
〔 名前 〕         阿川 勇太 

 

〔 職位 〕         講師 

 

〔 保有学位 〕       看護学修士 

 

〔 担当科目 〕      子どもの保健 健康領域指導法Ⅱ 赤ちゃんの生活と保育 

 

〔 専門分野 〕       家族看護学 子育て支援 父親支援 

 

〔 学外活動 〕       民間保育園第三者委員 

      NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事 

              NPO 法人ファザーリング・ジャパン関西 副理事長 

              尼崎市医療的ケア実施ガイドライン検討会 副座長 

              日本公衆衛生学会 会員 日本看護科学学会 会員 

日本家族心理学会 会員   国際家族看護学会 会員 

日本地域看護学会 会員   

日本産前産後ｹｱ･子育て支援学会 会員 査読者 

日本子ども学会 会員    日本子育て学会 会員 

日本公衆衛生看護学会 会員 日本家族看護学会 会員 

日本発達心理学会 会員 日本小児保健協議会 会員 

 

〔 主な教育・研究業績 〕   

【著書】 

（共著）パパとママの育児戦略. 安藤哲也, 川島高之, 小崎恭弘, 林田香織, 高祖常子, 

内木場豊, 阿川勇太, 篠田厚志, 東浩司. 2018 年 10 月 Repicbook   

（共著）はじめてみよう！家族看護. 中山美由紀, 井上敦子, 藤原真弓, 浅井桃子, 山内

文, 米田愛, 永野晶子, 阿川勇太. 2018 年 3 月大阪公立大学共同出版会（OMUP）   

（共著）家族・働き方・社会を変える父親への子育て支援. 小崎恭弘, 田辺昌吾, 松本

しのぶ, 石井クンツ昌子, 増井秀樹, 高岡純子, 多賀太, 坂本純子, 久留島太郎, 濱崎格, 

金坂尚人, 水野奨, 堀越学, 阿川勇太, 徳倉康之, 篠田厚志, 天野勉, 村上吉宣, 橋謙太, 

野口啓示, 川島高之, 馬見塚珠生, 清水里美. 2017 年 10 月ミネルヴァ書房   

（単著）保健師パパが教える パパと子どものあそび―0～2 歳児版―. 阿川勇太. 2017

年 1 月ギャラクシーブックス 

 

（学術論文） 

・COVID-19 下におけるリスクイメージと対処意識が保育士と保護者の信頼関係に与え

る影響に関する検討. 城戸楓,小崎恭弘,阿川勇太,小崎遼介,上野公嗣,瀧川光治,田辺昌吾,



野澤祥子. 防災教育学会研究 1(2) 49-61 2021 年 3 月 

・出産家族における家族の発達課題に対する父親の取り組み. 阿川勇太, 中山美由紀 

家族看護学研究 25(2) 189-200 2020 年 4 月 

・「父親の役割」の概念分析. 阿川 勇太, 中山 美由紀. 大阪府立大学看護学雑誌 26(1) 

9-17 2020 年 3 月 

・父親の自主的な活動の考察―我が国における父親サークルの調査より―. 小崎恭弘, 

阿川勇太. 大阪教育大学家政学研究会「生活文化研究」 55 23-32 2018 年 1 月 

 

（学会発表） 

・Concept Analysis Using a Hybrid Model on Parenting Partnership in the Family 

Formation Period. Yuta Agawa, Miyuki Nakayama. 25th East Asia Forum of 

Nursing Scholars Conference  2022 年 4 月 21 日   

・コロナ禍における全国自治体での母子保健事業および父親支援の実施状況の調査. 小

崎恭弘, 高木悦子, 阿川勇太, 竹原健二. 第 10 回日本公衆衛生看護学会学術集会  

2022 年 1 月 8 日   

・全国基礎自治体に対する父親支援実施状況調査. 小崎恭弘, 高木悦子, 阿川勇太, 竹原

健二. 第 80 回日本公衆衛生学会総会  2021 年 12 月 21 日   

・Family Stress in Childcare Under the Spread of COVID-19 Infection in Japan 2: 

Perceptions of Mothers. Atsuko Inoue, Yuta Agawa, Miyuki Nakayama. 15th 

International Family Nursing Conference  2021 年 6 月 23 日   

・Family Stress in Childcare Under the Spread of COVID-19 Infection in Japan 1: 

Perceptions of Fathers. Yuta Agawa, Atsuko Inoue, Miyuki Nakayama. 15th 

International Family Nursing Conference  2021 年 6 月 23 日   

・A 県新型コロナ感染症 24 時間対応コールセンター経験からの課題と役割(初期～中期

の対応). 神崎初美, 立垣祐子, 西村明子, 藤井加那子, 阿川勇太, 山内洋子, 田中岳美, 

白石夕起子, 畑真紀子, 川内惠美子, 宮前奈央, 井上満代, 今野理恵, 西口久代, 成田康

子, 藤原恵美子. 日本災害看護学会第 22 回年次大会  2020 年 9 月 28 日  日本災害看

護学会 

・産前の教育的介入における方法及びその効果に関するシステマティックレビュー. 阿

川勇太, 中山美由紀. 日本家族看護学会 第 27 回学術集会  2020 年 9月 12 日  日本家

族看護学会 

・出産家族における家族の発達課題に対する父親の取り組み. 阿川勇太, 中山美由紀. 

日本家族看護学会 第 26 回学術集会  2019 年 9 月 15 日  日本家族看護学会 

・A concept analysis of father’s role in child rearing. Yuta Agawa, Miyuki Nakayama.  

21st East Asian Forum of Nursing Scholars & 11th International Nursing 

Conferences  2018 年 1 月 11 日   

・我が国における父親サークルの実態調査. 小崎恭弘, 阿川勇太. 第 14 回日本子ども学

会  2017 年 10 月 21 日  環太平洋大学 


