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㛤ദせ㡿
 ㊃᪨
 ᮾ᪥ᮏ㟈⅏ࡢⓎ⏕ࡽ  ᖺࡀ⤒㐣ࡋ㸪㜵⅏ᩍ⫱ࡢయไ࣭⤌ࡳ࣭ෆᐜࢆ࠺ࡍࡿ࠸࠺ᐇ㉁ⓗ࡞㆟ㄽ↔
Ⅼࡀ⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋⓎ㐩ẁ㝵ࢆ⪃៖ࡋࡓ⣔⤫ᛶ㸪ㄞᮏ➼ࡢᩍᮦά⏝㸪ᆅᇦ࣭ᐙᗞࡢ㐃
ᦠ࡞㸪Ꮫᰯ㜵⅏ᩍ⫱ࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛㸪ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵ㸪⌧ሙᩍဨ㸪⾜ᨻ㛵ಀ⪅㸪᭷㆑⪅ࢆ࠼࡚ウㄽࡍࡿ࠸࠺ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദ
ࡋࡲࡍࠋཧຍ⪅ࡢࡳ࡞ࡉࡲࡶၥ㢟ព㆑ࢆඹ᭷ࡋ㸪┠ᣦࡍࡁ᪉ྥᛶࢆ᥈ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸⪃࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪᪥ᖖࡢࣜࢫࢡࢆໟᣓⓗ㆟ㄽࡍࡿࡓࡵ㸪㏻Ꮫ㊰ࡢᏳࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶ⏬ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ၥ㢟ゎỴྥࡅ࡚㸪᭷┈࡞ពぢࡢሙ࡞ࡿࡇࢆᮇᚅࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
➨  ᅇᐑᇛᐇ⾜ጤဨ


 㛤ദ᪥࠾ࡼࡧሙ
᪥㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ ᅵ 㸪 ᪥ ᪥ 
ሙ㸸ᮾᕤᴗᏛ ඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ ࣓࣮ࣔࣜࣝ࣍ࣝ
㸦ྎᕷኴⓑ༊ඵᮌᒣ㤶⏫ 㸧

ۑྎᕷႠࣂࢫ㸦-5 ྎ㥐ࡼࡾ⣙  ศ㸧
ྎ㥐๓すཱྀࣂࢫࣉ࣮ࣝ  ␒ࡾሙࡼࡾ
ࠕඵᮌᒣ༡࣭す㧗ᰯ㸦㟋ᒇᶫ࣭ື≀බᅬ࣭᪥㉥㝔⤒⏤㸧
ࠖ
ࠕ⥳ࣨୣ୕┠㸦㟋ᒇᶫ࣭ື≀බᅬ⤒⏤㸧
ࠖ
ࠕື≀බᅬᚠ⎔㸦ឡᶫ࣭ྎᇛ㊧༡⤒⏤㸧
ࠖ⾜ࡁ㌴㸪
ࠗᮾᕤඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠘ୗ㌴
ۑᐑᇛ㏻ࣂࢫ㸦-5 ྎ㥐ࡼࡾ⣙  ศ㸧
ྎ㥐๓すཱྀࣂࢫࣉ࣮ࣝ  ␒ࡾሙࡼࡾ
ࠕ㛗⏫㥐ᮾཱྀ㸦ື≀බᅬ࣭ᯇࣨୣ⤒⏤㸧
ࠖ⾜ࡁ㌴㸪
ࠗᮾᕤඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ࠘ୗ㌴
࣮ࢩࢡࢱۑ
ࠕᮾᕤᴗᏛඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫࠖᣦ♧㸪-5 ྎ㥐ࡼࡾ⣙  ศ
㸦」ᩘࡢ࢟ࣕࣥࣃࢫࡀ࠶ࡾࡲࡍࡢ࡛㸪ᚲࡎඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫᣦ♧ࡋ࡚ୗࡉ࠸㸧

