2016（平成 28）年度
第 38 回（通算 94 回）（一社）日本家政学会関西支部
研究発表会
プログラム

◆日時

2016 年 10 月 30 日（日） 13：00～19：15

◆場所

大阪樟蔭女子大学 （大阪府東大阪市菱屋西 4-2-26）

◆プログラム

13：00～14：15 特別講演 公開シンポジウム
「ファッションの面白さを伝える」
基調講演 浜田 久仁雄 氏
神戸ファッション美術館 学芸員
活動紹介―学館連携事業からのアプローチ―
水野 夏子
氏
大阪樟蔭女子大学 化粧ファッション学科
会場：大阪樟蔭女子大学 清志館 5 階
14：30～17：30 研究発表会
会場：大阪樟蔭女子大学 清志館 4 階
A 会場（G401 教室） 食物

14：30～17：30

B 会場（G402 教室） 被服

14：30～17：30

C 会場（G405 教室） 教育・福祉

14：30～17：00

D 会場（G406 教室） 住居・防災

14：30～17：30

17：45～19：15 懇親会ならびに日本家政学会関西支部若手優秀発表賞授賞式
会場：大阪樟蔭女子大学 翔空館 10 階 （S1002）

◆参加費

講演会

無料

どなたでもご参加いただけます。

研究発表会 1,500 円（学生 1,000 円）講演要旨集代含む。当日お支払いください。
◆事前申込

懇親会

4,000 円（学生 2,000 円）事前申込。当日お支払いください。

懇親会

10 月 7 日(金)17 時までに，参加人数・一般／学生・参加者氏名を記載し，
下記問合せ先までメールでお申込みください。

◆問合せ先

（一社）日本家政学会関西支部第 38 回研究発表会実行委員会事務局
（大阪樟蔭女子大学内 武藤祐子）
Tel&Fax: 06-6723-8181
Mail: kasei38k@osaka-shoin.ac.jp
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講演会
大阪樟蔭女子大学 清志館 5 階（ G501 教室） 13：00～14：15

「 ファッションの面白さを伝える 」
【基調講演】
浜田 久仁雄 氏
神戸ファッション美術館 学芸員
【活動紹介―学館連携事業からのアプローチ―】
水野 夏子 氏
大阪樟蔭女子大学 化粧ファッション学科

研究発表会
A 会場（G401 教室） 食物

座長：米浪直子（京都女子大学） 14:30 ～
14:30

A-01

A-01 ～ A-12

15：30

奈良県産食素材を用いた機能性おやつの開発
○橋本瞳，堤あやめ，藤澤桃子，高村仁知（奈良女子大）

14:45

A-02

ひもとうがらしの嗜好成分とその変動因子に関する研究
○大塚なつみ 1，川村沙嬉子 1，西本登志 2，高村仁知 1
（1 奈良女子大，2 奈良県農業研究開発セ）

15:00

A-03

グルテンフリー米粉パン製造におけるコールドプレスジュース残渣の効果
○志和睦 1，武智多与理 2，畠中芳郎 3，高村仁知 1
（1 奈良女子大，2 神戸松陰女子大，3 大阪市工研）

15:15

A-04

フードジャーによる軟化食（粥食）に関する研究
○荻野麻衣，山本実紀，福永祥子，升井洋至（武庫川女子大）

座長:西村公雄（同志社女子大学） 15：30 ～ 16：30
15:30

A-05

テーラーメード栄養指導のための食事誘発性体熱産生の分析
○竹村理子，川島瑛美，福田紗規，加藤杏奈，坂番和，松本楓子，山﨑圭世子，
米浪直子（京都女子大）

15:45

A-06

DOCA 食塩負荷による高血圧発症時の交感神経活動と循環動態の変化
〇志波侑希，吉本光佐，河村紫穂，瀬戸口詩織，三木健寿
（奈良女子大）

16:00

A-07

香辛料抽出物による炎症性サイトカイン IL-1の分泌抑制について
○倉田浩佳，小倉裕範（奈良女子大）
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16:15

A-08

ナスの焼き調理における抗酸化性の変化とその要因
○安藤真美，森田千尋，北尾悟（大阪樟蔭女子大）

座長：升井洋至（武庫川女子大学） 16：30 ～ 17：30
16:30

A-09

緑茶の栽培方法、抽出条件の違いによる in vitro でのビフィズス菌増殖への影響
○川﨑祐子，藤田真由，平川朋代，坂尾佳菜子，三島晴奈（同志社女子大）

16:45

A-10

白和えにおける調理操作が物性に及ぼす影響
○西村公雄 1，松村康生 2，松宮健太郎 2（1 同志社女子大，2 京都大，）

17:00

A-11

ゆで水中への食塩添加によるスパゲティ内のナトリウム量の変化
○村上恵，巽彩乃，富田萌（同志社女子大）

17:15

A-12

水蒸気を利用するオーブンの利用技術向上のための補助教材の制作と評価
○伊與田浩志１，山形純子２，赤尾正３，杉山久仁子４
（１大阪市立大，２京都光華女子大，３大手前大，４横浜国立大）

