
⽇本安全教育学会第 21 回静岡⼤会 プログラム 
 

第 1 ⽇ 10 ⽉ 10 ⽇（⼟） 
15 時 30 分〜15 時 40 分（YouTube によるインターネット配信・無料） 

年次学会⻑挨拶 ⽊宮 敬信（常葉⼤学・教授） 
 

15 時 40 分〜17 時 10 分（YouTube によるインターネット配信・無料） 
特別講演「新型コロナウィルス下における『主体的・対話的で深い学び』とは」 
吉川 牧⼈（静岡県⽴掛川⻄⾼等学校教諭，ICT 推進委員⻑，Apple Distinguished Educator） 

 
 

17 時 20 分〜17 時 50 分（YouTube によるインターネット配信・無料） 
年次学会⻑講演「新時代のリスクマネジメント」 
⽊宮 敬信（常葉⼤学・教授）     

 
18 時 00 分〜19 時 30 分 

情報交換会（Zoom によるオンライン開催・無料） 
 

第２⽇ 10 ⽉ 11 ⽇（⽇） 
9 時 30 分〜9 時 35 分（Zoom によるインターネットライブ配信） 

学会理事⻑挨拶 ⼾⽥ 芳雄（学校安全教育研究所・代表） 
 

9 時 40 分〜11 時 25 分 公開シンポジウム（Zoom によるインターネットライブ配信：無料・事前申込必要） 
「「危ない！」から「危ない？」の安全教育へ」 
話題提供者 藤井 基貴（静岡⼤学・准教授） 

塩⽥ 真吾（静岡⼤学・准教授） 
⼤⽊ 聖⼦（慶応義塾⼤学・准教授） 

指定討論者 森本 晋也（⽂部科学省 安全教育推進室・調査官） 
コーディネーター 村越 真（静岡⼤学・教授）     
 

 
11 時 30 分〜12 時 45 分 総会，表彰式，受賞者講演（Zoom によるインターネットライブ配信） 

 
 

12 時 45 分〜13 時 30 分 昼⾷・休憩 
 
 

13 時 30 分〜16 時 48 分 ⼀般⼝演（Zoom によるインターネットライブ配信） 
 
 



 

 

 13 時 30 分〜 14 時 15 分〜 15 時 15 分〜 16 時 00 分〜 

第 1 会場 
セッション A 
防災教育① 

セッション D 
防災教育② 

セッション F 
災害安全① 

セッション I 
災害安全② 

第 2 会場 
セッション B 
スポーツ事故 

セッション E 
地域防災 

セッション G 
安全教育 

セッション J 
防犯 

第 3 会場 
セッション C 

その他 
セッション H 

学校安全① 
セッション K 
学校安全② 

＊ 発表 9 分＋質疑応答 3 分（交替時間を含む）=計 12 分／各発表 

＊ Zoom ミーティング ID は，参加申込者に直接連絡いたします 

 
 

セッション A ＜防災教育①＞ 13 時 30 分〜14 時 06 分  

座⻑：⽊村 佐枝⼦（常葉⼤学） 

A-1 地域教材を⽣かした防災教育 
 仙台市⽴七郷⼩学校    〇齋藤 由美⼦ 

 
A-2 「課題研究」授業における“主体的・対話的で深い学び”の実践 〜⽣徒による「効果的な避難訓練の提案」〜 

宮城県多賀城⾼等学校     〇原⽥  実 
宮城県多賀城⾼等学校災害科学科      吉村 綾華 
宮城県多賀城⾼等学校災害科学科      村上 真綺 

 
A-3 社会科地理的分野の豪⾬災害に関する防災授業の開発 

静岡⼤学・愛知教育⼤学共同教科開発学専攻     〇望⽉  ⼤ 
 

 

セッション B ＜スポーツ事故＞ 13 時 30 分〜14 時 06 分  

座⻑：⼾⽥ 芳雄（学校安全教育研究所） 

B-1 体育⽤具・遊具別に⾒た負傷リスクの性差について 
⼤阪⼤学⼤学院⼈間科学研究科     〇中井  宏 

 
B-2 中学校の柔道授業における傷害防⽌の学習効果 

東京学芸⼤学連合学校教育学研究科     〇藤澤 健幸 
東京都豊島区⽴巣鴨北中学校     五⼗嵐 ⼣介 

東京学芸⼤学      渡邉 正樹 
 



 

B-3 ⼥⼦⼤学⽣を対象とした学校管理下におけるスポーツ障害発⽣に関わる背景要因の検討 
跡⾒学園⼥⼦⼤学     〇⽔⾕ 幸恵 

 
 

