ポスター発表

5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15

食
P-001

講演番号偶数 14：15－14：45

物

ココア摂取が食餌性肥満ラットの体重および体脂肪減少に及ぼす影響

○曽川美佐子（四国大）
P-002

エナジードリンク摂取における運動パフォーマンスへの影響

○湯川夏子，平塚彩音（京都教育大）
P-003

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

○河上瑞穂，中木直子，森本恵子（奈良女大・院）
P-004

雌性ラットにおける日内リズムと摂食リズムの乖離が食餌制限後の生殖機能回復に及ぼす影響

○藤原智子1，近藤優2，中田理恵子2（1京都ノートルダム女大，2奈良女大）
P-005

ビタミン D 制限が高脂肪食摂取閉経後モデルラットの骨強度に及ぼす影響

○中岡加奈絵，山田麻子，野田聖子，五関－曽根正江（日本女大）
P-006

味噌の種類および製造法による理化学的特徴

○小出あつみ1，間宮貴代子1，松本貴志子2（1名古屋女大，2名古屋女大短）
P-007

健康寿命延伸に向けた食支援と配食サービスの課題

―食事サービスを行う施設視察をもとに―

○加藤佐千子1，長田久雄2（1京都ノートルダム女大，2桜美林大）
P-008

醤油の種類や保存方法による品質の違い

P-009

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

○米田千恵，海老原友稀（千葉大）
―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）
P-010

自作スポーツドリンクにおける H2O2 生成の可能性とその生成機構

○金松澄雄，白渡瞳（共立女短大）
P-011

働く世代に好まれるコーヒーの開発

○濱口郁枝，小瀬木一真，松村俊和，吉田有里，山本存，森由紀，中野加都子，久保妙子，大森敏江
（甲南女大）
P-012

北九州産ブドウからの有用酵母の分離

P-013

ケルセチンとコーヒー酸はヒト肺若齢及び老齢線維芽細胞の Sirt6，Gdf11遺伝子を制御する

○岡本実紗子，森田洋（北九大）
○岡田悦政1,2，岡田瑞恵2（1愛知県立大，2Yms Laboratory）
P-014

Petasites japonicus 抽出成分による REV-ERB alpha，Nrf2の mRNA 発現量の変化

○岡田瑞恵1，岡田悦政1,2（1Yms Laboratory，2愛知県立大）
P-015

TDS，multi-sip TDS による新十六茶の風味特徴評価

○竹内紗央里，田手早苗（アサヒ飲料（株））
P-016

鰹節から単離した麹菌による肉の発酵

P-017

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

P-018

無洗米における消費者の意識

○束原史華，影山志保，諸岡信久（郡山女大）
○湯浅正洋，島田亜美，冨永美穂子（長崎県立大）
○宮澤洋子1，山田直子1，成瀬まゆみ2，土田満3
（1名古屋文理大，2愛知水と緑の公社，3愛知みずほ大・院）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-019

講演番号偶数 14：15－14：45

スチームコンベクションオーブンを用いた根菜類の煮物の調理条件の検討

○吉田里緒1，八川梨紗1，佐藤瑶子1，飯島久美子2，辻ひろみ2，香西みどり1（1お茶の水女大，2東洋大）
P-020

機能性油脂添加シフォンケーキの品質

○松本美鈴（大妻女大）
P-021

小皿の絵柄の色がフルーツのおいしさに与える影響

―青色以外の単色絵付け焼成皿との比較―

○川嶋比野 ，数野千恵子 （ 戸板女短大，2実践女大）
1

P-022

2

1

コーンスターチで置換した食パンの調製方法について

―副材料の検討―

○宮田美里，石橋晶穂，濃沼芳利，佐々木郁実，鳥山三華，中嶋郁実，原嶋友里恵，西念幸江
（東京医療保健大）
P-023

学校給食で副菜の野菜類はどのように提供されているか

P-024

米粉麺の物性に対するフノリと米粉アミロース含量の影響

○小西大喜，綾部園子，神戸美恵子，村松芳多子（高崎健康福祉大）
○山口智子，桐生久留実，好田未里（新潟大）
P-025

米飯保存時の黄色ブドウ球菌 staphylococcal enterotoxin A（SEA）産生に与える pH 及びグリシンの影響についての菌株
間における比較

