
 

日本安全教育学会第 18回岡山大会 一般口演 プログラム 

 

第１日：一般口演Ⅰ 
 

セッションＡ 第１会場（Ａ２１） 9月23日（土）16:00－16:48 

〈危機管理（校内連携①〉 座長：村上 佳司（國學院大學）        

 
A-1  災害時における教員の職業的役割 －「使命感」と「多忙感」に着目して－ 

……………… 39 
                                        奈良学園大学         〇松井 典夫 

 
A-2 徳島県沿岸部の公立学校における災害時教育継続に関する検討状況 

                      ……………… 41 
   徳島大学環境防災研究センター         〇中野  晋 

徳島県立小松島西高等学校           蔭岡 弘知 
 

A-3  災害発生時における学校の危機管理・事業継続と養護教諭の役割に関する研究 
   －危機管理マニュアル作成時の養護教諭参加状況による比較－   

 ……………… 43 
 山陽学園大学     〇田村 裕子 

東京学芸大学      渡邉 正樹 

 
A-4  スクールカウンセラーの被災地支援業務に関する意識調査 

……………… 45 
徳島大学大学院先端技術科学教育部博士後期課程    〇川瀬 公美子 

徳島大学環境防災研究センター      中野  晋 
徳島大学大学院社会産業理工学研究部社会総合科学域      内海 千種 

 
 

セッションＢ 第１会場（Ａ２１） 9月 23日（土）17:00－17:36 

〈危機管理（地域連携）〉 座長：矢崎 良明（鎌倉女子大学） 

 
B-1 緊急地震速報を活用した南海トラフ地震への対応の試み 

          ……………… 47 
 災害・危機対応支援センター      〇森  康成 
徳島大学環境防災研究センター       中野   晋 

 
B-2 地域防災への関わり‐学校としての取り組み‐ 

                    ……………… 49 
ふじのくに防災フェロー第６期生・学校法人自由学園 危機管理本部    〇蓑田 圭二 

静岡大学教育学部・防災総合センター       村越  真 
 

B-3 「復興・防災マップづくり」実践のための手引きの開発 
        ……………… 51 

東洋英和女学院大学      〇桜井 愛子 
東北大学災害科学国際研究所       北浦 早苗 

山形大学        村山 良之 
東北大学災害科学国際研究所        佐藤  健 



 

 
セッションＣ 第３会場（Ａ３２） 9月 23日（土）16:00－16:36 

〈防災教育（カリキュラム①）〉 座長：三木 とみ子（女子栄養大学）      
 

C-1  生徒の主体的学習にもとづく学校防災教育の評価について 
 ……………… 53 

東北工業大学      〇小川 和久 
岩手大学     森本 晋也 

 
C-2  生徒の主体的学習にもとづく学校防災教育のカリキュラムについて 

……………… 55 
 岩手大学     〇森本 晋也 

東北工業大学      小川 和久 
 

C-3  防災教育の教育的価値の考察および実効的防災教育カリキュラムの共同開発 
～横浜市立白幡小学校をフィールドとして～ 

……………… 57 
 慶應義塾大学総合政策学部   〇小幡 宣友 

慶應義塾大学院政策・メディア研究科    永松 冬青 
慶應義塾大学環境情報学部    松本 光広 
慶應義塾大学総合政策学部    所 里紗子 
慶應義塾大学環境情報学部    大木 聖子 

 
 

 
セッションＤ 第３会場（Ａ３２）9月 23日（土）16:48－17:36    

〈防災教育（教材開発①）〉 座長：折本 浩一（安田女子大学）  

 
D-1  大崎市立岩出山小学校における地域の教育力を活かした防災教育資料の創造 

……………… 59 
                  東北大学災害科学国際研究所   〇佐藤  健 

東洋英和女学院大学     桜井 愛子 
 

D-2  災害常襲地における防災教育の変遷 －北海道有珠山周辺地域を例に－  
 ……………… 61 

東北大学災害科学国際研究所    〇定池祐季 
 

D-3  災害レジリエンスを高めるための読み物教材としての空襲体験談の利用可能性  
……………… 63 

千葉科学大学    〇藤本 一雄 
千葉科学大学     戸塚 唯氏 

 
D-4  郷土の魅力と災害・事故等を学ぶための「銚子学」教科書の作成 

……………… 65 
                   千葉科学大学    〇木村 栄宏 

千葉科学大学         藤本 一雄 
千葉科学大学         伊永 隆史 
千葉科学大学       〇伊勢﨑 翼 



 

