
 
 

 

 

2019（令和元）年度 

一般社団法人 日本家政学会関西支部 

第 41 回（通算第 97 回）研究発表会 

 

 

研 究 発 表 要 旨 集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日時：2019年 10月 26日（土）12時 30分より 

会場：神戸女子大学教育センター 

 〒650-0004  神戸市中央区中山手通 2-23-1 

後援：神戸女子大学 



 
 

 



i 
 

2019（令和元）年度 

一般社団法人 日本家政学会関西支部 

第 41 回（通算第 97 回）研究発表会 

プログラム 
 

◆日時 2019 年 10 月 26 日（土） 12：30～20：00 
◆場所 神戸女子大学教育センター （神戸市中央区中山手通 2-23-1） 

◆プログラム 
 

12：30～12：50 日本家政学会関西支部 支部役員会 

会場：神戸女子大学教育センター 特別講義室 
 

13：00～13：20 日本家政学会関西支部 臨時総会 

会場：神戸女子大学教育センター 特別講義室 
 

13：30～14：30 【特別講演】公開講演会 
 「局所温熱刺激による皮膚血管収縮反応 

 ～お風呂で見られる指のしわしわ～」 
講師 平田耕造先生 
（神戸女子大学家政学部家政学科教授・日本家政学会副会長） 
会場：神戸女子大学教育センター 特別講義室 
 

14：50～18：00 研究発表会 
会場：神戸女子大学教育センター 特別講義室・第 2講義室・123講義室・演習室(1) 

 A 会場（特別講義室） 食物               14：50～17：45 
 B 会場（第 2 講義室） 被服・福祉・環境・健康・経済   14：50～17：45 
 C 会場（123 講義室） 住居 14：50～18：00 
 D 会場（演習室(1)）  教育・家族・子ども・ジェンダー  14：50～17：45 

 

18：30～20：00 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：萬壽殿（神戸市中央区中山手通 2-20-4） 
                       

◆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。 
 懇親会   6,000 円（学生 3,000 円） 事前申込。当日お支払いください。 
◆事前申込 懇親会   9 月 27 日（金）17 時までに、参加人数・一般／学生・参加者氏名を記載し

て、下記問い合せ先までメールにてお申込みください。 
◆問い合せ先 〒631-8585 神戸市須磨区東須磨青山 2-1 神戸女子大学家政学部内 

(一社)日本家政学会関西支部 第 41 回 研究発表会 実行委員長・堀田久子 
Tel: 078-737-2435 
Mail: kasei-kansai2019@yg.kobe-wu.ac.jp 
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日本家政学会関西支部 2019（令和元）年度 第 3 回役員会 

神戸女子大学教育センター 特別講義室 12：30～12：50 

 

日本家政学会関西支部 2019（令和元）年度 臨時総会 

神戸女子大学教育センター 特別講義室 13：00～13：20 

 

【特別講演】公開講演会 
神戸女子大学教育センター 特別講義室 13：30～14：30 

「局所温熱刺激による皮膚血管収縮反応 
～お風呂で見られる指のしわしわ～」 

平田 耕造 先生 

  （神戸女子大学家政学部家政学科教授・日本家政学会副会長） 

 
 

  

研究発表会 
A 会場（特別講義室） 食物 A-01 ～ A-11 

 

座長：後藤昌弘（神戸女子大） 14：50 ～ 15：20  
14:50 A-01 塩味を嗜好する子どもの食習慣と保護者の食意識 
   ○山崎圭世子 1,2、灰藤友理子 2,3、米浪直子 2 

  （1大阪キリスト教短大、2京都女子大、3滋賀短大） 

15:05 A-02 ゆで調理時におけるオクラの機能性および嗜好性の変化と果実長との関係 

  
○室山明日香 1、水谷文香 1、吉沢桃花 1、矢奥泰章 2、西本登志 2、萬成誉世 1、 

髙村仁知 1 
  （1奈良女子大、2奈良県農業研究開発センター） 

   

座長：岩田恵美子（畿央大） 15：20 ～ 15：50  

15:20 A-03 アイスクリーム製造におけるα-シクロデキストリン添加効果 

  ◯藤永実希 1、嶺木若奈 1、藤井杏佳 1、岸のぞみ 1、古根隆広 2、岡本陽菜子 2、 
寺尾啓二 2、松村康生 3、宮本有香 1 

  （1神戸女子大、2（株）シクロケムバイオ、3京都大） 

15:35 A-04 スーパーオキシドアニオンラジカル発生源添加によるパン生地品質改良効果について 

  ◯西村真歩 1、藤原夏陽 1、西村公雄 2、宮本有香 1 

  （1神戸女子大、2同志社女子大） 
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座長：髙村仁知（奈良女子大） 15：50 ～ 16：50 

15:50 A-05 豆類の摂取が健常成人女子の食後血糖変動に与える効果 

  
○笹田歩佳、篠倉美香、上田楓、佐藤月観、田村さつき、松廣芽依、 

木村万里子（神戸女子大） 

16:05 A-06 各種豆煮汁に含まれる天然遊離ペプチドの血圧上昇抑制効果 

  ○松下夏子 1、隅野真菜 1、塚前実句 1、萩原佐和子 1、藤田裕之 2、木村万里子 1 

  （1神戸女子大、2京都先端科学大） 

16:20 A-07 大和丸ナスの焼き加熱温度による成分の変化 
  ○葛本葉月 1、芳仲優希 1、岩田惠美子 1、後藤昌弘 2         

  （1畿央大、2神戸女子大） 

16:35 A-08 タマネギ外皮熱水抽出物による米飯腐敗抑制効果 

  ○酒井美裕、大野瑛美奈、藤田美晴、野口ありさ、堀田久子（神戸女子大） 

 

休憩 16：50 ～ 17：00 

 

座長：坂本薫（兵庫県立大） 17：00 ～ 17：45 

17:00 A-09 エンドウ豆さや熱水抽出物添加パンの腸内環境改善効果 

  ○近藤茜、前田安紀、荒木嘉子、堀田久子（神戸女子大） 

17:15 A-10 温州ミカン搾汁残渣熱水抽出物による腸内環境改善効果 

  ○藤本真緒、中島美保、荒木嘉子、堀田久子（神戸女子大） 

17:30 A-11 温州みかん搾汁残渣のプレバイオティクス効果の検討 

  ○荒木嘉子、堀田久子（神戸女子大） 

 

   
B 会場（第 2 講義室） 被服・福祉・環境・健康・経済  B-01 ～ B-11 

   

座長：末弘由佳理（武庫川女子大） 14：50 ～ 15：50 
14:50 B-01 低分子量化キトサン修飾によるセルロース系繊維への抗菌性付与と酸性染料可染化 
  ○日置理惠、澤渡千枝（武庫川女子大）   

15:05 B-02 天然染料の染色により与えられる、タンニン・クロム・白なめし革の染色性について 
  ○安本知世、古濱裕樹（武庫川女子大） 

15:20 B-03 「コミュニティカフェ」に関する文献レビュー 
  ○北村春果、表真美（京都女子大） 

   

15:35 
 

B-04 
 

若年出産（おおむね高卒未満）を経た女性のライフコース  

－当事者女性へのインタビュー調査を通して－ 

  ○武輪敬心（奈良女子大） 
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座長：横田尚美（滋賀県立大） 15：50 ～ 16：50 

15:50 B-05 夏期の室温変化が人の睡眠および体温に及ぼす影響 

  ○南風香、久保博子（奈良女子大） 

   

16:05 B-06 在宅介護職員を対象とした料理講習会の事例報告 

  ○矢部大（京都栄養医療専門学校） 
16:20 
 

B-07 
 

ポリ-L-乳酸糸使用の組紐子宮頸部細胞採取ブラシの研究開発  
－繊維構造と組紐の量産化－ 

  ○森野ひとみ 1、平田耕造 1、中野惠之 2、山根秀樹 3、野村和久 4        

  （1神戸女子大、2兵庫県立工業技術セ、3京都工芸繊維大、4西脇市立西脇病院） 

16:35 B-08 水晶体白濁度が色彩識別能力に与える影響 

  ○大森正子 1、橋本令子 2 

  （1神戸女子大、2椙山女学園大） 

   

休憩 16：50 ～ 17：00 

 

座長：水野夏子（大阪樟蔭女子大） 17：00 ～ 17：45 

17:00 B-09 
裁縫教育と生涯活動としてのハンドメイドとの関係 
 －ものづくりへの意識－ 

  ○山本泉（武庫川女子大） 

17:15 B-10 制服におけるジェンダー 

  ○植田歩香、好田由佳（梅花女子大） 
17:30 B-11 近年のファッション消費の変化と特徴 

  ○ガンガ伸子（神戸女子大） 

   

   
 

C 会場（123 講義室） 住居 C-01 ～ C-12 
   

座長：平田陽子（摂南大） 14：50 ～ 15：50 
14:50 C-01 地方への U ターンと地元愛に対する大学生の意識について 
  ○延原理恵（京都教育大） 

15:05 C-02 IOT 社会における犯罪からの子どもの見守りと地域の役割について 
  ○瀬渡章子（奈良女子大） 

15:20 C-03 小学校家庭科「音と生活とのかかわり」学習における指導と教材作成 
  ○目悠太 1、竹吉昭人 2、正岡さち 3、亀崎美苗 4、榎本ヒカル 5、田中宏子 1 

  （1滋賀大、2島根大附属、3島根大、4埼玉大、5相模女子大） 
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15:35 C-04 教育委員会作成の児童生徒向け災害安全教育資料の内容構成に関する研究 
  ○宮崎千紗 1、生田英輔 1、延原理恵 2 
  （1大阪市立大、2京都教育大） 
   

座長：瀬渡章子（奈良女子大） 15：50 ～ 16：50 
15:50 

 
C-05 

 
高等学校家庭科教科書における住居領域の歴史的変遷(第 2 報）  
－住まいと人とのかかわりに着目して－ 

  ○久川美子、田中陽子（神戸女子大） 

16:05 
 

C-06 
 

住生活領域の構造化の特性と「住まいと社会」の教材提案  

－高等学校家庭科教員の意識調査の分析結果から－ 

  ○宮﨑陽子（羽衣国際大） 

16:20 C-07 初等家庭科教育法受講生にみる映画「となりのトトロ」の住生活分析 

  ○花輪由樹（兵庫教育大） 

16:35 C-08 集合住宅に係る住教育の在り方に関する研究 

  ○平田陽子（摂南大） 

   

休憩 16：50 ～ 17：00 

 

座長：宮﨑陽子（羽衣国際大） 17：00 ～ 18：00 
17:00 C-09 学生寄宿舎に住む寮生の健康面に関する研究 
  ○深井千照、花輪由樹（兵庫教育大） 

17:15 C-10 夏期における 2012 年からの高齢者の温熱環境と生活行動の変化 
  ○久保博子 1、東実千代 2、佐々尚美 3、城戸千晶 1、磯田憲生 1 

  （1奈良女子大、2畿央大、3武庫川女子大） 
17:30 C-11 夏期における高齢者の生活行動と温熱環境が QOL に及ぼす影響に関する調査  
  ○城戸千晶 1、久保博子 1、東実千代 2、佐々尚美 3、磯田憲生 1 

  （1奈良女子大、2畿央大、3武庫川女子大） 

17:45 C-12 寝室におけるダニアレルゲンと真菌の実態調査 

  ○東実千代 1、濱田信夫 2 

     （1畿央大、2大阪市立自然史博物館） 

   

   
 

D 会場（演習室(1)） 教育・家族・子ども・ジェンダー D-01 ～ D-11 

   

座長：花輪由樹（兵庫教育大） 14：50 ～ 15：50 

14:50 
 

D-01 
 

農家女性の家族農業経営継承における課題  
－農村社会における社会規範に着目して－ 

  ○小林那奈子、青木美紗（奈良女子大） 
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15:05 D-02 中学生の生活状況と保護者との人間関係にみる現状と課題 

  ○村田晋太朗、永田夏来（兵庫教育大） 
15:20 
 

D-03 
 

生活環境がキャリア形成に及ぼす影響に関する一考察  
－男性養護教諭志望者のインタビュー調査に基づいて－ 

  ○髙津愛奈、八木利津子（桃山学院教育大） 
15:35 
 

D-04 
 

三歳未満児の発達を促す手作りおもちゃ  
－フェルトに着目して－ 

  ○植木美憂、千田眞喜子（花園大） 

   

