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開催要領
1. 趣旨
日本安全教育学会は，昨年，節目となる第 10 回記念大会を東京学芸大学で開催致しました。この 10 年の間，
安全教育に関する調査研究，普及啓発，ならびに安全教育学領域の研究の発展に資する数多くの成果を挙げてき
ました。次の 10 年の第一歩となる第 11 回宮城大会では，
「安全教育の進化と融合」を大会テーマとして掲げまし
た。理論と実践の融合，研究領域の融合，学校と地域社会の融合など，いわゆるイノベーションによって新しい
ものを生み出し，安全教育の研究・実践をさらに進化させていこうというものです。
研究者だけでなく，教職員や行政関係者など，安全教育に関わる様々な方々のための研鑚・情報交流の場とし
て，多くのご参加と活発な議論が展開されることを期待しています。
第 11 回宮城大会実行委員会

2. 開催日および会場
日時：2010 年 9 月 18 日(土)，19 日(日)
会場：東北大学片平さくらホール
（仙台市青葉区片平 2-1-1）

バス停
(東北大正門前)

片平キャンパス
片平さくらホール
東北大学片平キャンパスへのアクセス
○徒歩 JR 仙台駅より約 20 分
○仙台市営バス
仙台駅前西口バスプール 12 番乗り場より
動物公園経由長町ターミナル行』乗車，
『東北大正門前』下車
○宮城交通バス
仙台駅前西口バスプール 12 番乗り場より
『霊屋橋 八木山動物公園経由 地下鉄長町駅たいはっくる行』乗車
『東北大正門前』下車
○地下鉄
地下鉄仙台駅より富沢方面行乗車，
『五橋駅』下車
北 2 番の出入口より地上へ
○タクシー
東北大学片平地区と指示，JR 仙台駅より約 5 分
詳細は下記のホームページをご覧下さい。
http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/about/10/about1002/index.html

片平キャンパスの拡大図

3. 大会日程
第 1 日：9 月 18 日(土)
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大会参加要領
1. 大会参加事前申込
当日も受け付けますが，円滑な運営を行うため会員，非会員とも 8 月 20 日（金）までに下記の大会事務局
に，FAX または E-mail で所属，氏名をご連絡くださいますよう，ご協力のほどお願い致します。

2. 大会参加費
当日も受け付けますが，円滑な運営のため学会事務局から郵送済みの「振込取扱票」に入金内訳，合計金額
をご記入の上，事前にご送金くださいますよう，ご協力のほどお願い申し上げます。
※
※

非会員の方は，最寄りの郵便局にて振込取扱票をご利用の上，下記口座へ項目，金額を明記の上，お
振り込みください。
振込手数料は自己負担となります。

参加費，懇親会費等は下記の通りです。
項目

金額

(1) 会員参加費（含予稿集）

5,000 円

(2) 非会員参加費（含予稿集）

3,000 円

(3) 学生参加費（含予稿集）

1,000 円

(4) 懇親会費

5,000 円

(5) 予稿集のみ（1 冊・含送料）

1,000 円

口座名称：日本安全教育学会第 11 回宮城大会
口座記号番号：02280－7－117111
※

上記の口座にゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関から振り込みをされる場合は，下記内容をご指定
ください。
店名（店番）
：二二九（ニニキユウ）店（229）
預金種目：当座
口座番号：0117111

3. 第 11 回宮城大会に関するお問い合わせ先
日本安全教育学会第 11 回宮城大会 年次学会長
東北大学大学院工学研究科災害制御研究センター
地震地域災害研究分野 源栄正人(モトサカ マサト)
TEL：
（022）795-6169
FAX：
（022）795-7854
E-mail：motosaka@saigai.str.archi.tohoku.ac.jp
同 事務局（参加申込先）
東北大学大学院工学研究科災害制御研究センター
地域減災実践学分野 佐藤 健(サトウ タケシ)・笹木和紀(ササキ ワキ)
TEL：
（022）795-7509
FAX：
（022）795-7854
E-mail：jase2010@saigai.str.archi.tohoku.ac.jp

4. インフォメーション
○ 参加する全ての方々へ

ご来場になられましたら，片平さくらホール 1 階にて参加の受付を済ませて下さい。受付時に名札を
お渡ししますので，会場内では名札を着用してください。

東北大学片平キャンパスへの一般参加者の車での入校はできません。
○ 一般口演発表者の皆様へ

口演の発表時間は 12 分（発表 9 分，討論 3 分）です。なお，8 分で 1 鈴，9 分で 2 鈴，12 分で 3 鈴
を鳴らします。

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，第 1 日目（9 月 18
日）に会場受付にて，USB メモリーか CD-R でデータファイルを提出願います。第 1 日目に来場され
ない場合は，事前に事務局へ提出願います。配布資料がある場合も，当日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ください。
○ 一般口演座長の皆様へ