B 会場（G402 教室） 被服

座長：小林政司（大阪樟蔭女子大学） 14：30 ～
14:30

B-01

B-01 ～ B-12

15：30

再生セルロースの各種溶媒による膨潤挙動に関する研究
○境野真奈美，湯口宜明，村瀬浩貴，山根千弘（神戸女子大）

14:45

B-02

藍の生葉染めの過程におけるインジルビンの生成－ 中性下で酸化を遅くした場合 －
〇坂本ゆか，牛田智（武庫川女子大）

15:00

B-03

大正期から昭和戦前期における『婦女新聞』の広告及び記事に見る裁縫指導について
○池田仁美 1 ，村田裕子 2，原田陽子 3，横川公子 1
（1 武庫川女子大，2 大阪大谷大，3 京都造形芸術大）

15:15

B-04

雑誌 『Gothic & Lolita Bible』における言語表現からみたゴスロリイメージ
○德山朋恵（京都文教大）

座長：村田浩子（畿央大学） 15：30 ～ 16：30
15:30

B-05

ロリィタファッションに関する研究―着用者の意識―
○坂田彩美，山本泉（武庫川女子大）

15:45

B-06

漢服の着装実態とデザインの課題—愛好者を対象とした調査—
○徐科（滋賀県立大）

16:00

B-07

和裁技術と着付けの理解を深めるゆかた製作教材の改良と実践
〇小林政子，谷明日香（四天王寺大短大）

16:15

B-08

アパレル CAD による半自動作図の提案 ― 婦人原型から子供原型への展開 ―
○末弘由佳理，池田仁美（武庫川女子大）
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座長：山田由佳子（大阪教育大学）
16:30

B-09

16：30 ～

17：30

ニンヒドリン反応実験からみた枕カバーの汚れ
○王ギョウ，今村律子（和歌山大）

16:45

B-10

セルロース繊維に対する藍の生葉を用いた赤、紫色染色の実現にむけて
○髙橋祐実，古濱裕樹（武庫川女子大）

17:00

B-11

涼感に影響を与える布の性能について－通気性を中心に－
○興津佳養子，吉田恭子（武庫川女子大）

17:15

B-12

日本人男性における温冷覚感受性
○深沢太香子 1，谷明日香 2（1 京都教育大，2 四天王寺大短大）

C 会場 （G405 教室） 教育・福祉 C-01 ～ C-10

座長：宮﨑陽子（羽衣国際大学） 14：30 ～ 15：45
14:30

C-01

高学年児童の放課後生活に関する国際比較
○松本歩子 1，藤井伸生 2，中山徹 3，小伊藤亜希子 4，田中智子 5
（1 平安女学院大，2 京都華頂大，3 奈良女子大，4 大阪市立大，5 兵庫県立大）

14:45

C-02

認定こども園の保育時間とカリキュラム
○南泰代（奈良女子大）

15:00

C-03

子どもの貧困に対する学習支援
○三沢徳枝（佛教大）

15:15

C-04

台湾における子育て支援政策―台北市政府及び親子館への聞き取り調査を中心に―
○磯部香 1，菊地真理 2，後藤達也 2，青木加奈子 3
（1 奈良女子大，2 大阪産業大，3 京都ノートルダム女子大）

15:30

C-05

韓国における養育困難家庭支援の枠組みと地域拠点整備の現状
○大谷由紀子 1，畑千鶴乃 2，藤井伸生 3
（1 摂南大，2 鳥取大，3 京都華頂大）

座長：大谷由紀子（摂南大）
15:45

C-06

15:45 ～ 17:00

家庭科教育における子どもの参画
〇花輪由樹(武庫川女子大）

16:00

C-07

高等学校家庭科の住生活領域および居住改善学習の指導実態
○宮﨑陽子（羽衣国際大）

16:15

C-08

世帯要因が食生活の簡便化に及ぼす影響について
○ガンガ伸子（神戸女子大）
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16:30

C-09

「健康」に関する新聞記事を活かした授業展開－学生の属性に合わせた工夫の提案－
○千田眞喜子 1,2,3,4,5,6,7，葛葉泰久 8

（1 神戸山手大，2 神戸山手短大，3 大阪成蹊大，4 大阪成蹊短大，6 京都光華女子大，7 神戸親和女子大，8 三重大）
16:45

C-10

重症心身障害児・（者）施設で提供されている嚥下調整食の適性の検討
○菊田千景１，奥村彩香１，黒田あかね１，福岡恵佳１，八木万希子２
（１大阪樟蔭女子大，２バルツァ・ゴーデル）