○筒浦さとみ，村田容常（お茶の水女大）
P-026

エスプーマ調理法による高齢者向け米粥の調製

○駒込乃莉子，山本菜美，池谷実紀，中山栞里，島村綾，和田涼子，峯木眞知子（東京家政大）
P-027

品種および収穫時期の異なるトマトの官能評価

○早川文代1，風見由香利1，安藤聡2，趙鉄軍2，中野明正2,3
（1農研機構食品研，2農研機構野菜花き研，3農水技術会議事務局）
P-028

大学生の調理技能の実態及び学習内容の定着について

○中村恵子，山崎真優子（福島大）
P-029

米の品種が米飯および米飯パンの食味に及ぼす影響

○藤田沙南1，村上陽子2（1静岡県立三島南高，2静岡大）
P-030

チキン・ブイヨンの減塩効果に寄与する食材の探索

○真部真里子1，高山悠1，竹内実子1，小川有紀1，笹原由雅2，青木仁史2
2
（1同志社女大，（株）ニチレイフーズ）

P-031

グルテンフリー米粉蒸しパンの製パン性と保存性に及ぼす熱応答性キシログルカンの影響

P-032

貯蔵期間の異なる大豆および金時豆の粉末の起泡性と乳化性

○久田華奈江，土岐田佳子，藤井恵子（日本女大）
○飯島久美子1，山本裕崇1，郡山貴子2，佐藤瑶子2，香西みどり2（1東洋大，2お茶の水女大）
P-033

電子レンジ調理における調理器具の違いによる仕上がりへの影響

○亀山周平，高原啓也，上村慎一郎（ライオン（株））
P-034

天ぷらのおいしさの評価

―澱粉性食品について―

○小林由実1，上田善博3，加藤邦人2，石田康行1，河村益徳1，小川宣子1
（1中部大，2岐阜大，3日清オイリオ（株））
P-035

微細化農産食品のフレンチメレンゲ調理への利用検討

○谷澤容子1，石井統也2，松宮健太郎2，松村康生2，香西みどり3（1甲子園大，2京都大，3お茶の水女大）
P-036

男爵薯，メークイン，はるか，さやかの加熱調理方法と貯蔵に伴う食味のちがい

○後藤昌弘1，岩田惠美子2（1神戸女大，2金沢学院大）
P-037

ピクルスのビタミン C

○三宅紀子，野村茉由（東京家政学院大）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-038

講演番号偶数 14：15－14：45

咀嚼したアガロースゲルの食塊の物理的特性

○森髙初惠1，山中健太郎1，小林奈央樹2，大越ひろ3（1昭和女大，2日本大，3日本女大）
P-039

スティック野菜の微生物汚染状況と消毒法の検討

○岡崎貴世（四国大）
P-040

大量調理における煮物の食塩濃度の予測

P-041

滋賀県在来「杉谷うり」の物理的特性

P-042

雑穀粉天ぷら衣における物性の経時的変化に及ぼす水分量の影響

○林紗也子，八川梨紗，佐藤瑶子，香西みどり（お茶の水女大）
○久保加織，阿部有紀子，岩永莉奈，森太郎（滋賀大）
○谷口明日香1，京極奈美2，長尾慶子1，小林理恵1（1東京家政大，2金沢学院短大）
P-043

