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子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班

研究期間 平成24年 4 月 1 日　～  平成26年 3 月31日（ 2期目）
研究テーマ 地域社会の安全、子どもの安全、安全教育とメディア、リスク・コミュニケー

ション・ツールの開発
研究目的 本研究班は子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班の第 I期におけ

る研究目的・計画・方法を継承しながらも、東日本大震災の発生を受けて①地
域社会の安全とリスクマネジメント（ソーシャル・リスクマネジメント）、②
地域社会における子どもの安全とリスクマネジメント、③前 2項を実現するた
めの安全教育とリスク・コミュニケーション・ツール開発を中心に研究活動を
行う。
本研究班では、したがって、地域社会の安全、特に子どもの安全について研究
し、子どもが安全に暮らせる地域社会のリスクマネジメントを充実するための
提言や、リスク・コミュニケーション・ツール開発を行って社会貢献すること
を目的とする。

研究員 〔主幹〕　亀井　克之（社会安全学部教授）
　　　　岡田　朋之（総合情報学部教授）
　　　　久保田賢一（総合情報学部教授）
　　　　髙野　一彦（社会安全学部教授）
　　　　金子　信也（社会安全学部助教）
　　　　奈良由美子（委嘱研究員・放送大学教養学部教授）
　　　　尾久　裕紀（委嘱研究員・立教大学現代心理学部心理学科特任教授）
　　　　石井　　至（委嘱研究員・石井兄弟社代表取締役）

研究成果 （ 1期目）　研究双書 第155冊『子どもの安全とリスク・コミュニケーション』
（2012年 3 月）
調査と資料 第109号『子どもの安全とリスク・コミュニケーション』
（2012年 3 月）

（ 2期目）　研究双書 第159冊（市販本）『子どもの安全とリスク・コミュニケ
ーション』
（関西大学出版部、2014年 3 月）
調査と資料 第112号『子どもの安全とリスク・コミュニケーション
II』（2014年 3 月）

　以下に記すような研究会、セミナー、国際シンポジウムを積極的に企画・実行することによ

って、地域社会の安全・子どもの安全・リスク・コミュニケーションに関する研究を推進し、

子ども版のリスク・コミュニケーションゲームの開発を進展させて、社会的に貢献した。
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平成24年度研究活動
　以下に記すような研究会、セミナー、国際シンポジウムを積極的に企画・実行することによ

って、地域社会の安全、子どもの安全、リスク・コミュニケーションに関する研究を推進し、

子ども版のリスク・コミュニケーションゲームの開発を進展させて、社会的に貢献した。

H24. 5 .24 ㈭
高槻ミューズ
キャンパス
西館M602教室

公開セミナー
テーマ：サービス業におけるマーケティングについて
ゲスト：エリック・スティーブンス

（フランス　ESCEM経営学院大学教授）

H24. 6 .23 ㈯
専修大学
神田校舎

日本リスクマネジメント学会、ソーシャル・リスクマネ
ジメント学会合同研究会
研究報告　「知識創造のSECIモデルとリスクマネジメント」

松下幸史朗（大阪経済法科大学）
研究報告　「防災教育の重要性」

金子信也（研究員、社会安全学部助教）
研究報告「企業におけるBCM」

内田知男
（エリーパワー株式会社常勤監査役）

研究報告「パワーハラスメントに関する一考察」
　　　　 　渡邊容子（キャリアカウンセラー）

H24. 6 .28 ㈭

千里山キャンパス
尚文館
マルチメディア
AV大教室

平成24年度関西大学国際交流基金による国際シンポジウム
第一部（日本語）
　持続的発展―文化―：コーディネーター／大久保朝憲
　　「日仏交流と関西大学」
　　　 大久保朝憲（関西大学文学部教授）
　　「ESCEMと日仏交流」
　　　レモン洋子（ESCEM）
第二部（フランス語）
　持続的発展―経済―：コーディネーター／亀井克之
　　「CSRは経営戦略となりえるか？」
　　　リチャード・ソパルノ（ESCEM）
　　「マーケティング活動のCSRへの貢献について」
　　　エリック・スティーブンス（ESCEM）

H24. 7 .21 ㈯
関西大学
東京センター

公開研究会
テーマ：視覚的共存の新しい地図学

─上海の位置情報サービスとカメラ付き携帯電
話の利用を事例に─

報 告 者：ラリッサ・ヒョース（オーストラリアRMIT大
学メディア＆コミュニケーション学部准教授）

司　　会：金暻和
（東京大学情報学環・学際情報学府助教）

逐次通訳：ステファニー・コーツ
（オーストラリア ラトローブ大学大学院）
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H24.12. 5  ㈬
りそな銀行大阪本社
地下 2階講堂

産業セミナー
テーマ：中小企業による安全・安心な街づくりの試み
亀井克之（主幹、社会安全学部教授）
テーマ：自由に生きることを可能にする努力『リスクの

しくみ 第 2版』から『資本主義を卒業した僕の
選択』まで

石井至（委嘱研究員、石井兄弟社・代表取締役）

H24.12. 6  ㈭

高槻ミューズ
キャンパス
西館 5階
ミューズホール

公開セミナー
テーマ：「お受験」から見た親子関係のリスクマネジメント
報告者：石井　至

（委嘱研究員、石井兄弟社・代表取締役）

H25. 1 .12 ㈯
高槻ミューズ
キャンパス
西館 6階M602教室

公開セミナー
テーマ：企業の新興国における危機管理取組み事例
報告者：辻　廣道 氏

（パナソニックエクセルインターナショナル株式
会社執行役員、Global Safety & Security Solution 
Center所長）

H25. 1 .19 ㈯
高槻ミューズ
キャンパス
西館 7階M706教室

公開セミナー
テーマ：現在の学校教育に求められるもの
―大阪府立槻の木高等学校におけるマネジメントの実践
を通して―
報告者：松本秀範 氏
　　　　（大阪府立槻の木高等学校　校長）

