
１． 子ども研究（偏食、齲蝕、喫煙、うつ、体力、ストレス対処力） 

 

１） 学術論文  

 

 木田春代，武田文，荒川義人：幼稚園における野菜栽培活動が幼児の偏食に及ぼす影響．

栄養学雑誌，74(1)，20-28，2016. 

 朴峠周子，武田文，浅沼徹，門間貴史，木田春代，香田泰子，藤原愛子：小学校高学年児

童におけるストレス対処力（SOC）とストレス対処方略との関連．民族衛生，81(2)，45-55，

2015. 

 木田春代，武田文，門間貴史，朴峠周子，浅沼徹，藤原愛子，香田泰子：母親の就業状況

別にみた幼児の偏食とその関連要因．民族衛生，81(1)，3-14，2015. 

 浅沼徹，武田文，門間貴史，朴峠周子：大学生アスリートの精神健康と競技ストレッサー

との関連 ―首尾一貫感覚のレベルによる違い―．健康支援，17(1)，7-14，2015． 

 藤原愛子，武田文：小学校低学年における幼若永久歯う蝕とフッ化物配合歯磨き剤使用方

法との関連．日本歯科衛生学会雑誌，8(2)， 38-45，2014． 

 木田春代，武田文，荒川義人：幼稚園における野菜栽培活動の状況とその食育効果－北海

道某市での調査－．天使大学紀要，13(2), 1-11, 2013． 

 木田春代，武田文，朴峠周子：幼児の母親における幼少期の食生活と現在の偏食との関連．

日本公衆衛生雑誌，59(2)，112-119，2012． 

 朴峠周子，武田文，坂野純子，戸ヶ里泰典，山崎喜比古，門間貴史，浅沼徹，木田春代：

小学校高学年児童の 1 年間におけるストレス対処力（SOC）の変動．厚生の指標，59(6)，

1-6，2012． 

 

２）学会発表  

 

 木村健太朗，武田文，浅沼徹，門間貴史，羽田智香：バドミントンクラブに所属する小学

校高学年児童の精神健康の関連要因－競技成績別検討－．第 74 回日本公衆衛生学会総会，

長崎，2015.11． 

 鈴木真紀子，武田文，門間貴史，浅沼徹，木村健太朗：定時制高校生の性意識と性行動に

関する性別、学年別検討．第 24 回日本健康教育学会学術大会，群馬，2015.7． 

 木村健太朗，武田文，浅沼徹，鈴木真紀子，門間貴史：地域バドミントンクラブに所属す

る小学校高学年児童の精神健康と心理社会的要因．第 24 回日本健康教育学会学術大会，群

馬，2015.7． 

 藤原愛子，武田文，浅沼徹，門間貴史，朴峠周子，北田勝浩：小学校低学年児の幼若永久

歯う蝕と保護者の意識・行動との関連．第 24 回日本健康教育学会学術大会，群馬，2015．

7． 



 北田勝浩，藤原愛子，近藤悠美，中野恵美子，有泉祐吾，武田文：園児の乳歯う蝕と家族

の世代構成との関連．第 64 回日本口腔衛生学会・総会，茨城，2015.5． 

 朴峠周子，武田文，浅沼徹，門間貴史，木田春代：小学校高学年児童のストレス対処力（SOC）

下位概念とストレス対処方略との関連．第 73 回日本公衆衛生学会総会，栃木，2014.11． 

 浅沼徹, 武田文, 門間貴史, 朴峠周子, 木田春代, 香田泰子, 鈴木順子, 藤原愛子: 高校

生における武道経験と心理社会的特性との関連. 第 72 回日本公衆衛生学会総会, 三重, 

2013.10. 

 藤原愛子, 武田文, 浅沼徹, 門間貴史, 朴峠周子, 木田春代, 香田泰子: 小学生における

低学年期の下顎第二乳臼歯齲蝕と中・高学年期の第一大臼歯齲蝕との関連. 第 72 回日本公

衆衛生学会総会, 三重, 2013.10. 

 藤原愛子, 武田文, 朴峠周子, 浅沼徹, 木田春代, 門間貴史, 香田泰子: 小学校 2 年生児

童の第一大臼歯齲蝕検出とフッ化物配合歯磨剤使用状況との関連. 日本歯科衛生学会第 8

回学術大会, 愛媛, 2013.9. 

 木田春代, 武田文, 門間貴史, 朴峠周子, 浅沼徹, 藤原愛子, 香田泰子: 幼児を持つ母親

の食生活ならびに幼児に対する食教育と母親の就業状態との関連. 第 22回日本健康教育学

会学術大会, 千葉, 2013.6. 

