らな行為、「県警」かたるアカウントでＬＩＮＥメッセージ 

11 月 2 日（火）読売新聞オンライン 

話  題 

絵本・児童書ランキング発表…福音館書店 70 周年 10 月 6 日（水）リセマム 

小学校教師が児童のランドセルに嫌がらせ 保護者は「やりすぎだ」と投書 
10 月 12 日（火）しらべぇ 

授業もテストもなし 映画「屋根の上に吹く風は」 問う学びの形 

10 月 17 日（日）毎日新聞 

有害図書指定 

青森県 令和 3年 9月 29日告示 

（株）プレインハウス ありえない芸能界激レアお宝大開放 SP 

（株）少年画報社 いいわけも出来ない～姉彼～ 第 1 巻 

（株）楽楽出版 まんが大激闘 Vol.13 

㈱コアマガジン 実話 BUNKA タブー2021 年 9 月号 

岩手県 令和 3年 9月 10日告示 

株式会社大洋図書 実話ナックルズ 月刊 10 月・11月合併号 

三才ブックス ラジオライフ 10 月号 

株式会社大洋図書 実話ナックルズウルトラ Vol.16 

コアマガジン 実話 BUNKA タブー10 月号 

宮城県 令和 3年 9月 17日告示 
（株）プレインハウス 有名美女＆アイドル封印したい黒歴史発掘 

㈱ダイアプレス 実録 JOKER 2021 年 9 月号 

株大洋図書 臨増ナックルズ GOLD VOI.21 

株大洋図書 臨時増刊ラヴァーズ VOL.21 

㈱コアマガジン まんが水商売後の残酷実話裏社会に最も近い業界 

宙出版 ＹｏｕｎｇＬｏｖｅＣｏｍｉｃaya ２０２1 年９月号 

㈱鉄人社 裏モノ JAPAN 2021.10 
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㈱竹書房 麗人 ９月号 ２０２1  

ぶんか社 ほんとうに怖い童話 2021 年 10 月号 

㈱ダイアプレス 芸能美女ヤバすぎ黒歴史 全部見せ SP 

茨城県 みなし指定 

宙出版 ＹｏｕｎｇＬｏｖｅＣｏｍｉｃaya ２０２1 年７月号 

㈱笠倉出版社 絶対恋愛 Sweet ２０２1 年 7 月号 

宙出版 恋愛白書パステル ２０２1年８月号 

ぶんか社 無敵恋愛 S*girl ２０２1 年８月号 

大洋図書 臨時増刊ラヴァーズ Vol．２０ 

大洋図書 劇画エマニエル 2021 年 8 月号 

日本ジャーナル出版 週刊実話ザ・タブー２０２１年８/６号 

東京都 令和 3年 9月 17日告示 

株式会社新書館 BAMBOO COMICS REIJIN uno! クソアンチ❤ラブデストロイ 

道玄坂書房 株式会社 CLAP コミックス 

愛知県 令和 3年 10月 15日告示 

㈱鉄人社 裏モノ JAPAN 11 月号 

奈良県 令和 3年 9調査 

楽楽出版 おとなの劇画夜の残酷実話 193 絶対秘密の内緒話 

㈱コアマガジン まんが 水商売夜の残酷実話 コアミックス 613 

ぶんか社 本当にあった ちび笑える話 193 ぜったい秘密の内緒話 

㈱コアマガジン まんが衝撃の実話悲惨な人 DX コアミックス 612 

リイド社 BROTHERS キラーロボット・アイザック 

一迅社 その警察官、ときどき野獣！④ 

 

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。 

通常総会・理事会の開催 

理事会 11 月 18日 午後４時００分～ 協会事務局 



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 
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