
 

日本安全教育学会第10回記念大会  

 
期 日：2009 年9月19日（土），20日（日）  

会 場：東京学芸大学（東京都小金井市）  

学会長：渡邉 正樹（東京学芸大学教授）  

テーマ：安全教育の未来 

 

主 催：日本安全教育学会   共 催：東京学芸大学 

後 援：東京都教育委員会，埼玉県教育委員会，千葉県教育委員会， 

茨城県教育委員会，栃木県教育委員会，山梨県教育委員会，長野県教育委員会， 

新潟県教育委員会，静岡県教育委員会，さいたま市教育委員会，千葉市教育委員会， 

横浜市教育委員会，川崎市教育委員会，静岡市教育委員会，浜松市教育委員会， 

全国学校安全教育研究会，東京都学校安全教育研究会，学校安全教育研究所 

埼玉県安全教育研究協議会 
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日本安全教育学会第10回記念大会 実行委員会 
 
年次学会長 渡邉正樹 （東京学芸大学教授） 
事務局長  原 洋子 （東京都文京区立誠之小学校養護教諭） 
 

実行委員 
 

岩切玲子（学校安全教育研究所副代表）       牛島三重子（江東区立南砂小学校校長） 
刈間理介（東京大学環境安全研究センター准教授）  川邊重彦（学校安全教育研究所代表）  
竹鼻ゆかり（東京学芸大学准教授）         矢崎良明 （板橋区立高島第一小学校校長） 
矢萩惠一（学校安全教育研究所事務局長）      渡邊 中（富士見市立ふじみ野小学校教諭） 
 
 
 
日本安全教育学会第10回記念大会実行委員会事務局 
〒184‐8501 東京都小金井市貫井北町４－１－１ 東京学芸大学養護教育講座 渡邉正樹研究室内 
TEL: 042(329)7623   mail: jase2009@u-gakugei.ac.jp 
 
日本安全教育学会事務局 
〒814-8511 福岡市早良区西新6-2-92  西南学院大学人間科学部 中馬充子研究室内 
TEL:092(823)4340    mail: jase@seinan-gu.ac.jp 
 
日本安全教育学会ホームページ http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/karima-lab/JASE/JASE.html  
 
● 東京学芸大学へのアクセス 

  
JR中央線「武蔵小金井駅」下車 北口改札前より京王バス「小平団地行き」学芸大正門下車  
JR中央線「国分寺駅」下車北口より徒歩約15分 

 武蔵小金井駅までは，中央線快速で東京駅から約 45 分，新宿駅から約 25 分です。武蔵小金井駅には特別

快速は停車しませんのでご注意下さい。 

 なお一般参加者は車での入構はできません。 
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● 会場案内  東京学芸大学正門から会場（Ｓ講義棟）まで 
  

 

Ｓ講義棟 
 
人文社会科学系研究棟 

 懇親会会場 

守衛所 

正門 

 
自然科学系研究棟 

図書館 

本部棟 

 懇親会会場は，第２むさしのホール２Ｆ「コパン」です。 

 

 

● 会場 Ｓ講義棟４Ｆ教室 

  

  受付はＳ４１０教室前です。 

  協賛企業による展示，販売等はＳ４０１で行います。 
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● 大会日程 
 
第1日 9月19日（土） 
受付は12：00より   
11：00～12：30 13：00～13：20 13：20～14：15 14：20～15：15 15：30～17：15 

理事会 
S405教室 

学会理事長挨拶 
年次学会長挨拶 
Ｓ410教室 

特別講演１ 
高野甲子雄先生 
Ｓ410教室 

特別講演2 
藤森和美先生 
 Ｓ410教室 

シンポジウム1 
ＩＣＴを利用した子どもの見守り

－期待と課題－  Ｓ410教室 
懇親会は17：30より 
 
第2日 9月20日（日） 
受付は9：00より 
9：30～10：10 10：20～12：00 12：00～13：00 13：00～13：55 14：00～16：30 

一般口演 Ｓ410教室 
口演番号101～108 

年次学会長講演 
Ｓ410教室 

一般口演 Ｓ404教室 
口演番号201～208 

 
昼食・休憩 

 

