日本安全教育学会第 20 回山形大会 プログラム
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09:30～ 理事受付 10:00～11:00 常任理事会 11:00～12:30 理事会
12:00～13:00 参加者受付
13:00～13:10 開会
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 村山良之（山形大学・教授）

13:10～14:40 特別講演
「学校安全の過去、現在、未来 ～我が国の学校安全のめざすもの～」
講師 戸田芳雄（学校安全教育研究所・代表）
座長 長岡佳孝（山形市立第十小学校・校長）

15:00～17:24 一般口演 発表 9 分＋質疑応答 3 分（交替時間を含む）=計 12 分／各発表
セッション 1-1 第 1 会場 15:00～15:48 座長 藤岡達也（滋賀大）
111 環境保全・防災の観点から見た学校緑化
横山 仁（防災科学技術研究所）
112 2016 年鳥取県中部地震における倉吉市内の学校園の災害対応
中野 晋（徳島大）

113 未来と世界につなげる～多賀城高校における防災・減災教育の取組～
宮城県多賀城高校（団体会員）
114 南海トラフ巨大地震に備えた通学路のブロック塀安全点検の実践
川真田早苗（徳島県吉野川市立牛島小）

セッション 1-2 第 1 会場 15:48～16:36 座長 後藤健介（大阪教育大）
121 ハザードマップの判読手順に関する学習方法の考案－ハザードブックの開発とその評価－
大島椋介（長岡造形大）・福本 塁（長岡造形大）

122 地図リテラシーとハザード理解－教員研修の評価から－
小田隆史（宮城教育大）・桜井愛子（東洋英和女学院大）・村山良之（山形大）・佐藤 健（東
北大）・ 北浦早苗（東北大）・加賀谷碧（東北大）
123 学校防災の教員研修の効果に関する一考察～「学校版タイムライン」づくりを通して～
森本晋也（文部科学省）・蒔苗 仁（盛岡地方気象台）・小松山浩樹（岩手県教育委員会）
124 学校安全・危機管理に関する教員研修・養成の新たなシステム構築－地域と連携した教職
大学院の役割と課題－
藤岡達也（滋賀大）

セッション 1-3 第 1 会場 16:36～17:24 座長 小川和久（東北工業大）
131 教員による「語り継ぎ」のジレンマと有効性
松井典夫（奈良学園大）
132 効果測定による有効な安全教室の形の検討
舟生岳夫（セコム）
133 小学校における ICT を活用した地域安全マップ作成活動の効果
大久保智生（香川大）米谷雄介（香川大）
134 災害復興教育プログラムの効果検証
桜井愛子（東洋英和女学院大）・村山良之（山形大）・佐藤 健（東北大）・北浦早苗（東北大）

セッション 2-1 第 2 会場 15:00～15:48 座長 中馬充子（西南学院大）
211 2007 年 GP 研究における子ども被害調査の第二次パネル調査に関する報告
清永奈穂（日本女子大，ステップ総合研究所）・木村佐枝子（常葉大）・八木利律子（桃山学
院教育大）・八手紘子（体験型安全教育支援機構）
212 体験型安全教育の効果に関する追跡調査①
八手紘子（ステップ総合研究所，体験型安全教育支援機構）・清永賢二（安全安心教育協
会）・清永奈穂（日本女子大）
213 就学前教育における安全対策と緊急時課題の現状に関する考察－幼稚園教諭の聞き取り
調査に基づいて－
八木利津子（桃山学院教育大）
214 幼児教育現場における防災教育の意識についての実態
黒田慎太郎（就実大）・吉田満穂（就実大）・高木 亮（就実大）・森村和浩（就実大）・飯田智
行（就実大）

セッション 2-2 第 2 会場 15:48～16:36 座長 藤田大輔（大阪教育大学）
221 道路横断時の安全行動を形成するための教育方法－子ども主観の教材活用と評価ツール
の開発－
小川和久（東北工業大）・奥山祐輔（黒井産業）・平田大輔（ムジコ・クリエイト）・吉門直子（高
知県教育委員会）
222 ヒヤリハットマップ作りを活用した交通安全教育の実践
木宮敬信（常葉大）
223 海外渡航・滞在における日本人の事件・事故に対するリスク認知，ベネフィット認知および予
防行動意図
三好知美（東京学芸大）・渡邉正樹（東京学芸大）
224 判決書教材を活用した安全学習の研究
新福悦郎（石巻専修大）・蜂須賀洋一（上越教育大）

セッション 2-3 第 2 会場 16:36～17:24 座長 矢崎良明（学校安全教育研究所）
231 小中連携を意識した安全教育－特別活動を中心に－
藤原靖浩（関西福祉科学大）

