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被　服

A会場

　9：00－9：30　　座長［雨宮　敏子］
 3A-01  β - シクロデキストリンを添加したレーヨン繊維のアンモニアガスに対する吸着性

○高橋哲也1，鶴永陽子1，林誠2，渡邉裕大2，松本健太郎3，庄野栄作3，真下章弘3

（1島根大，2ダイワボウレーヨン（株），3大和紡績（株））
 3A-02  種々のアパタイト粒子を用いた布のUVカット加工

○安川あけみ，相馬彩乃，田村淳奈（弘前大）
　9：35－10：25　　座長［花田　朋美］
 3A-03  有機化合物の吸着による繊維鑑別の可能性の検討

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○稲田文1，金澤等2（1活水女大，2山形大）
 3A-04  樹脂加工した再生セルロース繊維の水による緩和現象

○奥川あかり，山根千弘（神戸女大）
 3A-05  医療施設用防水シーツの吸湿性

川崎久子1，牟田緑2，○牛腸ヒロミ2（1富山県大，2実践女大）

住　居

A会場

　15：20－16：25　　座長［鈴木　佐代］
 3A-06  住まいの管理と将来の居住意識　―人生100年時代における高齢期の住生活管理に関する研究　その 1―

○中村久美（京都ノートルダム女大）
 3A-07  コーポラティブ住宅における管理運営と入居者のコミュニティに関する研究

○平田陽子1，山根聡子2（1大阪市大，2摂南大）
 3A-08  戸建て住宅の維持管理における居住者の意識調査

○浅見美穂（日本女大）
 3A-09  婦人雑誌掲載記事からみた住居管理の変遷　―1946年から1966年を対象として―

○藤平眞紀子（奈良女大）

被　服

A会場

　16：30－17：20　　座長［濱田　仁美］
 3A-10  芭蕉布糸を構成する繊維の観察

○柿原文子1，小泉好司2，佐々木敏雄2，前原弥生2，野村陽子2（1日本女大，2沖縄科学技術大学院大）
 3A-11  機械学習による和服と洋服の色柄模様の判別

○淺海真弓1，田中美帆2，三澤今日子2，鈴木桃子2，森俊夫2（1鹿児島県短大，2東京家政大）
 3A-12  繰り返し洗濯による肌着の耐久性

○井上真理（神戸大）
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住　居

B会場

　9：00－9：30　　座長［田中　麻里］
 3B-01  住まいの伝統と生活文化に関する意識

○正岡さち1，田中宏子2，亀﨑美苗3，榎本ヒカル4，坂本晴紀1

（1島根大，2滋賀大，3埼玉大，4相模女大）
 3B-02  大学生が遠隔で学生活動を行う際の環境づくりの工夫と課題

○大谷由紀子，関峻太（摂南大）
　9：35－10：25　　座長［山根　聡子］
 3B-03  外国籍居住者の多い県営住宅団地における住環境の実態と課題改善のワークショップ

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○板倉菜美子，田中麻里（群馬大）
 3B-04  広島県内の住生活基本計画の策定状況

○三宅里咲，小林文香（広島女学院大）
 3B-05  芝生化された都市公園における移動型遊び場（Play Wagon）の実践

○梶木典子（神戸女大）

被　服

B会場

　15：20－15：50　　座長［水野　一枝］
 3B-06  マタニティパンツ提案に向けた妊娠後期女性の体型分析

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○田中あゆみ1，丸田直美2（1和洋女大，2共立女大）
 3B-07  子ども靴のフィッテングの課題　―足を測るということ―

○柴田祥江1，上田恵子1,2，渡辺祐子1，宮原かおり1，大野貞枝1

（1子どもの足と靴を考える会，2畿央大）
　15：55－16：25　　座長［佐藤　真理子］
 3B-08  枕と睡眠感に関する実態調査

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○鈴木春佳1，水野一枝1，水野康2（1和洋女大，2東北福祉大）
 3B-09  夏期の睡眠環境が高校生と母親の夜間睡眠および皮膚温に及ぼす影響

○水野一枝1,2，水野康2，前田亜紀子3（1和洋女大，2東北福祉大，3共立女大）
　16：30－17：20　　座長［柴田　優子］
 3B-10  5 年生児童のなみ縫い技能の実態と評価および手指の巧緻性の関連

○川端博子，土子海翔，萩生田伸子（埼玉大）
 3B-11  和式洋裁の実態　―待ち針の使用方法についての検討―

○滝澤愛（椙山女学園大）
 3B-12  初学者に優しい被服構成学のための ICT 教材の試作　―グラフィカルな検索機能を用いて―

○角田千枝1，渡部旬子2，門屋博1（1相模女大，2文化学園大）
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児　童

C会場

　9：00－10：25　　座長［倉持　清美］
 3C-01  国連の子どもの権利条約に基づく子どもを権利主体としたシティズンシップ教育　―家庭科の保育における主権者教育―