総会，研究奨励賞受

賞講演 Ｓ410教室 
シンポジウム２ 
学校での事故・外傷防

止の実践と研究  
Ｓ410教室 

 
 
●インフォメーション 
○  昼食について 
 学会期間中は学内の食堂は営業しておりません。大学周辺の飲食店も離れておりますので，昼食はご持参

願います。Ｓ404教室，Ｓ405教室（20日のみ）を休憩所としてお使いください。 
 なお学芸大正門バス停そばにコンビニ（セブンイレブン）があります。 
 
○ クロークについて 
 クロークは用意しておりませんので，荷物は各自で管理をお願い致します。 
 
○ 参加費（予稿集代込み），懇親会費 
 S410教室前で参加の受付をお済ませください。 
 一般参加費（会員・非会員）：4,000円  学生参加費：1,000円  懇親会費（19日）5,000円 
 予稿集のみ：1,000円 
 郵便振替用紙に内訳をご記入の上，お振込みください。なお当日お支払いの場合も同額です。 
   口座番号 00190-0-322125  口座名 日本安全教育学会第10回記念大会 
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● プログラム 
 
9月19日（土） 
Ｓ410教室 
13：00    理事長挨拶 

年次学会長挨拶 
13：20  特別講演１ 
           「災害現場で成否を決するもの」 
     講師 高野甲子雄 （前東京消防庁小金井消防署長） 
     座長 渡邉正樹 （東京学芸大学教授） 
14：20  特別講演２ 
     「学校の事件，事故への緊急支援 ―その 前線と課題―」 
     講師 藤森和美 （武蔵野大学教授） 
     座長 宮本香代子 （広島市立東野小学校校長） 
15：30  シンポジウム１ 「ＩＣＴを利用した子どもの見守り －期待と課題－」 
     座長  矢崎良明 （板橋区立高島第一小学校校長） 

シンポジスト  
後藤 了（東京都青少年・治安対策本部） 
山田 裕（小平市教育委員会） 
前田純一（前品川区立小学校ＰＴＡ連合会会長） 
島田貴仁 (科学警察研究所) 

懇親会  17：30～19：30 東京学芸大学構内 第２むさしのホール２Ｆ「コパン」にて 
 
9月20日（日） 
Ｓ410教室 
9：30  年次学会長講演 「安全教育研究の未来」   

講師 渡邉正樹 （東京学芸大学教授） 
座長 市村國夫 （前熊本大学教授） 

 
一般口演 （一人発表８分，質疑応答４分以内） 
Ｓ410教室 （10：20～12：00） 
座長 西岡伸紀 （兵庫教育大学大学院）  
101 児童の安全意識・行動と学校特性との関連について 
  ○木宮敬信１）２）村上佳司１）３）中薗伸二１）４）長谷川ちゆ子１）５）堀清和１）６）阪田真己子１）７）辰本頼弘８） 

西牧真理９） 
1)RISTEX 2)浜松大学3)天理大学4)びわこ成蹊スポーツ大学5)湊川短期大学6)兵庫医科大学7)同志社大学 
8)関西福祉科学大学9)鎌倉女子大学 

102 通学路踏査による児童の安全行動の定量化 
○阪田真己子１）２)中薗伸二１）３)村上佳司１）４）長谷川ちゆ子１）５）木宮敬信１）６）堀清和１）７） 

1)RISTEX 2)同志社大学3) びわこ成蹊スポーツ大学4) 天理大学 5)湊川短期大学6)浜松大学 

7)兵庫医科大学 
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103 児童の安全に対する「気づき」について 
○堀清和1）2）長谷川ちゆ子1）3）中薗伸二1）4）村上佳司1）5）木宮敬信1）6）阪田真己子1）7） 