担当時間の進行は座長に一任します。なお，時間内（1 人 12 分まで）に終了するようにご協力をお
願い致します。
○ 休憩コーナー・昼食について

片平さくらホール 1 階多目的スペースを休憩コーナーとしてお使いください。

片平キャンパス北門カフェテリアは，第 1 日目の 9 月 18 日(土) 11：00～13：30 のみ営業していま
す。

キャンパス周辺の飲食店は，会場から離れていますので，昼食はご持参願います。

第 2 日目の 9 月 19 日のみ，希望者は会場でお弁当（お茶付きで 1,000 円）を受け取ることができま
す。その場合は，大会参加のお申し込みと一緒にお申し込みください。
○ シンポジウム等打合せコーナーについて

片平さくらホール 2 階ラウンジをお使いください。適宜，打合せをお願いいたします。
○ 展示について

今大会にご協賛いただいた企業による展示・販売コーナーを 1 階に設置しました。ご利用ください。
○ 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。

プログラム
第 1 日 9 月 18 日（土） 片平さくらホール 2 階会議室
13:00～13:20 学会理事長挨拶 戸田 芳雄（東京女子体育大学教授）
年次学会長挨拶 源栄 正人（東北大学教授）
13:20～14:20 特別講演(1)「学校・地域の連携による体系的な防災教育の推進」
講師 五島 政一（国立教育政策研究所教育課程研究センター総括研究官）
座長 藤岡 達也（上越教育大学教授）
14:20～15:20 特別講演(2)「防犯意識と防災意識を高めるために－実践を通して考える－」
講師 水田 恵三（尚絅学院大学総合人間科学部人間心理学科教授）
座長 渡邉 正樹（東京学芸大学教授）
15:30～17:15 シンポジウム(1)

「防災教育の実践事例に基づいた教育ニーズと研究シーズの融合を目指して」
座長 村山 良之（山形大学教授）
シンポジスト
星 健太郎（宮城教育大学附属小学校）
佐藤 浩樹（宮城県登米市立米山中学校）
大沼 恵美子（宮城県三桜高等学校）
今村 健二（日本損害保険協会）
佐藤 健（東北大学災害制御研究センター）
17:30～19:30 懇親会
（会場 片平さくらホール 1 階多目的スペース）
第 2 日：9 月 19 日（日） 片平さくらホール 2 階会議室
9:00～ 9:50 年次学会長講演「科学技術と防災教育－求められる学際融合－」
講師 源栄 正人（東北大学教授）
座長 佐藤 健（東北大学准教授）
10:00～12:00 一般口演（一人発表 9 分，質疑応答 3 分以内）

【セッション 1】10:00～10:36
座長 矢崎 良明（板橋区立高島第一小学校長）
101 災害から身を守る教育に資する教材つくり
～地震の揺れを体感できる手作り震動台の作製と活用実践へ向けて～
○山田 伸之
福岡教育大学
102 中国における水害に関する防災教育の現状と課題 －河西省九江市を例として－
○駱 媛 1) 藤岡 達也 2)
1)上越教育大学大学院 2)上越教育大学
103 「参加型」防災を再考する
○城下 英行
関西大学

【セッション 2】10:36～11:12
座長 木宮 敬信（浜松大学准教授）
201 中高生の歩行時，自転車乗車時における携帯電話使用の実態
○渡邉 正樹
東京学芸大学
202 高学年児童が主体となった交通安全教育の実践
－役割演技法を用いた小学校における安全教育の試み－
○大谷 亮，橋本 博，小林 隆，岡田 和未，岡野 玲子
（財）日本自動車研究所
203 交通安全教育が子どもの発達に与える影響 －交通から子どもの学びを考える－
○山口 直範
奈良佐保短期大学
【セッション 3】11:12～12:00
座長 刈間 理介（東京大学環境安全研究センター准教授）
301 家庭内における児童と保護者の安全意識の相違について
～同一設問における回答齟齬家庭の特徴～
○木宮 敬信 1) 阪田 真己子 2)
1)浜松大学 2)同志社大学
302 安全安心様相図を使用した安全教育の有効性に関する研究
○松井 典夫
大阪教育大学附属池田小学校
303 分析の視点を育てる安全教育の授業構成
○井上 伸一 1) 藤田 大輔 1)2) 松井 典夫 1) 淺田 正志 1) 佐々木 靖 1)
1)大阪教育大学附属池田小学校 2)大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター
304 小学校教員養成課程におけるディベート教育の試み
─ 論題「危険防止に関するルール違反があった場合，当該クラス全員に罰則を科すべきである」─
○中馬 充子
西南学院大学
12:00～13:00 昼食・休憩
13:00～14:00 総会，研究奨励賞受賞講演

14:10～15:55 シンポジウム(2)

「学校の交通安全教育を支援する －官・民・ボランティア・学校が連携する枠組みとは－」
座長 小川 和久（東北工業大学共通教育センター教授）
シンポジスト
山内 敏幸（宮城県警察本部交通部）
野藤 智（青森モータースクール）
青木 勝（大阪交通遺児を励ます会）
芝原 功弥（宮城県貞山高等学校）
15:55～16:00 大会事務局長閉会挨拶 佐藤
16:00 閉会予定

健（東北大学災害制御研究センター准教授）

