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5 月27日（日）
住

百年館

2 階（E 会場）

9：00－9：45
3E-01

居

座長［藤平

真紀子］

夏期と冬期における高齢者の居室の温熱環境に関する実態調査

○久保博子1，宮里真以1，東実千代2，佐々尚美3，磯田憲生1（1奈良女大，2畿央大，3武庫川女大）
3E-02

住宅温熱環境と居住者の滞在場所に関する事例調査

―住宅の空間的特徴に注目して―

○澤島智明（佐賀大）
3E-03

木材の香りに対する生理心理反応に関する研究

○東実千代1，萬羽郁子2，久保博子3，磯田憲生3，東賢一4（1畿央大，2東京学芸大，3奈良女大，4近畿大）
9：45－10：45
3E-04

座長［澤島

智明］

生活スタイルの変化に伴う「技術・家庭」住生活関連項目の変遷

○萩村眞奈，亀崎美苗（埼玉大）
3E-05

中学校家庭科住生活領域における ICT 活用の現状と課題

○正岡さち1，亀崎美苗2，榎本ヒカル3，田中宏子4（1島根大，2埼玉大，3相模女大，4滋賀大）
3E-06

空き家の維持管理におけるシルバー人材センターの関わりの可能性

○藤平眞紀子（奈良女大）
3E-07

UR 団地における管理サービス事務所の窓口業務の現状と生活支援アドバイザーの必要性

○大塚順子，定行まり子（日本女大）
15：30－16：15
3E-08

座長［久保

博子］

大学生を対象とした生活行動と揮発性有機化合物暴露に関する実態調査

○萬羽郁子（東京学芸大）
3E-09

在宅介護における室内環境の臭気調査

○田澤寿明1，水谷千代美2，鈴木真理1，高岳留美1（1エステー（株），2大妻女大）
3E-10

実空間における色彩印象評価の経時的変化と機能性
2
○飯野由香利1，中村裕貴2（1新潟大，（株）なんつね）

被
百年館

2 階（F 会場）

9：30－10：30

座長［水野

夏子］

3F-01

歴史衣装の復元製作指導と体型の差異に関する考察

3F-02

雑誌『婦人世界』にみる主婦の衣生活の改良

○太田茜（倉敷市立短大）
○山村明子（東京家政学院大）
3F-03

大学生の古着に対する意識と購入基準

○辻幸恵（神戸学院大）
3F-04

手ぬぐいで製作した人形浴衣の印象評価

○孫珠熙，中嶋史央里（富山大）
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10：30－11：30
3F-05

座長［村上

5 月27日（日）

かおり］

生活行動を支援するカラーユニバーサルデザイン（1） ―実物モデルによる開閉行動と色表示について―

○大澤香奈子1，山下健2，内藤章江3，石原久代2（1京都光華女大短，2椙山女学園大，3お茶の水女大）
3F-06

アパレル分野における色彩調和の検討（1） ―色相の調和範囲―

○石原久代1，鷲津かの子2，大澤香奈子3，小町谷寿子4，畑久美子5
（1椙山女学園大，2名古屋学芸大，3京都光華女大短，4名古屋女大，5愛国学園短大）
3F-07

