
【一般口演】 

11 月 27 日（土） 午後の部 14:00～17:00 

 
B 会場  14:00～15:24 
〔原理・歴史〕  

 

  座長 ： 七木田 文彦 （埼玉大学）  14:00～14:36 

27pB01 宮本常一の学校保健学的文献研究（２） －子どもの人間形成の担い手に着目して－ 

○小瀬古 貴子  （川崎市立今井小学校） 

27pB02 子どもを読みとくための力量形成 －養護教諭のライフヒストリーから－ 

○久保 千恵子  （東北大学大学院教育学研究科後期課程） 

27pB03 保健の授業研究における２つの方向性と保健担当教師の力量形成 

○植田 誠治（聖心女子大学） 

 

  座長 ： 野村 良和 （筑波大学）  14:36～15:24 

27pB04 戦前期岡山市における「養護訓導」制度への再検討 

○河内 信子  （山陽学園短期大学） 

27pB05 学校衛生施設・設備の研究 

〇竹下 智美  （一橋大学大学院社会学研究科） 

27pB06 ターナー健康教育論の受容と戦後学校保健計画 

○七木田 文彦  （埼玉大学教育学部） 

27pB07 府県の学校衛生史に関する検討（10） －学校創始時の教員の学問基盤などの検討－ 

○高橋 裕子  （愛知教育大学） 

   

C 会場  14:00～15:48 
〔発育・発達〕 

 

  座長 ： 中下 富子 （埼玉大学）  14:00～14:36 

27pC01 小学校 3,4 年生における人物画とコンピテンスとの関係 

○萱村 俊哉  (武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科) 

27pC02 中学生の生活習慣改善意識と学力の向上に向けた実践的研究 

○松原 紀子  （飯田市立竜東中学校） 

27pC03 児童の体格と学区の環境の関係について 

○黒川 修行  （東北大学大学院医学系研究科環境保健医学分野） 

 

  座長 ： 戸部 秀之 （埼玉大学）  14:36～15:12 

27pC04 大学における地域貢献事業として小学生への運動教室（アクティブ･キッズ･プロジェクト）の成果と 

今後の展望 

○白上 剛史  （佐賀大学大学院、佐賀大学） 

27pC05 スポーツクラブに所属している成長期の生徒を対象とした食事摂取状況と体格等との検討 

○坂元 美子  （神戸女子大学） 

27pC06 幼児・児童における基礎体力の測定方法に関する考察  ～反復横とびの調査から～ 

○米山 優貴  （東京福祉大学） 

 



座長 ： 松本 健治 （鳥取大学）  15:12～15:48 

27pC07 中学・高校生女子の踵骨骨量の増加と不定愁訴の関係 

○兒玉 桃子  （女子栄養大学栄養生理学研究室） 

27pC08 若年者の肥満に伴う血中アディポネクチン低下と脈波伝播速度の亢進との関連 

○宮井  信行  （大阪教育大学) 

27pC09 中国における発育促進現象とその社会経済的背景について 

○商  雯(SHANG  WEN)   (鳥取大学大学院地域学研究科） 

 

D 会場  14:00～15:48 
〔喫煙・飲酒・薬物〕〔その他〕  

  

  座長 ： 家田 重晴 （中京大学）  14:00～14:36 

27pD01 神奈川県における児童生徒の喫煙，飲酒，薬物乱用の実態 

 －TADASKY2001 年と 2009 年との比較－ 

○片岡 千恵  （筑波大学大学院） 

27pD02 親における養育態度と青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用に関する意識 

 －TADASKY2009 年の結果より－ 

○中山 直子  （首都大学東京大学院） 

27pD03 青少年の喫煙，飲酒，薬物乱用防止のための保護要因 －TADASKY2009 年の結果より－ 

○久保 元芳  (宇都宮大学） 

 

  座長 ： 野津 有司 （筑波大学）  14:36～15:12 

27pD04 高校生の喫煙・飲酒・薬物乱用と朝食，運動，アルバイト時間との関連性 

 ―2009 年 JSPAD 調査からの報告― 

○三好 美浩  （財団法人日本性教育協会) 

27pD05 養護教諭養成課程における授業評価に関する研究（第１報） 

～授業前後の自覚症状の変化と授業振り返りを通して～ 

○八重樫 節子  （東京福祉大学教育学部） 

27pD06 大学院生を対象とした「心身健康教育実践原論」授業の取り組みと受講学生の授業評価について 

○松田 芳子  （熊本大学教育学部） 

 