ͤᮇ㛫୰㸪ྎᕷෆ୰ᚰ㒊࡛ࡁ࡞࣋ࣥࢺࡀ㛤ദࡉࢀࡲࡍࠋ࣭ΰ㞧➼ࡀணࡉࢀࡲࡍࡢ࡛㸪
࠾᪩ࡵ࠾㉺ࡋୗࡉ࠸ࠋ

࣭ሙࡣ㸪ᮾᕤᴗᏛඵᮌᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫෆࡢ㸷ྕ㤋㸱) ࣓࣮࡛ࣔࣜࣝ࣍ࣝࡍࠋࣂࢫࠕᮾᕤඵᮌ
ᒣ࢟ࣕࣥࣃࢫ࡚ࠖ㝆㌴ᚋ㸪ṇ㛛ධཱྀ㸦Ᏺ⾨ᐊᶓ㸧ࢆධࡗ࡚ࡍࡄྑᡭࡢᰯ⯋࡛ࡍࠋཷࡣ㸯) ࡛ࡍࠋ
࣭࠾㌴࡛࠾㉺ࡋࡢ᪉ࡣ㸪➨  㥔㌴ሙࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠋྎᕷෆࡽ㸪ྥᒣ⤒⏤࡛࠾㉺ࡋࡢ࣮ࣝࢺࡔ㸪ᮾᨺ
㏦ᡭ๓ࡢ࣮ࣟࢯࣥᶓࡢ୕ཫ㊰ࢆᕥᢡ࡛㐨࡞ࡾᆏ㐨ࢆୗࡾࡲࡍ㸪ྑᡭᮾ㛛㸦㥔㌴ሙධཱྀ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
㥔㌴ᚋ㸪࢟ࣕࣥࣃࢫෆࢆࠕ㝵ẁЍ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢱЍ㝵ẁ࡛ࠖୖࡾ㸪 ྕ㤋࠾㉺ࡋୗࡉ࠸ࠋ
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 ཧຍ๓⏦㎸
࡞㐠Ⴀࢆ⾜࠺ࡓࡵဨ㸪㠀ဨࡶ  ᭶  ᪥㸦㔠㸧ࡲ࡛ୗグࡢົᒁ㸪)$; ࡲࡓࡣ (PDLO ࡛
ᡤᒓ㸪Ặྡࢆࡈ㐃⤡ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺㸪ࡈ༠ຊࡢ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋᙜ᪥ཧຍࡶཷࡅࡅࡲࡍࡀ㸪ୖࡢ⥾ษ
᪥௨㝆ࡢ⏦㎸ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪ሙࡢ‽ഛࡢ㒔ྜୖ㸪๓㸪(PDLO ࡚࠾ၥ࠸ྜࢃࡏࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺࠾㢪
࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

 ཧຍ㈝
 ࡞㐠Ⴀࡢࡓࡵ㸪᭱ᐤࡾࡢ㒑౽ᒁ࡚ࠕ㎸ྲྀᢅ⚊ࠖࢆࡈ⏝ࡢୖ㸪ୗグཱྀᗙ㡯┠㸪ධ㔠ෆヂ㸪ྜィ㔠
㢠ࢆࡈグධࡢୖ㸪๓ࡈ㏦㔠ࡃࡔࡉ࠸ࡲࡍࡼ࠺㸪ࡈ༠ຊࡢ࠾㢪࠸⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ㎸ᡭᩘᩱࡣ⮬ᕫ㈇ᢸ
࡞ࡾࡲࡍࠋᙜ᪥ཧຍࡶཷࡅࡅࡲࡍࡀ㸪ୖࡢ⥾ษ᪥௨㝆ࡢ┤๓ࡢ⏦㎸ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣ㸪ධ㔠ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ
㎸᫂⣽➼ࢆࡈᣢཧୗࡉ࠸ࠋ
ཧຍ㈝㸪ሗཧຍ㈝➼ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛ࡍࠋ

㡯┠

㔠㢠

 ဨཧຍ㈝㸦ྵண✏㞟㸧

 

 㠀ဨ࣭Ꮫ㝔⏕ཧຍ㈝㸦ྵண✏㞟㸧

 

 Ꮫ㒊Ꮫ⏕ཧຍ㈝㸦ྵண✏㞟㸧

↓ᩱ

 ሗཧຍ㈝

 

 ண✏㞟ࡢࡳ㸦 ࣭ྵ㏦ᩱ㸧

 

ཱྀᗙྡ⛠㸸᪥ᮏᏳᩍ⫱Ꮫ➨  ᅇᐑᇛ
ཱྀᗙグྕ␒ྕ㸸㸮㸰㸰㸯㸮㸳㸯㸯㸲㸷㸱㸷

 ➨  ᅇᐑᇛ㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏඛ㸭ཧຍ⏦㎸ඛ
㛵ࡍࡿ࠾ၥ࠸ྜࢃࡏ㸪ࡲࡓཧຍ⏦㎸ࡣୗࡢົᒁࡲ࡛࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

