ポスター発表
P 会場

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

食
P-001
ポスター賞
エントリー

5 月30日（日）

物

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―

○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）

P-002
ポスター賞
エントリー

P-003
ポスター賞
エントリー

P-004
ポスター賞
エントリー

P-005
ポスター賞
エントリー

P-006
ポスター賞
エントリー

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

○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）

グルテンフリー米粉ベーグルの調理特性

○小野寺晶子，松澤千弘，田中愛美，藤井恵子（日本女大）

新タマネギ葉を配合したクッキーの抗酸化能，物性ならびに嗜好性

○湯浅正洋1，瀧本彩2，冨永美穂子2（1長崎県大，2広島大）

お好み焼きの保存によるテクスチャー変化とその要因の検討

○石橋ちなみ，鈴木彩日，渡壁奈央，杉山寿美（県立広島大）

戦国期毛利氏と益田氏の饗応献立再現を通した中世の食の考察

○渡壁奈央，石橋ちなみ，杉山寿美（県立広島大）

被
P-007

服

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）

P-008

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

P-009
ポスター賞
エントリー

P-010
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）

枕と睡眠感に関する実態調査

○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）

衣素材の触感における若年者と高齢者の比較

―加齢による皮膚振動の触感への影響―

○伊豆南緒美1，佐藤真理子1，田中由浩2（1文化学園大，2名古屋工業大）

住
P-011
ポスター賞
エントリー

P-012
ポスター賞
エントリー

居

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

○板倉菜美子，田中麻里（群馬大）

高齢者の住まい方が寝室温熱環境に及ぼす影響

―奈良県都市部および農村部における夏期・冬期の住宅実測調査―

○城戸千晶 ，久保博子 ，東実千代 ，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）
1

1

2

家庭経営・経済
P-013
ポスター賞
エントリー

P-014
ポスター賞
エントリー

家族観及び生活観が未来の家庭展望に及ぼす影響

○渡辺朗生，今川真治（広島大）

―高校生を対象として―

ICF を用いた高齢者の食家事動作分析

○山本咲子1，斎藤悦子1，大竹美登利2（1お茶の水女大，2東京学芸大）
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ポスター発表
P 会場