テクスチャーアナライザーに接続した SPME/MS を用いた香気成分分析 2
―冬キャベツと春キャベツの蒸し加熱前後の比較―

○河内公恵1，小出真緒1，佐野筑志1，水口実里1，中島肇2（1鎌倉女大，2和洋女大）
P-044

豆腐のみそ漬けにおける調理特性の変化

○辻美智子，岩田さくら，北村美奈弥（名古屋女大）
P-045

大麦粉の配合によるドーナツのアクリルアミド生成抑制

○小林理恵1，橋詰奈々世2，岩田惠美子3，榎本俊樹4
（1東京家政大，2金沢学院短大，3金沢学院大，4石川県立大）
P-046

北海道新十津川町産酒米の白糠を用いた発酵甘酒製造とその製パン改良効果

○奥西智哉1，平川宏之2，後木満男2，岡留博司1，五月女格1，安藤泰雅1，宮下香苗1
（1農研機構食品研，2北海道新十津川町）
P-047

煮物調理における鍋容器内での煮汁の熱対流現象

○原知子1，高橋徹2，吉永隆夫2（1滋賀短大，2大阪大）
P-048

品種の異なる牛肉の食味特性
2
○星野亜由美1，佐々木整輝2，小林正人2，飯田文子1（1日本女大，（一社）家畜改良事業団）

P-049

大学生における日本の家庭料理（和食）の喫食頻度と手作り料理の喫食割合

○平島円1，堀光代2，磯部由香1（1三重大，2岐阜市立女短大）
P-050

産学官連携による岐阜県各務原市特産の「各務原にんじん」を利用した薬膳菓子の開発

○デュアー貴子1，小林由孝2，岩田剛和2，小栗涼志1，後藤将1，望月武1（1東海学院大，2各務原市）
P-051

大学生における豆類および小豆あんの嗜好性と認知

○村上陽子（静岡大）
P-052

岐阜県各務原市特産の各務原にんじん秋冬薬膳定食の考察

○山内加代子，棚橋亜矢子，デュアー貴子（東海学院大）
P-053

保育園児の魚介類と肉類に対する嗜好の比較研究（2016年）

○戸塚清子1，峯木眞知子2（1大妻中高，2東京家政大）
P-054

鹿児島県における山川漬の伝承と生産の現状

○大富あき子1，大富潤2（1東京家政学院大，2鹿児島大）
P-055

大学生の正月料理における嗜好性と伝承性に関する実態調査

○高澤まき子1，深澤律子2，矢島由佳1（1仙台白百合女大，2東北生活文化大）
P-056

応用栄養事業（1968-1986）を通してみた韓国の農村における食生活改善事業の実態

朴卿希2，○上村協子1，片平理子3，江原絢子1（1東京家政学院大，2仁荷大，3神戸松蔭女学院大）
P-057

女子大学生を対象とした「携帯食事手帳」の長期利用による食生活改善効果の検討

○鎌田智英実，奥村亮太，武市泰彦，吉村幸雄（四国大）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-058

講演番号偶数 14：15－14：45

岐阜県各務原市特産の各務原にんじん春夏薬膳定食の考案

○棚橋亜矢子，山内加代子，デュアー貴子（東海学院大）
P-059

大学生における食意識と精神的健康度との関連

○土海一美，照屋美里，岸名葉子，東芽以（美作大）
P-060

三重県内保育所・幼稚園における食農教育の実態

P-061

2005年食育基本法成立以降の学校給食に関する研究動向

P-062

残食量からみる小学校給食の実態

○生川美江，磯部由香，平島円，吉本敏子，鈴木理可，加藤静香，西村訓弘（三重大）
○和井田結佳子，河村美穂（埼玉大）
○岡田みゆき（北教大）
P-063

教育系大学生に対する食育プログラムの効果

○菅野友美1，岩瀬朋恵2，谷本憂太郎3，韓順子1（1愛知淑徳大，2北教大，3北大）
P-064

男性高齢者の自主グループによる料理教室と参加者の実態調査

P-065

女子大学生の主観的健康感と食生活習慣との関連

P-066

スウェーデンの学校給食と食育

○森脇弘子（県立広島大）
―朝食摂取における検討―

○西村美津子，古里ゆかり，嶋田さおり（安田女大）
○中澤弥子（長野県立大）
P-067

訪問介護員及び介護支援専門員を対象とした料理講習会の事例報告

○矢部大，山口友貴絵（大和学園）
P-068

放課後児童クラブ（学童保育）の低・中学年児童を対象とした「遊び」を取り入れた食育の試み

○片平理子1，金坂尚人2,3，千歳万里1（1神戸松蔭女学院大，2神戸市立六甲道児童館，3NPO 法人 S-pace）
P-069

咀嚼運動における 3 軸加速度成分の検討

P-070

和歌山県の小学校における地場産物を用いた食育の現状

○色川木綿子，角南祐子（東京家政大）
○山本奈美1，神山求実2，堺みどり3，若林一花3，泉秀実4
（1和歌山大，2和歌山大附小，3和歌山信愛女短大，4近畿大）
P-071