᪥ᮏᏳᩍ⫱Ꮫ➨  ᅇᐑᇛᐇ⾜ጤဨົᒁ
ࠛ
ᐑᇛ┴ྎᕷኴⓑ༊ඵᮌᒣ㤶⏫㸱㸳Ѹ㸯 ᮾᕤᴗᏛᩍ⫋ㄢ⛬ࢭࣥࢱ࣮ෆ
(PDLOMDVH#GFUFWRKRNXDFMS)$;

ཧຍ⏦㎸⏝⣬ࡣ㺂᪥ᮏᏳᩍ⫱ᏛࡲࡓࡣᮾᕤᴗᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡽࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ࣭᪥ᮏᏳᩍ⫱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
KWWSSDUNLWFXWRN\RDFMSNDULPDODE-$6(-$6(KWPO
 ࣭ᮾᕤᴗᏛ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
KWWSZZZWRKWHFKDFMSQHZVBKWPO

࣭᭱᪂ሗࡣ㸪᪥ᮏᏳᩍ⫱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡚ࡈ☜ㄆୗࡉ࠸ࠋ
࣭࡞࠾㸪ᮇ㛫୰㸪ྎᕷෆ୰ᚰ㒊࡛㛤ദࡉࢀࡿ࣋ࣥࢺࡢᙳ㡪ࡼࡾ㸪ᕷෆ࣍ࢸࣝࡢᐟἩࡀண⣙ࡋࡃ࠸
≧ἣ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᐟἩࢆணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡣ㸪࠾᪩ࡵࡢᐟἩண⣙ࢆ࠾່ࡵ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ

 ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥ
Ũ ཧຍࡍࡿ࡚ࡢ᪉ࠎ
y
ࡈ᮶ሙ࡞ࡽࢀࡲࡋࡓࡽ㸪 ྕ㤋  㝵࡚ཧຍࡢཷࢆ῭ࡲࡏ࡚ୗࡉ࠸ࠋཷྡᮐࢆ࠾Ώࡋࡋࡲ
ࡍࡢ࡛㸪ሙෆ࡛ࡣྡᮐࢆ╔⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
y
ṇ㛛ࡽࡣ㌴࡛ࡢධᰯࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ࠾㌴࡛࠾㉺ࡋࡢ᪉ࡣ㸪ᮾ㛛ࡽධࡾ➨  㥔㌴ሙࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠋ

ཱྀ⯡୍ ۑ₇Ⓨ⾲⪅ࡢⓙᵝ
y
ཱྀ₇ࡢⓎ⾲㛫ࡣ  ศ㸦Ⓨ⾲  ศ㸪ウㄽ  ศ㸧࡛ࡍࠋ࡞࠾㸪 ศ࡛  㕥㸪 ศ࡛  㕥㸪 ศ࡛  㕥
ࢆ㬆ࡽࡋࡲࡍࠋ
y
:LQGRZV ∧ࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺ  ࡀ⏝ྍ⬟࡛ࡍࠋࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࢹ࣮ࢱࡣ 86% ࣓࣮࡛ࣔࣜᣢཧࡋ㸪
➨  ᪥┠㸦 ᭶  ᪥㸧ࡢ㛤๓  㡭ࡲ࡛㸪ሙタ⨨ࡢࣀ࣮ࢺ 3& ಖᏑࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ➨  ᪥┠
᮶ሙࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㸪➨  ᪥┠㸦 ᭶  ᪥㸧 㡭ࡲ࡛㸪ࢹ࣮ࢱࢆሙタ⨨ࡢࣀ࣮ࢺ 3& ಖᏑ
ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㐍⾜ࡢࡓࡵ㸪ఱ༞ࡈ༠ຊࡢࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
y
Ⓨ⾲⪅ࡣᮏᏛဨ㝈ࡾࡲࡍࠋⓎ⾲⪅ࡣ㸪ᚲࡎ๓Ꮫධࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ཱྀ⯡୍ ۑ₇ᗙ㛗ࡢⓙᵝ
y
ᢸᙜ㛫ࡢ㐍⾜ࡣᗙ㛗୍௵ࡋࡲࡍࠋ࡞࠾㸪㛫ෆ㸦 ே  ศࡲ࡛㸧⤊ࡍࡿࡼ࠺ࡈ༠ຊࢆ࠾
㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
 ۑఇ᠁ࢥ࣮ࢼ࣮࣭㣗ࡘ࠸࡚
y
 ྕ㤋 )WRKWHFK)2580 ࢆఇ᠁ࢥ࣮ࢼ࣮ࡋ࡚࠾࠸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
y
Ꮫ⏕㣗ᇽࡣ㸪 ྕ㤋య⫱㤋 %) ࠶ࡾࡲࡍࠋ➨  ᪥┠ࡢ  ᭶  ᪥ ᪥ 㸸㹼㸸 ࡢࡳႠᴗࡋ࡚
࠸ࡲࡍࠋ➨  ᪥┠ࡢ㣗ࡣ㸪Ꮫ⏕㣗ᇽࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠋ
y
࡞࠾㸪Ꮫ⏕㣗ᇽࡣ➨  ᪥┠ࡢ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧ࡣႠᴗࡋ࡚࠾ࡾࡲࡏࢇࠋ࢟ࣕࣥࣃࢫ࿘㎶ࡢ㣧㣗ᗑ࣭ࢥ
ࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫࢫࢺࡣ㸪ሙࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛㸪➨  ᪥┠ࡢ㣗ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࡈᣢཧ㢪࠸ࡲࡍࠋ