232 命を守る下校時避難訓練の構築～釜石小学校の事例から学ぶ～
中川優芽（慶應義塾大）・玉村雅敏（慶應義塾大）・大木聖子（慶應義塾大）
233 防災教育を通したリアリティの共同構築－高知県土佐清水市をフィールドに－
薄井 慧（慶應義塾大）・川崎彩奈（慶應義塾大）・永松冬青（慶應義塾大）・大木聖子（慶應
義塾大）
234 鶴岡市での防災ワークショップの意義と限界－2019 年 6 月山形県沖地震をふまえて－
日向惠里名（慶應義塾大）・佐々木瞳（慶應義塾大）・大木聖子（慶應義塾大）

17:40～19:40 情報交換会 厚生会館

第2日

9 月 8 日（日）

09:00～09:30 参加者受付
09:30～11:06 一般口演 発表 9 分＋質疑応答 3 分（交替時間を含む）=計 12 分／各発表

セッション 1-4 第 1 会場 09:42～10:18 座長 桜井愛子（東洋英和女学院大）
141 －発表取り下げ－ 以下繰り上げ
142 片平子どもまちづくり隊による防災まちづくり
佐藤 健（東北大）・桜井愛子（東洋英和女学院大）・定池祐季（東北大）
143 災害対応における学校と地域社会の連携－岩手県山田町大沢地区のケース－
麦倉 哲（岩手大）・森本晋也（文部科学省）
144 秋田県における学校の災害安全推進活動の一例－平成 28 年度から平成 30 年度の活動よ
り－
水田敏彦（秋田大）

セッション 1-5 第 1 会場 10:18～11:06 座長 水田敏彦（秋田大）
151 防災学習教材の学習効果を捉える試み－「そなえるカルタ」・「そなえるドリル」を用いて－
蓑田圭二（自由学園）・岡崎新太郎（三菱地所レジデンス）・澤野由佳（三菱地所レジデンス）・
佐野哲史（復興応援団）
152 ゲーミングと対話による防災教育の効果とその持続性に関する研究～横浜市港南区芹が谷
小学校における 15 ヶ月間の継続調査を事例として～
福本 塁（長岡造形大）・諏訪拓人（横浜市港南区）・岡野将利（横浜市港南区）・江目親利
（横浜市立芹が谷小）・山口玲子（横浜市立芹が谷小）・佐藤 健（東北大）
153 安全教育に資する地理情報認知に関する学習方法の提案～新潟ぱるたの活用事例を通じ
て～
堀川 強（長岡造形大）・福本 塁（長岡造形大）
154 校内放送を活用した持続的な防災学習の教育的効果－心のレジリエンスに着目して－
近藤誠司（関西大）・志水麻佑子（関西大）

セッション 2-4 第 2 会場 09:30～10:18 座長 宮本加代子
241 学校管理下におけるスポーツ活動実施にあたっての安全配慮
水谷幸恵（跡見学園女子大）・櫻井忠義（日本体育大）
242 教科「保健」の外部人材に関する一考察－薬物に関する意識調査を通して－
国吉恵一（京都産業大）
243 教員養成段階において食物アレルギーへの対応力を育てる取り組み
浅田知恵（愛知教育大）
244 机上シミュレーション訓練による学校管理下における危機管理教育の実践
松枝睦美（岡山大）・上村弘子（岡山大）・三村由香里（岡山大）

セッション 2-5 第 2 会場 10:18～10:54 座長 中野 晋（徳島大）
251 自然災害が少ない地域での水害教育の開発
霜﨑大知（上越教育大）
252 高校家庭科教科書における防災に関する記述分析
石垣和恵（山形大）・石川 舞（日本食研）

253 －発表取り下げ－ 以下繰り上げ
254 私立校の教職員を対象とした防災教育に関する日台比較調査
坪内暁子（順天堂大）・Fan Chia-Kwung（Taipei Medical University）・佐藤 健（東北
大）・仲田悦教（山手情報処理センター）・Cheng Po-Ching（Taipei Medical University）・
Lee Yuarn-Jang（Taipei Medical University）・Chou Chia-Mei（Taipei Medical
University）・佐々木宏之（東北大）・内藤俊夫（順天堂大）・奈良武司（医療創生大）

11:30～12:00 年次学会長講演
「地域の条件を踏まえた学校防災」
講師 村山良之（山形大学大学院教育実践研究科・教授）
座長 佐藤 健（東北大学災害科学国際研究所・教授）

12:00～13:00 昼食・休憩

13:00～14:20 総会

表彰式

受賞者講演

14:30～16:00 公開シンポジウム
「防災教育は学校と地域が協働してこそ多様な価値が創造される」
大内幸子（仙台市宮城野区福住町町内会・防災部長）
鷲山龍太郎（元横浜市立北綱島小学校・校長）
二藤部由美（山形県中山町立中山中学校・教諭）
藤田大輔（大阪教育大学教育学部・教授）
森本晋也（文部科学省総合教育政策局・安全教育調査官）
コーディネーター 佐藤 健（東北大学災害科学国際研究所・教授）

16:00～16:05 閉会