幼児における食行動の変化に関する研究

内山裕美子，○丹羽絹子，伊藤淳子，大山佳夏，長田朱美，佐藤麗奈，豊田久美，阿南豊正，大森正司
（日本食行動科学研究所）
P-072

幼児と保護者の食生活習慣が音響的骨評価値に与える影響について

○石見百江1，北村舞1，下岡里英2（1長崎県立大，2広島女学院大）
P-073

若年女性の食物繊維に関する知識と摂取状況

○嶋田さおり，西村美津子，古里ゆかり（安田女大）

被
P-074

服

ブランドマネジメントを通じた地域産業活性化と社会人基礎力育成プログラム

―青苧和紙の加工と被服制作―

○井上美紀，川又勝子（東北生活文化大）
P-075

金属化合物を用いて処理した羊毛および酸化羊毛繊維のイソ吉相酸に対する消臭性

○小原奈津子（昭和女大）
P-076

誘目性の高い脂肪酸／油溶性染料混合汚染布の検討

○福田典子（信州大・院）
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―保存性と洗浄性を中心として―
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-077

講演番号偶数 14：15－14：45

伝統的製造工程における芭蕉布材料の微細形状変化

○野村陽子（沖縄科学技術大学院大）
P-078

織物指導における導き糸の効果

○大土恵子（大阪府立中央聴覚支援学校）
P-079

明治時代の着物地の FTIR/ATR 分析

P-080

機械作用を評価した 2 種の振とう機を用いた染色実験

―強制劣化させた初期合成染料染色絹布との比較―

○谷田貝麻美子（千葉大）
○小松恵美子1，熱海春奈1，田澤紫野2，森田みゆき1（1北教大，2奥尻町立奥尻中）
P-081

型紙のデジタル化処理

その23

―注染型紙について―

○川又勝子 ，佐々木栄一2（1東北生活文化大，2EHS 高材研）
1

P-082

水系溶媒中でのセルロース誘導体およびセルロース系高吸水性樹脂の合成

○徳丸絵里香，藤岡留美子，吉村利夫（福岡女大）
P-083

紙おむつに使用されている素材に関する研究及び教材への展開

P-084

コチニールによる豚革浸染の試み

P-085

外から見た家政学

○田中咲季，藤岡留美子，吉村利夫（福岡女大）
―繰り返し染色による濃色効果―

○佐々木麻紀子（東京家政学院大）
～江戸の色を学ぶ

―関東支部若手の会活動報告（平成29年度）―

○竹内晶子 ，濱田仁美 ，徳野裕子3，小長井ちづる3，大槻祐子4，佐藤清香5，芝崎本実6，平田麻里子7，
1

2

矢部えん8
（1二葉，2東京家政大，3十文字女大，4国セン，5愛国短大，6帝京平成大，7共立女大，8共立女短大）
P-086

紅茶染色膜の機能性

P-087

クエン酸塩を用いた銅塩処理綿布による混合臭気成分除去

P-088

ウール平編地の毛玉発生に関する研究

小坂なつの，把田美奈，古茂田恵美子，○小林泰子，岩﨑潤子（東京家政大）
○雨宮敏子（お茶の水女大）
○柚本玲1，森有樹子2，小林未佳1，若月宣行1（1文化学園大，2元文化学園大・院）
P-089