衣服の視覚的評価と布の力学特性との関係

○福井典代1，武本歩未2，大塚美智子2（1鳴門教大，2日本女大）
3F-08

AR（拡張現実）を活用したゲーム融合型ファッションショーの実践

○好田由佳，矢澤郁美，香山喜彦（梅花女大）

百年館

2 階（G 会場）
座長［諸岡

9：00－9：45
3G-01

晴美］

外衣用ニットの官能評価の定量化

○井上真理1，堀端裕司2（1神戸大，2パナソニック（株））
3G-02

紙おむつ腰まわり部の風合い評価

○濱田仁美，野中美優，藤戸茉諭（東京家政大）
3G-03

編布の摩擦による損傷と外観特性変化

○澤渡千枝1，堀江未祐1，竹本由美子2（1静岡大，2武庫川女大）
座長［井上

9：45－10：45
3G-04

真理］

布の触感「しっとり」に関する評価

○末弘由佳理1，鋤柄佐千子2（1武庫川女大，2京都工繊大）
3G-05

組紐の製作条件と外観および力学特性の関係

―おもり玉と吊りおもりのバランス変化の影響―

○松梨久仁子1，坂西まこと1，多田真純2，多田牧子3，奥脇菜那子1
3
（1日本女大，2京都工繊大，（株）テクスト）

3G-06

圧縮特性からみたゴールボール用パンツのプロテクター素材の検討

坂下理穂，○加藤礼菜，諸岡晴美（京都女大）
3G-07

熱・水分移動特性からみたゴールボールパンツ用プロテクター素材の検討

○坂下理穂，加藤礼菜，諸岡晴美（京都女大）
15：30－16：15

座長［薩本

弥生］

3G-08

中学校家庭科における制服を利用した服育

3G-09

JIS Z9107に相当する蓄光布を用いた衣服設計

○田崎琴絵，石原久代（椙山女学園大）
○小野寺美和1，谷明日香2，竹本由美子3（1東北生活文化大，2四天王寺大短，3武庫川女大）
3G-10

軽失禁症状を持つ男女の実態とそのおもい

○青木基，山下直子（花王（株））
16：15－17：00
3G-11

座長［佐藤

真理子］

透湿防水性ナノファイバー膜を使用したシューズの換気性能および透湿性能評価
2
○薩本弥生1，池田文美1，渡邊圭2，大澤道2（1横浜国大，（株）ナフィアス）

3G-12

防護服内着用肌着の素材特性と着用感との関係

小柴朋子1，○杉山智子1，内田幸子2，森本美智子3，田辺文憲4，荒川創一5
（1文化学園大，2高崎健康福祉大，3兵庫県立大，4山梨大，5三田市民病院）
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3G-13

5 月27日（日）

ヘアスタイルが衣環境へ与える影響

○水沼千枝，多屋淑子（日本女大）

食
百年館

3 階（K 会場）
座長［平尾

9：30－10：45
3K-01

物

和子］

モデルワインにおける酸化防止剤の添加がアントシアニン誘導体の形成に与える影響
―色調の維持と亜硫酸低減に向けた試み―

○本間太郎1，持田彰子2，大畑健人2，内田和宏2，北加代子1，鈴木俊英1，高柳勉2（1帝京大，2東京工科大）
3K-02

甘酒飲用による気分改善効果

―主観的気分測定システムを用いた評価―

○杉本紗羅 ，林里栄子1，伊豆英恵2，藤井力1,2，片岡洋祐3，松原主典1
1

（1広島大，2酒類総合研，3理化学研）
3K-03

各種挽肉試料の脂質過酸化に対する金属キレート剤 EDTA の抑制効果

○清水祐美1,2，岩本悟志1，山内亮1（1岐阜大，2岐阜女大）
3K-04

キクイモに含まれるイヌリンの加熱や pH に対する安定性

3K-05

植物性乳酸菌を使用した長崎県産乳酸発酵柑橘ジュースの呈味成分と嗜好性

○安田みどり，扇萌華，児島百合子（西九州大）
○湯浅正洋，島田亜美，冨永美穂子（長崎県立大）
10：45－11：30

座長［藤原

智子］

3K-06

若年女性の月経周期における女性ホルモンの変動が脂質摂取量に与える影響

3K-07

卵巣摘出ラット骨格筋の AMPK および AS160リン酸化に対するエストロゲン補充及び摂食制限の影響

3K-08

母ラットの葉酸摂取量が出生仔の代謝に及ぼす影響

○上島恭子，水上友里，狩野紅子，南麻由子，池内小都美，森村奈央，森本恵子（奈良女大）
○河上瑞穂，中木直子，森本恵子（奈良女大）
○中田理恵子，三宅芽生，武島奈つ乃，本郷翔子，井上裕康（奈良女大）
15：30－16：30

座長［中澤

弥子］

3K-09

熊本県における高校生の「おせち料理・雑煮」とのかかわり

3K-10

どのようなバネ付箸が使いやすいのか

3K-11

山形県庄内地方における「笹巻」に関する調査

○米村友子，佐藤哲（熊本県立大）
○貝淵正人（新潟医療福祉大）
○平尾和子1，三星沙織1，近堂知子2，竹内由紀子1（1愛国学園短大，2共立女大）
3K-12

熟成茶の成分と風味の特徴

○内山裕美子1，高橋貴洋2，堀江秀樹3，佐藤晃平4，築舘香澄5，山下まゆ美6，岡本由希7，加藤みゆき8，
大森正司1
4
5
（1大妻お茶大，2味香り戦略研，3農研機構，（株）伊藤園，
大妻女大，6織田栄養専，7和洋女大，8和歌山大）

百年館

3 階（L 会場）

15：30－16：30
3L-01

座長［光永

伸一郎］

種子島産緑茶香気の官能評価

○木下朋美（鹿児島県立短大）
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5 月27日（日）

3L-02

カット野菜洗浄機に付着する汚れに関する研究

3L-03

乳酸酸性下において酵母が乳酸菌の生存性に与える影響

○乙部嵯稀，矢野傑，渡部慎一，佐藤昌裕，久保園隆康（ライオンハイジーン（株））
○平井智美，安藤萌花，上杉夏実，西條真由，松島由依，川澄俊之（日本女大）
3L-04