5 月30日（日）

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

家政教育
P-015
ポスター賞
エントリー

手縫い学習における技能習得とフロー体験

○山中大子（東京学芸大）

食
P-016

物

加熱調理したサトイモからのレクチンの細胞に与える影響

○畦五月1，野中紘士2，中田理恵子3（1香川大，2奈良学園大，3奈良女大）
P-017

食用としてあまり利用されていない植物の栄養成分分析

○河野由希子，白井睦子，清水利朗（安田女大）
P-018

給食経営管理実習における給食の品質評価

P-019

短時間調理を特徴とするメニュー調味料の使用が，調理による栄養素損失に与える影響

P-020

女子大学生におけるストレスと菓子類摂取の関連

○辻博子（四国大）
○曹利麗，杉田麻友，小野美保，岡辺有紀（味の素（株）食品研究所）
○嶋田さおり1，西村美津子2（1安田女大，2くらしき作陽大）
P-021

レスベラトロール配糖体ピセイドによる脂質代謝改善効果

井藤瑞貴，稲岡ほの，今井美穂，井上裕康，○中田理恵子（奈良女大）
P-022

THP-1細胞の炎症誘発時におけるアスコルビン酸の影響

P-023

梅シロップの抗酸化活性

P-024

資源循環型社会の実現を可能とする溶融スラグ資材で栽培したさつまいもの成分と食味評価

○曽根保子，今井さら，田中進（高崎健康福祉大）
○白井睦子（安田女大）
○山口智子，廣川遥香，金煕濬，大竹憲邦（新潟大）
P-025

柑橘精油の香気が脳機能に与える影響の精神生理学的検討

○小長井ちづる，黒米真理香，曽宮優美，染谷祐衣（十文字女大）
P-026

多重ラングミュア方程式による食品成分間相互作用解析法の理論的検討

P-027

フライ調理におけるアルデヒド抑制のための電磁場応用

○谷本憂太郎（北海道大）
1
2
○木内正人1,2，宮川達治1（（株）ディーインベスト，
大阪大）

P-028

アマランサスの特徴を活かした料理提案と嗜好性

○小出あつみ1，間宮貴代子1，阪野朋子2（1名古屋女大，2名古屋女大短）
P-029

減圧鍋による加熱調理の特徴

―ジャガイモへの食紅水の浸透―

○丸山智美1，清水彩子1，佐宗洋子2，盛興美千代2，小山晟矢2
（1金城学院大，2東邦ガス（株）技術研究所）
P-030

学生の包丁操作の習得状況

○平島円1，磯部由香1，堀光代2（1三重大，2岐阜市立女短大）
P-031

お弁当の盛り付け方と容器の色が見た目のおいしさに与える影響

○川嶋比野1，数野千恵子2（1戸板女短大，2実践女大）
P-032

グルコース修飾大豆11S グロブリンの機能改変

○長谷川京加1，佐伯宏樹2，西村公雄1（1同志社女大，2北海道大）

2

ポスター発表
P 会場

P-033

5 月30日（日）

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

鹿児島県産低・未利用魚類を用いたレシピの開発

○大富あき子1，井野睦美1，大富潤2（1東京家政学院大，2鹿児島大）
P-034

産学官連携による上州地鶏弁当の開発

○綾部園子1，大海さつき2，村松芳多子1（1高崎健康福祉大，2群馬県農政部）
P-035

わかめ乾燥品が製パンに与える影響について

○相良剛史1，森口裕子1，吉田茉夕1，原田香1，橋本多美子2（1尚絅大短，2武庫川女大）
P-036

多孔性乾燥食品の客観的評価法と官能評価との関連性

P-037

色の配合割合の異なる野菜サラダの印象と嗜好性

P-038

白さらし餡が食パンのレジスタントスターチ量と物性に及ぼす影響

○大須賀彰子，田中諒子，田中愛美，藤井恵子（日本女大）
―橙色，紫色における検討―

○星野亜由美，山根早絵，岸田恵津（兵庫教育大）
○亀井文，高橋いくみ（宮城教育大）
P-039

3 種の酵母の違いが食パンの品質に与える影響

○山田密穂，小泉昌子，峯木眞知子，藤森文啓（東京家政大）
P-040

野菜ピューレの配合量がエスプーマの性状に与える影響

P-041

醤油もろみから酵母の分離と製パンへの利用

小泉和子，○小泉昌子，和田涼子，峯木眞知子（東京家政大）
○小松広奈1，岡崎貴世1，吉野舞香1，渡邊幾子2，森本亮祐1（1四国大，2四国大短）
P-042

醤油もろみから分離した酵母

の製パンへの利用

○岡崎貴世 ，吉野舞香 ，渡邊幾子 ，森本亮祐1（1四国大，2四国大短）
1

P-043

1

2

醤油もろみから分離した酵母