羊毛フェルト化におよぼす界面活性剤の影響

森田みゆき，○松田美帆，寺井和美，増渕哲子（北教大）
P-090

ビシンコニン酸を用いたタンパク質汚染布の簡易定量

○森田みゆき1，谷道子2（1北教大，2元藤女大（非））
P-091

乳幼児肌着に関する意識調査

○奥脇菜那子1，谷祥子1，地﨑祥美1，中島由綺子1，金田理穂1，松梨久仁子1，田中聖子2
（1日本女大，2ナチュラルサイエンス）
P-092

和服裁縫取り組みへの一提案

P-093

靴紐のゆるみが歩行におよぼす影響

○小山京子，川畑昌子（美作大）
○石川亜沙美，堀川千紗都，角田由美子（昭和女大）
P-094

東北地域における冬期の学生の寝衣に関する実態調査

―性差の検討―

○西山加奈1，水野一枝2，水野康2，久慈るみ子3，井上美紀4，難波めぐみ5，須田理恵6，前田亜紀子7
（1仙台青葉学院短大，2東北福祉大，3尚絅学院大，4東北生活文化大，5郡山女大，6文化学園大，7群馬大）
P-095

LGBT の視点から男性用体型補正下着を考える

○佐藤真理子，王佳琪，青木識子（文化学園大）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-096

講演番号偶数 14：15－14：45

ファストファッションにおけるサイズ表示について

○柴田優子（和洋女大）
P-097

関東地域における冬期の学生の寝衣に関する実態調査

○須田理恵1，西山加奈2，水野一枝3，水野康3，久慈るみ子4，井上美紀5，難波めぐみ6，前田亜紀子7
（1文化学園大，2仙台青葉学院短大，3東北福祉大，4尚絅学院大，5東北生活文化大，6郡山女大，7群馬大）
P-098

中学校家庭科における制服を利用した服育

○田崎琴絵，石原久代（椙山女学園大）
P-099

浴衣地の柄の類型化による柄合わせの方法

―浴衣製作実習での指導法の検討―

○谷祥子，風野千智，三澤幸江，松梨久仁子（日本女大）
P-100

地方都市における子どもの衣服着用率の季節変化

○内田幸子1，丸田直美2，斉藤秀子3，田村照子4（1高崎健康福祉大，2共立女大，3山梨県立大，4文化学園大）
P-101

浴衣柄変化の傾向を考える

○松本幸子（東京家政学院大）
P-102

過炭酸ナトリウムの溶解量と漂白効果の相関性

○田北美紀，井上奈都美，川原貴佳（シャボン玉石けん（株））
P-103

介護用防水シーツの消費性能

○松井有子，胡曼寧，佐藤真理子（文化学園大）
P-104

2014-2016全国人体計測データにみる成人男子の年齢層別体型変化

―JIS1992-1994及び HQL2004-2006データとの比較―

○小柴朋子 ，丸田直美 ，渡部旬子 ，倉みゆき （ 文化学園大，2共立女大，3文化学園大短，4東京家政大）
1

P-105

2

3

4

1

3D 着装シミュレーションによるシルエットの再現性

○薄葉香蓮，瀬戸瑠美，丸田直美（共立女大）
P-106

2014-2016全国人体計測データにみる成人女子の年齢層別体型変化

―JIS1992-1994及び HQL2004-2006データとの比較―

○丸田直美1，小柴朋子2，倉みゆき3，渡部旬子4（1共立女大，2文化学園大，3東京家政大，4文化学園大短）
P-107

JIS Z9107に相当する蓄光布を用いた衣服設計

○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）
P-108

民族衣装としての和装の与える印象評価の検討

P-109

近世後期における長崎で先行の毛氈技術導入

○熊谷伸子，佐藤真理子（文化学園大）
○砂崎素子（長崎大）
P-110

T シャツの文字表記が与える印象比較

○内田直子（大妻女大）
P-111

学館連携事業におけるロココ時代の髪型の試着用ヘアーカツラの制作

○真殿由加里1，中村圭美1，浜田久仁雄2（1大阪樟蔭女大，2神戸ファッション美術館）
P-112

モダン・ブリティッシュ・ファションとしてのエステティック・ドレス

P-113

ワンピースの色の分割方向と印象の関係

○坂井妙子（日本女大）
○小林未佳，柚本玲（文化学園大）

住
P-114

居

ナイロビスラムにおける住宅構成住まい方の実態について

○井本佐保里1，田畑耕太郎2（1東京大・院，2住田町役場）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-115