第２日：一般口演Ⅱ 
 

セッション E 第１会場（Ａ２１）9月 24日（日）9:00－10:12  

〈生活安全・交通安全・特別支援・その他〉 座長：戸田 芳雄（東京女子体育大学） 

 
E-1  タイ王国における中学生の安全意識や行動について 

……………… 67 
常葉大学    〇木宮 敬信 

 
E-2  国公立大学における防災対策－障害のある学生への対応の現状－ 

……………… 69 
香川大学学生支援センター     〇大沼 泰枝 

神戸大学キャンパスライフ支援センター        村中 泰子 
 
E-3  障害児者の交通被害の実態と教育上の課題 

……………… 71 
 

 兵庫医科大学     〇堀  清和 
國學院大学      村上 佳司 
順天堂大学     宮田 美恵子 

東北工業大学      小川 和久 
 

E-4  子供の犯罪被害防止に関する研究(1)－危険事案と犯罪不安に関する調査結果 
……………… 73 

科学警察研究所     〇齊藤 知範 
科学警察研究所     山根 由子 

財団法人ひょうご震災記念 21世紀研究機構 人と防災未来センター         松川 杏寧 
 

E-5  子供の犯罪被害防止に関する研究(2)－紙地図調査の設計と地理的分析 
                    ……………… 75 

                            科学警察研究所       〇山根 由子 
科学警察研究所     齊藤 知範 

財団法人ひょうご震災記念 21 世紀研究機構 人と防災未来センター        松川 杏寧 
 
E-6  登下校の安全は誰が守るのか 

  ……………… 77 
 鎌倉女子大学    〇矢崎 良明 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
セッションＦ 第１会場（Ａ２１） 9月 24日（日）10:24－11:00 

〈危機管理（校内連携②）〉 座長：田嶋 八千代（岡山大学） 

 
 

F-1  食物アレルギーの理解と対応のための学校管理職を対象とした 
研修プログラム開発 第 1 報  
－児童生徒の心身の健康に関する危機に対する学校管理職の意識の実態― 

                          ……………… 79 
      東京家政大学     〇平川 俊功 

女子栄養大学    大沼 久美子 
埼玉県教育委員会      芦川 恵美 
所沢市教育委員会     澤村 文香 

埼玉県立草加東高等学校    道上 恵美子 
埼玉県立川越特別支援学校     佐藤 智明 
埼玉県立川口工業高等学校     染谷 明生 
埼玉県立熊谷女子高等学校     内田  孝 

 
 

F-2  食物アレルギーの理解と対応のための学校管理職を対象とした 
研修プログラム開発 第２報 
―学校管理職の意識の実態やニーズに対応した研修プログラム― 

 ……………… 81 
女子栄養大学  〇大沼 久美子 
東京家政大学    平川 俊功 

埼玉県教育委員会    芦川 恵美 
所沢市教育委員会    澤村 文香 

埼玉県立草加東高等学校   道上 恵美子 
埼玉県立川越特別支援学校    佐藤 智明 
埼玉県立川口工業高等学校    染谷 明生 
埼玉県立熊谷女子高等学校    内田  孝 

 
F-3  教職員の緊急対応における実践力向上について 

～危機管理に関する校内研修の分析を通して～ 
                     ……………… 83  

 岡山県立岡山南高等学校    〇見平  悠  
浅口市立寄島小学校    〇亀岡  涼 

那覇市立さつき小学校   仲宗根 笑夢 
岡山大学大学院   宮本 香代子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

セッションＧ 第１会場（Ａ２１）9月 24日（日）11:10－11:46   

〈防災教育（その他）〉 座長：桜井 愛子（東洋英和女学院大学） 

 
G-1 助けられる人から助ける人になる！「ひなんくんれんゲーム」を提案する 

 ……………… 85                       
          NPO 北海道防災教育研究センター 赤鼻塾    〇藤澤  誠 

     
G-2 大学生の災害発生時の行動と避難訓練の実施について 

                 ……………… 87 
                                 高梁市立巨瀬小学校      〇植田 菜月 

高松市立下笠居中学校     萱原 采佳 
高松市立国分寺北部小学校     川田 遥南 

岡山大学大学院教育学研究科     上村 弘子 
 

G-3 小学生における危機予測・危機回避力の育成に関する研究 
―学校ボランティア活動がもたらす実効性に着目して－ 

  ……………… 89 
                                   プール学院大学     〇八木 利津子 

 
 