1）RISTEX 2）兵庫医科大学 3）湊川短期大学 4）びわこ成蹊スポーツ大学5）天理大学  

6）浜松大学 7）同志社大学 

 
座長 家田重晴 （中京大学）  
104 子供の防犯関連書籍の分析に基づく小学生の防犯教育の内容に関する検討 

○刈間理介１）２）越智啓太１）３）西岡伸紀１）４）村上元良１）５）武藤孝司１）６）衛藤 隆１）７）藤田大輔１）８） 

1）RISTEX  2）東京大学環境安全研究センター 3）法政大学大学院人文科学研究科 

4）兵庫教育大学大学院 5）京都府中丹教育局 6）独協医科大学 7）東京大学大学院教育学研究科 

8）大阪教育大学 

105 児童の直感に基づいた危険予知・回避能力を育む安全学習の在り方  
~児童の実態と犯罪機会論の比較から~ 
○松井典夫 淺田正志 藤田大輔 佐々木靖 
大阪教育大学附属池田小学校  

106 大阪市及び奈良県における不審者情報の分析 
○安井義和  
畿央大学，大阪教育大学名誉教授 

 
座長 中薗伸二 （びわこ成蹊スポーツ大学） 
107 大学生の自動車座席ベルトの着用と法改正の関係 

○柿山哲治１）家田重晴２） 

1）活水女子大学健康生活学部 ２）中京大学体育学部 

108 雑誌『安全第一』(1917年4月～1919年3月)にみる安全概念の萌芽 
○中馬充子 
西南学院大学 

 
Ｓ404教室 （10：20～12：00） 
座長 佐藤健 （東北大学大学院） 
201 大学生と社会人がともに学ぶ大学防災教育の実践 

○中野 晋１）黒崎ひろみ２） 

1)徳島大学環境防災研究センター 2)名古屋大学災害対策室 

202 近年の自然災害への対応にみる学校防災の展開と課題 
○藤岡達也  
上越教育大学大学院 

203 緊急地震速報による避難訓練と地震計の波形を用いた防災教材の開発 
○矢崎良明  
板橋区立高島第一小学校 
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座長 矢萩惠一 （学校安全教育研究所） 
204 災害共済給付データから得られた情報 －  体育的部活動における事故の現状から  － 

○庄司利行  
独立行政法人日本スポーツ振興センター学校安全部安全情報室 

205 学校管理下の災害に関するキーワード分析項目設定について 
（災害発生の状況の中から事故防止のヒントをみつけだす試みとして） 
○岡田正巳  
独立行政法人日本スポーツ振興センター広島支所 

206 学校安全教育としての「歯と口腔の外傷予防」 
○福浦えり子1)  渡邉正樹2) 深井智子1) 戸田芳雄3) 竹下玲1) 安井利一1) 

1)明海大学歯学部社会健康科学講座 2)東京学芸大学3)浜松大学 

 
座長 刈間理介 （東京大学環境安全研究センター） 
207 体育系大学生の競技スポーツにおける辛苦体験と現在の日常生活状況の検討 

○水谷幸恵 櫻井忠義 
日本体育大学 

208 外傷で保健室に来室する生徒の実態と特性 
○植村珠枝  
埼玉県立所沢中央高等学校 

 
昼食・休憩 （12：00～13：00） 
 
Ｓ410教室 
13：00  総会 
     研究奨励賞受賞講演 
 
14：00  シンポジウム２ 「学校での事故・外傷防止の実践と研究」   

座長 川邊重彦（学校安全教育研究所代表）   
シンポジスト 
杉本 裕 （日本スポーツ振興センター）  
木次勝義 （出雲市立高松小学校）  
大木聖子 （東京大学地震研究所） 
川崎雅和 （文京区立窪町小学校） 
竹鼻ゆかり（東京学芸大学） 

 
16：30  閉会予定 
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● 一般口演発表者の皆様へ 
・ 口演の発表時間は 12 分（発表 8 分，討論 4 分）です。なお７分で１鈴，８分で２鈴，12 分で 3 鈴鳴ら

します。 
・ Windows 版パワーポイント 2003 が使用可能です。パワーポイント使用の場合は，事前に事務局まで

CD-Rにてデータを送付願います。 
・ 配布資料がある場合は受付にお渡しください。 
・ 発表者，共同発表者は本学会会員に限ります。 
・ 発表者は，必ず事前に参加申し込みをして下さい。 
 
● 一般口演座長の皆様へ 
・ 次座長席を用意しておりますので，ご担当の時間前にはご着席ください。 
・ 担当時間の進行は座長に一任致します。なお時間内（一人 12 分まで）に終了するようにご協力をお願い致し

ます。 
 


