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災害救援ボランティア論／Leadership of Disaster Volunteer

担当教員(所属)／Instructor

奥寺

授業科目区分／Category

教養教育科目

ＣＯＣ＋科目／COC+Course
※平成28年度入学者から適用

地域志向科目

敬(附属病院)
総合科目系
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対象学年／Eligible grade

1年 ,2年 ,3 単位数／Credits 2単位
年 ,4年

1X1‑00041‑2000

連絡先（研究室、電話番号、電子メールなど）／Contact
オフィスアワー（自由質問時間）／Office hours
Moodleコース統合時間割コード
／Moodle course join Registration Code
Moodleコース登録教員名
／Moodle course registered Instructor
MoodleコースURL
／Moodle course URL
リアルタイム・アドバイス／Real‑time advice

更新日

災害救援ボランティア推進委員会は阪神・淡路大震災の教訓をもとに、大災害を想定した災害救援ボランティアリーダーの育成・登録
活動にあたる民間団体として設立されました。本災害救援ボランティア論は、全国組織である災害救援ボランティア推進委員会が全国
展開する災害救援ボランティア講座の富山大学版です。
授業のねらいとカリキュラム上の位置付け（一般学修目標）
教育目標
／Course Objectives
／Educational Goals
災害救援ボランティアリーダーは「わが身わが命は自分で守る」というボランティアの基本精神を発揮して、助け合いを大切にしなが
ら、いざという時には率先して自らがその場においてリーダーとなり、まわりの人に呼びかけて一人でも多くの人を救い、被害を最小
限度にくい止める活動を行います。
臨床での実務経験を持つ教員が，その経験を踏まえ，より実践的な講義を提供します。
達成目標／Course Goals
災害救援ボランティアリーダーとなるための基礎知識を学ぶ。
授業計画（授業の形式、スケジュール等）／Class schedule
講義、および施設見学研修（富山県広域防災センター消防学校・四季防災館）、AEDを含む普通救命講習を集中して行う。
日程
＜1日目・2月9日（水）＞
第1回（1限） 災害救援ボランティアと危機管理医学
第2回（2限） 災害ボランティア活動の基本
第3回（3限） 被災地での安全衛生とコミュニケーション
第4回（4限） 災害時のリーダーシップとチームビルディング
＜2日目・2月10日（木）＞
第5回（2限） 災害時に求められるケア
第6回（3限） 災害時の医療救援活動
＜3日目・2月14日（月）＞
第7回（2限） 富山県の防災対策
第8回（3限） 自然について学び・深めて災害対策
第9回（4限） 大学における災害対策
＜4日目・2月15日（火）＞
第10,11回 普通救命講習（AED含む）

※午前/午後グループ分けして実施予定

＜5日目・2月16日（水）＞
第12回（1限） 地形図から災害を予測する
第13回（2限） 防災机上訓練DIG、洪水ハザードマップの活用
第14,15回（3,4限） 四季防災館で体験学習
授業時間外学修（事前・事後学修）／Independent Study Outside of Class
災害時のボランティアについて様々なメディアから情報検索し知識を得ておくこと

キーワード／Keywords

実務経験教員科目
災害救援
ボランティア論

履修上の注意／Notices
教科書・参考書等／Textbooks

参考書
新赤版 災害救援 401 / ‑岩波書店 / [
JANコード/ISBNコード：9784004304012

新書 ] シリーズ‑岩波新書
778円

災害・健康危機管理ハンドブック J
ANコード/ISBNコード：9784787815316 3410円

成績評価の方法／Evaluation

災害時のヘルスプロモーション 2 減災に向けた施設内教育研修・訓練プログラム
JANコード/ISBNコード：9784915878794 4104円
講義・施設見学研修（富山県広域防災センター 消防学校・四季防災館）、AEDを含む普通
救命講習（学生会館ホール）への出席、課題が示された場合はレポート提出

関連科目／Related course
リンク先URL
https://saigai.or.jp
／URL of syllabus or other information 災害救援ボランティア推進委員会

備考／Notes

令和3年度災害救援ボランティア論日程表
教室：調整中
コマ

日程

曜日

限

時間

1

2月9日

水

1

8：45～10：15

災害救援ボランティアと危機管理医学

奥寺 敬 (客員教授 附属病院先端危機管理医学)

2

2月9日

水

2

10：30～12：00

災害ボランティア活動の基本

澤野 次郎
(災害救援ボランティア推進委員会委員長)

3

2月9日

水

3

13：00～14：30

被災地での安全衛生とコミュニケーショ
ン

4

2月9日

水

4

14：45～16：15

災害時のリーダーシップとチームビル
ディング

5

2月10日

木

2

10：30～12：00

災害時に求められるケア

伊井 みず穂(大学院医学薬学研究部（看護
学）)

6

2月10日

木

3

13：00～14：30

災害時の医療救援活動

若杉 雅浩 (大学院医学薬学研究部准教授)

7

2月14日

月

2

10：30～12：00

富山県の防災対策

前山 巌（富山県防災・危機管理課地域防災
班長）

8

2月14日

月

3

13：00～14：30

自然について学び・深めて災害対策

安江 健一 （都市デザイン学部准教授）

9

2月14日

月

4

14：45～16：15

大学における災害対策

安江 健一 （都市デザイン学部准教授）

普通救命講習(AED含む)

富山市消防局

地形図から災害を予測する

大西 宏治 (人文学部教授)

10～11

2月15日

火

午前/午
後
※グ
ループ
分けし
て実施

12

2月16日

水

1

8：45～10：15

13

2月16日

水

2

10：30～12：00

14～15

2月16日

水

３～４ 午後

事項

担当講師

宮﨑 賢哉
(災害救援ボランティア推進委員会防災教育部
長・社会福祉士)
宮﨑 賢哉
(災害救援ボランティア推進委員会防災教育部
長・社会福祉士)

防災机上訓練DIG
大西 宏治 (人文学部教授)
洪水ハザードマップの活用
四季防災館で講義・体験学習
・災害にかかる過去のボランティア事例・
富山県広域消防防災センター四季防災館職員
近年の動向
・災害の被害防止 軽減