タブレット端末を用いた「生活と音」の活動プログラムの開発

講演番号偶数 14：15－14：45

―音当てクイズ作成の活動プログラムの開発と考察―

○川原和姫 ，鈴木佐代 ，豊増美喜 ，豊田晴一 （ 福岡教大，2大分大）
1

P-116

1

2

1

1

持続可能性を考える住教育実践について

○金貞均，大和映理子（鳴門教大）

家庭経営・経済
P-117

中核市民の男女共同参画に関する意識

大藪千穂1，○野田しずか2（1岐阜大，2京都市立樫原中）
P-118

離島における高齢者生活研究

○川﨑孝明1，赤星礼子2，川口惠子1，米村敦子3，花崎正子4，後藤直子5
（1尚絅大短，2佐賀大，3宮崎大，4東筑紫短大，5香蘭女短大）
P-119

家事実践の能力ギャップと家庭科イメージ

P-120

高齢者世帯のバランスシートによる経営分析

P-121

移動ロボットを用いた人の行動記録

○松田典子（文教大）
○ガンガ伸子（神戸女大）
井上智章，築地原里樹，ガルシア リカルデスグスタボ アルフォンソ，丁明，○高松淳，小笠原司
（奈良先端科学技術大学院大）
P-122

新聞の「生活面」に表れるライフスタイルの変容

―「手づくり」はどのように扱われてきたか―

○渡瀬典子（岩手大）
P-123

地方自治体における消費者安全確保地域協議会の現状と課題

―甲府市を事例として―

○神山久美（山梨大）

家
P-124

族

「旧姓を結合した選択的夫婦同姓」の提案

○富士栄登美子（名古屋女大）
P-125

結婚に対する子世代と親世代の意識と実態

P-126

家族介護者の心理的ストレスと肯定的認知

P-127

夫婦における家事・育児遂行の実態と意識との関連

―岐阜県山県市の調査から―

○三輪聖子（岐阜女大）
○松岡英子（信州大）
―刈谷市の調査にもとづいて―

○李璟媛（岡山大）
P-128

家族生活教育における親教育 ―Family Life Education: Working with Family across the Life Span（2nd Ed.）を分析する―

○倉元綾子1，黒川衣代2，山下いづみ3，正保正惠4
（1鹿児島県立短大，2鳴門教大，3FLE ふじ，4福山市立大）
P-129

家族生活教育におけるさまざまな設定とプログラムの適合化
―Family Life Education: Working with Family across the Life Span（2nd Ed.）を分析する―

○山下いづみ1，倉元綾子2，黒川衣代3，正保正惠4
（1FLE ふじ，2鹿児島県立短大，3鳴門教大，4福山市立大）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15