座長：青木美紗（奈良女子大学） 15：50 ～ 16：50 

15:50 D-05 保育環境における安全対策とリスク要因の予備的考察 
  ○八木利津子（桃山学院教育大） 

16:05 D-06 「掃除」に関する教育の現状と変遷 
  ○表真美（京都女子大） 

16:20 D-07 「子ども食堂」における食事提供という行為について 
  ○巽美奈子（立命館大学、千里金蘭大学） 

16:35 D-08 小学生を対象とした食育に関する文献レビュー 

  ○溝上彩（京都女子大） 

   

休憩 16：50 ～ 17：00 

 

座長：表真美（京都女子大） 17：00 ～ 17：45 

17:00 D-09 教員養成課程の授業における「ていねいさ」を意識した授業構想力の育成  

 －保育現場で重視される援助方法やかかわりの視点を取り入れた授業デザイン力について－ 

  ○井上敏孝（常磐会学園大） 

17:15 D-10 小学校・中学校の家庭科の興味深さと必要性   

－学生意識調査からの検討－ 

  ○千森督子（和歌山信愛大） 

17:30 D-11 中学校家庭科で扱うショートパンツ作品の完成度と縫製手順の関係 

  ○末弘由佳理 1、白坂文 2、吉井美奈子 1 

  （1武庫川女子大、2大阪夕陽丘学園短大） 
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◆研究発表について 

1． 発表時間 
2． １題 15 分（発表時間 12 分、討論時間 3 分）：1 鈴 10 分、2 鈴 12 分、3 鈴 15 分。 

時間厳守でお願いします。 
3． パソコン動作環境 

OS: Windows7、Microsoft Office 2016  発表は PowerPoint スライドによる投映とします。 
4． 発表データについて 

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 メモリで発表会場（B～D 会場）にお持ち

ください。ただし、A 会場発表者は、B 会場にお持ち下さい。パソコンへのインストールと作動環境

を確認していただきます。各会場の受付は 12：00～13：30 です。時間厳守でお願いします。なお、

会場用パソコンの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「令和元年度 日本家政学会関西支部若手の会講習会」  

日 時：2019 年 10 月 26 日（土） 10:30～12:00 （講演会） 
場 所：神戸女子大学教育センター 123 講義室 
演 題：「家政学の視点から防災・減災を考える（仮）」 
講 師：大阪市立大学大学院生活科学研究科 

准教授 生田英輔 先生 
参加費：無料   参加申込：不要   会員外も参加可能
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会場アクセス 
 

神戸女子大学 教育センター（神戸市中央区中山手通 2-23-1） 

【最寄駅】 
JR「三ノ宮」、阪急・阪神・地下鉄｢三宮｣ 

徒歩約 15 分、タクシー約 8 分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪からのアクセス 

JR 利用の場合 

大阪駅から JR 山陽本線（神戸線）で三ノ宮駅下車（新快速電車で約 20 分） 

阪急電車利用の場合 

梅田駅から阪急神戸線で三宮駅下車（特急電車で約 27 分） 

阪神電車利用の場合 

    梅田駅から阪神本線で三宮駅下車（特急電車で約 33 分） 

 

新神戸からのアクセス 

神戸市営地下鉄利用の場合 

新神戸駅から西神・山手線で三宮駅下車（約 2 分） 

 

 

 

 

 

 

神戸中山手

保育園 

短大棟 

大

学

院

棟 

萬壽殿 
（懇親会場） 
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臨時総会･公開講演会･研究発表会等 会場案内 

 

 受付   （12：00～18：00）１階・エレベーター横 

休憩室  （12：00～18：00）１階・ラウンジ 

若手の会 （10：30～12：00）１階・123 講義室 

役員会  （12：30～12：50）５階・特別講義室 

臨時総会 （13：00～13：20）５階・特別講義室 

公開講演会（13：30～14：30）５階・特別講義室 

研究発表会（14：50～18：00） 

    A 会場（食物）     ５階・特別講義室 

    B 会場（被服・環境・健康・経済） 

                ５階・第 2 講義室 

    C 会場（住居）     １階・123 講義室 

    D 会場（教育・家族・子ども・ジェンダー） 

                ４階・演習室（１） 

本部・役員控室    ４階・演習室（２）演習室（３） 

本部控室       ５階・第 1 講義室 

A 
B 会場（被服・
福祉・環境・
健康・経済） 

A 
若手の会 
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局所温熱刺激による皮膚血管収縮反応 

～お風呂で見られる指のしわしわ～ 

○平田耕造

（神戸女子大） 

[緒言] 

毎日のように入るお風呂の中で指がシワシワになった経験は多くの方にあるのではないでし 

ょうか。私も子どもの頃から不思議に思っていたことの一つです。皮膚が水を吸って膨張し、ふ

やけるからなるのだ、と大人から聞かされて何となく納得していました。運よく私の研究テーマ

は、体温調節の中でも手足の末端に存在する動静脈吻合（AVA）血流の調節に関することを主に

していましたので、実験テーマとして手指への局所温熱刺激を取り上げる機会がありました。 

[結果と考察]  

それらの結果、手を水に浸漬する局所加温実験により以下のことが分かりました。 

１.局所温が 37-41℃と体温を超えると、手指の動静脈吻合(AVA)血管に温熱性の収縮（HIVC）反

応が生じること。

２.HIVCが生じる室温環境は、冷、暖、暑の３条件のうち温、暑条件下のみであること。

３.HIVCの反応の強さは水温上昇が急激に起こることに伴い温熱感覚が急上昇する、いわゆる動

的相に同期して起きやすいこと。

４. HIVCの反応が亢進しているとき、皮膚の交感神経活動を記録すると、これに比例することが

明らかになりました。

さらに下肢を温浴する実験では、手指（AVAを含む）や腕や胸（AVAを含まない）などの皮膚

血流を測ってみました。その結果、 

５．体温を超える下肢への温熱刺激により、AVAを含む手指および AVAのない腕や胸など一般皮

膚の血流量も減少することが明らかになりました。 

これらの実験結果から、体温より高い温度刺激による温熱性皮膚血管収縮(HIVC)反応は、AVA

血管の存在する手指などの皮膚部位に直接的な温熱刺激によって生じるのみでなく、下肢への間

接的な温熱刺激によっても手指の皮膚に HIVC反応が生じることが明らかになりました。さらに、

この反応が生じるのは AVA血管に限られることなく、変化は小さいが一般皮膚でも生じることが

明らかになりました。 

お風呂で見られる指のしわしわは、体温より高い温度の湯に浸かるときに、湯から体内への熱

流入を抑制するため、交感神経が興奮して起こる生体防御反応であることが分かりました。 

［提言］ 

 局所温熱刺激による皮膚血管収縮反応の結果を家政学的視点から考察し提言を行います。 

［文献］ 

Hirata,K：Heat Loss from the Upper Extremities and Clothing Thermal Comfort, J. Textile 
Eng. Fashion Technol., 3(2): 94-97,2017 

平田耕造：動静脈吻合（AVA）血流と四肢からの熱放散調節,日本生気象学会雑誌,53（1）：3-12,2016 

Nagasaka,T., Hirata,K. et al:Heat-induced finger vasoconstriction controlled by skin 

sympathetic nerve activity, J.Appl. Physiol., 68, 71-75, 1990 
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A-01 
塩味を嗜好する子どもの食習慣と保護者の食意識 

〇山崎圭世子 1,2、灰藤友理子 2,3、米浪直子 2 
（1大阪キリスト教短大、2京都女子大、3滋賀短大） 

【目的】味覚や嗜好は乳幼児期の食経験によって形成され、その後の食行動にも影響すると考えられる。

各種の味覚の中で塩味は、人の生存に不可欠なミネラルのシグナルであることから、本能的に好まれや

すい。濃い味付けは味覚の形成を妨げる可能性が考えられ、また食塩の過剰摂取は高血圧や胃がんの発

症との関連が知られていることから、乳幼児期の食事は薄味が基本とされている。そこで本研究では、

子どもの健全な味覚形成を支援することを目的として、幼児期での塩味嗜好性の実態を把握し、食習慣

や保護者の食意識との関連を検討した。 
【方法】本調査は 2018 年 12 月～2019 年 2 月に実施した。味覚調査は、大阪府および滋賀県内の幼稚

園・認定こども園に在籍する幼児（年中・年長児）に 2 種類の塩分濃度（0.8％および 1.2％）のかつお

だしを飲んでもらい、どちらが好きかを答えてもらった。さらに、幼児の保護者を対象に自記式質問紙

調査を行った。質問内容は、子どもの食品摂取頻度、子どもの食事で意識していること、子どもの食事

や食事の支度で困っていること等である。有効回答が得られた 211 名について、子どもの味覚調査との

関連を解析した。 
【結果】子どもの味覚調査については、塩分濃度 0.8％のだし汁の方が好きと答えた者（ふつう嗜好群）

が 103 名（49％）、塩分濃度 1.2％のだし汁の方が好きと答えた者（濃い味嗜好群）が 70 名（33％）、

わからない等のその他の回答が 38 名（18％）であった。 
保護者の質問紙調査では、子どもの味覚調査においてその他の回答であった 38 名を除く 173 名の保

護者の質問紙調査回答結果について、ふつう嗜好群と濃い味嗜好群の 2 群間で比較した（Pearson のカ

イ二乗検定）。 
子どもの食品の摂取頻度に関する項目では、「野菜」「牛乳・乳製品」「甘味飲料」「ファストフード」

「調理済み食品」等 15 項目について、「よく食べる」または「時々食べる」と回答した者と、「どちらと

もいえない」「あまり食べない」「まったく食べない」と回答した者の割合を比較した。「スナック菓子」

では、濃い味嗜好群はふつう嗜好群よりも「よく食べる」「時々食べる」と回答した者の割合が多い傾向

が見られた（p<0.1）。その他の項目については、2 群間の回答に有意差はなかった。 
子どもの食事で意識していることに関する項目では、「栄養バランスをよくする」「薄味にする」「一緒

に作る」等 11 項目について、いずれの項目も 2 群間で回答に有意差はなかった。 
子どもの食事や、家庭の食事の支度で困っていることに関する項目では、「食べることに関心がない」

「偏食する」「料理が苦手」等 13 項目について、「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と回答した者

と、「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」と回答した者の割合を比較

した。「甘い飲み物やお菓子を欲しがる」では、濃い味嗜好群はふつう嗜好群よりも「とてもあてはまる」

「ややあてはまる」と回答した者の割合が有意に多かった（p<0.05）。また、「食べすぎる」「濃い味付け

でないと食べない」では、濃い味嗜好群の方が「とてもあてはまる」「ややあてはまる」と回答した者の

割合が多い傾向が見られた（p<0.1）。その他の項目に 2 群間で有意差はなかった。 
これらのことから、濃い味を好む子どもに対する食習慣・食行動改善の取り組みが必要であることが

示唆された。 

A会場　　　特別講義室
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A-02 

ゆで調理時におけるオクラの機能性および嗜好性の変化と果実長との関係 

○室山明日香 1、水谷文香 1、吉沢桃花 1、矢奥泰章 2、西本登志 2、萬成誉世 1、髙村仁知 1 

（1奈良女子大、2奈良県農研開発セ） 

【目的】現在、市場に出荷されるオクラの標準的なサイズは長さ 9～11 ㎝であるが、オクラは果実

の成長速度が早いため、大きく肥大しすぎて出荷できないものが多く生じる。しかし、市場出荷の

標準サイズよりも大きいオクラが、市場出荷の標準サイズのオクラと比べて、機能性および嗜好性

に差が無ければ、出荷可能であり、出荷量増加やオクラ収穫時の労力の削減につながる。オクラは

生食されることもあるが、多くは加熱調理を経て食されている。そこで本研究では、家庭でオクラ

が調理される際の一般的な調理方法である「ゆで調理」を行ったオクラを試料とし、オクラの機能

性および嗜好性と果実長との関係を明らかにすることを目的とした。 

【方法】奈良県農業研究開発センターで栽培された 5 品種のオクラ「グリーンソード」、「クリムソ

ン・スパインレス」、「楊貴妃」、「ベニ―」、「平城グリーン」を 2018 年 7～8 月、2019 年 7 月～8
月に収穫した。収穫した各品種を 6～8 ㎝、9～11 ㎝、12～14 ㎝の 3 サイズに分け、10 倍量の沸