を用いたパン製造法の改良

○渡邊幾子1，岡崎貴世2（1四国大短，2四国大）
P-044

測定方法の相違による検食（保存食）中の生菌数の比較

○小西大喜1,2，綾部園子2，西場優希2，村松芳多子2
（1みなかみ町新治学校給食センター，2高崎健康福祉大）
P-045

食塩・食酢などの市販調味料を用いた味付けのにぎり飯：家庭でのおにぎり食中毒予防の観点から

○筒浦さとみ1，村田容常2（1新潟大，2お茶の水女大）
P-046

乳化剤添加粉末卵黄エマルションの安定性評価と調理特性

P-047

塩味および甘味の官能評価に及ぼす油脂添加の影響

○島田玲子，尾上茉優，上野茂昭（埼玉大）
○岡本洋子，多山賢二（広島修道大）
P-048

「豆腐百珍」における薬味の使用法
2
○伊藤有紀1，立見柚莉2（1東京家政学院大，（株）くすりの福太郎）

P-049

若年層におけるマイボトルの利用状況とマイボトル内の茶の品質変化

○山下まゆ美1，田中明音2，岡本由希2（1織田栄養専門学校，2和洋女大）
P-050

大学生の昼食時におけるメニュー選択に関わる要因

○小西史子1，和田香2（1女子栄養大，2元女子栄養大）
P-051

女子大学生の貧血を予防する食生活実践の有無と栄養素・食品群摂取量との関連

○西村美津子1，嶋田さおり2（1くらしき作陽大，2安田女大）
P-052

小学校の食教育と家庭での食環境が大学生の食生活に与える影響

○石見百江，宮脇幸奈，稲垣佳映（長崎県大）

3

ポスター発表
P 会場

5 月30日（日）

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

P-053

食育におけるアクティブラーニングの検討

P-054

食に関する楽しい記憶の振り返りが食意識および QOL へ与える効果

―調理実習での心理的側面―

○板東絹恵，北畑香菜子（四国大）
○松葉佐智子1,2，綾部早穂2（1東京ガス（株），2筑波大）
P-055

幼児期における食育活動の取り組みに関する研究

―弁当作りを行う親の意識調査をもとに―

○海切弘子1，今川真治2（1広島文化学園短大，2広島大）
P-056

高校生の間食摂取状況とその心理的変化に関する一考察

P-057

大学生の新型コロナウイルス感染症による外出自粛中の食事摂取状況

P-058

ノルウェーの学校の昼食と食育について

○川邊淳子（北海道教育大）
○土海一美（美作大）
○中澤弥子（長野県大）

被
P-059

第二次世界大戦以降の着物文化

服

―成人式と晴れ着―

○山村明子（東京家政学院大）
P-060

CA パターンを活用したドレスデザイン

―デジタルデザインと伝統文化の融合―

○好田由佳，矢澤郁美，香山喜彦（梅花女大）
P-061

20歳，21歳女性における裸体時と着装時の自己の身体に対する評価

P-062

就労場面の服装への評価についての尺度作成への試み

○羽成隆司（椙山女大）
○高橋美登梨，大枝近子（目白大）
P-063

コロナ禍における生活の変化とマスクの選択について

○井澤尚子（東京家政学院大）
P-064

フラクタルパターンジェネレーターを使用した授業実践

―オリジナルテキスタイルを使用した衣装制作―

○矢澤郁美（梅花女大）
P-065

綿織物の疲労耐久性評価

P-066

異なるチオール除去機構をもつ消臭繊維の併用における湿度の影響

○加藤木秀章，恒川弥子（実践女大）
○雨宮敏子（お茶の水女大）
P-067

部分加水分解した羊毛繊維のトランス - 2 - ノネナールに対する消臭性

○小原奈津子（昭和女大）
P-068

西洋ワサビ由来ペルオキシダーゼを用いた塩基性染料の退色
1
2
○藤本明弘1，伊藤小夏2，森田みゆき2（（株）アミル，
東京学芸大）

P-069

染色した蓄光布の洗濯及び摩耗によるりん光輝度の変化

○小野寺美和1，竹本由美子2，谷明日香3（1甲南女大，2武庫川女大，3四天王寺短大）
P-070

赤外線とデジタル技術を活用した常盤紺型の調査

その 2

○川又勝子 ，佐々木栄一 （ 東北生活文化大，2EHS 高材研）
1

P-071

2

仙台地方の染物「常盤紺形染」を学ぶ

1

―小・中学校家庭科教材化への取り組み―

○小野寺泰子1，川又勝子2，尾張有香3，佐々木栄一4
（1宮城教育大，2東北生活文化大，3仙台市教育センター，4EHS 高材研）
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P-072