児
P-130

家庭科幼児ふれ合い体験における事例集作成の試み

講演番号偶数 14：15－14：45

童
―実践事例の分類とヒアリング調査から―

○叶内茜 ，倉持清美 （ 東京学芸大／日本学術振興会特別研究員 DC2，2東京学芸大）
1

P-131

2

1

保育所における幼児の着衣行動の縦断的観察

○甲賀崇史（早大）
P-132

七五三の祝着調達方法とソーシャルネットワーク図との関連からみる，家族のかかわり

○宮津寿美香，野中亮子（長崎大）
P-133

EEG を活用した保育活動への導入効果の検証

―数の概念の理解について―

○山田修平 ，細井香 ，渡部美佳 （1淑徳大短，2東京家政大）
1

P-134

2

2

受講意識から見た子育て支援の必要性と取り組むべき課題

―ベビーマッサージインストラクター養成講座から―

○細井香 ，廣島大三 （ 東京家政大， 日本アタッチメント育児協会）
1

P-135

2

1

2

保育者の男女観

○中島美那子，菊池真優，小貫礼奈，町島有紀（茨城キリスト教大）

家政教育
P-136

近代日本における嗜みとしての料理教室

○須川妙子（愛知大短）
P-137

家庭科における協同性の展開論理

P-138

4 つの食品群を活用した高校生の栄養素等摂取バランスの検討

P-139

大学入学時の消費者教育が学生の生活に及ぼす効果

―シティズンシップ概念の検討を通して―

○土岐圭佑（北教大）
○堀内八重子（鳥取県立青谷高）
○上田悦子1，藤田宏美1，大塚譲2（1鳥取大，2戸板女短大）
P-140

「家庭基礎」における食生活の安全に関する学習後の生徒の意識

○藤田宏美1，大坪千尋3，大塚譲2，上田悦子1（1鳥大医，2戸板女短大，3米子東高）
P-141

父母の子育て観と子どもの生活技能習得との関連

P-142

小学校教員は，児童が火を扱うことを有益な教育であると考えている

○梶山曜子，鈴木明子（広島大）
○丸山智美1，清水彩子1，河原ゆう子2，伊藤久敏2（1金城学院大，2東邦ガス（株））
P-143

被服製作における基礎縫いに関する教科書分析

○福井ともこ，速水多佳子，福井典代（鳴門教大）
P-144

社会とつながる農芸教育の実践報告

遠藤敏喜1，○千原正子2，波多野修一1，齊藤将也1，大塚葵1，田中悠貴1，野村太郎1
（1自由学園大，2自由学園高）
P-145

幼児とのふれあい体験学習における中学生の対児感情の変容過程

―中学生の「心の声」に焦点を当てて―

○伊藤優1，小笠原千明2，藤井志保3（1就実短大，2呉市立郷原小，3広島大附三原中）
P-146

大学生の年金知識獲得に向けた授業展開への一試論

○佐藤宏子（和洋女大）
P-147

給食時における学童机の配置が児童のコミュニケーションに及ぼす影響

○西尾幸一郎，中川舞香（山口大）
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-148

中学校家庭科における論理的思考を育む調理実習指導に関する研究

講演番号偶数 14：15－14：45

―肉の調理「ハンバーグ」に着目して―

○伊藤大貴，川邊淳子（北教大）
P-149

家庭科教科書における住居領域の記載内容に関する考察

○速水多佳子1，瀬渡章子2（1鳴門教大，2奈良女大）
P-150

放課後児童クラブ（学童保育）の低学年児童を対象とした「歌と手遊び」による食育融合型消費者教育の試み

○神澤佳子1，片平理子2，金坂尚人3,4，千歳万里2
（1奈良県消費生活センター，2神戸松蔭女学院大，3神戸市立六甲道児童館，4NPO 法人 S-pace）
P-151

教員養成課程における ICT を活用した中学校家庭科の授業実践

○鄭暁静1，高崎禎子1，三野たまき1，山岸明浩1，福田典子1，小林里美2，坂本京子3，長谷川（月岡）美紀4
（1信州大，2信州大附長野中，3信州大附松本中，4長野県朝日村立朝日小）
P-152