騰水で 1 分 50 秒ゆでたのち、凍結乾燥、粉砕を行い試料とした。機能性については、Folin-Ciocalteu
法を用いて総ポリフェノール量を、インドフェノール・キシレン法を用いてアスコルビン酸量を測

定した。また、嗜好性については遊離糖量(フルクトース、グルコース、スクロース)測定と官能評

価を行った。官能評価は、本学女子学生を対象に、9～11 ㎝サイズのオクラを基準とし、ねばり・

硬さ（すじっぽさ）・軟らかさ・青臭さ・渋み・甘み・総合評価（美味しさ）の項目について評価し

た。 

【結果】総ポリフェノール量については、いずれの品種においても、9～11 ㎝サイズで最も多い傾

向がみられ、7 月収穫のオクラに比べ 8 月収穫のオクラの方が全サイズで多い傾向がみられた。ま

た、アスコルビン酸量については、いずれの品種においても、果実長が長いほど少ない傾向がみら

れ、7 月収穫のオクラに比べ 8 月収穫のオクラの方が、全サイズで多い傾向がみられた。さらに、

遊離糖量については、いずれの品種においても、果実長が長いほど多い傾向がみられ、7 月収穫の

オクラに比べ 8 月収穫のオクラの方が、全サイズで少ない傾向がみられた。官能評価の結果は、市

場流通量が最も多いグリーンソードで、9～11 ㎝サイズと比べ 12～14 ㎝サイズで有意に嗜好性が

劣る結果となったが、その他の 4 品種で、12～14 ㎝サイズのオクラの嗜好性が 9～11 ㎝サイズと

同等であるという傾向がみられた。以上のことから、ゆで調理をしたオクラは、サイズが大きいほ

ど機能性は低下するが、品種によっては 12～14 ㎝のオクラでも嗜好性が低下しない傾向がみられ、

市場出荷の標準サイズを超えたオクラを出荷し、流通させることができる可能性が示唆された。 

 

 

A会場　　　特別講義室
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A-03  アイスクリーム製造におけるα-シクロデキストリン添加効果 

〇藤永実希¹、嶺木若奈¹、藤井杏佳¹、岸のぞみ¹、古根隆広²、岡本陽菜子²、 

寺尾啓二²、松村康生³、宮本有香¹ 

(¹神戸女子大、²(株)シクロケムバイオ、³京都大院農) 

【目的】アイスクリームは、牛乳、卵、砂糖などを原料としたアイスクリームミックスを、攪拌、冷却

することで製造される。攪拌しながら冷却することで、氷や脂肪球、気泡などが細かく均一に分散した

状態となり、特に空気の混入量が口どけ、口あたりを左右することから、混入量はオーバーランで算出

し、アイスクリーム評価に用いられている。すなわち、オーバーランが低ければ、取り込まれる気泡が

少ないため、重みのあるねっとりとした食感となり、オーバーランが高いと気泡量の増加に伴い、ふん

わりと軽い食味のアイスクリームが得られるなど、取り込まれる気泡量は食感を決める指標となる。し

かし、取り込まれる気泡量は、アイスクリーム中に含まれる氷結晶やタンパク質、脂肪球の状態によっ

て変化し、製造中だけでなく保存中の状態にも影響を与えることから、アイスクリーム自体のオーバー

ランを安定化させることが均一な製造に繋がると考えられた。そこで、本研究ではアイスクリームを製

造する際、安定剤としてα-シクロデキストリン(以下α-CD)を添加することにより、製造過程、保存

中にどのような影響を与えるかについて検討を行った。 

【方法】市販のアイスクリームミックス（フロム蔵王アイスクリームミックス：山田乳業株式会社製）

300g に対しα-CD を 0、0.25、0.5、0.75、1.0、2.0%となるように加え、ブレンダーで 1 分間攪拌後、

アイスクリームメーカー（アイスデリグランデ：JL-ICM1000A）を用いてアイスクリームを調製し、直後、

1 時間、2 時間冷凍保存後のオーバーランを調べた。また、調製したアイスクリームは、-17℃の家庭用

冷凍庫にて 1 週間および 3週間保存後、32℃で溶解し、要した時間、時間ごとの溶解液量を計測するこ

とで溶解性を検討した。さらに、アイスクリームミックス中の乳脂肪とα-CDとの状態を観察するため、

乳脂肪をコーンオイルに置き換えたモデル実験を行なった。15％コーンオイルに各濃度のα-CD を添加

し、1 分間ブレンダー撹拌後、0、5、10、20、30、40分放置後の状態について観察および、分離した上

層と下層を採取し遠心分離（1,700g×10 分）を行い、乳化状態について比較観察を行なった。 

【結果】オーバーランは、α-CD 添加濃度に関わらず、調製直後 47.7±3.1％程度を示し、1時間冷凍保

存後は全体的にわずかな低下傾向（42.2±3.5％）を示したが、顕著な差は認められなかった。しかし、

2時間冷凍保存後は、α-CD 無添加で 24.0±2.2％と大きく低下し、α-CD添加濃度が高濃度(0.75、1.0、

2.0%)では、23.7±6.5％と無添加同様に低下したが、α-CD添加濃度が低濃度（0.25、0.5％）では 32.6

±3.3％とわずかにオーバーランが保たれた。溶解試験は、1週間冷凍保存と 3 週間冷凍保存で顕著な差

が認められた。1週間保存はどのα-CD 添加濃度においても溶解開始時間、溶解速度に差がなかったが、

3 週間保存後は、0.25％、0.75％、無添加、0.5％α-CD添加の順で溶解がはじまり、1.0、2.0％α-CD添

加したものが遅れて溶解し始めた。すなわち、1.0％以上のα-CDを添加することにより、オーバーラン

は無添加と同様に低下するが、無添加に比べ安定な溶けにくいアイスクリームが調製できた可能性が示

唆された。そこで、α-CD 添加の影響を調べるため、コーンオイルを用いて乳化状態を検討した。その

結果、α-CD添加濃度 1.0％を超えると、クリーム状の上層が増加し、コーンオイルの分離が消失し、

安定な乳化が認められた。すなわち、1.0%以上のα-CD添加を添加することで、乳脂肪がα-CDの疎

水性部分に取り込まれ（包接）、この包接度合いがアイスクリームのオーバーラン安定性および溶解

性に影響している可能性が強く示唆された。 

A会場　　　特別講義室
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 A-04   スーパーオキシドアニオンラジカル発生源添加による 

パン生地品質改良効果について 

○西村真歩¹、藤原夏陽¹、西村公雄²、宮本有香¹ 
（¹神戸女子大、²同志社女子大） 

【目的】パンの一般的な品質改良剤であるビタミン C（アスコルビン酸（L-AsA））を dough に添加す

ると酸化型 L-AsA となり、最終的に小麦タンパク質間の SS 結合形成を促進し品質改良効果をもたらす

と考えられている（図 1）。一方、かまぼこでも L-AsA
は品質改良剤として働くが、機構はパンとは異なり、

L-AsA から発生するスーパーオキシドアニオンラジカル

（O2–）が、ミオシン分子間に作用し、SS 結合形成を促

進することでもたらされ、パンの品質改良機構とは異な

った機構である（図 2）。しかし、このかまぼこの品質改

良機構が、パンの dough 中でも主として生じうる可能性

は強く示唆される。そこで、パンの品質改良機構に O2–

が関与し、dough にどのような影響をあたえているのか、

L-AsA 及び、リボフラビン（Rf）を用いて検討した。 
【方法】dough 調製には、saf ドライイースト赤（L-AsA
含む）、saf ドライイースト青（L-AsA 無添加）を用いた。

また、O2–発生で発色を示すニトロブルーテトラゾリウム

（NBT）を用い、各品質改良剤を添加した際の dough 中

での O2–発生の有無について確認した。品質改良効果は、

各品質改良剤を添加した焼成後のパン膨張率を無添加の

ものと比べ、添加効果を検討した。さらに、dough 調製時の混ねつ状態に、品質改良剤添加量、すなわ

ち、O2–の発生量がどのように影響するのか、混ねつ中（発酵前）、発酵後のミキソグラムを比較した。 
【結果】NBT を用いた dough 中の O2–発生は、L—AsA、Rf ともに発色が確認され、図 2 の品質改良効

果がパン焼成でも生じる可能性が示唆された。saf ドライイースト赤（L-AsA 含む）を用いた焼成試験

では、10ppm L-AsA 添加パンの膨張率は 103.6±5.0%を示し、品質改良効果を示した。しかし、他の

添加濃度（20ppm～4%）では、L-AsA 添加パンの膨張率は減少した。Rf を用いた同様の検討では、

175ppm Rf 添加パンの膨張率は 106.2%と 10ppm L-AsA 添加と同じく増加したが、350ppm Rf 添加で

は 97.4％、1,750ppm Rf 添加では 87.4％と Rf 濃度の上昇とともに膨化率は減少した。また、L-AsA を

含まない saf ドライイースト青を用いた検討でも同様の傾向が認められた。つまり、dough 中の O2–発

生量が焼成パンの膨化に関与しており、dough 中で O2–発生量が増加しすぎると逆に膨化を妨げた可能

性が考えられた。そこで、dough 中での O2–発生量が dough にどのような影響を与えているのか検討す

るために、混ねつ中、発酵後のミキソグラムを比較した。結果、混ねつ中のミキソグラムは、無添加、

L-AsA 添加において顕著な差は認められなかったが、発酵後のミキソグラムでは、L-AsA 添加濃度上昇

とともに、dough の粘弾性増加が認められた。すなわち、品質改良剤添加濃度が上昇しすぎると、O2–

発生量の増加とともに図 2 の品質改良機構により、小麦タンパク質間の SS 結合形成が促進されること

で、結果 dough 粘弾性が上昇しすぎることで、焼成後の膨化率減少が起きた可能性が考えられた。 
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A-05 
豆類の摂取が健常成人女子の食後血糖変動に与える効果 

〇笹田歩佳、篠倉美香、上田楓、佐藤月観、田村さつき、松廣芽依、木村万里子 
（神戸女子大） 

【目的】日本では、大豆は低糖質食材として人気があるが、その他の豆類はでんぷんを 30～40％含むた

め、血糖値が気になる人やダイエット中の人には不向きな食材として敬遠される傾向がある。 
ご飯を納豆とともに摂食することで、食後の血糖上昇が有意に抑制されたことを示す研究報告がある。

しかし、豆類一般の食後血糖変動に与える影響については詳細な研究報告がほとんどない。そこで本研

究では、豆ご飯と豆粉パンを用い、豆類の種類および加工・調理方法の違いが食後血糖変動に与える効

果について調べるとともに、レジスタントスターチの関与についても検討を行った。 
【方法】被験者は、神戸女子大学に在籍する 20 代の健康な学生 11 名である。過去 1 年以内の検査で耐

糖能異常がなく、降圧剤など薬剤服用がないことを条件とした。試験に先立ち、神戸女子大学人間を対

象とする研究倫理委員会の承認を得た。また、すべての被験者に対して本試験の趣旨と試験内容および

安全性について説明し、同意を得た。 
基準食と検査食はいずれも１食分の糖質を 50g に調整した。豆ご飯については市販包装米飯を基準食

とした。レトルト殺菌した市販の大豆、レンズ豆および金時豆ドライパックそれぞれと市販包装米飯を

混合し、これを検査食とした。基準食および検査食を摂食した後の血糖変動を日本 GI 研究会の血糖測

定プロトコルに基づいて調べた（n=7）。豆粉パンについては小麦粉パンを基準食とした。小麦粉の 20％
を前述の豆の微粉末(粒子径 20～30μm)に置換した 3 種類の豆粉パンを検査食とした。比容積などの物