  座長 ： 照屋 博行 （福岡教育大学）  15:12～15:48 

27pD07 中高生の危険行動とアセッツの関連 

○荒井 信成  (筑波大学大学院人間総合科学研究科体育科学専攻)  

27pD08 小中学生の医薬品や健康に関する知識の実態と「医薬品に関する教育」の効果に関するアンケート

調査結果について 

○河野 有  （くすりの適正使用協議会） 

27pD09 大学生の違法薬物に対する意識 ―質問紙調査の結果から― 

○中野 智美  （茨城大学大学院教育学研究科） 

 

 

 

 

 



E 会場  14:00～15:48 
〔保健学習・保健指導〕  

 

  座長 ： 高橋 浩之 （千葉大学）  14:00～14:36 

27pE01 摂食障害傾向者の対人関係に関する検討 

○笠井 直美  （新潟大学教育学部） 

27pE02 「プレ保健授業担当教師」の学びの履歴に関する探索的試み 

○小浜 明  (仙台大学) 

27pE03 保健体育科コース大学生および中学校保健体育科教員の保健学習に対する意識 

 ―グループまたは，個別インタビューによる聴き取り調査の結果― 

○上田 裕司  （兵庫教育大学大学院） 

 

  座長 ： 瀧澤 利行 （茨城大学）  14:36～15:12 

27pE04 大学における教科教育と健康教育の統合化の試み 

○福重 八恵  （小樽商科大学） 

27pE05 成長過程においての自己肯定感の確立と生活習慣改善をねらいとする学校現場における保健学習

の教育的効果に関する研究  ―キャリア教育を取り入れた保健学習の実践に基づく検討― 

○浅井 千恵子  （京都教育大学大学院） 

27pE06 私立中学校・高等学校における文化祭食品衛生管理の現状 

○小坂 桃子  (慶應義塾大学保健管理センター) 

 

  座長 ： 佐藤 佑造 （愛知学院大学）  15:12～15:48 

27pE07 月経痛への対処に関する養護教諭の係わり 

○平田 まり  （関西福祉科学大学） 

27pE08 小学校におけるデス・エディケーションの教育内容構成に関する研究 

○白石 孝久  （順天堂大学大学院） 

27pE09 科目・保健教育内容として教科書・安全領域の内容・構造の問題とその改善 

  － 保健授業における NIE の活用 －                    

○内山 源  （茨城女子短期大学） 

 

J 会場  14:00～17:00 
〔特別支援教育〕〔国際保健〕   

 

  座長 ： 大澤 清二  （大妻女子大学）  14:00～14:48 

27pJ01 全国特別支援学校における多職種導入と連携に関する実態 

○近藤 福美  (前川崎医療福祉大学医療福祉学研究科) 

27pJ02 知的障害者の乗馬療法における個に応じた運動プログラム作成に関する基礎研究 

 ～乗馬中の筋電図分析から その 1～ 

○土屋 奈津美  （東京福祉大学） 

27pJ03 韓国のナースプラクティショナーについて 

○小林 育枝 

27pJ04 ラオス国立大学教育学部の教職員の健康・環境教育についての学習・指導経験およびニーズの実態

○友川 幸  (信州大学教育学部) 

 



座長 ： 永田 憲行  （熊本大学）  14:48～15:36 

27pJ05 弱視児童生徒のための拡大教科書の現状と課題 

〇高柳 泰世  （本郷眼科・神経内科） 

27pJ06 小学校における特別支援学校「健康診断用手順書」活用に関する一考察 第 1 報 

○大家 さとみ  （佐賀大学文化教育学部附属特別支援学校） 

27pJ07 医療的ケアを受けている子どもをもつ母親のニーズと QOL 向上への支援の検討 

○森島 依香  （愛知県扶桑町役場） 

27pJ08 養護教諭が行う特別に支援を要する子どもを抱える家族への支援方法 

○中下 富子  （埼玉大学） 

 

〔ライフスキル教育〕  

 

  座長 ： 近森 けいこ  （名古屋学芸大学）  15:36～16:24 

27pJ09 いじめの影響とレジリエンシー，ソーシャル・サポート，ライフスキルとの関係 

 ―新潟市及び広島市の中学校８校における質問紙調査の結果より― 

○菱田 一哉  (神戸大学大学院人間発達環境学研究科) 