セッション C ＜その他＞ 13 時 30 分〜14 時 30 分  

座⻑：藤岡 達也（滋賀⼤学） 

C-1 都道府県や⾃治体における交通安全の取り組みと事故発⽣件数の推移について 
桃⼭学院教育⼤学     〇村上 佳司 

常葉⼤学      ⽊宮 敬信 
 
C-2 危ないと思うのはなぜか？ 

静岡⼤学教育学部     〇村越  真 
静岡⼤学教育学部      河合 美保 

 
C-3 安全に関する資質・能⼒の育成 

⼤阪教育⼤学附属池⽥中学校     〇⽥中 伸治 
 
C-4 神奈川県内の新型コロナウィルス感染症（COVID-19）感染者数マップの開発と学習効果 

⻑岡造形⼤学造形学部建築・環境デザイン学科     〇福本  塁 
 
C-5 地域への訪問⾏動に影響を及ぼす景観構成要素に関する研究 
 −仮想現実空間における景観体験を事例として− 

⻑岡造形⼤学⼤学院造形研究科     〇堀川  強 
⻑岡造形⼤学造形学部建築・環境デザイン学科      福本  塁 

 
 

セッション D ＜防災教育②＞ 14 時 15 分〜15 時 03 分  

座⻑：⽊村 佐枝⼦（常葉⼤学） 

D-1 ⽂系⼥⼦⼤⽣を対象とした防災教育についての⼀考察 
 〜持続可能な開発教育からのアプローチ〜 

東洋英和⼥学院⼤学     〇桜井 愛⼦ 
 
D-2 教員志望⼤学⽣を対象としたハザードマップの閲覧率・利⽤率を⾼める授業実践 

北陸学院⼤学    〇川真⽥ 早苗 
 
D-3 防災教育の３つのアプローチ 

関⻄⼤学社会安全学部     〇城下 英⾏ 



 

D-4 幼保施設を対象とした体系的防災教育 
慶應義塾⼤学政策・メディア研究科     〇森 理紗⼦ 

慶應義塾⼤学環境情報学部      ⼤⽊ 聖⼦ 
 

 
 

セッション E ＜地域防災＞ 14 時 15 分〜14 時 51 分  

座⻑：村越 真（静岡⼤学） 

E-1 仙台市の「がんばる避難施設」の有効性と可能性 
東北⼤学災害科学国際研究所     〇佐藤  健 
東北⼤学災害科学国際研究所      桜井 愛⼦ 
東北⼤学災害科学国際研究所      定池 祐季 

 
E-2 『がんちゃん Jr.防災リーダー養成講座』の成果と課題 

岩⼿⼤学教育学部，岩⼿⼤学地域防災研究センター     〇⻨倉  哲 
⽂部科学省，岩⼿⼤学地域防災研究センター      森本 晋也 

岩⼿⼤学教育学部     鈴⽊ 久⽶男 
岩⼿⼤学地域防災研究センター      熊⾕  誠 

 
E-3 防災を軸にした幼稚園・⼩学校・中学校の教員と地域住⺠の協働 
 −神⼾市における「地域おたすけガイド」の作成事例から− 

関⻄福祉科学⼤学     〇藤原 靖浩 
 
 

セッション F ＜災害安全①＞ 15 時 15 分〜15 時 51 分  

座⻑：村上 佳司（桃⼭学院教育⼤学） 

F-1 釜⽯市⽴釜⽯中学校における継続した災害・防災学習の実施と展開 
岩⼿⼤学地域防災研究センター     〇熊⾕  誠 

 
F-2 東⽇本⼤震災における岩⼿県⽴ T ⾼等学校の対応と課題 

岩⼿⼤学⼤学院総合科学研究科地域創⽣専攻 地域・コミュニティデザインコース     〇伊勢 勤⼦ 
岩⼿⼤学教育学部      ⻨倉  哲 

 
F-3 令和元年東⽇本台⾵による⻑野市内の⼩中学校の浸⽔被害と教育継続 

徳島⼤学環境防災研究センター     〇中野  晋 
徳島⽂理⼤学⼈間⽣活学部      ⼭城 信吾 

徳島⼤学環境防災研究センター      ⾦井 純⼦ 



 

セッション G ＜安全教育＞ 15 時 15 分〜15 時 51 分 
座⻑：村越 真（静岡⼤学） 

G-1 聴覚からの危険情報の収集に焦点化した安全教育 
⼤阪教育⼤学附属池⽥⼩学校     〇⼭崎 雅史 

 
G-2 PDCAS サイクルを活⽤した防犯・防災等の訓練について 

⼤阪教育⼤学附属池⽥⼩学校     〇⼭崎 雅史 
 
G-3 ⾷物アレルギーリテラシー教育の内容及び⽅法の検証 
 〜中学 1 年⽣を対象に〜 

坂⼾市⽴上⾕⼩学校     〇菅原 美佳 
⼥⼦栄養⼤学     ⼤沼 久美⼦ 

 
 