性測定を行うとともに、基準食と検査食の摂食後における血糖変動を上記のプロトコルに基づき測定し

た（n=4）。 
実験で得られた同一時間帯の２群間（基準食と検査食）の血糖値に対して対応のあるｔ検定を行い、

有意確率が 0.05 未満の場合に有意差があると判定した。また、血糖値の動態パラメーターとして、試験

食摂取後の経時的な血糖値から 0 分値を差し引いた値をΔ血糖値、摂食開始後 120 分までの血糖値の最

高値をΔCmaxとし、ΔCmaxへの到達時間を Tmaxとした。上昇曲線下面積(Incremental area under the 
curve : IAUC)を台形公式により算出した。各々の値について統計ソフト(IBM SPSS Statistics 23)で解

析を行った。 
本試験に用いたレンズ豆と金時豆の微粉末を、180℃で、0 分、20 分、60 分間乾式加熱した後、それ

ぞれのレジスタントスターチ量を Megazyme 社の Resistant Starch Assay Kit により測定した。 
【結果】豆ご飯の実験では、3 種すべてにおいて、摂食後 90 分、120 分後に血糖値が有意に低い値を示

した（90 分値：大豆 p<0.01、レンズ豆 p<0.05、120 分値：いずれも p<0.05）。豆粉パンの試験では、

大豆とレンズ豆粉パンの摂食後における IAUC に減少傾向が見られたが、有意差は認められなかった。

レジスタントスターチについて調べた実験では、レンズ豆と金時豆のどちらも、20 分間加熱した時にレ

ジスタントスターチ量が最も多かった。 
以上の結果から、豆類の種類および加工・調理方法の違いが食後血糖変動に影響を及ぼすことが推

察された。特にレンズ豆は、でんぷんが多くエネルギー源として有用であり、さらに大豆と同様の効果

が認められたことから、新たな機能性食品としての利用につながることが期待される。 
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A-06 
各種豆煮汁に含まれる天然遊離ペプチドの血圧上昇抑制効果 

〇松下夏子 1、隅野真菜 1、塚前実句 1、萩原佐和子 1、藤田裕之 2、木村万里子 1 
（1神戸女子大、2京都先端科学大） 

 
【目的】煮豆やあんの製造工程で排出される煮熟廃液（豆煮汁）には多量の有機物が含まれており、そ

れらの排水処理は食品製造企業にとって大きな負担となっている。一方、豆煮汁には、ポリフェノール、

オリゴ糖、ペプチドなどの有用成分が多く含まれており、それらの機能性食品素材としての活用が期待

される。小豆煮汁に含まれる機能性成分として注目されているポリフェノールについては、それらの生

理機能や煮汁からの回収法について多くの研究報告が見られる。しかし、その他の機能性成分について

はほとんど解析されていない。そこで、本研究では、白あんの原料である手亡（白いんげん豆の一種）、

近年日本で需要が伸びているひよこ豆、および大豆の各煮汁中の成分分析を行うとともに、それらに含

まれる天然遊離ペプチドの血圧上昇抑制効果をアンジオテンシン変換酵素(ACE)阻害活性を指標として

測定した。 
【方法】3 種類の豆から、一般的な製あん工程に準じて浸漬水、渋切り水（煮汁 1）、煮上げ水（煮汁 2）
を調製した。すなわち、各 200 g の手亡（北海道産）、ひよこ豆（カナダ産）、大豆（北海道産）を水洗

いし、脱塩水１ L を加えて室温で 15 時間浸漬後にガーゼろ過したものを浸漬水とした。その後、脱塩

水１ L を加え 1 時間煮熟してガーゼろ過したものを煮汁 1、さらに脱塩水１ L を加え 1 時間煮熟して

ガーゼろ過したものを煮汁 2 とした。各煮汁に含まれる水溶性たんぱく質は Lowry-Folin 法により、ポ

リフェノールは Folin-Ciocalteu 法により定量した。また、各煮汁から 50％エタノール分別と陽イオン

交換（Dowex50-x2）に吸着されたペプチド画分を調製し、それぞれの ACE 阻害活性を測定した。ACE
阻害活性は、ACE Assay Kit-WST（（株）同仁化学研究所）を用い、合成基質 3-Hydroxybutyryl-Gly-
Gly-Gly から切り出され遊離する 3-Hydroxybutyric acid を酵素法により検出し、IC50 値（μg protein 
/mL）を算出した。 
【結果】どの乾燥豆からも 100 g 当たり 2～3 g の水溶性たんぱく質あるいはペプチドが煮汁中に溶出

し、それらの 90％以上が加熱によって溶出することが認められた。ポリフェノール量は、豆の種類によ

り違いがあったものの、いずれも煮汁 1 に多く溶出していた（約 70～90％）。3 種の豆類から調製した

各ペプチド画分の ACE 阻害活性（IC50値，μg protein /mL）は、手亡（煮汁 1：87，煮汁 2：87）、ひ

よこ豆（煮汁 1：343，煮汁 2：192）、大豆（煮汁 1：71，煮汁 2：97）であり、手亡と大豆の煮汁から

調製した天然遊離ペプチド画分には比較的高い ACE 阻害活性が認められた。本研究により、豆の煮汁

中には比較的多量の機能性ペプチドが含まれており、煮汁を新しい健康食品素材として有効利用できる

可能性が示唆された。 
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A-07
大和丸ナスの焼き加熱温度による成分の変化

〇葛本葉月 1，芳仲優希 1，岩田惠美子 1，後藤昌弘 2

（1畿央大，2神戸女子大）

【目的】

 奈良県の伝統野菜の一つである大和丸ナスは，奈良市や大和郡山市で古くから栽培されている。丸

く，加熱しても煮崩れしにくく，煮物や焼き物，揚げ物に用いられている。この大和丸ナスを用いて

オーブンによる加熱を行い，加熱温度が遊離還元糖含量やアスコルビン酸含量，総ポリフェノール含

量にどのような影響を及ぼすのかを調査した。対照として長ナスについても同様の調査をした。

【方法】

大和丸ナスと長ナスは，県内の青果商より購入した。加熱は，オーブンレンジ（東芝製 ER-SD5000）
を用い，大和丸ナスは 150℃と 300℃加熱を，長ナスは 150℃の加熱をそれぞれ 20 分実施した。庫内

の温度変化と大和丸ナスの温度変化は，データロガー（OMRON 製 ZR-RX40V）で測定した。加熱前

（生）と加熱後の，遊離還元糖含量，アスコルビン酸含量，総ポリフェノール含量を求めた。遊離還

元糖含量はソモギーネルソン法，アスコルビン酸含量はフェニルヒドラジン法を用いて総アスコルビ

ン酸と酸化型アスコルビン酸を測定し，総ポリフェノール含量はフォーリンチオカルト法を用いた。

【結果】

遊離還元糖含量は，大和丸ナスでは，150℃加熱が生と比べて有意に減少したが，生と 300℃加熱，

および 150℃加熱と 300℃加熱で差は認められなかった。長ナスでは，生と 150℃加熱で有意な差は

認められなかった。 

総アスコルビン酸含量は，大和丸ナスでは，150℃加熱と 300℃加熱では，生と比べて有意に低下

したが，長ナスでは有意な差は認められなかった。酸化型アスコルビン酸含量は，大和丸ナスでは

150℃加熱と 300℃加熱で生と比べて有意に低下したが，長ナスでは有意な差は認められなかった。

還元型アスコルビン酸含量（総アスコルビン酸含量－酸化型アスコルビン酸含量）は，大和丸ナス，

長ナスともに有意な差は認められなかった。

総ポリフェノール含量は，大和丸ナスは，150℃加熱では生や 300℃加熱と比べて有意に低下した

が，長ナスでは有意な差は認められなかった。

大和丸ナスと長ナスを比較した結果，遊離還元糖含量は，生と 150℃加熱で大和丸ナスが有意に少

なかった。総アスコルビン酸，酸化型アスコルビン酸，還元型アスコルビン酸含量および総ポリフェ

ノール含量は大和丸ナスと長ナスの間に有意な差は認められなかった。
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A-08    タマネギ外皮熱水抽出物による米飯腐敗抑制効果 

〇酒井美裕、大野瑛美奈、藤田美晴、野口ありさ、堀田久子 

（神戸女子大） 

【目的】タマネギ外皮には鱗茎の 20 倍ものケルセチンが含まれており、ケルセチンは抗酸化作用、

紫外線防止効果など多くの薬理効果がある。本研究ではケルセチンの抽出も考慮して、タマネギ外皮

を熱水抽出して試料を得た。枯草菌は米飯の腐敗に大きく関わっているため、枯草菌の増殖抑制（実

験Ⅰ）と米飯に対する腐敗抑制効果（実験Ⅱ）について調べた。 

【方法】試料は A：2018 年購入した北海道産タマネギ、B：2019 年購入した北海道産無農薬タマネギ、

C：太邦株式会社より提供されたタマネギ外皮エキスサンプルとした。A、B はタマネギの皮をオート

クレーブで 105℃30 分熱水抽出し、C は 90℃で 12 時間抽出した。終了後濾過し濾液を凍結乾燥した

ものを、ミキサーで粉末状にした。実験Ⅰ.試料重量の 50 倍量の PY 培地で溶解し（2％タマネギ PY

溶液）、ｐH メータでｐH7に調整したのち、再度 121℃、15分滅菌した。この 2％タマネギ PY 溶液に

枯草菌を加え、Aと Bは 24 時間の増殖抑制、Cは 24時間、48時間、72時間の増殖抑制を調べた。実

験Ⅱ.米飯腐敗抑制効果をみるために、A、B、Cの試料は 50倍量の蒸留水で溶解し（2％溶液）、ｐHメ

ータでｐH7 に調整したのち、再度 121℃、15分滅菌した。普通に炊飯した米 1 合、2％タマネギ試料

溶液を 20ｍｌ入れて炊飯した米 1合を 20gずつ秤量し、24時間、48時間、72時間で、それぞれ室温

と 37℃で静置した後、腐敗の進行の差について検討した。静置した米飯は生理食塩水 30ｍｌに懸濁

したものをストマッカー（AS ONE）で粉砕し、溶液を一部採取して菌数を測定した。その後、菌の増

殖抑制率を次式で求めた。菌数は Log10cfu（colony forming unit）を用いた。菌の増殖抑制率(%)＝

(Log10cfu米飯－Log10cfu 2％タマネギ試料溶液米飯)÷Log10cfu米飯×100  

【結果】実験Ⅰ.試料 A、B、C で比較すると、試料 C が最も枯草菌に対して増殖抑制効果があった。

また試料 Cについて 24時間、48時間、72時間と比較すると、24時間は増殖抑制効果が高く、時間が

経つにつれて効果は低下した。実験Ⅱ. 試料 A、B、Cで比較すると、試料 Cが最も菌の増殖抑制率が

高かった。また試料 C について 24 時間、48 時間、72 時間と比較すると、37℃静置では 24 時間で菌

の増殖抑制率が高く、時間が経つにつれて効果は低くなった。室温静置では 48 時間で菌の増殖抑制

率が高くなった。試料分析によると、ビタミン Cの含有量が試料 Cで最も多かった。（試料 100g あた

り A 17.7mg、B 66.8mg、C 676.4mg）このことから、タマネギ外皮熱水抽出物は枯草菌の増殖抑制

により、米飯の腐敗も抑制し、その中でもビタミン Cが多く含まれている試料 Cの活性が高いことが

判明した。タマネギ外皮熱水抽出物による米飯腐敗抑制効果は室温で放置した場合 48 時間持続する

と考えられるので、今後食品への応用の可能性がある。 
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A-09 
エンドウ豆さや熱水抽出物入りパンの経口摂取による 

ヒト腸内細菌の変動について 

〇近藤茜、前田安紀、荒木嘉子、堀田久子 
（神戸女子大） 

【目的】普段捨ててしまうエンドウ豆のさやには食物繊維やポリフェノールが豊富で様々な健康増進効

果が期待される。エンドウ豆のさやを熱水抽出したものをパンに混ぜて摂取することで腸内細菌がどの

ように変動するか検討した。 

【方法】平成 29 年度に JA 和歌山より購入したエンドウ豆のさやを使用し、凍結乾燥後、ミキサーで粉

砕しふるいにかけ、筋を除いた。できた凍結乾燥さや粉末 100g と蒸留水 2L を 120℃で 30 分オートク

レーブした後濾過し、濾液を凍結乾燥し、試料（Autoclaved Extract－AE）とした。被験者は 1 ヶ月間

5％の AE を添加したパンを約 80g 摂取した。摂取前、摂取期間中（前期と後期）、摂取後の各期間は 2
週間とし各期で 3 回ずつ採便し、培養を行った。調べた腸内細菌は、Clostridia、Enterobacteriaceae、
Bifidobacteria、Lactobacilli で個々の菌数を測定し、糞便中のアンモニア濃度の定量も行った。それと