 藤原愛子, 武田文, 朴峠周子, 門間貴史, 木田春代, 浅沼徹, 香田泰子: 小学校低学年児

童の第二乳臼歯齲蝕とフッ化配合歯磨剤の使用、歯みがき習慣、蔗糖含有食品摂取頻度と

の関連. 第 22回日本健康教育学会学術大会, 千葉, 2013.6. 

 朴峠周子, 武田文, 浅沼徹, 門間貴史, 香田泰子, 藤原愛子, 木田春代: 高校生における

ストレス対処力(SOC)と心理社会的要因の関連構造. 第 22 回日本健康教育学会学術大会, 

千葉, 2013. 6. 

 朴峠周子, 武田文, 門間貴史, 浅沼徹, 藤原愛子, 木田春代, 香田泰子: 小学校高学年期

1 年間の運動・スポーツ実施状況がストレス対処力（SOC）に及ぼす影響. 第 71回日本公衆

衛生学会総会, 山口, 2012.10. 

 浅沼徹, 武田文, 門間貴史, 朴峠周子, 藤原愛子, 香田泰子, 木田春代: 高校生における

ストレス対処力（SOC）と部活動・心理社会的要因との関連. 第 71回日本公衆衛生学会総

会, 山口, 2012.10. 

 藤原愛子, 武田文, 浅沼徹, 門間貴史, 朴峠周子, 木田春代, 香田泰子: 小学校低学年児

童の齲蝕を予防する保護者の行動. 第 71回日本公衆衛生学会総会, 山口, 2012.10. 

 藤原愛子, 武田文: 小学校低学年児童の乳臼歯齲蝕経験と保護者の間食食品摂取との関連. 

第 7回日本歯科衛生学会学術大会, 岩手, 2012.9. 

 藤原愛子, 武田文, 朴峠周子, 門間貴史, 浅沼徹, 木田春代: 小学校低学年児童の齲蝕経

験と保護者の歯みがき点検・児童の甘味食品摂取との関連に関する学年別検討. 第 21 回日

本健康教育学会学術大会, 東京, 2012.7. 

 



 浅沼徹, 武田文, 朴峠周子, 門間貴史, 藤原愛子, 木田春代, 香田泰子: 高校生剣道部員

におけるストレス対処力(SOC)の関連要因. 第 21 回日本健康教育学会学術大会, 東京, 

2012.7. 

 朴峠周子, 武田文, 浅沼徹, 門間貴史, 藤原愛子, 木田春代, 香田泰子: 小学校高学年児

童のストレス対処力(SOC)に影響を及ぼすソーシャルサポート源と内容. 第 21回日本健康

教育学会学術大会, 東京, 2012.7. 

 木田春代, 武田文, 門間貴史, 朴峠周子, 浅沼徹, 藤原愛子: 幼児の偏食と母親の食教育

との関連. 第 21回日本健康教育学会学術大会, 東京, 2012.7. 

 藤原愛子, 武田文: 小学校低学年児童の齲蝕罹患と保護者の歯みがき点検実施状況・理由

との関連. 第 61回日本口腔衛生学会総会, 神奈川, 2012.5. 

 朴峠周子, 浅沼徹, 門間貴史, 藤原愛子, 鈴木淳子, 紀司かおり, 武田文: 小学校高学年

児童におけるストレス対処力（SOC）のレベル別にみたストレス対処行動とストレス反応の

関連構造. 第 13回日本健康支援学会年次学術集会, 茨城, 2012.2. 

 藤原愛子, 門間貴史, 朴峠周子, 浅沼徹, 紀司かおり, 鈴木淳子, 武田文: 小学生齲蝕予

防行動の習慣化を目指した保護者参加型健康教育の効果 第 3報 ―子どもの行動目標と保

護者の意識・行動の変化との関連―. 第 13回日本健康支援学会年次学術集会, 茨城, 

2012.2. 
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 武田文，山崎喜比古：職域における新しいヘルスケアの理念と課題について．「セルフケア，

セルフヘルプの日米比較」文部省科学研究費総合研究報告書，pp.41-44，1988． 

 

 

４）講演 

 

 筑波大学公開講座「家族の健康生活スキルアップ」筑波大学, 2014.7. 

 筑波大学重点公開講座「子どもの健康生活スキルアップ」筑波大学, 2013.7. 

 講演「子どもの発育発達に応じたスポーツ指導」半田市スポーツアシスタント養成研修会, 
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 講演「STOP! the 薬物」(厚生労働省 薬物乱用防止啓発訪問事業)  

2014栃木県内中学校,2015神奈川県内小・中・高等学校,2016神奈川県内小・中・高等学校 

 