H25. 2 .19 ㈫
高槻ミューズ
キャンパス
亀井研究室

初等部インタビュー（石井至　亀井克之）
研究会「出版について」
意見交換会　「教育・ケータイ・留学について」

H25. 3 . 1  ㈮
高槻ミューズ
キャンパス
西館 4階M401教室

公開セミナー
テーマ：親と子のためのケータイ・リテラシー
報告者：天笠邦一

（慶應義塾大学SFC研究所上席所員）
司会　：岡田朋之（研究員、総合情報学部教授）

H25. 3 . 1  ㈮
高槻ミューズ
キャンパス
亀井研究室

研究会　リスク・コミュニケーションゲーム「クロスロード」
子ども版開発試作品（ケータイ版、開発者　岡田朋之）を
使ったディスカッション
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平成25年度研究活動報告

H25. 6 .28 ㈮
日本学術会議
講堂

日本リスクマネジメント学会創立35周年記念公開シンポジウム
日本リスクマネジメント学会関東部会
主　催　日本学術会議第一部経営学委員会　

日本リスクマネジメント学会
「リスクマネジメント研究の過去・現在・未来」
司会・コーディネーター兼問題提起
「リスクマネジメント研究の35年　―保険管理から心の
危機管理まで―」
　　亀井克之（関西大学）
研究報告
「現代的リスクマネジメント論の視点から」
　　上田和勇（専修大学）
「経済学の視点から」
　　川本明人（日本学術会議第一部会員、広島修道大学）
「生活科学の視点から」
　　奈良由美子（放送大学）
「社会福祉学の視点から」
　　菅原好秀（東北福祉大学）
「経営学の視点から」
　　白田佳子（日本学術会議第一部会員、筑波大学教授）
パネルディスカッション

H25. 9 .13 ㈯

千里山キャンパス
尚文館
マルチメディアAV
大教室

公開セミナー
日本リスクマネジメント学会第37回全国大会
報告：
13：30～14：00　「防潮堤とリスクマネジメント」渡辺圭

（東北福祉大学大学院）
14：00～14：30　「ライヴエンタテインメントビジネスのリ

スク・ファイナンス」
八木良太（尚美学園大学）、大塚寛樹（フ
ィールアイ株式会社）

14：30～15：00　「中小企業の事業承継とリスクマネジメン
ト」津島晃一（ヒカリ）

15：00～15：30　「中小企業による安全・安心な街づくりの
試み」岡室昇志（港製器工業）

H25. 9 .13 ㈯

千里山キャンパス
尚文館
マルチメディアAV
大教室

16：00～18：00　日仏公開討論会「新たなリスクと中小企業」
主催　 在日フランス大使館　アンスティチュ・フランセ関西
共催　 関西大学社会安全学部 日本リスクマネジメント学会
協賛　 アクサ生命保険株式会社
後援　 関西大学経済・政治研究所　日仏経営学会
挨拶　 クリスチャン・マセ（駐日フランス大使） 

吉田栄司（関西大学副学長）
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司会兼コーディネーター　亀井克之（関西大学）
討論者
　ジャン－ルイ・ジョジ（アクサ生命保険CEO）
　白田佳子（筑波大学）
　ピエール・セベストル（リスクマネジメント・コンサルタント）
　木村安之（木村桜士堂）
閉会の辞　大西正曹（関西大学名誉教授）

H25.11.13 ㈬

千里山キャンパス
尚文館
マルチメディアAV
大教室

産業セミナー
「リスク・コミュニケーション教材「子どもの安全」版の
開発―子どもの安全とリスクコミュニケーション研究班
4年間の活動総括―」
亀井克之（主幹、社会安全学部教授）
「親と子のメンタルヘルス」
尾久裕紀
　（委嘱研究員、立教大学現代心理学部特任教授）

H25.12.19 ㈭
千里山キャンパス
第 3学舎D501教室

公開セミナー
「見張る社会と見守る社会―監視社会の両義性をめぐって」
報告者：江下雅之（明治大学大学院情報コミュニケーシ

ョン研究科教授）
司会者：岡田朋之（研究員、総合情報学部教授）

H26. 2 .28 ㈮
日本学術会議
講堂

公開シンポジウム　日本リスクマネジメント学会関東部会
主　催　日本学術会議第一部経営学委員会　日本リスク

マネジメント学会
「現代リスクマネジメントの諸相：ソーシャル・リスクマ
ネジメントとリスク・リテラシー　―子どもの安全と地
域社会」
司会兼問題提起
　　亀井克之（主幹、社会安全学部教授）
研究報告
「メンタルヘルスと子どもの安全」
　尾久裕紀（委嘱研究員、立教大学現代心理学部特任教授）
「ケータイ、スマートフォンと子どもの安全」
　岡田朋之（研究員、総合情報学部教授）
「生活の観点からソーシャルリスクマネジメントを考える」
　奈良由美子（委嘱研究員、放送大学教養学部教授）
「わが国のプライバシー・個人情報保護法制の将来像」
　髙野一彦（研究員、社会安全学部教授）

H26. 3 .24 ㈪
高槻ミューズ
キャンパス
西館M901教室

研究会
テーマ： 復元力と持続力を高めるリスクマネジメント 

―その考え方と事例―
講　師： 上田和勇（専修大学商学部教授、日本リスクマ

ネジメント学会理事長）