同時に被験者は排便量、排便頻度、糞便の色・形状について記録し、さらに食事日誌として摂取したも

のを、穀類・イモ類・砂糖類・種実類・野菜類・果実類・きのこ類・藻類・大豆/大豆製品・その他豆類・

魚介類・肉類・卵類・牛乳/乳製品・油脂類・菓子類・ジュース類・お茶類・酒類に分類し記録した。ま

た、試料分析として平成 30 年度、平成 31 年度にそれぞれ作成した AE と AE 5％含有パン（計 4 試料）

のタンパク質、還元糖、総脂質、シトステロール、総ポリフェノール、不溶性食物繊維、水溶性食物繊

維、ビタミン C の定量を行った。 
【結果】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

被験者 A は、菌数の変動について

有意差はみられなかった。しかし、

排便量・排便回数においては摂取期

間で増加し、食物繊維の効果があっ

たと考えられる。一方、被験者 B に

ついては、Enterobacteriaceae のみ

摂取期前期に有意に増加した。ま

た、有意差はみられなかったが、

Lactobacilli が摂取期前期で増加

し、摂取後観察期にかけて減少し

た。Clostridia は、摂取前観察期に

比べ、摂取後観察期にかけて徐々に

減少していった。試料分析を行う

と、－20℃で 1 年間冷凍保存した

AE 5％含有パンのポリフェノール

含量は、約 4 分の 1 にまで減少して

いることが分かった。 
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A-10 
温州ミカン搾汁残渣熱水抽出物による腸内環境改善効果 

○藤本真緒、中島美保、荒木嘉子、堀田久子 

（神戸女子大） 

【目的】 

通常廃棄部位であるミカンジュースの搾りかす(搾汁残渣)には食物繊維やポリフェノールが豊富である(今年度：

ポリフェノール 52.86 ± 2.91 mg/g、不溶性食物繊維 75.9 ± 7.40 mg/g、水溶性食物繊維47.1 ± 34.2 mg/g)。ヒト

が温州みかん搾汁残渣熱水抽出物を摂取すると、摂取前と比較して糞便中にBifidobacteriaの有意な増加と

Clostridiaの有意な減少が見られた例がある。そこで、搾汁残渣熱水抽出物を摂取することで、自身の腸内細菌

叢がどのように変動するか検討した。 

【方法】 

JA和歌山より出荷されている温州ミカンの搾汁残渣熱水抽出物(120℃、30分オートクレーブ処理)を試料とし、1
日2回、1.5gずつお湯に溶かして食後に摂取した。摂取前・摂取前期・摂取後期・摂取後の各2週間、計8週間

の腸内細菌叢の変動について、選択培地を用いた培養法により検討した。 

【結果と考察】 

菌数の変動については、被験者A・Bとも有意差は見られなかったが、搾汁残渣熱水抽出物を摂取してLactobacilli
は増加した。2人の相違点として、被験者BではClostridiaが増加した。Clostridiaはストレスで増えるとの報告

があり、被験者Bが就職活動などでストレスを感じていたことによると考えられる。短鎖脂肪酸とアンモニアにつ

いても、有意差は見られなかったが、短鎖脂肪酸は増加し、アンモニアは減少した。短鎖脂肪酸は腸の蠕動運動を

促進し、アンモニアはタンパク質の腐敗で生じる有害産物である。したがって、搾汁残渣熱水抽出物摂取により、

腸内環境は改善されたと考えられる。 

 

【被験者A】                      【被験者B】 

図：温州ミカン搾汁残渣熱水抽出物による腸内細菌の変動 
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A-11    温州みかん搾汁残渣のプレバイオティクス効果の検討 

〇荒木嘉子、堀田久子 

（神戸女子大） 

【目的】 
 温州みかん搾汁残渣とはジュースの搾りかすで、これまで家畜のえさまたは畑の肥料にしか使用されて

いなかった。ヒトへの応用として、当研究室ではこれまで 23 人の学生が温州みかん搾汁残渣熱水抽出物

を摂取し, うち 17 人は Bifidobacteria が増加したが残り 6 人は効果が見られなかった。Bifidobacteria の

増加がみられた学生 A と, 減少がみられた学生 B の糞便中の短鎖脂肪酸とアンモニア濃度を比較し, 搾汁

残渣熱水抽出物の効果を検討した。 
【方法】 
 JA 和歌山から供与された搾汁残渣 100g に純水 2L を加え, 121℃で 30 分間処理し, 濾過した濾液を

凍結乾燥した後, ミキサーで破砕したものを学生 A・B が 3g/日摂取した。実験中は乳酸菌由来の食品を

制限した。期間は, 摂取前観察期, 摂取前期, 摂取後期, 摂取後観察期の各期 2 週間で, 各期間 3 回ずつ

糞便をサンプリングし, 24h 以内に培養を行った。サンプルは-80℃で保存した。Bifidobacteria の増加

がみられた学生 A と, みられなかった学生 B のサンプルから Bifidobacteria を 5 株ずつ分離し, 試験管

内で搾汁残渣熱水抽出物を添加した培地と, ポジティブコントロールとしてラクツロースを添加した培

地で培養し, 菌数の増加を比較した。16S rDNA の解析により, これらの菌を同定した。また, 理化学研

究所から分離菌の Type strain 購入し, 同様の実験を行い, 菌数の増加を比較した。学生 A・B の糞便中

の, 短鎖脂肪酸, アンモニアの定量の分析を行った。 
 
【結果】 
学生 A の分離菌①−⑤は B.longum, 学生 B の

分離株①は B.adolescentis, ②−⑤は B.breve だ

った。学生 B の短鎖脂肪酸産生量は学生 A を上

回り, 温州みかん搾汁残渣熱水抽出物の摂取に伴

って短鎖脂肪酸産生量が増加した。摂取後に減

少したことから, 搾汁残渣摂取により増加したこ

とを示唆している。一方, アンモニアの低下は学

生 A の方が B より明確にみられた。

Bifidobacteria が減少した学生 B でも糞便培養

では総菌数が増加したことから, プレバイオティ

クス効果を発揮しているのは Bifidobacteria に

対してだけではないと考えられる。また, 23 人の

食事記録から 14 品目に分類し Bifidobacterium
が増加した者と減少した者で比較を行った。ど

の項目にも有意差は見られず, 食事の影響はない

ことが明らかになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図: 学生 A・B 糞便中アンモニア濃度結果 
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B-01
低分子量化キトサン修飾によるセルロース系繊維への 

抗菌性付与と酸性染料可染化 

〇日置理惠、澤渡千枝

（武庫川女子大) 
【目的】抗菌性加工商品は多数開発されているが、抗菌加工剤による接触性皮膚炎等のトラブルが報

告されている 1)。肌への刺激や環境負荷の少ないセルロース系繊維から成る抗菌加工布の作製と、そ

の酸性染料可染化を目的とし、抗菌性を持つ甲殻類由来のキトサン 2) を低分子量化し試料布への化学

修飾を試みた。

【方法】試料布は 3 種 (マーセル化綿・テンセル・キュプラ)の平織布を用いた。低分子量化キトサン

の調整は Hasegawa ら 3)の方法を参考に、市販のキトサンを 85%-H3PO4水溶液中に 50 ℃、1 week
浸漬し、①7 量体、②14 量体前後の 2 種のキトサンを得た。試料布の前処理としてエピクロロヒドリ

ンによるエポキシ化を行い、FT-IR でエポキシ基の導入を確認した。低分子量化キトサンによる化学

修飾は、1 %・3 %・5 %のキトサン水溶液を調整し、浴比 1:100、pH3 で 50 ℃・24 h 反応した。化

学修飾の評価として FT-IR/ATR 測定とニンヒドリン反応を行った。抗菌性は 1 ㎝角の布を用い、ハ

ロー試験により評価した。染料への染着性は化学構造の異なる酸性染料 3 種(オレンジⅡ・Acid Red
151・アリザリン)を用い、浴比 1:100、染料濃度は 2％ o.w.f.、60 ℃・40 min で染色し評価した。

【結果】

①キトサンによる化学修飾 綿布を 50・55・60 ℃１回、もしくは 50 ℃・2 回でエポキシ化し FT-IR
測定したところ、864 cm-1(エポキシ基)、1441 cm-1 のピークが出現した。エポキシ基の導入率は

50 ℃・2 回＞60 ℃＞55 ℃＞50 ℃であった。キトサン修飾するとエポキシ環の開環により 2 つのピ

ークは消失し、キトサン①②処理のいずれにおいても 1638 cm-1 (C=O 基)と 1532 cm-1 (NH2基)に新

しいピークがみられ、3370 cm-1 (OH)のピークがブロードになった。また、エポキシ基の導入量と反

応させたキトサン処理液濃度の増大に伴い、キトサン由来のピークは高くなった。ニンヒドリン反応

においてもキトサン処理液濃度に従って呈色を示し、キトサンの導入を確認した。テンセル・キュプ

ラでも同様に、FT-IR とニンヒドリンの呈色によりキトサンの導入を確認した。

②抗菌性評価 事前に、低分子量化キトサン①②の抗菌性を確認した。50 ℃・2 回のエポキシ化を経

たキトサン修飾布では、綿・テンセル・キュプラ全ての試料において、キトサン濃度 5 ％の試験布で

抗菌性を確認できた。キトサン①、②処理布ともに幅 0.6~1.4 mm のハローがみられたが、キトサン

①のハロー幅はより太く明瞭であり、高い抗菌性を示した。

③染色性評価 50 ℃・2 回エポキシ反応を行った試料に対し、酸性染料による染着性を検討した。綿・

テンセル・キュプラ全ての試料において、ブランクの試料と比較し、酸性染料への染着性が付与され

た。染色濃度はキトサン処理液の濃度、キトサン分子量に伴い増大した。

今後、得られた抗菌性セルロース布の、化学修飾による物性変化や耐洗濯性を評価予定である。

参考文献

1) 深沢 太香子, 繊維製品消費科学会:第 54 回快適性・健康を考えるシンポジウム-衣服が皮膚に与える功罪-要旨集, 17-27 (2017)

2) 内田泰, フードケミカル, 2, 22 (1988)

3) Makoto Hasegawa, Akira Isogai, Fumihiko Onabe, Carbohydrate Polymers, 20, 279 (1993)

B会場　　　第2講義室

- 13 -



B-02       天然染料の染色により与えられる、 

タンニン・クロム・白なめし革の染色性について 

〇安本知世、古濱裕樹 
（武庫川女子大） 

【目的】天然皮革は元々、生活に活用するには弱点の多い素材である。そのため、技術革新に伴い、天

然皮革には消費者が使用しやすいよう様々な加工や仕上げ、また「合成皮革」「人工皮革」の開発がなさ

れた。そのような中「革らしさ」という言葉は増えている一方「革本来の良さ」とは何か、ということ

に疑問を持った。「なめし」という工程を経て「皮」から「革」へと変化する。この工程が革の完成の大

きな鍵をにぎっており、それぞれのなめし剤が染色時の染め上がりに影響を与える。それぞれの革が発

色する色味がどのような傾向にあるのかをいくつかの天然染料を用いて染色を行い、測色することで数

値化し分析を行う。 

【方法】●染色条件●〈天然染料〉くちなしブルー・グリーン《粉末》（ワークショップ金の羊）、 

クチナシ黄色素製剤《粉末》・ウコン色素製剤《液体》（(株)ダイワ化成）、紫根濃縮液《液体》、 

インド茜《固体》（(株)田中直染料店）/〈媒染液・酸性液〉酢酸アルミニウム・酢酸：革重量に対し

てそれぞれ 0.5・5％/〈皮革試料（製造元）〉牛革：タンニン革（（株）協伸）・クロム革（（有）橋本製

革所）、鹿革：白なめし革（新敏製革所/水、塩、菜種油のみで製革された革）/〈染色温度・時間〉 

タンニン革・クロム革：50℃、10・20・40・60min、白なめし革：常温（25℃）、1・1.5・2・3h/ 
〈染色浴比〉1：100 
●染色方法●クチナシブルー・イエロー：染液へ酸添加の有無での染着結果を比較した。インド茜：媒

