
日本安全教育学会第 16 回東京大会一般口演プログラム H27.９．５現在   

第１日(１０月２４日・土） 発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 

セッション A （４３０１教室）  
座長 松井謙太 見附市教育委員会学校教育課長 

                  

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

A-1 １６：２５ ～１６：４０ 災害安全 理科 
地震の体感経験の少ない地域

での理科・防災教育の試み 

やまだ のぶゆき

山田 伸之 
福岡教育大学 

A-2 １６：４０ ～１６：５５ 災害安全 家庭科 

中等教育課程の家庭科におけ

る安全教育の歴史的変遷と課題

―防災教育を中心として― 

すえかわまさよ  

末川 和代 

日本女子大学大学院人

間生活学研究科 

A-3 １６：５５ ～１７：１０ 災害安全 津波防災教育 
高知県土佐清水市での 

津波防災教育 

おおき さとこ  

大木 聖子 

慶應義塾大学環境情報

学部 

  １７：１０ ～１７：２０                          休                憩 

A-4 １７：２０ ～１７：３５ 災害安全 演習型防災教材 
災害時の意思決定を疑似体験する

演習型防災教材 

さいとう あや  

齋藤  文 

慶應義塾大学大学院政策・

メディア研究科 

A-5 １７：３５ ～１７：５０ 災害安全 行政 
宮城県における防災主任の設

置  ～その現状と課題～ 

さとう  ひろき 

佐藤 浩樹 

宮城県教育庁 スポーツ

健康課 



第１日(１０月２4 日・土） 発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 

  セッション B （４２０１教室） 
  

座長 西原洋一 大田区立池上小学校主幹教諭 

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

B-1 １６：２５ ～１６：４０ 生活安全 子どもの傷害防止 

教員の印象に残る子どものケガか

ら、子どもの傷害予防に必要な要素

を考える 

かさなみりょうじ  

笠次 良璽 
奈良教育大学 

B-2 １６：４０ ～１６：５５ 生活安全 
スポーツ         視

力・眼球運動障害 

学校事故事例検索データベースを

利活用した野球における視力・眼球

運動障害の分析と傷害予防策の提

案 

くすもときんじ  

楠本欣司 

産業技術総合研究所 

人間情報研究部門 

B-3 １６：５５ ～１７：１０ 生活安全 
スポーツ          

歯牙障害 

学校事故事例検索データベース

を利活用した野球における歯牙

障害の分析と傷害予防策の提

案 

おおのみきこ  

大野美喜子 

産業技術総合研究所 

人間情報研究部門 

  １７：１０ ～１７：２０                          休                憩 

B-4 １７：２０ ～１７：３５ 生活安全 放課後時間の指導者 

防犯の役割分担と負担緩和策

(3)－放課後時間の指導者にとっ

ての  境界と空白 

みやた みえこ   

宮田美恵子 

順天堂大学 日本こども

の安全教育研究所総合研

究所  

B-5 １７：３５ ～１７：５０ 生活安全 教育体験施設造り 
先駆的安全教育体験施設造りの

過程に関する報告 

きよなが なほ  

清永 奈穂 

株式会社ステップ総合研

究所 



 第２日(１０月２５日・日）  
発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 

   

セッション C （４３０１教室）  
座長 西牧謙吾 国立障害者リハビリセンター病院第三診療部長 

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

C-1 １４：２０～ １４：３５ 生活安全 小学生の心肺蘇生 
小学校における心肺蘇生教育に

ついて 

あ の  ちさと  

阿野 千里 
箕面自由学園小学校 

C-2 １４：３５～１４：５０ 災害安全 学習プログラム 
行政・教育現場・大学が連携した

防災学習プログラムの開発 

からき つよし 

辛木 剛 

国土交通省九州地方整備局川

内川河川事務所 

C-3 １４：５０～１５：０５ 災害安全 防災ノート 

学校教育における防災教育の

教材開発－鹿児島市「防災 

ノート」の普及に向けて－ 

くろみつたかみね 

黒光 貴峰 
鹿児島大学教育学部 

C-4 １５：０５～１５：２０ 災害安全 高校 

命を守る 未来に伝える 

~多賀城高校におけ防災・減災

教育の取組"" 

