
   大会日程 

 

  

 第１日：11月2日(金)  

 

10：30         11：00          12：00          13：00          13：20          14：40          17：30     

10：30～ 11：00～12：00 12：00～13：00 13：00～13：20 13：20～14：20 14：40～17：00 17：30～19：30 

理事会受付 理事会 参加者受付 

昼食・休憩 

学会理事長 

年次学会長 

挨拶 

年次学会長 

講演 

一般口演Ⅰ 

 

懇親会 

センター1F入口 センター2F 

プログラム開発室 

センター1F入口 さつきホール さつきホール さつきホール センター2F 

プログラム開発室 

※昼食・休憩はセンター2Fプログラム開発室、または国際教育センター1Fをご利用下さい 

 

 

 

 

 第２日：11月3日(土)  

 

8：30            9：00           12：25           13：20           14：00           14：50          16：50     

8：30～ 9：00～12：25 12：25～13：20 13：20～13：50 14：00～14：30 14：50～16：50 16：50～17：00 

参加者受付 一般口演Ⅱ 

 

昼食・休憩 総会 特別講演 

 

シンポジウム 閉会挨拶 

センター1F入口 さつきホール  さつきホール さつきホール さつきホール さつきホール 

※昼食・休憩はセンター2Fプログラム開発室、または国際教育センター1Fをご利用下さい 

 

 



 
 13：00～13：10   学会理事長挨拶   東京学芸大学 渡邉 正樹 
 
 13：10～13：20   年次学会長挨拶   大阪教育大学 藤田 大輔 
 
 13：20～14：20    年次学会長講演 （座長 東京学芸大学  渡邉 正樹） 
 
           「安全教育における共感と協働」           大阪教育大学 藤田 大輔 

 

 14：20～14：40    20分休憩 

 

 14：40～15：25    一般口演Ⅰ① （座長 西南学院大学  中馬 充子） 

 

 

  14：40  101  神奈川相模原市の侵入者対策訓練と、これからの通報設備に求められる要件 

                                    ＴＯＡ株式会社   金子 真吾 

  14：55  102  安全教育のレリバンスに関する研究 

                        大阪教育大学・大阪教育大学附属池田小学校  松井 典夫 

  15：10  103  地域安全サウンドマップを用いた社会科安全学習の開発 

                              大阪教育大学附属池田小学校   井上 伸一 

 15：25～15：35    10分休憩 

 

 15：35～16：20    一般口演Ⅰ② （座長 大阪教育大学 小山 健藏） 

 

 

  15：35  201  性暴力被害を受けた子ども向け心理教育教材の開発（1）－My Stepの構成と作成－ 

                                     大阪教育大学   野坂 祐子 

  15：50  202  性暴力被害を受けた子ども向け心理教育教材の開発（2）－支援者研修の効果について－ 

                                      徳島大学   井ノ崎 敦子 

  16：05  203  足と健康 

                                  株式会社ひだまり会   香川 英樹 

 16：20～16：30    10分休憩 

 

 16：30～17：00    一般口演Ⅰ③ （座長 東京大学 環境安全研究センター 刈間 理介） 

 

 

  16：30  301  ESDの観点からみた新潟県における防災教育の現状と課題 

                                     上越教育大学   藤岡 達也 

  16：45  302  生徒が死亡したときの学校への緊急支援プログラム 

                                      武蔵野大学   藤森 和美 

  17：00         終 了 

 

 17：30～19：30    懇親会 



 

   9：00～9：45    一般口演Ⅱ① （座長 東京女子体育大学 戸田 芳雄） 

 

 

   9：00  401  人形劇の手法を用いた道路横断行動の観察学習 

                                     東北工業大学   小川 和久 

   9：15  402  集団登下校時の事故を想定した高学年児童向けの交通安全教育 

          －小学校における交通安全リーダー育成の試み－ 

                              一般財団法人 日本自動車研究所   大谷 亮 

   9：30  403  役割の付加による幼児の道路横断行動の変化 

                                    奈良佐保短期大学   山口 直範 

  9：45～9：55     10分休憩 

 

  9：55～10：40    一般口演Ⅱ② （座長 大阪教育大学  豊沢 純子） 

 

 

   9：55  501  小学校の地震教育の再構築について －５分８秒の「その時をどうする」－ 

                              株式会社ステップ総合研究所   清永 奈穂 

  10：10  502  園での地震防災教育の充実化のための教材作成とその活用報告 

                                     福岡教育大学   山田 伸之 

  10：25  503  地名を題材にした防災教育プログラムの実践 

                                        東北大学   佐藤 健 

 10：40～11：00     20分休憩 

 

 11：00～11：45    一般口演Ⅱ③ （座長 兵庫教育大学大学院 西岡 伸紀） 

 

 

  11：00  601  災害時アクションカードを活用した学校防災管理 

                                         徳島大学   中野 晋 

  11：15  602  防災教育センターを活用した複層的な学びの実現                                     

                                        関西大学   城下 英行 

  11：30  603  様々な環境下におけるリスクマネジメント －災害から感染症まで－ 

                                        長崎大学   後藤 健介 

 11：45～11：55     10分休憩 

 

 11：55～12：25    一般口演Ⅱ④ （座長 大阪教育大学 岩切 昌宏） 

 

 

  11：55  701  学校における生徒の緊急時への対応と課題に関する考察 

          －養護教諭を対象とした質問紙調査から－ 

                                 大阪府立渋谷高等学校   元田 綾子 

  12：10  702  介護老人保健施設における安全管理 

                                      太成学院大学   堀 清和 



 12：25～13：20     昼食・休憩 

 

 13：20～13：50   総会 

 

 13：50～14：00     10分休憩 

 
 14：00～14：30    特別講演 （座長 明海大学  松本 勝） 
 
           「今後の災害安全教育の充実と発展を願って」      東北大学  佐藤 健  

 

 

 14：30～14：50     20分休憩 

 

 14：50～16：50    シンポジウム      

 

    テーマ ： 共感と協働を目指した安全教育の実践と課題  

     ～ 「犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発」を通して ～ 

 

 

  【基調報告】 

     藤田 大輔 （大阪教育大学） 

       科学技術振興機構・社会技術研究開発センター委託事業： 

       「犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発」プロジェクト代表 

 

  【実践報告】 

    ・ 金竜小学校におけるe-learningシステムの実践 

                              台東区立金竜小学校（東京都）  安部 浩也 

    ・ タブレットＰＣを活用したe-learning「安全学習システム」の実践 

                          大阪教育大学附属池田小学校（大阪府）  井上 伸一 

    ・ 島根県出雲市立遙堪小学校（４・６年生）における 

                       「e-learningを使った安全学習教材」活用実践 

                               出雲市立遙堪小学校（島根県）  飯島 仁 

    ・ 広島市立矢野西小学校の実践 

                             広島市立矢野西小学校（広島県）  岩澤 弘次郎 

    ・ 低学年におけるe-learningを活用した授業実践について 

                              天草市立佐伊津小学校（熊本県）  大野 睦子 

  【実証実験データの分析とまとめ】 

     豊沢 純子 （大阪教育大学） 

 

 

 16：50～17：00    閉会挨拶 
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