染液に酢酸アルミニウムを用い、染色と媒染時間を変化させ、未媒染との比較を行った。なお、図・表

に示した結果は染色・媒染ともに 60minである。 
【結果】まず、クチナシ染料 2 種類に関する酸添加の有無による明度

および彩度を比較した（表）。クチナシブルーは酸性液にて染色する

ことで試料の明度が高くなった。彩度は 2 種類の染料で染色した全て

の試料において、酸添加していない試料の方が高かった。つまり、酸

の添加でいずれの染料でも染まりにくいという結果になった。クチナ

シブルーは酸水溶液中での安定性が低いことから、染料自身の分解が

進んでいるという可能性が考えられる。次に色度図から、クチナシブ

ルー・イエローの白なめし革はそれぞれの染料で他試料より原点寄り

に位置しており、いずれも L*が低かった。白なめし革

は他試料に比べ、製革工程中に使用する薬剤が少な

く、結合している物質が少ないため多くの染料がコラ

ーゲンへ染着し、その影響で濃色を示したと考えられ

る。最後にインド茜による媒染の有無を比較する。タ

ンニン・クロム革は媒染した試料の明度が低く、彩度は高かったことから、濃く鮮やかに染まるとい

う結果が得られた。一方、白なめし革による媒染の有無ではどちらも明度に変化はなかったが、彩度

は媒染をしていない試料の方が高かった。以上のことより、2 種類のクチナシ染料液への酸の添加、そ

してインド茜・白なめし革の媒染の有無におけるそれぞれの試料の染色特性の違いを見出した。 

図 測色による色度図 

黒：酸添加 / 
媒染なし 

灰：酸添加 / 
媒染あり 

●白なめし 

■タンニン 

▲クロム 

a* 

b* 

クチナシブルー 

インド茜 

クチナシイエロー 

表 測色による数値結果 

中性 酸性 中性 酸性 媒染　 無 媒染　 有

タンニン 40.1 51.0 68.6 68.9 59.1 57.5

クロム 44.9 55.9 68.5 69.6 37.8 32.4

白なめし 29.4 51.1 62.5 65.2 31.3 31.3

タンニン 22.0 19.1 76.5 74.8 48.5 48.8

クロム 25.8 23.5 76.3 75.1 45.0 44.4

白なめし 13.0 10.5 72.9 67.1 31.4 26.0

L*

C*

クチナシブルー クチナシイエロー インド 茜
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B-03     「コミュニティカフェ」に関する文献レビュー 

○北村春果、表真美 

（京都女子大） 

【目的】 

 共生社会の実現のためには、インクルーシブ教育は学校だけでなく、地域社会全体全体で推進して

いくべきである。地域社会において、障がい者だけでなく、貧困家庭やマイノリティ等、具久郷的な

問題を抱えた人を包摂するインクルーシブ教育を推進するためには、地域の人々の「居場所」が必要

である。現在、地域の「居場所」作りは、様々な取り組みが行われているが、各々のニーズにあわせ

て、個別に展開されているのが現状である。そこで、近年増加してきている「コミュニティカフェ」

に注目した。コミュニティカフェは、対象を限定せず、「地域コミュニティの情報が集約されたり、口

中の目的を持った顧客が集まったり、結びついたりするという特性を有し」(菅原 2017)、地域住民が

働く場でもある。地域社会文化協会は、コミュニティカフェを「地域社会の中で〈たまり場〉〈居場

所〉になっているところの総称」と定義している。また、「居場所」「カフェ」「たまり場」「ひろば」

など様々な名称が含まれ（倉持 2014）、「カフェ」でなければならないのでビジネスが成り立っている

ことが重要であり、「地域コミュニティの課題はもちろん、社会的な課題の解決を目指すソーシャル・

ビジネスの担い手」（菅原 2017）である。 

「コミュニティカフェ」に関するこれまでの研究報告の概要について明らかにすることが、本研究

の目的である。 

【方法】 

文献の収集は｢CiNii Articles｣を使用した。「コミュニティカフェ」をキーワードとして 2019 年 9月

1日に検索した結果、140件がヒットした。この中から研究発表要旨を除いたものを分析対象とした。 
【結果】 
得られた結果は以下のとおりである。 

１）全体の報告について、初めて文献が登場するのは 2004 年「コミュニティ・カフェの可能性（特集

まちづくり、地域学の構想―地元にこだわり、地元にいきる）」という『月刊社会教育』に掲載された

報告であった。その後、2005 年 1 件、2006 年 3 件、2007 年 8 件、2008 年 5 件、2009 年 6 件、2010
年 4 件、2011 年 10 件、2012 年 15 件、2013 年 10 件、2014 年 12 件、2015 年 11 件、2016 年 11
件、2017 年 17 件、2018 年 23 件、2019 年（1 月から 4 月）3 件となった。15 年前から報告が見られ

るが、2017 年、2018 年に報告数が急増し、近年、注目が集まっていることが伺われる。 
２）内容は事例を紹介したものが多数であった。事例の中で、カフェの利用者としては、高齢者(認知

症、介護)、障がい者、子育て中の保護者、子ども、ホームレス等、また、カフェの目的としては、地

域共生、地域づくり、居場所づくりが見られた。 
３）さらに、空き家をコミュニティカフェとして利用するなどの建築学分野の報告、カフェの運営者

としての NPO や企業に焦点をあてた報告、ビジネス、フェアトレード、食、学びなど、カフェにおけ

るサービス（支援）提供内容に焦点をあてた報告が見られた。 
文献 
菅原浩信(2017)「コミュニティ・カフェにおけるソーシャルビジネスの展開」『日本経営診断学会論集 17、21－26 

倉持香苗（2014）『コミュニティカフェと地域社会―支えあう関係を構築するソーシャルネットワーク実践』明石書店 
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B-04   若年出産（おおむね高卒未満）を経た女性のライフコース 

―当事者女性へのインタビュー調査を通して― 

○武輪敬心 

（奈良女子大） 

【目的】2018 年 3 月に文部科学省が高校生の妊娠・出産に関する調査結果を公表するなど、若年妊

娠・出産に対する社会的関心が高まっている。文部科学省は、高校生の妊娠について「学業継続の意

思がある場合は教育上必要な配慮を行う」との立場を示し、校長の判断で体育実技をリポート提出等

の代替措置や、出席日数の不足を補習でカバーすることが可能だ。しかしながら、妊娠すれば「自主

退学」や「休学」を選択しなければならないと考える生徒・保護者が実に多い。若年での妊娠は、性

非行と見なされることが多く、高校生の妊娠は特別な配慮を受けるに値しないという自己責任論が蔓

延する今日の社会で、当事者の声をあげる力が暗に封じられているように感じる。そこで、本研究で

は、若年期の妊娠を単に性非行や問題行動と捉えるのではなく、その背景を丁寧に調査し、考察する。

若年妊娠・出産に至る女性といっても、単に若年であることで一括りにすることはできず、多様な彼

女らの状況やその実態を把握する必要がある。彼女ら自身の語りから、そのサポートの在り方を検討

しなければならない。彼女らを子の養育者としてフォーカスしてきた従来の視点を越え、彼女らひと

り一人の姿や声をすくい上げ、若年妊娠・出産に至る人たちの社会的属性やその生活の実態等を明ら

かにすることが本調査の目的である。 
【方法】調査対象者は、10 代（おおむね高校卒業以前）で妊娠・出産した経験がある女性とし、託児

室のある通信制高校や若年母とその子どもの支援を行う団体等に協力を依頼した。また、一人の協力

者から次の協力者を紹介してもらうスノーボールサンプリング法を実施した。調査にあたっては、イ

ンタビューガイドを作成し、ガイドを用いて年齢や家族構成、成育歴や教育歴などと、健康面や就労、

収入等の項目についてインタビューを実施した。なお、インタビューを円滑に進めるため、最初に、

自らのライフヒストリーをグラフに記入してもらった。一人当たりのインタビュー時間は、2 時間か

ら数時間にわたった。調査期間は、2018 年 12 月から 2019 年 3 月末までである。 
【結果】本調査では、30 名の当事者女性の協力を得ることができた。インタビュー協力者 30 名の年

齢構成は、10 代 2 名（6.7％）、20 代 13 名（43.3％）、30 代 6 名（20.0％）、40 代 6 名（20.0％）、

50 代 3 名（10.0％）であった。なお、学歴構成は、中卒（高校中退を含む）19 名（63.3％）、高卒 10
名（33.3％）、大学院卒 1 名（3.3％）であった。協力者の婚姻歴は、既婚 9 名（30.0％）、離婚 17 名

（56.7％）、未婚 4 名（13.3％）、また、両親の離婚経験がある人は 15 名（50.0％）、母が未婚だった

ケースも 2 名（6.7％）あった。 
特徴的なのは、被 DV 経験者が 22 名（73.3％）、被虐待経験が 16 名（53.3％）で、協力者らの被害

経験の高さが明らかになった。また中学校や高校在学中に妊娠したケースのなかには、学校・教員ら

が妊娠の事実を知りながら、通常通り体育の授業を受けさせたり、マラソン大会に参加させるなどし

たケースがあったほか、他の生徒に妊娠を知られないよう求められたケースもあった。一方、生徒本

人や保護者が、妊娠の事実を学校・教員らに知られないよう自ら注意を払ったケースも多かった。 
また、経済状況では、生活保護を受給した経験がある人が 6 名（子ども期 1 名、以前 1 名、現在 4 名）

いたほか、生活保護水準以下と推察される状況で暮らしたことがある人が 9 名おり、半数以上が貧困

状況を経験していることが明らかになった。 
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B-05    夏期の室温変化が人の睡眠および体温に及ぼす影響 

〇南風香、久保博子 
（奈良女子大） 

【目的】 
 睡眠に影響を及ぼす寝室環境の三大要素は温熱・光・音といわれている。なかでも温熱環境は皮膚温、

体温に影響を与える重要な要素である。日本の夏期は高温多湿であり、最低気温が 25℃を上回る熱帯夜

が続くことも珍しくない。入眠期においては、ET*(新有効温度）29.5℃以上の環境に曝露されると、寝

つきが悪いことが報告されている 1)。温熱環境を調節することは快適な睡眠を得るために必要不可欠で

ありエアコンをつけて眠る人も増えてきた。しかし、冷え、だるさ、頭痛などでエアコンを苦手とする

人も多く、またタイマー設定をすると就寝中に室温が上昇し中途覚醒に繋がり、まとまった睡眠の確保

が難しくなる場合がある。そこでエアコン使用を想定し、室温変化があった場合の睡眠への影響を検討

するため終夜実験を行なった。 
【方法】 

青年女性 6 名（22.5 歳±0.8 歳、159.0±4.4cm、49.6±3.3kg）、青年男性 6 名（21.2 歳±0.4 歳、

166.6±4.1cm、56.7±3.5kg）を被験者とし、2019 年 7 月～8 月に奈良女子大学 E 棟 2 階と 5 階の人工

気候室で実験を行った。本実験の前には 25℃/27℃/29℃の部屋に入ってもらい好みを把握し、それぞれ

の被験者の基準温度とした。実験条件は A:生体信号に基づく室温自動制御、B:就寝 1 時間後に基準温度

から 3℃上昇、C:基準温度で終夜一定の 3 条件を設定し 4 夜連続で 0 時から 7 時間睡眠をとらせた。睡

眠中は、脳波、心拍、皮膚温、直腸温などの生理量を連続測定し、就寝時、起床時に心理申告、OSA 睡

眠調査票による睡眠評価などの測定を行った。またベッド付近に垂直な測定台を設置し、床上 0.1m、

0.6m、1.1m、1.6m 地点で室温を、床上 0.6m 地点で相対湿度と黒球温度を測定した。 
【結果】 

図 1 に一例として条件別に sub.8 の室温の経時変

動（床上 0.6m）を示す。条件 A では室温の変動が

見られ、起床時の室温は就床時(25℃)よりも 2℃低

い 23℃となっていた。sub8 は起床時にやや寒いと

申告しており、終夜一定の室温(25℃)の条件 C より

も室内温熱環境評価が低くなる項目が多かった。条

件 A で他の被験者の室温は就床時からほぼ一定に

保たれていた。条件 B では他の条件よりも衣服内温

湿度の全被験者平均値（図 2）、直腸温降下度が睡眠

後半に高く推移する傾向見られ、室温上昇の影響を

受けたと考えられる。また起床時の申告では快適、

好き、心地よい、満足の項目で条件 C の評価が最も

高く、条件 B の評価が最も低くなっていた。個人差

はあるが、人工気候室のように室温変化が小さく適

正に保たれた環境では快眠が得られると考える。 
参考文献:1)後藤和貴子,夏期における寝室の温熱環境が終夜睡眠に及ぼす影響,人間‐生活環境系シンポジウム報告集,2007 