○小野瀬裕子（宇都宮大）
 3C-02  幼児教育のメリット　―大阪市と京都市の私立こども園・幼稚園の広報からの考察―

○千田眞喜子（花園大）
 3C-03  オンラインを活用した保育体験学習の授業実践の試み　―高校生と小学生の交流から―

○吉山怜花1，吉川はる奈2，奥隅成美3（1春日部共栄高，2埼玉大，3埼玉県小学校）
 3C-04  学童疎開の時代背景とその歴史的意義を考える　―昭和19年度「東京都M疎開学園日誌」の記録を通して―

○佐々木剛1，草野篤子2（1星槎大，2白梅学園大）
 3C-05  利き手の教育に関する一考察

○篠原久枝（宮崎大）

被　服

C会場

　15：20－15：50　　座長［吉井　健］
 3C-06  洋服のシェアに関する大学生の実態

○辻幸恵（神戸学院大）
 3C-07  サステナブル教育に関する一考察　―ワードローブリサーチを通して―

○松岡依里子（国際ファッション専門職大）
　15：55－16：45　　座長［辻　幸恵］
 3C-08  色彩調和に関与する色差の検討

○石原久代1，加藤千穂1，小町谷寿子2，鷲津かの子3（1椙山女学園大，2名古屋女大，3名古屋学芸大）
 3C-09  アパレルショップにおける店舗ディスプレイの効果

○内藤章江1，橋本令子2（1お茶の水女大，2椙山女学園大）
 3C-10  リアル店舗の販売員を活用したＳＮＳ情報への満足感と消費者のライフスタイル志向に関する研究

○吉井健（大妻女大）

家政教育・環境

C会場

　16：45－17：20　　座長［薩本　弥生］
 3C-11  手縫い学習における技能習得とフロー体験

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○山中大子（東京学芸大）
 3C-12  Web で活用する「基礎縫い」デジタル教材の動画に関する検討　―一人一台端末環境に向けて―

○吉井美奈子，末弘由佳理（武庫川女大）
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D会場

　9：00－10：25　　座長［倉元　綾子］
 3D-01  学校における掃除の教育的位置づけ　―黙って掃除を行う指導を中心に―

○表真美（京都女大）
 3D-02  熊大附特高等部における家庭科の授業実践

○八幡（谷口）彩子1，倉田沙耶香2（1熊本大，2熊本大附属特）
 3D-03  1970年代以降の連載レシピ記事に現れる「家庭調理」

○渡瀬典子（東京学芸大）
 3D-04  食物アレルギーに対応した調理実習課題による中学校家庭科の自学学習

○佐藤佐織1，増渕哲子2（1群馬大，2北海道教育大）
 3D-05  省エネ教育導入による初等教育及び中等教育における省エネ・省 CO2 効果

○三神彩子1,2，赤石記子2，鶴崎敬大3，平山翔3，矢田麻衣3，長尾慶子2

（1東京ガス（株），2東京家政大，3（株）住環境計画研究所）

児　童

D会場

　15：20－16：25　　座長［守隨　香］
 3D-06  乳児期における指さし行動の特徴　―「一人指さし行動」に着目して―

○宮津寿美香（長崎大）
 3D-07  保育所連絡帳を通した保育者と保護者の情報伝達の特徴

○吉川はる奈，胡丹，安東英里佳（埼玉大）
 3D-08  絵本に描かれた多様な家族　―養子と養親に焦点を当てて―

○金子省子（愛媛大）
 3D-09  「民俗」授業における地域連携　―内モンゴル東部地域の都市と地方の民族学校の比較を通して―

○薩日娜（奈良女大）

国際・家政教育・福祉

D会場

　16：30－17：20　　座長［速水　多佳子］
 3D-10  カンボジアの高等学校における家庭科教育　─教科書分析から見た現状と課題─

○楠幹江，山田俊亮（安田女大）
 3D-11  教員養成課程の大学生が有する家庭科・衣生活領域の知識と技能の現状

○金崎悠1，村上かおり1，増田智恵2（1広島大，2三重大）
 3D-12  手指力や感覚が弱い人のボタン留め動作について

○平林由果（金城学院大）
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食　物

E会場

　9：00－9：50　　座長［田村　朝子］
 3E-01  学校給食における「揚げ物」の料理構造

○伊藤美穂，名倉秀子（十文字学園女大）
 3E-02  学校給食と食育を活用した，食品ロス削減のための行動変容の模索　―食品ロス削減の食育教材として，学校給食への，

食品廃棄物由来の飼料 ; エコフィードによって育てられた豚肉の導入―
○海老原誠治1,2,5,6,7，山田英夫4，古田香織9，大塩美奈子1,3，山田怜奈4，松橋淳一5,8，白井ひで子1

（1三信化工（株），2いただきます .info，3（公社）神奈川県栄養士会，4（一社）食品ロス・リボーンセン
ター，5（一社）はしわたし研究所，6女子栄養大短，7関東学院大，8（株）JM，9小平市立小平第一小）