はらだ みのる  

原田  実 

宮城県立多賀城高等学

校 

          



 第２日(１０月２５日・日）   発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 
   

  セッション D （４２０１教室）  
座長 村上佳司  國學院大學 教授 

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

D-1 １４：２０～ １４：３５ 災害安全 幼稚園 

幼稚園教育における防災教育の充

実に向けて 

－鹿児島県内幼稚園の防災の取組み実態ー

きりくち まり 

切口 眞里 

鹿児島大学教育学研究

科 

D-2 １４：３５～１４：５０ 災害安全 幼稚園の防災 
実働訓練に基づく幼稚園の防災

管理マニュアルの作成 

とりにわ やすよ 

鳥庭 康代 
徳島大学環境防災研究セ

ンター 

D-3 １４：５０～１５：０５ 災害安全 保育所の防災 
保育所の防災対策の現状に関

するアンケート調査 

なかの すすむ 

中野 晋 

徳島大学環境防災研究

センター 

D-4 １５：０５～１５：２０ 災害安全 教材開発 
防災マニュアルと防災教育の狭

間の教材開発 

もり やすしげ   

森  康 成 

徳島大学大学院  先端

技術科学教育部 

          



 第２日(１０月２５日・日）  
発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 

   

セッション E （４３０１教室）  

座長   牛島三重子 日本体育大学講師、                 

前台東区立金竜小学校長 

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

E-1 １５：３０～１５：４５ 生活安全 スポーツ 
決定木分析の手法を用いた学校管

理下のスポーツ活動中事故分析 

かみや かずよし  

神谷 和義 

 早稲田大学大学院ス

ポーツ科学研究科 

E-2 １５：４５～１６：００ 生活安全 スポーツ 
競技スポーツ活動における辛苦体

験及び克服要因の構造 

みずたに ゆきえ  

水谷  幸恵

日本体育大学 健康教

育学研究室 

E-3 １６：００～１６：１５ 生活安全 ＤＶ被害防止 
DV 被害に曝される子どもの支

援    ‐教育現場での支援実態

と き  さちこ  

土岐 祥子 
武蔵野大学 

E-4 １６：１５～１６：３０ 交通安全 小中学生の自転車 
小中学生の自転車事故の実態

と対策 

やざきよしあき  

矢崎 良明 

板橋区教育委員会・ 

鎌倉女子大学 

                  



 第２日(１０月２５日・日）   
発表１２分 質疑２～３分(移動を含む） 

 

  セッション F （４２０１教室）  
座長 三木とみ子 女子栄養大学客員教授 

整理番号       時  間  配  当 分類 ポイント 演題 発表者 所属 

F-1 １５：３０～１５：４５ 
安全教育全

般 

発達段階と内容の 妥当

性 

児童の発達段階と安全教育内容

の妥当性に関する実証的研究 

まつい のりお   

松井 典夫 

奈良学園大学人間教育

学部 

F-2 １５：４５～１６：００ 
安全教育全

般 
保護者・教員の意識 

保護者及び教員の学校安全教

育に関する意識及びニーズ 

まつい けんた   

松井 謙太 
見附市教育委員会 

F-3 １６：００～１６：１５ 生活安全 防犯の役割分担 
防犯の役割分担と負担緩和策

(1)－調査結果に基づく検討 

さいとうとものり

齊藤 知範 
科学警察研究所 

F-4 １６：１５～１６：３０ 生活安全 教員の役割 

防犯の役割分担と負担緩和策

(2)―学校安全指導者養成講習

会からみる教員としてできること

とその限界 

やまね よしこ  

山根 由子 
科学警察研究所 

 