図 1 室温の経時変動(sub.8 の例) 

図 2 衣服内相対湿度（全被験者平均値）の経時変動 
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B-06 
在宅介護職員を対象とした料理講習会の事例報告 

〇矢部大 
（京都栄養医療専門学校） 

【目的】 
 団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見据え、在宅医療・介護を土台とした地域包括ケアシステ

ムの構築は我が国にとって急務である。一方で、在宅介護職員の資質向上が望まれ、介護技術に関する

研修は実施されているが、調理に関する研修はほとんど行われていないのが現状である。そこで本研究

では、在宅介護職員を対象に実施した料理講習会の事例およびその成果を報告する。 
【方法】 
 京都市の在宅介護職員（15 名）を対象に、適切な塩分摂取をテーマに講義および調理実習、意見交換

会を実施した。講義では、事前に与えられた現場の事例を基に、その対象者に適した料理の提案を含め

て病気の理解を深められるような内容を意識した。その後の調理実習では、現場で調理に専念できる時

間が 30 分程度ということから、電子レンジを利用した時短を主題に据えて調理を展開した。講習会の

最後には、対象者への食事提供時の問題等、現場のニーズを聞き取ったうえで、参加者全員でディスカ

ッションした。なお、本研究参加者には、研究目的、方法、参加は自由意志で拒否による不利益はない

こと、個人情報の保護について説明を行い、同意を得た。 

【結果】 
 本講習会の講義、調理実習に対するアンケート調査より、参加者の満足度は 100％であった。参加者

のコメントからは「日頃使用している調味料の量を見直すきっかけになった」「人生の最期まで口にす

る食事のことを私たちは学び続けなければならない」等好意的な内容が多かった。一方、「持病がある方

を対象にした料理教室の開催」、「病態別の栄養管理を考慮した献立」「現場で活用できる時短メニュー」

「同食材を活用した献立」等の改善意見もみられた。今年度から新たな取り組みとして取り入れた、現

場の事例を基にした献立の提案やディスカッションはおおむね満足いただけたことから、今後はさらに

ブラッシュアップしながら現場のニーズに対応する講習会を実施できるよう検討していく。 
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B-07  ポリ-L-乳酸糸使用の組紐子宮頸部細胞採取ブラシの研究開発 

－繊維構造と組紐の量産化－ 

〇森野ひとみ 1、平田耕造 1、中野惠之 2、山根秀樹 3、野村和久 4 

（1神戸女子大、2兵工技、3京都工繊大、4西脇病院） 

【目的】子宮頸がん検診で用いられる子宮頸部細胞採取器具には、主に綿棒・ブラシ等がある。これ

らを用いる検査は、ほぼ痛み無く短時間で済み、早期発見・治療が可能等の長所がある。しかし、 
細胞採取精度は約 50-70％と必ずしも高くなく、エラーによる再検査も少なくない等の短所もある。 
本研究では、➀細胞採取時のエラーによる再検査を減らすことができる➁採取精度も高く安定させ

ることが可能➂採取細胞数が現市販ブラシより格段に多く吸着させることができる繊維構造である。

このような多機能性を備えた新しい子宮頸部細胞採取器具の研究開発を目指している。そこで、組紐

技法を用いた細胞採取ブラシを試作し、さらに細胞採取精度を安定・向上させるために異形断面糸を

作製した。次に、作製した糸を、走査電子顕微鏡で観察した。量産化に向けて、ブレーディングマシ

ーンを使って試作ブラシを作る前段階として、ブレーディングマシーンを動かすための経路図を設計

し、実際にブレーディングマシーン（マルチブレーダー 10×08H/MLT 株式会社コクブン リミテ

ッド製）で八つ金剛組、S および Z-凹凸ねじりの３種類を作製した。最後に、実際にブレーディング

マシーンを使用して、八つ金剛組（８S および８Z スパイラル）を製造した。 
【方法】（１）サンプル･･･直径約 110μm のポリ-L-乳酸（PLLA）フィラメントである（図 1）。た

だし、３本のフィラメント糸を引き揃えて、１本のフィラメント糸を作製し、4 種類（八つ金剛組（8S
スパイラル・8Z スパイラル）、S-凹凸ねじり、Z-凹凸ねじり、江戸源氏組）の組紐をディスクを用い

て手技作製した。本サンプルは、ブラシの形状について考えるために使用した。（２）走査電子顕微鏡

（SEM）を使用したサンプル糸の観察･･･走査電子顕微鏡（SEM）を用いて、ポリ-L-乳酸（PLLA）

フィラメントの断面と側面の形状を観察した。（３）ブレーディングマシーンを用いて組紐作製するた

めの経路図の作成･･･各種試作ブラシを量産化する

ために、その前段階として、ブレーディングマシー

ンを用いて組紐を作製するための設計図を作成した

【図１】。ただし、現時点で、作成できた設計図は、

４種類の試作ブラシの内、３種類である。その後、

実際にブレーディングマシーンで八つ金剛組の２種

類の組紐を製造した。 
【結果】（1）組紐編み技術を使用した細胞採取ブ

ラシの組紐試作ブラシ（4 種類）を作製した。（2）改良使用するため、ポリ-L-乳酸繊維(PLLA)

の異形断面糸を製造した。走査電子顕微鏡で観察した結果、断面は、丸型が 6 連鎖する形状と 10 

連鎖する形状の 2 種類を有し、いずれも形状は、Y 字形状であることが分かった。(3）各種試

作ブラシを今後、量産化するために、その前段階として、ブレーディングマシーンを動かすため

の 設計図を 4 種類中 3 種類まで作成することができた。また、ブレーディングマシーンを使

用して、実際に 八つ金剛組の 8Ｓおよび 8Ｚスパイラルの２種類の作製することができた。ブ

レーティングマシーンを使用し、量産化することが可能であることが示唆される。 
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B-08 
水晶体白濁度が色彩識別能力に与える影響 

○大森正子 1、橋本令子 2 

（1神戸女子大、2椙山女学園大） 

【目的】LED（Light Emitting Diode）は、高効率、長寿命で、紫外線、赤外線をほとんど含まず、可

視光が効率よく得られ、紫外線による商品の退色や赤外線による熱的ダメージを軽減できる、低温でも

瞬時に点灯する、環境負荷物質(水銀や鉛等)を含まないといった特徴を持つ。近年、LED 照明は一般家

庭で使用される電球型 LED ランプをはじめ、施設照明、屋外照明等幅広い用途で需要が拡大してきて

おり、光源の種類と色の見えについての研究は多い。また、超高齢社会において高齢者の視認性の配慮

は重要である。加齢にともなう視覚機能変化の中でも視認性の低下については、視力、調節機能、空間

周波数特性、水晶体白濁が強く影響する。加齢による水晶体の白濁が、視認性、特に、色彩識別能力と

空間周波数特性にあたえる影響についての研究は多く、空間周波数特性は、高周波成分、高周波数成分

と中間周波数成分が加齢とともに低下するといった報告があり、色彩識別能は、460nm の青色光に対し

て、60 歳前後ではその透過率は若年者の半分以下に低下し、20～50 歳までが最良であり、50 歳以降か

ら低下するといった報告がある。さらに、照度の低下に伴い色彩識別能は低下し、高齢者ほど青黄軸の

混同が増強するという報告もある。しかし、いずれの研究も、年齢による変化ついての報告が多い。 

そこで、本研究では、LED 照明の照度と色温度が色の見えに与える影響を検討するため、加齢による

水晶体の白濁が、色彩識別能力と空間周波数特性にあたえる影響について検討した。 

【方法】被験者は、60 歳以上の高齢者 11 名(平均年齢 75.2 歳±5.5)である。被験者は、水晶体白濁

度（NIDEC 製：AR1000）を実験前に計測した。実験では、色彩識別能力の加齢変化を明らかにする

ため 100HueTEST（日本色研 100 色相配列検査器：ND−100）を、空間周波数特性を明らかにするた

め、コントラスト感度テスト（CVS-1000E：株式会社ニコンヘルスケアジャパン製）を行った。2 種

類のテストを照明色（色温度）と照度を変化させ実験した。実験は、暗室で LED 照明実験ボックスを

用いて行った。照度条件は 2 条件（昼間：1000lx、薄明視：5lx）、照明色は色温度を変化させ、暖色

（色温度：2600K）と寒色（色温度：5700K）の２条件とした。被験者は、照度条件ごとに、明順応、

暗順応を行い、途中休憩を入れながら計４条件の実験を行った。 

【結果】本研究では、水晶体白濁度をスリット撮影画像解析による、前眼部の断面撮影により、透明か

ら白色までを 256 階調に分けて評価した。被験者の両眼平均白濁度数は 151.5±25.6 であった。色彩識

別能力では、色温度と照度の影響が大きく、特に照度条件では、薄明視（5Lx）では全被験者において

色温度に関わらず色の識別に影響が大きかった。これらの結果は、特に白濁度数の高い被験者において

顕著な結果であった。 

図１．100Hue テスト結果 

被験者：75 歳 白濁度（右：167・左：128） 

1000Lx            5Lx 1000Lx            5Lx 

 寒色  暖色 
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B-09    裁縫教育と生涯活動としてのハンドメイドとの関係 

－ものづくりへの意識－ 

○山本泉 

（武庫川女子大） 

【目的】ものがあふれる昨今の日本でもハンドメイドの人気は高く、多くの人がハンドメイド活動

によって余暇の充実を図るだけではなく、自身の生活を彩り、発表や販売を通して社会に発信して

いる。このような活動を、仕事であるか趣味であるかということに関係無く「生涯活動」と位置づ

ける時、その内容の充実度や選択肢の広がりは人生において重要な要素となる。他方、文部科学省

から現在公示されている学習指導要領には「生徒に生きる力をはぐくむことを目指す」という方針

が明記されている。これを単なる生活能力だけではなく、心豊かに生きる能力も含むと考えると、

「生きがい」とも言い換えられる「生涯活動」の重要性を無視することはできず、その選択肢を得

る機会はどの生徒にも平等に広く与えられるべきとも言える。 

現代の日本であえてハンドメイド活動を行う人々の動向を見てみると、製作に縫製作業を含むか

どうかという点で、年代ごとの傾向が見受けられた。一方、家庭科教育における裁縫教育の時間数・

内容は学習指導要領の改訂ごとに減り、ハンドメイド活動の選択肢を狭めているとも捉えられる。

本研究ではハンドメイド活動と学校家庭科教育の変遷との関連を探ることにより、より充実した生

涯活動としてのハンドメイド活動を視野に入れた裁縫教育のあり方について考察することを目的

とする。 

【方法】ハンドメイド活動を趣味の域を越えた範囲で行っている人を中心にインタビューを行っ

た。今回報告するインタビューは2017年11月から2019年9月にかけて実施したもので、対象者は

中・高・大学教員、ハンドメイド作家である。質問項目は、生年月・過去に受けた裁縫教育・幼

少期からの衣服の入手方法・自身のハンドメイド活動について・ものづくり全般に対しての意識、

を基本とし、話が雑談に逸れた場合もあえて軌道修正はせず、話題の流れに任せて聞き取りを行

った。インタビュー後に確認すべき事項ができた時には、再度聞き取りを行える環境にあった。 

【結果】インタビューの回答と各年代の学習指導要領とのすり合せを試みたところ、学習指導要

領の変遷と実際の学習内容や現在までのハンドメイド活動などとの関連性がうかがえたが、1967

年および 1977 年告示の中学校指導要領が適用された年代については、家庭での衣生活の実態と学

校での裁縫教育の内容が最もかけ離れていることがわかった。また 1977年告示と 1989 年告示の

中学校学習指導要領が適用された年代の間で、裁縫だけではなく、ものづくりに対する意識が大

きく変化したこともうかがえた。1989 年の改訂では中学の技術・家庭では男女共修という大きな

変革があり、被服製作に関してはスカート・パジャマなどの題材が明記されなくなった。この年

代を境目とするものづくりに対する意識の大きな変化は効率重視という点である。1989 年告示の

中学校学習指導要領該当世代以降の世代の回答の特徴として、ものづくりを行う理由が明快かつ

合理的で、費用対効果を重視していることがうかがえた。それより上の年代は、ものの構造が知

りたい、作れそうなものは作ってみたい、失敗や費用はそれほど気にしない、という特徴があっ

た。これらの差は、学校教育の影響なのか、経済などの時代背景の影響か、さらには、現在は若

い世代も年齢を重ねれば意識が変化するのか、など、慎重に検討する必要はあるが、裁縫に限ら

ず、ものづくりについてのなんらかの知見につながる可能性を見出せた。 
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B-10 
制服におけるジェンダー 