D 会場 （ G406 教室 ）

住居・防災 D-01 ～ D-12

座長：藤平眞紀子 （奈良女子大学） 14：30 ～
14:30

D-01

16：00

自治体の地方創生施策に関する研究－全国市区町村の少子化対策を対象に－
○土佐野美裕，中山徹（奈良女子大）

14:45

D-02

持続可能な子ども見守り活動のあり方に関する研究 －地域防犯団体対象の全国調査
より－
○木村真理子 1，瀬渡章子 1，中迫由実 2（1 奈良女子大，熊本大 2）

15:00

D-03

異なるハザードマップが避難行動に与える影響
○岡本 寛子，生田英輔（大阪市立大）

15:15

D-04

居住属性と居住者の防災意識の関係－大阪市を事例として－
○生田英輔（大阪市立大）

15:30

D-05

夏季酷暑環境による熱中症の被害に関する調査
○曽根拓哉（大阪市立大）

15:45

D-06

デンマーク社会住宅の組織と経営
○辻壽一（大阪樟蔭女子大）

座長：生田英輔 （大阪市立大学） 16:00 ～ 17：30
16:00

D-07

緊急時引き渡し訓練の課題分析－小学校における規模別調査から－
○八木利津子（プール学院大）

16:15

D-08

地域の避難所設備・運営に関する男女共同参画意識について
○延原理恵 1，三上卓 2，上園智美 3（1 京都教育大，徳島大 2，名古屋大 3）

16:30

D-09

窓の形状・配置と室の広さ感に関する研究
○奥田紫乃（同志社女子大）

16:45

D-10

日常生活におけるニオイの現状とその評価 –(その 2) 評価実験から–
○國嶋道子 1、本郷麻衣 2（1 京都女大、2 当時京都女大）

17:00

D-11

エコビレッジ居住者の暮らしに対する意識とエコ活動の取り組み
○平田陽子（摂南大）

17:15

D-12

伝統的木造住宅の維持管理に関する研究－近年の改修・建て替えを中心として－
○藤平眞紀子（奈良女子大）
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◆研究発表について
1． 発表時間
１題 15 分（質疑応答 3 分間含）
：１鈴

11 分，2 鈴 12 分，3 鈴 15 分 時間厳守でお願いします。

2． パソコン動作環境
OS: Windows10 Pro 64bit，Microsoft Office 2013
3． 発表データについて

発表はパワーポイントによる投影のみとします。

ファイル名はプログラム記載の発表番号と発表者の名字としてください。

【例】A-01 家政

研究発表会当日，発表者はパワーポイントファイルを USB メモリで各発表会場にお持ちください。
インストールと動作環境を確認していただきます。各発表会場の受付は 12：00～13：00 です。時間
厳守でお願いします。なお，ファイルは発表会終了後責任を持って廃棄させていただきます。

◆同日開催企画「関西支部平成 28 年度若手の会講演会」について
日

時：2016 年 10 月 30 日（日）11:00～12:00 講演会 12:00～12:50 交流会

場

所：大阪樟蔭女子大学 清志館 4 階 G403 室

講

師：神戸女子大学 家政学部 教授 梶木 典子 先生（学会員）

演

題：
「大学教員公募戦線で闘うために大切なこと～採用側の視点から～」

参加費： 無料

参加申込： 不要

会員外も参加可能

会場アクセス
大阪樟蔭女子大学

（大阪府東大阪市菱屋西 4-2-26）

最寄り駅は，近鉄奈良線「河内小阪」駅、JR おおさか東線「JR 河内永和」駅です。

・当日は日曜日のため、北門は閉鎖しております。
正門をご利用下さい。

JR おおさか東線
「JR 河内永和」下車
東へ徒歩 約 6 分(500ｍ)※正門まで

清
志
館

翔空館

正
門
近鉄奈良線
「河内小阪」下車
西へ徒歩 4 分(300ｍ)
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会場案内
清志館(学生サポート会館)
◆5 階
役員会
本部
受付（12:00～）
G502-504
G505
講演会（13:00～14:15)
G 501
講演会

若手優秀発表賞受賞者掲示（夕刻～）

G501

受付

受付付近
役員会（11:30～12:30）G 502- G504
本部

G505

◆4 階
研究発表会（14:30～17:30）

A 会場

B 会場

食物

被服

G401

G402

若手の会

休憩室

G403

G404

A 会場（食物）G401
B 会場（被服）G402
C 会場（教育・福祉）G405
D 会場（住居・防災）G406

C 会場

D 会場

教育・福祉

住居・防災

G405

G406

休憩室

G404

若手の会（11:00～12:50）
G403

翔空館
◆10 階

懇親会
S1002

懇親会、日本家政学会関西支部若手優秀発表賞授賞式
（17:45～19:15）
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翔空館 S1002