5 月30日（日）

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

染色・刺繍・民族衣装を学ぶ中高生対象オンラインプログラムの実践

―ひらめき☆ときめきサイエンスプログラム2020―

○都甲由紀子 ，朝比奈はるか ，菊池多絵 （ 大分大， 防衛医大，3日本ブータン刺繍協会）
1

P-073

家庭でできる手工芸染色の試み

2

3

1

2

―電子レンジを使った簡易染色方法―

○佐々木麻紀子，渡邊晴南（東京家政学院大）
P-074

家庭洗濯行動と地球環境意識に関する調査

○美谷千鶴，竹崎泰子，工藤千草（日本女大）
P-075

夏用肌着の温熱的快適感

○高橋知里1，吉澤知佐2，川端博子1（1埼玉大，2旭化成（株））
P-076

夏の和服地における温熱的快適性の検討

P-077

連続式洗濯機による洗浄時の被洗物に対する二酸化塩素注入による殺菌効果と白色度への影響

○松井有子，佐藤なつみ，柚本玲，佐藤真理子（文化学園大）
○大久保善彦（島根大）
P-078

着圧ソックス着用による歩行運動が自律神経系および脚部筋活動に与える効果

森本麻奈美，○青木識子，永井伸夫（文化学園大）
P-079

歩行しやすいパンプスの検討

P-080

夏着物の着用実態調査

蓮見舞子，○角田由美子（昭和女大）
○傳法谷郁乃1，小柴朋子2，杉山瑠美1，岩本靜男1（1神奈川大，2安田女大）
P-081

感染対策用防護具に関する医療従事者への質問紙調査

―自由記述の分析からみる改善点―

○内田幸子 ，傳法谷郁乃 ，小柴朋子 ，森本美智子4，田辺文憲5，荒川創一6
1

2

3

（1高崎健康福祉大，2神奈川大，3安田女大，4岡山県大，5山梨大，6三田市民病院）
P-082

思春期女子に向けたブラジャーの提案

○嘉藤笑夏，須田理恵（文化学園大）
P-083

マタニティウエア設計のための 9 か月体型の分析

○小松美和子1，甲斐今日子2（1尚絅大短，2佐賀大）

住
P-084

居

住生活文化の継承と住教育に関する研究（第 4 報） ―伝統家屋の映像コンテンツ開発と中学校家庭科における授業実践―

○豊増美喜1，古田慧2，鈴木佐代2，有友里沙2（1大分大，2福岡教育大）
P-085

住生活文化の継承と住教育に関する研究（第 5 報） ―教員養成大学学生の住生活文化の経験と継承意識―

○鈴木佐代1，有友里沙1，古田慧1，豊増美喜2（1福岡教育大，2大分大）
P-086

新型コロナウイルス感染症の影響下における共生型住宅の実態

―セルフワーク型コレクティブハウス 3 事例の調査から―

○大橋寿美子，鈴木歩実（大妻女大）

家政学原論
P-087

天野正子「生活者論」と家政学（第 2 報） ―生き方を変える生活者―

○上村協子，高橋淑子（東京家政学院大）
P-088

日本における学生向け染織・和装デザインコンテストの現況と課題

○大淵和憲（九州産業大）
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5 月30日（日）

掲示時間 29日（土）〜30日（日） 学会限定 Facebook
発表時間 30日 講演番号奇数 10：30−11：15 講演番号偶数 11：15−12：00

家庭経営・経済
P-089

生活情報としての介護関連情報

―家族介護者の生活経営の視点から―

○倉田あゆ子（日本女大）
P-090

親子関係とお小遣い，家事参加との関係性

○松田典子（文教大）
P-091

中高年期のライフイベント，健康状態，ソーシャルネットワークと資源管理

○黒川衣代，坂本有芳，金貞均（鳴門教育大）

家
P-092

族

大学生と母親における子育てイメージに関する研究

○岡本千晴1，岡田みゆき2（1子育て支援センターぱれっと，2北海道教育大）
P-093

米国・ミネソタ州乳幼児期家族教育の基礎「親教育コア・カリキュラム・フレームワーク2011」

○倉元綾子（西南学院大）

児
P-094

童

幼年期の自然・生活体験と社会的スキルの育成

○増田啓子（常葉大）
P-095

向社会的行動を促す保育者の援助についての考察

○村井あかり（日本女大）

家政教育
P-096

オンデマンド教材を利用した大学初年次消費者教育の有効性

○上田悦子，野坂奈緒美，藤田宏美（鳥取大）
P-097

高校「家庭基礎」に家系モデル教材を活用した健康マネージメント授業の評価

○藤田宏美1，大坪千尋2，野坂奈緒美1，大塚譲3，上田悦子1
（1鳥取大，2県立米子東高，3お茶の水女大）
P-098

男性誌に掲載された「家庭科」講座

―女性誌に掲載された「家庭科」講座との比較―

○高橋洋子（新潟大）
P-099

親子お片づけ教室による参加者の意識と行動の変化

P-100

コロナ禍における大学生の生活の変化と家庭科教育が果たした役割

○西尾幸一郎（山口大）
○小川真歩，西尾幸一郎（山口大）
P-101

中部支部若手の会における活動のあゆみと特徴

○辻美智子1，福岡恩2，内田有紀3，小田奈緒美3，山口厚子4
（1名古屋女大，2愛知江南短大，3金城学院大，4椙山女学園大）
P-102

「わたしのふく」絵本づくりの家庭科教材としての可能性

○佐藤ゆかり1，石引公美2（1上越教育大，2都留文科大）
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P-103