セッション H ＜学校安全①＞ 15 時 15 分〜15 時 51 分  

座⻑：鎌塚 優⼦（静岡⼤学） 

H-1 ⼩学校における学校安全活動の体制づくりを⼀考 
 −ヒヤリハット事例に基づく危機管理体制のヒアリング調査から− 

桃⼭学院教育⼤学    〇⼋⽊ 利津⼦ 
 
H-2 学校事故等の発⽣頻度及び深刻度に対する認識の実態 

−児童・⽣徒と教員の認識の実態に基づいて− 
岩⼿⼤学教育学部    〇鈴⽊ 久⽶男 

 
H-3 「保健主事に関する意識調査」を通した学校組織の現状と課題 
 −教科「保健」との関わりを⽬指して− 

京都産業⼤学     〇国吉 恵⼀ 
 
 

セッション I ＜災害安全②＞ 16 時 00 分〜16 時 48 分  

座⻑：佐藤 健（東北⼤学） 

I-1 災害時の⾷⽣活⽀援に関する⼤学⽣の意識 
 −栄養⼠養成課程学⽣と教員養成課程学⽣− 

⼭形⼤学地域教育⽂化学部     〇⽯垣 和恵 
仙台市役所      河野  樹 

⼭形⼤学地域教育⽂化学部      三原 法⼦ 



 

⼭形⼤学地域教育⽂化学部      ⽮⼝ 友理 
⼭形⼤学教職⼤学院教育実践研究科      村⼭ 良之 

 
I-2 ⼤学⽣における⾃然体験活動の安全教育的効果について 

〜⾃然活動論実習の授業内容からの⼀考察〜 
桐蔭横浜⼤学     〇井⼝ 成明 
桐蔭横浜⼤学      佐藤 国正 
桐蔭横浜⼤学      廣川 充志 

 
I-3 災害多発・コロナ禍での避難所としての学校のあり⽅ 
 −校⻑・市教委・防災危機管理室・専⾨家によるオンライン会議をふまえて− 

慶應義塾⼤学総合政策学部     〇⿃⽻ 美礼 
慶應義塾⼤学政策・メディア研究科     ⽇向 惠⾥名 

慶應義塾⼤学総合政策学部     ⽥中 ひかり 
慶應義塾⼤学環境情報学部      ⼤⽊ 聖⼦ 

 
I-4 南海トラフ地震の「臨時情報」に対する学校対応に関する⼀考察 

京都⼤学⼤学院情報学研究科     〇杉⼭ ⾼志 
京都⼤学防災研究所      ⽮守 克也 

 
 

セッション J ＜防犯＞ 16 時 00 分〜16 時 48 分  

座⻑：村上 佳司（桃⼭学院教育⼤学） 

J-1 体験型安全教室の実施による効果の⽐較検証 
セコム株式会社 IS 研究所 リスクマネジメントグループ     〇⾈⽣ 岳夫 

 
J-2 登下校の⾒守り調査による安全対策の限界点について 

奈良学園⼤学⼈間教育学部     〇松井 典夫 
 
J-3 地域防犯ボランティアの活動実態と直⾯する問題 

㈱ステップ総合研究所，⽇本⼥⼦⼤学     〇清永 奈穂 
 
J-4 静岡のボランティアによる体験型安全教育指導の実際と教育効果 

㈱ステップ総合研究所     〇⼋⼿ 紘⼦ 
㈱ステップ総合研究所      清永 奈穂 

 
 
 



 

セッション K ＜学校安全②＞ 16 時 00 分〜16 時 48 分  

座⻑：⽮崎 良明（学校安全教育研究所） 

K-1 ⼩学校の活動場⾯別に⾒た負傷・疾病事故発⽣率の年次⽐較 
愛知教育⼤学・静岡⼤学共同⼤学院教育学研究科     〇満下 健太 

静岡⼤学学術院教育学領域      村越  真 
静岡⼤学学術院教育学領域      鎌塚 優⼦ 

 
K-2 養護教諭が⾏う教職員の安全能⼒向上のための活動 

岡⼭⼤学⼤学院教育学研究科    〇⽮⽥ 有紀⼦ 
岡⼭⼤学⼤学院教育学研究科      棟⽅ 百熊 

 
K-3 教育実習⽣が「リスク」と感じる⼦どもたちの⾏動・環境の検討 

静岡⼤学教育学部     〇河合 美保 
静岡⼤学教育学部      村越  真 

 
K-4 多様化する学校安全・危機管理に対する教育現場・教育⾏政・教職⼤学院の新たな関係性の構築 

滋賀⼤学⼤学院教育学研究科     〇藤岡 達也 
 
 

 
16 時 55 分 閉会挨拶（Zoom によるインターネットライブ配信） 

 