 3E-03  大学生の料理教室への参加と個別指導が食意識・食行動に及ぼす影響
○森脇弘子，井坂歩美（県立広島大）

　9：50－10：25　　座長［鈴野　弘子］
 3E-04  グルテンフリー米粉ベーグルの調理特性

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○小野寺晶子，松澤千弘，田中愛美，藤井恵子（日本女大）
 3E-05  もち性大麦粉置換ベーグルの調理特性

○露久保美夏，幡野香菜（東洋大）

家政教育

E会場

　15：20－16：10　　座長［吉井　美奈子］
 3E-06  中学生の着物文化の継承意識に保護者および浴衣着装実習と伝統模様ワークが及ぼす影響

○薩本弥生，劉嫣妮（横浜国立大）
 3E-07  和服に対する中学生の意識と実態

○速水多佳子，内藤朝惠，福井典代（鳴門教育大）
 3E-08  浴衣着装と所作の学習による着物文化への関心と実践的態度の育成

○大矢幸江1，薩本弥生2（1昭和学院短大，2横浜国立大）

食　物

E会場

　16：10－17：20　　座長［藤井　恵子］
 3E-09  パン酵母 Saccharomyces cerevisiae の多型解析からみるパンの多様性　―中国（雲南省等）のパン調理とその酵母―

○長野宏子1，井上英治2，村山美穂3，中川智行1，鈴木徹1，柳陳堅4，林智5，諸葛健6

（1岐阜大，2東邦大，3京都大，4昆明理工大，5中国農業科学院，6江南大）
 3E-10  キヌア粉の一部を澱粉で置換して調製したパンの製パン性

○石井和美，小林三智子（十文字学園女大）
 3E-11  尿素葉面散布の窒素追肥による硬質小麦「ゆめかおり」の製パン適性の向上

　 ポスター賞 
エントリー　　　　　○小田木美保，飛田啓輔（茨城県産業技術イノベーションセンター）
 3E-12  乳化剤添加パンの物理的特性と咀嚼特性

○高橋智子，飯島陽子（神奈川工科大）
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F 会場

　9：00－9：50　　座長［小長井　ちづる］
 3F-01  ローズマリーの香りが脳機能に与える影響　―海馬における作用に注目して―

○海野美月1，萱島知子2，柴田紗知3，海切弘子4，松原主典1

（1広島大，2佐賀大，3福山大，4広島文化学園短大）
 3F-02  間食にフルーツグラノーラを摂取した時の夕食後血糖値と睡眠の質に与える影響　―オープンラベルランダム化クロスオー

バー試験―
　

ポスター賞 
エントリー

　　　　　○増冨裕文1，石原克之1，平尾和子2，古谷彰子2,3（1カルビー（株），2愛国学園短大，3早稲田大）
 3F-03  岡山パクチーの特徴と季節変動

○丸田ひとみ，桑田七帆，山下広美（岡山県大）
　9：50－10：25　　座長［光永　伸一郎］
 3F-04  リポキシゲナーゼ欠失大豆の栄養的価値に関する研究（I）　―煮大豆の脂肪酸と一般成分の分析―

○黒田久夫（東京家政学院大）
 3F-05  湿式・乾式加熱による豆類の赤血球凝集活性変化および粗精製レクチンのビフィズス菌増殖への影響

木村彩郁1，山本勇1，畦五月2，○木村万里子1（1神戸女大，2香川大）
　15：20－16：10　　座長［中田　理恵子］
 3F-06  島根県で栽培されたハマボウフウの露地栽培品と施設栽培品における生育と抗酸化性の比較

○加納己奈，高橋哲也，鶴永陽子（島根大）
 3F-07  レタス種子抽出分画成分による遺伝子活性化機構

○岡田悦政1，岡田瑞恵2

（1愛知県大，2Yms Laboratory）
 3F-08  食品機能性成分とフキノトウ花蕾抽出成分のヒストンH3，H4およびアセチル化の検討

○岡田瑞恵1,2，岡田悦政2（1Yms Laboratory，2愛知県大）
　16：10－17：20　　座長［新田　陽子］
 3F-09  破砕ブレンド緑茶の高校生における嗜好評価とカテキンおよび呈味成分との関係

○カバリェロ優子1，葭内ありさ2，中嶋年朗3，李冬陽4

（1宇都宮大，2お茶の水女大附属高，3東宝園，4筑波大）
 3F-10  水質の違いが水出し紅茶の成分および嗜好性に及ぼす影響

○築舘香澄1，柳内志織2，髙橋貴洋3（1川村学園女大，2昭和学院短大，3（株）味香り戦略研究所）
 3F-11  からむしの栄養成分と利用法

○山本淳子1，熊崎稔子1，大森有希乃1，森山三千江2（1愛知学泉短大，2愛知学泉大）
 3F-12  タマネギ外皮熱水抽出物による米飯腐敗抑制効果について　―タマネギ外皮の新たな利用方法―

○堀田久子1，田中杏佳1，池田茉由1，岡本優香1，竹内稔2（1神戸女大，2太邦（株））