 

セッションＨ 第３会場（Ａ３２）9月 24日（日）9:00－9:36    

〈防災教育（教材開発②）〉 座長：坂根 清貴（環太平洋大学）  

 
 

H-1 オーダーメイド避難のための学校防災地図の活用 
－主体的に行動する態度を育むＤＩＧ，クロスロード－  

  ……………… 91 
兵庫教育大学教職大学院    〇曽川 剛志 

 
H-2 幼稚園教育における防災教育の教材開発 

 ……………… 93  
鹿児島大学教育学部附属教育実践総合センター    〇切口 眞里 

鹿児島大学教育学部     黒光 貴峰 
 

H-3 校内防災放送の長期的な教育効果に関する基礎的考察 
    －神戸市長田区真陽小学校におけるアクション・リサーチから－ 

  ……………… 95 
関西大学社会安全学部    〇近藤 誠司 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
セッションＩ 第３会場（Ａ３２）9月 24日（日）9:48－10:24   

〈防災教育（教材開発③・カリキュラム②）〉 座長：木宮 敬信（常葉大学 ）  

 
I-1  土佐清水市の中学生による防災小説 –防災教育のナラティヴ・アプローチ− 

……………… 97 
慶應義塾大学環境情報学部      〇大木 聖子 

慶應義塾大学院政策・メディア研究科    永松 冬青 
慶應義塾大学総合政策学部    所 里紗子 

 
I-2 近年の学校防災を中心とした安全教育に関する課題とその対応 

 ……………… 99 
滋賀大学    〇藤岡 達也 

 
I-3 新学習指導要領にみる防災・安全教育の新たな展開 

－小学校学習指導要領理科「地球」領域の改訂を例にして－   
……………… 101 

徳島県吉野川市川田小学校／兵庫教育大学大学院連合学校教育研究科  〇川真田 早苗 
 
 

セッションＪ 第３会場（Ａ３２） 9月 24日（日）10:36－11:24  

〈学校事故〉 座長：山本 俊美（吉備中央町立下竹荘小学校）  

 
J-1  中学校課外活動におけるケガに対する教諭の意識調査  

  ……………… 103 
岡山大学大学院教育学研究科発達支援学専攻養護教育コース     〇内田 佳世子 

広島市立中等教育学校      岡田 櫻子 
岡山市立灘崎小学校迫川分校      川上 莉那 

特定非営利活動法人ちがさき学童保育の会      富谷 真帆 
福井市文殊小学校      永田 詩織 

岡山大学大学院教育学研究科      松枝 睦美 
 
J-2  中学校における柔道授業の負傷事故の分析 

   ……………… 105 
東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻     〇藤澤 健幸 

  
J-3  学校現場における熱中症に関する知識・意識について－教職員と学生の比較－ 

  ……………… 107 
 奈良教育大学大学院      〇松尾 浩希 

奈良教育大学       笠次 良爾 
 
J-4  学校における頭部打撲時の養護教諭の救急判断について 

   ……………… 109 
岡山大学大学院 教育学研究科 発達支援学専攻 養護教育コース      〇山本 裕子 

岡山大学大学院 教育学研究科      三村 由香里 
岡山大学大学院 教育学研究科      松枝 睦美  
岡山大学大学院 教育学研究科      上村 弘子 

 



 

 
学会特別研究 第３会場（Ａ３２）9月 24日（日）11:30－11:42   

座長：中馬 充子（西南大学 ）  

 
大規模災害時におけるペット同行避難の課題 
－ペットの多様化で高まる人獣共通感染症リスク－ 

         ……………… 111  
順天堂大学    〇坪内 暁子 
東北大学     佐藤  健 

順天堂大学     内藤 俊夫 
東北大学    佐々木 宏之 

順天堂大学     土屋 陽子 
台北医学大学  Fan Chia-Kwung 

人間総合科学大学     丸井 英二 
大阪府立大学     佐伯  潤 

いわき明星大学     奈良 武司 
京都産業大学     大槻 公一 