父親の子育て観と子どもの生活技能習得に対する認識

P-104

生活者が生活支援ロボットに抱くイメージの変容と教育の影響

―父親の語りの質的分析から―

○梶山曜子，森千晴，鈴木明子（広島大）
○高松淳1，小倉育代2，小笠原司1（1奈良先端大，2大阪教育大）
P-105

父親の育児参加とポジティブな養育態度が未就学児の非認知能力に与える影響

○笠井直美1，高橋桂子2，倉元綾子3，長谷川宏之1（1新潟大，2実践女大，3西南学院大）
P-106

消費者教育におけるインフォグラフィックスを用いた学習活動の開発と実践

○三宅元子1，飯尾健2（1名古屋女大，2徳島大）
P-107

「ワールドカフェ方式」の家庭科教育実践は生徒にどのように認識されたか

―テキストマイニング分析による異なる意見

交換実践の比較から―

○大塚啓太1,2，桒原智美3,4
（1東京大，2広瀬病院，3東京学芸大附属高，4東京農工大）

環
P-108

SDGs 時代における家政学の役割

境

―生命系の経済学を探る―

○福田豊子（頌栄短大）
P-109

生活者の処分衣類に対する意識

―前年度調査との比較―

○岡林誠士，熊谷伸子，北方晴子，小林幹彦（文化学園大）
P-110

美術館のつなぎ空間における人の行動と心理に関する研究

P-111

若年層にみる衣類の購入・廃棄行動

○呂珺如，藤本麻紀子（共立女大）
―新型コロナによる影響―

○熊谷伸子，岡林誠士，小林幹彦，北方晴子（文化学園大）
P-112

部屋着に対する女子大学生のファッション意識
1
2
○坂野世里奈1，楢原美友2，熊谷伸子2（（株）アダストリア，
文化学園大）

P-113

持続可能なファッションに関する日本人大学生の意識調査

○前田亜紀子1，佐藤詩織2，鄭靜宜3（1共立女大，2太田市役所，3輔仁大）

健

康

P-114

日常的なリーダーシップ行動の認識は女子大学生の自信を形成させるか

P-115

Jurkat 細胞の IL-2産生に対する市販陰イオン界面活性剤の影響

―経験サンプリング法による検討―

○高橋桂子，野中日向（実践女大）
○田中進1，三村凜心1，秋山珠璃2，曽根保子1（1高崎健康福祉大，2東都大）
P-116

日本とロシアの思春期女子生徒における自身の体重認知と食習慣の関係

○稲葉洋美1，坂内元気2，伊藤澪奈1，海和美咲1,3，石井なるみ1，石上和男1
（1新潟医療福祉大，2下越病院，3相模女大）
P-117

地元特産の各務原にんじんを活用した若い世代への食育活動の推進

○杉岡菜穂，川瀬麻緒，市橋美穂，木本涼太，岡村摩耶，木村孝子，長屋紀美江，平光美津子，棚橋
亜矢子，デュアー貴子（東海学院大）
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官学連携によるフレイル予防カフェを活用した取り組み

○川瀬麻緒1，杉岡菜穂1，市橋美穂1，木本涼太1，岡村摩耶1，棚橋亜矢子1，小西希恵1，山内加代子1，
木村孝子1，平光美津子1，長屋紀美江1，田中眞2，水野博之2，伊藤菜緒子2，和賀登直之2
（1東海学院大，2各務原市）

福
P-119

祉

ケア概念と若者のケアラーの実態と課題

○齋藤美重子，佐藤真弓，叶内茜（川村学園女大）
P-120

女性乳がん患者の手術痕のための外見ケアについての一考察

○水谷浩（東北生活文化大）
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