トマト加熱加工品であるトマトペーストに含まれるカロテノイド化合物に関する研究

○酒見裕香，鈴木静海，松雪翠，新藤一敏（日本女大）

家庭経営・経済・震災
百年館

5 階（O 会場）

9：00－9：45
3O-01

座長［李

秀眞］

生活時間量のジェンダー分析

○髙橋翔太（島根県立大）
3O-02

情報提供のプロセスと倫理的消費行動に関する一考察

3O-03

生協における家計管理能力増進の活動

―直売所における環境配慮型農産物を対象として―

○青木美紗（奈良女大）
○重川純子，竹内眞優子（埼玉大）
9：45－10：30
3O-04

座長［青木

美紗］

高齢者世帯の引退・退職前後の家計所得および消費構造の変化

○李秀眞（弘前大）
3O-05

人生設計の変化に関する研究

3O-06

伝統集落における津波に備えた土地利用

○赤羽根和恵（東京福祉大）
―東日本大震災津波被害からの考察―

○薬袋奈美子（日本女大）
10：30－11：15
3O-07

座長［重川

純子］

大規模地震による分譲マンションの被害と復旧過程の実態について

―熊本地震の事例―

○中迫由実1，藤本佳子2（1熊本大，2マンション管理研究所）
3O-08

福島原発事故後の地域の自発的な取り組みの可能性

3O-09

空間放射線量の高い地域における衣生活の実態調査

―生活資源コントロールに着目して―

○佐藤海帆（日本女大）
―アンケート調査から見る衣服の放射能対策に関する意識―

○竹崎泰子，多屋淑子（日本女大）

家政学原論
百年館

5 階（O 会場）

15：30－16：15

座長［小林

陽子］

3O-10

昭和40年代の教育課程行政と小学校家庭科の展開

3O-11

人に寄り添うロボット開発と家政学についての一考察

―「鹿内瑞子旧蔵資料」をもとに―

○八幡（谷口）彩子（熊本大）
○小倉育代（大阪女短大）
3O-12

家政学的視点から探るシェアリングエコノミーの課題と可能性

○花輪由樹1，岸本幸臣2，宮﨑陽子2（1平安女学院大，2羽衣国際大）
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5 月27日（日）
児

百年館

童

5 階（Q 会場）

9：30－10：15

座長［吉川

はる奈］

3Q-01

親の家事遂行と子どもの家事手伝い

3Q-02

宮崎県内の子ども食堂・親子食堂の現状と課題について

○森中典子（お茶の水女大）
○篠原久枝，花牟禮海波（宮崎大）
3Q-03

生活教育絵雑誌『子供之友』に見られる子どもの生活

―絵ばなし「甲子・上太郎」の統計解析―

○遠藤敏喜1，村上民2，藏原惟史1（1自由学園大，2自由学園資料室）
10：15－11：00
3Q-04

座長［金田

利子］

幼児教育・保育に関する日中間の比較研究

―保護者の意識調査を資料として―

○岡野雅子 ，周晶 （ 東京福祉大短，2元東京福祉大）
1

3Q-05

2

1

米国オハイオ州クリーブランド市の The Intergenerational School における世代間交流活動

○佐々木剛1,2，草野篤子3（1第一幼児教育専，2星槎大，3白梅学園大）
3Q-06

内モンゴルの民族学校における地域連携

○薩日娜（奈良女大）
15：30－16：30

座長［岡野

雅子］

3Q-07

保育者養成課程における科学教育の必要性

3Q-08

幼児前期の集団場面における迂回行動とそれへの対応

○金田利子（東京国際福祉専）
○寒河江芳枝1，柳本亜紀2（1白梅学園大・院，2清瀬ゆりかご幼稚園）
3Q-09

高校家庭科における保育学習教材の検討

―母子健康手帳の活用の可能性―

○吉山怜花，吉川はる奈（埼玉大）
3Q-10

中学生・高校生の部活動における仲間関係

吉川はる奈，○佐藤朝夏（埼玉大）

家政教育
百年館

5 階（R 会場）

9：00－10：15
3R-01

座長［増渕

哲子］

沖縄の染織と暮らしの持続性に関する研究
―経済性の探究にともなう生産性とツーリズムの問題，および経済性再考の視点からの教材化の試み―

○松本由香1，佐野敏行2（1琉球大，2奈良女大）
3R-02

ICT 教材「ミニチュアゆかた製作」を用いたきもの文化と縫製技能の学習

○大矢幸江1，薩本弥生2，千葉眞智子3（1東京学芸大，2横浜国大，3捜真女学校）
3R-03

被服製作における基礎縫いに関する教科書分析

3R-04

藍の生葉染めによる学習者の興味を引き出す科学的説明と指導方法についての提案

○福井ともこ，速水多佳子，福井典代（鳴門教大）
○瀬戸房子（鹿児島大）
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3R-05