➼࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩ ۑᡴྜࡏࢥ࣮ࢼ࣮ࡘ࠸࡚
y
 ྕ㤋㸯) ࡢᩍᐊࢆࡈ⏝ୗࡉ࠸ࠋ㐺ᐅ㸪ᡴྜࡏࢆ࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࡚࠸ࡘࢡ࣮ࣟࢡ ۑ
y
ࢡ࣮ࣟࢡࡣ  ྕ㤋㸯) ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋࡓࡔࡋ㸪㈗㔜ရࡣྛ⮬࡛⟶⌮ࢆ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
 ۑሗࡘ࠸࡚
y
ሗࡣ㸪 ྕ㤋 )WRKWHFK)2580 ࡚㸪➨  ᪥┠ࡢ  ᭶  ᪥㸦ᅵ㸧 ࡼࡾ⾜࠸ࡲࡍࠋ

プログラム
第 1 日 9 月 13 日（土） 東北工業大学 八木山キャンパス メモリアルホール
12:30～12:40 学会理事長挨拶 渡邉 正樹（東京学芸大学教授）
年次学会長挨拶 小川 和久（東北工業大学教授）
12:40～13:40 基調講演「夢みる防災教育～防災に関する教育／防災を通した教育」
講師 矢守 克也（京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授）
座長 小川 和久（東北工業大学教職課程センター教授）
13:50～15:40 シンポジウム(1) 「学校防災教育の実践上の課題を乗り越えるために」
座長 戸田 芳雄（東京女子体育大学教授）
シンポジスト
阿部 正人（宮城県気仙沼市立面瀬小学校教諭）
千葉 久美子（仙台市立北六番丁小学校教諭）
森本 晋也（岩手県教育委員会指導主事）
コメンテーター
佐藤 浩樹（文部科学省スポーツ・青少年局調査官）
村山 良之（山形大学大学院教育実践研究科教授）
15:50～17:38 一般口演(1) （一人発表 9 分，質疑応答 3 分）

【セッション 1】15:50～16:38
座長 堀 清和（兵庫医科大学）
101 自然災害，防災教育に関する新教科設置の意義と課題
―被災地の文科省研究開発学校における実践的研究への期待―
○藤岡 達也 1) 佐藤 健 2) 五十嵐 素子 3)
1)滋賀大学 2)東北大学 3)北海学園大学
102 小学校における防災教育の現状と課題
○矢崎 良明
鎌倉女子大学講師，板橋区学校防災・安全教育専門員
103 防災共育を実現するための愛マッププロジェクト
○城下 英行 1) 原 愛樹 2) 玉置 崇 3) 斉藤 早苗 4)
1)関西大学社会安全学部 2)フリーランスデザイナー 3)小牧中学校 4)小牧中学校 PTA
104 北淡震災記念公園における語りべ活動の防災啓発
○森 康成
徳島大学大学院先端技術科学教育部

【セッション 2】16:38～17:38
座長 藤岡 達也（滋賀大学）
105 学校教育における防災教育の教材開発
○黒光 貴峰
鹿児島大学
106 危機意識を可視化する―津波防災教育を支援するコミュニケーションツールの開発―
○近藤 誠司
関西大学社会安全学部

107 発達障害・自閉症の子どもの事故予防―実態と対策
○堀 清和 1) 村上 佳司 2) 宮田 美恵子 3)
1)兵庫医科大学 2)國學院大學 3)NPO 法人 日本こどもの安全教育総合研究所
108 発達障害・自閉症の子どもへの防災教育に関する研究
○村上 佳司 1) 堀 清和 2) 宮田 美恵子 3)
1) 國學院大學 2) 兵庫医科大学 3)NPO 法人 日本こどもの安全教育総合研究所
109 特別支援児童・生徒の犯罪からの安全教育に関する研究
○宮田 美恵子 1) 堀 清和 2)
村上 佳司 3)
1) NPO 法人 日本こどもの安全教育総合研究所，順天堂大学 2) 兵庫医科大学 3) 國學院大學
18:00～20:00 情報交換会
（会場 東北工業大学 tohtech FORUM）