女性の素養として推奨された生活技量

―NHK ラジオ「女性教室」（1950～1965年）を例に―

○高橋洋子（新潟大）
P-153

家庭科教員養成における教科観の構築に関する研究
―広島大学人間生活系コースにおけるカリキュラムの検討・改善をめぐって（2）―

○鈴木明子，村上かおり，梶山曜子，今川真治，松原主典，高田宏（広島大）
P-154

中学校家庭科における洗濯教材開発

―蛍光増白剤と各種染料を用いて―

○都甲由紀子1，財津庸子1，佐藤結衣2，佐藤綾3（1大分大，2大分大附中，3福岡市立当仁中）
P-155

高等教育における社会貢献カリキュラム構築の試み

―サービス・ラーニングの準備段階としての課題の活用―

○増田啓子 ，田﨑裕美 （ 常葉大， 静岡福祉大）
1

P-156

2

1

2

家計簿アプリを使った「生活設計教育」の可能性

○宮川有希1,2，上村協子1（1東京家政学院大，2相模女大）
P-157

教員養成課程における授業実践力の育成事例

―ICT を活用した家庭科の授業づくりを通して―

○村田順子，山本奈美，今村律子（和歌山大）
P-158

保育内容（環境）教科書の実態調査

―昆虫に着目して―

○渡部美佳，細井香（東京家政大）
P-159

成人男性の調理能力と料理作りの意欲の向上に向けて

―料理本分析とインタビュー調査から―

○黒川衣代 ，大森桂 （ 鳴門教大， 山形大）
1

P-160

2

1

小学校教員養成における家庭科授業の課題分析

2

―マイクロティーチングの省察を通して―

○駒津順子（長崎大）
P-161

学生の被服製作基礎技能の向上をめざして

○齋藤益美（岐阜女大）
P-162

地域を巻き込んだ減災教育

―お菓子を題材に減災の大切さを学ぶ―

○仲島聖子1，延原理恵2（1兵庫県立佐用高，2京都教大）
P-163

科学的素養育成のための家庭科教育の課題

P-164

大学の消費者教育におけるルーブリック導入の検証

○佐藤ゆかり，藤井和子（上越教大）
○三宅元子，白井靖敏（名古屋女大）

環
P-165

境

多分岐型高級脂肪酸によるナミハダニの防除

○手島彰孝1，好田年成2，森田洋1（1北九大，2日産化学工業（株））
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5 月26日（土）・27日（日）

第二体育館（P 会場） 展示時間 26日 14：00－27日 14：45
討論時間 27日 講演番号奇数 13：45－14：15
P-166

講演番号偶数 14：15－14：45

分岐型高級脂肪酸によるヤケヒョウヒダニの防除

○丸岡明希1，好田年成2，森田洋1（1北九大，2日産化学工業（株））
P-167

分岐型脂肪酸類における皮膚常在菌の抗菌効果

○林琴美，好田年成，森田洋（北九大）
P-168

脂肪酸類の室内カビに対する抗真菌効果

○西村穂乃果1，森田洋1，好田年成2（1北九大，2日産化学工業（株））
P-169

生菌数と ATP 拭き取り検査による手洗い効果の評価

P-170

きのこの放射性セシウムの実態

○山田夏代，板橋未奈，石田和夫（名古屋文理栄養士専）
○影山志保，広井勝，束原史華，緑川洋一，諸岡信久（郡山女大）
P-171

使用済み PET ボトルから製造した PET 短繊維における機能的価値と環境負荷の評価

○仙波壽朗1，稲葉敦2（1飯田女短大，2工学院大）

健
P-172

康

食物アレルギー児を持つ母親の QOL，育児ストレス，食生活負担に関する検討（第 1 報）

○山田直子1，後藤のり子2，宮澤洋子1，土田満3（1名古屋文理大，2愛知みずほ短大，3愛知みずほ大・院）
P-173

入院患者の病気後に感じる味や匂いの変化に関する調査

―食種・治療別の比較―

○古川香 ，田中隆介 ，城田直子 ，峯木眞知子4
1

2

3

（1松井病院，2東邦大大橋病院，3東京家政学院大，4東京家政大）

震
P-174

災

山形県の中学校・高等学校における防災教育と防災管理の現状

○石垣和恵，村山良之（山形大）
P-175

東日本大震災の生活再建過程における衣生活の課題と解決方法〈第 1 報〉 ―宮城県石巻市での調査―

○佐々井啓1，久慈るみ子2，菊池直子3，山岸裕美子4
（1日本女大，2尚絅学院大，3岩手県立大盛岡短，4群馬医療福祉大）
P-176

東日本大震災の生活再建過程における衣生活の課題と解決方法〈第 1 報〉 ―岩手県釜石市・大槌町での調査―

○菊池直子1，佐々井啓2，久慈るみ子3，山岸裕美子4
（1岩手県立大盛岡短，2日本女大，3尚絅学院大，4群馬医療福祉大）
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