5 月27日（日）

カンボジアでの被服製作による国際協力メソッドに資する研究
―シェムリアップ州バイヨン中学校での事例―

―第 2 報：グループ学習を取り入れたスカート製作―

○楠幹江，山田俊亮（安田女大）
10：15－11：15
3R-06

座長［速水

多佳子］

子どもの調理実習における主体性発揮には，家庭における「火」を扱うお手伝い経験が強く影響する
―若年層を対象とした「火」の取扱いに関する意識調査から―

○河原ゆう子1，伊藤久敏1，丸山智美2，清水彩子2（1東邦ガス（株），2金城学院大）
3R-07

中学校家庭科の食物アレルギーに対応した調理実習

―題材と事後学習の分析―

○佐藤佐織 ，増渕哲子 （ 札幌市立柏丘中，2北教大）
1

3R-08

2

離乳食に関する教育内容と指導

1

―日本および諸外国の比較と家庭科教科書―

○青木香保里 ，志村結美2，日景弥生3（1愛知教大，2山梨大，3弘前大）
1

3R-09

家政学とリベラルアーツ教育

―2. 食の企画開発系の学びにおけるコンピテンシーの習得―

○黒田久夫，澤田実栄（東京家政学院大）
15：30－16：30

座長［志村

結美］

3R-10

家庭科住生活領域における「居住の権利」学習の検討

3R-11

家政教育が社会貢献に寄与するためのサービス・ラーニングに関する研究

―高等学校家庭科教員の意識調査の分析―

○宮﨑陽子（羽衣国際大）
第2報

―福祉のための家政教育（食生活分野）での導入に関する一考察―

○田﨑裕美1，増田啓子2（1静岡福祉大，2常葉大）
3R-12

家庭科の学習分野に対する学生の意識

―衣食住専攻の大学生を例として―

○高尾真子，佐々尚美（武庫川女大）
3R-13

Instagram を活用した「家政学」の授業提案

○吉井美奈子1，大本久美子2，奥井一幾3，小倉育代4，表真美5，岸本幸臣6，長石啓子7，花輪由樹8，
宮崎陽子6（1武庫川女大，2大阪教大，3神戸松陰女学院大，4大阪女短大，5京都女大，6羽衣国際大，7元
兵庫教大，8平安女学院大）

環境・福祉・健康
百年館

5 階（T 会場）

9：00－9：45
3T-01

座長［冨永

美穂子］

省エネ行動の難易度の違いによる行動阻害因子特定手法の検討

○赤石記子1，三神彩子1,2，近藤芳樹2，長尾慶子1（1東京家政大，2東京ガス（株））
3T-02

社会マナー化する環境・エコ意識

3T-03

情報提示が「におい」の印象評価に及ぼす影響

○井上恵美子，秋田千恵（花王（株））
1
2
○長谷博子1，平林由果2（（株）シャローム，
金城学院大）

9：45－10：15
3T-04

座長［千田

眞喜子］

大学主催の「健康カフェ」による健康介入が地域高齢者の生活意識の変化に及ぼす影響

○冨永美穂子1，飛奈卓郎1，石見百江1，湯浅正洋1，永山千尋1，立松麻衣子2（1長崎県立大，2奈良教大）
3T-05

韓国における農村高齢者の共感能力向上プログラム開発に関する研究

○チェジョンシン，ファンジョンイム，ハンソンヒ，キムスリム（韓国 農村振興庁 国立農業科学院）

19
19

口頭発表
10：15－11：00
3T-06

座長［三神

5 月27日（日）

彩子］

家政学における食品関係の学際研究

―行政法学との連携を中心に―

○笹岡克比人（名城大）
3T-07

大学生の塩分摂取状況の主成分分析による解析

3T-08

入院患者の病気後に感じる味やにおいの変化に関する調査

○千田眞喜子（花園大）
○城田直子1，古川香2，田中隆介3，峯木眞知子4
（1東京家政学院大，2松井病院，3東邦大大橋病院，4東京家政大）

20
20