27pJ10 ネットいじめ防止に有効なアプローチの検討 －加害防止の観点から－ 

○菅野 瑶  （神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 

27pJ11 少年非行の再犯防止に関わる要因についての研究 ―主に逸脱仲間との関係に着目して― 

○三島 枝里子  （神戸大学大学院人間発達環境学研究科） 

27pJ12 小学生・中学生・高校生の自己肯定感に関する横断的調査 

○ 小池 はるか  （高田短期大学） 

 

  座長 ： 中村 晴信  （神戸大学大学院）  16:24～17:00 

27pJ13 仲間意識形成における養護教諭の役割 ―ライフスキル獲得のための支援の在り方― 

○鈴木 郁美  （茨城大学大学院教育学研究科） 

27pJ14 スポーツマンシップ教育の進め方に関する研究 

◯山羽 教文  (順天堂大学大学院) 

27pJ15 青少年にとっての理想的な居住空間の在り方に関する研究 

 －相反する２つの宿泊施設の比較を通して－ 

○深澤 清  （順天堂大学大学院） 

 

K 会場  15:26～16:38 
〔健康評価・保健統計〕 

 

  座長 ： 笠井 直美  （新潟大学）  15:26～16:02 

27pK01 通学形態が児童の心身および生活行動に与える影響 

○青栁 直子  （浜松学院大学短期大学部） 

27pK02 ヘルスプロモーティングスクールと心理社会的学校環境 

 －教員対象の質問紙調査を通しての一考察－ 

○一期﨑 直美  (熊本市立出水中学校)  

27pK03 中・高校生の新体操部員（女子）における体型、生活習慣、健康に関する研究 

○宮木 弘子  （女子栄養大学保健管理学研究室） 



  座長 ： 松田 芳子  （熊本大学）  16:02～16:38 

27pK04 養護教諭の精神的健康度に関する研究（第 1 報） 

○上原 美子  （筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

27pK05 大学生の授業中における居眠りの要因 

○國方 功大  （京都教育大学大学院） 

27pK06 大学生の骨密度と不定愁訴の関連について 

○加藤 恵子  （名古屋文理大短大部） 

 

L 会場   14:00～16:36 
〔学校給食・食育〕  

 

  座長 ： 香川 明夫  （女子栄養大学）  14:00～14:48 

27pL01 学校給食で提供される料理に対する嗜好と食態度・食行動の関連 

 ―日本と米国の児童を事例とした比較調査― 

○長谷川 めぐみ  (杏林大学保健学部公衆衛生学教室) 

27pL02 郡部中学生の朝食の実態について 

○藤原 章司  （香川大学教育学部） 

27pL03 児童館における食育活動の実施状況 ―地方自治体の人口規模別食育実践度の比較― 

○田路 千尋  （武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科) 

27pL04 地域協働・幼小中連携を生かした学校発の食育推進 

○八竹 美輝  （堺市立三国丘小学校) 

 

  座長 ： 門田 新一郎  （岡山大学）  14:48～15:36 

27pL05 食習慣・栄養知識に影響を与える栄養教育 ～大学競技選手を対象として～ 

○津吉 哲士  （筑波大学大学院体育研究科、仙台大学運動栄養学科） 

27pL06 中学生における食事中の自発的コミュニケーションと食行動、食態度との関連 

○衛藤 久美  （女子栄養大学） 

27pL07 『魚丸ごと食育』を通して子どもが生きる力を身に付ける教材開発 

○香川 明夫  （女子栄養大学短期大学部） 

27pL08 国語科と連携する“食に関する指導” 

○萩 真季  （大阪市立南大江小学校)  

 

座長 ： 数見 隆生  （宮城教育大学）  15:36～16:36 

27pL09 食育基本法導入前後の短期大学における教育が卒業生に与える影響について 

○落合 利佳  （大阪大谷大学） 

27pL10 簡易調査法による日常的な身体活動レベルの推定及び妥当性についての検討 

○小梶 翔子  （園田学園女子大学人間健康学部） 

27pL11 高校生における日常的な食事の総合評価についての検討 

○池畑 美幸  （園田学園女子大学人間健康学部） 

27pL12 中学生のテレビの視聴時間と食品表示活用、食物摂取量との関連 

○中西 明美  （女子栄養大学大学院栄養学研究科） 

27pL13 メディアがおやつ選択行動・購買行動に及ぼす影響 

○赤松 佐知子  （大阪市立大学大学院生活科学研究科） 