第 2 日：9 月 14 日（日） 東北工業大学 八木山キャンパス メモリアルホール
9:00～ 11:24 一般口演(2)（一人発表 9 分，質疑応答 3 分）

【セッション 3】9:00～9:48
座長 小田 隆史（宮城教育大学）
201 災害ボランティアセンター運営入門用映像教材の作成
○山城 新吾 1) 福井 三希子 2)
1)徳島文理大学 2)徳島県社会福祉協議会
202 南海トラフ地震津波の浸水エリアに位置する保育所の防災対策
中野 晋 ○鳥庭 康代
徳島大学環境防災研究センター
203 都立防災教育推進校に実施した災害教育でみえてきた社会的リスク要因
○坪内 暁子 1) 内藤 俊夫 1) 大槻 公一 2) 佐藤 健 3) 上野 隆 1) 新井 一 1)
1)順天堂大学 2)京都産業大学 3)東北大学
204 最悪の結果から考える弱点発見ワークショップの試行
○藤本 一雄 1) 坂本 尚史 1) 狩野 勉 1) 細川 正清 1) 室井 房治 1) 仲田 博史 2)
1)千葉科学大学 2)銚子商工会議所 3)人と防災未来センター

【セッション 4】9:48～10:36
座長 木宮 敬信（常葉大学）
205 教員養成課程の学生及び現職教員の学校安全への意識及びニーズ
○戸田 芳雄 1) 佐藤 喜代 2) 榎本 竜二 1) 小野田 桂子 1) 早瀬 健介 1)
1)東京女子体育大学 2)聖セシリア女子短期大学
206 教員養成大学におけるサービスラーニングとしての防災・復興教育
○小田 隆史
宮城教育大学教育復興支援センター
207 学校防災・危機管理人材育成の取り組み
○中野 晋 1) 阪根 健二 2) 山城 新吾 3)
1)徳島大学環境防災研究センター 2)鳴門教育大学 3)徳島文理大学
208 山形県鶴岡市における学校の防災管理と防災教育の支援
○村山 良之 1) 山口 幸一 2) 八渡 宗一郎 2) 笠原 慎一郎 3) 秋場 淳 3)
1)山形大学 2)静岡市教育委員会 3)山形大学院生

加藤 学 3)

近藤 伸也 3)

【セッション 5】10:36～11:24
座長 中野 晋（徳島大学）
209 大学生を対象とした卓上訓練 ―結果の特徴と課題―
○渡邉 正樹
東京学芸大学
210 小学校における「交通安全リーダーと語る会」の現状と課題について
○木宮 敬信 1) 村上 佳司 2)
1)常葉大学 2)國學院大學
211 アジア・太平洋地域の教員の安全意識に関する研究
藤田 大輔 ○山根 友美
大阪教育大学
212 学校と消防署の共同による地域河川を利用した水難事故防止学習
○稲垣 良介 1) 岸 俊行 2)
1)福井大学大学院教育学研究科 2)福井大学教育地域科学部教育実践総合センター
11:24～12:30 昼食・休憩
12:30～13:10 総会および表彰式

13:15～14:00 特別講演「危険回避の意思決定を仮想体験するための教材『防災すごろく』
」
講師 菊池 輝（東北工業大学工学部准教授）
座長 小川 和久（東北工業大学教職課程センター教授）
14:05～14:35 年次学会長講演

「青年期における交通安全教育の課題～自己理解にもとづくアプローチ～」
講師 小川 和久（東北工業大学教職課程センター教授）
座長 佐藤 健（東北大学教授）
14:45～16:25 シンポジウム(2) 「通学路の安全を考える～生活安全・交通安全・災害安全の観点から～」
座長 西岡 伸紀（兵庫教育大学大学院教授）
シンポジスト
牛島 三重子（東京都台東区立金竜小学校校長）
武井 淳（静岡県教育委員会指導主事）
豊沢 純子（大阪教育大学 学校危機メンタルサポートセンター准教授）
コメンテーター
藤田 大輔（大阪教育大学 学校危機メンタルサポートセンター教授）
矢崎 良明（鎌倉女子大学講師・東京都板橋区教育委員会専門員）
16:25～16:30 閉会挨拶