○植田歩香、好田由佳 

（梅花女子大） 

【目的】制服、とりわけ学校制服に関しては、これまで様々な視点で研究がなされてきた。歴史研

究では、明治期の制服はエリート校のシンボルとされ、統一性が重要であった。しかし近年、各学

校内において、夏服、冬服ごとにシャツ、スカートの色や柄、さらにはリボン、ネクタイ等が複数

の選択肢から選べるという制服の多様化が進んでいる。その傾向は私立女子高校において顕著に認

められ、アイテムのバリエーションが増えれば、それだけ一人あたりの制服等に関わる入学準備費

用が高額になり、十万円を超える学校もある。こうした傾向は、主として高校の制服が女子中学生

の進路決定に少なからず影響するためであり、彼女らの関心をより惹きつけるためにデザイナーズ

ブランドを制服に採用する私立学校も増えている。 

一方、こうした経営戦略に関わる制服の多様化とは異なり、ジェンダーの観点から制服が論議さ

れはじめている。「男子はズボン、女子はスカート」という固定観念が制服においてもいまだに残る

状況のなかで、平成 27年 4月 30日、文部科学省が「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細

やかな対応の実施等について」を発表し、性同一性障害の児童生徒について、初めて具体的な対策

を指示した。この通知以降、女子のズボン着用がニュースで取り上げられる等、制服改革の動きが

活発になってきている。本研究は、これらの制服改革の動きに着目し、制服の多様化の新しい流れ

を分析し、これからの学校制服のあり方について考察する。  

【方法】制服の現状については、先行研究、インターネットや各種メディアで取り上げられた制服

に関する文献や記事を調査し、その結果をジェンダーの観点から新たに捉え直すことで、学校制服

の現状を明らかにする。本研究では、女子のズボンに焦点を当て、今後の制服の方向性を提言する。 

【結果】(1)女子がズボンを制服として選択できるようにしている中学・高校は年々増加している。

しかしそれらの学校でも、制度が認知されておらず、実用につながっていないケースも多々あるこ

とが明らかになった。(2) ズボン選択が進まない理由として、女子生徒がズボンを希望する場合に

は申告が必要といった学校の制度上の問題が指摘され、申告不要とする校則改定により、ズボン選

択へのハードルを下げるケースも見られた。(3)女子がズボンを着用する理由としては、防寒対策

や自転車通学の利便性といった機能面を重視する場合が多い。また、防犯対策としてズボンを着用

するケースもある。しかし、日常服における女子のズボン着用実態と比較してその着用数は少ない。 

上記の結果に加え、男子生徒がスカート着用を選択できる学校は極めて少ないことが確認できた。

こうした背景には、女子はスカートという「スカート信仰」や「男子はズボン」という固定観念が

いまだに色濃く影響していることが推察される。 

結論として、女子制服においてズボン採用は確実に増加しており、制服の役割が、男女を区別す

るという側面から脱却しつつあることが確認できた。個性を尊重する場として、「男子はズボン、女

子はスカート」という固定観念を払拭するためにも、性の多様性を認め、ジェンダーフリーの視点

から制服の多様性を目指すことが重要である。学校制服の役割が統一性から性の多様性を表象する

自由選択が可能な制服となることが望まれる。今後は性同一性障害の有無に関わらず、すべての児

童生徒が自由に制服を選択できる、寛容な社会の一象徴としての制服制度が求められる。 
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B-11      近年のファッション消費の変化と特徴 

○ガンガ伸子 

（神戸女子大） 

【目的】長期にわたる景気の低迷や雇用環境の変化などにより、家計の可処分所得は伸び悩み、家計消

費は低迷し続けている。少子高齢化などの将来不安も、消費者が節約意識を高める原因となっている。 

消費支出の中でも｢被服及び履物｣支出は 1990年をピークに減少し続けており、消費支出に占める構成

比でみても、低下の一途をたどり 2018年では 4.1％を占めるにすぎない。これは消費者の低価格志向を

如実に表しているものであるが、支出金額の減少や構成比（対消費支出）の低下は、消費者が衣服を購

入しなくなったことを意味するのではない。衣服の低価格化とサイクルの高速化であるファストファッ

ション化の進展が著しく、以前よりも頻繁に新しい衣服を購入する消費者も増えている。 

そこで、本研究では、近年のファッション消費の傾向を、統計資料等から支出金額、購入数量、平均

価格の側面から明らかにしていくこととする。 

【方法】はじめに、総務省統計局「家計調査」（全国・二人以上の世帯のうち勤労者世帯）等の統

計資料から、2000年以降の｢被服及び履物｣およびその内訳の消費動向を概観する。また、購入先や

年齢による違いも明らかにしていく。 

次に、品質（平均価格）弾力性の推計から、消費者のファッション消費における品質に対する

反応の変化を明らかにすることとした。i 項目の購入数量を𝑞𝑞𝑖𝑖、平均価格を𝑝𝑝𝑖𝑖、支出金額を𝑥𝑥𝑖𝑖、所

得（消費支出金額）を y とすれば、支出の所得弾力性はε𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦

 となる。𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖 なので 

𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦

= 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑞𝑞𝑖𝑖
𝑞𝑞𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦

+ 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦

  となる。従って、支出の所得弾力性は数量の所得弾力性と平均価格の所得弾

力性の２つに分解することができる。 

分析に用いた資料は、総務省統計局「家計調査」（全国・二人以上の世帯のうち勤労者世帯）の

年間収入階級別の 1世帯当たりの平均価格等である。 

【結果】資料分析の結果、「婦人服」「子供服」においては、購入数量が増加しているにも関わら

ず、平均価格が低下しており、低価格化の進展が認められた（図１）。また、年齢によって購入先

に違いもみられた。 

 2000 年と 2018年の｢被服及び履物｣のうち、主な

被服の内訳項目の品質（平均価格）弾力性を推計し

比較した結果、この期間、品質弾力性が低下した項

目は、男子用上着、スカート、乳児服、婦人用セー

ターであった。それに対し、品質弾力性が上昇した

項目には、男子用ズボン、男子用コート、婦人服、

婦人用スラックス、婦人用コート、子供服、他の男

子用シャツ、男子用セーター、ブラウス、他の婦人用シャツ、子供用シャツ、子供用セーターと多くあ

った。 

 ファストファッションの台頭と家計の節約志向の高まりによって、平均価格が低下していても、所得

の上昇に対しては品質（平均価格）を上げようと反応する項目が多くあることが明らかになった。 
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C-01 地方へのＵターンと地元愛に対する大学生の意識について 

〇延原理恵

（京都教育大）

【目的】

地方圏を中心に人口減少が進んでいる。2014 年の「日本創生会議」では、人口減少によって存続が困難

となる自治体を「消滅可能性都市」という言葉で発表し話題となった。学校の統廃合が進み、地域の行

事が継承されず、地域コミュニティが希薄化していくことが懸念されている。就職や進学を契機とした

若者の移動は地方圏の人口動態を大きく左右している。若者の流出は地方圏の人口減少に関係する地域

社会のさまざまな課題に影響を及ぼす。高等教育を受けるために地域外へ進学した地方圏出身の若者は、

地元に戻って就職するという「U ターン就職」より「地域外への就職」を選ぶ場合も多い。地元愛が強

い若者は「U ターン」を選択するのか、地元愛が強くても「地域外への就職」を選択するのか、本研究

では若者の「U ターン就職」と「地域外への就職」の選択理由や地元に対する意識を調査にすることに

よって、「U ターン」の促進要因と阻害要因を明らかにすることを目的とする。 
【方法】

地元を離れて進学した大学 3、4 年生の 81 名を対象に 2018 年 11 月に Web アンケート調査を行った。

調査は趣旨を説明して地方出身者に QR コードを配布し、Web を介して回答を求めた。京都府北部地域

（宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町、舞鶴市、綾部市、福知山市）出身 31 名、その他 38 名、無回

答 12 名であった。主な質問項目は、地元の好嫌度とその理由、地元の 17 要素（自然、景色、気候、建

物、立地、歴史、伝統、行事、教育、行政、規模、同世代の人々、異世代の人々、落ち着き、賑やかさ、

交通、買い物）の好嫌度、U ターンの意欲とその理由である。なお、地元の定義が明確ではないため「地

元」と考える範囲についても質問した。また、U ターンと地元愛の関係や U ターン促進、阻害要因につ

いて詳細な情報を得るため、7 名にヒアリング調査を行った。

【結果】

88.9％の学生が「地元が好きだ」と答えた一方で、地元に「今すぐ戻りたい」12.3%、「将来的には戻り

たい」54.3%と、「戻りたい」という回答は全体の 3 分の 2 程度であり、地元を好きだと思う気持ちと戻

りたいという意欲は必ずしも一致していなかった。「地元が好きだが、戻りたくない」理由としては、「不

便だから」「働くところがない」という理由があがった。逆に「地元が好きではないが、将来的には地元

に戻りたい」理由では「親が心配だから」という回答があった。地元の 17 要素のうち、人資源に関す

る要素の好嫌度は U ターン意欲が高いものほど高く、また地元愛が強いものほど高かった。一方で、歴

史資源や自然資源に関する要素の好嫌度には、U ターン意欲の違いや地元愛の強さによる違いはあまり

見られなかった。地元の要素のうち「落ち着き」は全体的に評価が高く、ヒアリング調査でその理由を

尋ねたところ、親の近くで「家事や子育て」ができる安心感、「頼れる人、心を許せる人」がいる心理面、

「豊かな自然」「人混みがない」という感覚面等、さまざまな意味で回答されていることがわかった。と

くに京都府北部地域出身者は「交通」「買い物」「立地」に対する評価が低く、生活を困難にする生活資

源の不足が課題であり、U ターンを難しくしていることがうかがえた。また、「できれば戻りたくない」

と回答した A は、ヒアリング調査から地元の地域行事が消滅し近隣住民とのかかわりがほとんどなくな

っていることがわかった。地域の人々とのつながりやかかわりの有無は地元愛や U ターン意欲に影響

していることが示唆された。本研究は JSPS 科研費 JP19K02294 の助成を受けたものである。 
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C-02 IoT社会における犯罪からの子どもの見守りと地域の役割について 

○瀬渡章子 

（奈良女子大） 

【目的】わが国の刑法認知件数は、1990年代後半から急増し、2002年には戦後最多となる約 285

万件を記録した。その後犯罪は、種々の防犯対策が功を奏して減少傾向に転じ、2018年には約

91万件と戦後最少、ピーク時の 3分の１以下に減少した。しかし、子どもが登下校時に連れ去ら

れる等の事件は増減を繰り返している。近年では、登校中に小学 3年女児が連れ去られて殺害さ

れた千葉の事件（2017年）や、下校時に小学 2年女児が拉致された新潟の事件（2018年）が起

きている。低学年女児が一人で登下校している時に被害が起きているのが特徴である。 

 地域では、犯罪が増加し始めた 2000年以降、登下校時に合わせた子ども見守り活動が活発に

行われてきた。しかし、最近では活動の担い手の高齢化、共働き世帯の増加による担い手の減少

等により、見守り活動の継続が次第に困難になってきている。このような状況を背景に、IoT技

術を使って子どもの見守り活動を補完する対策が各地で試みられるようになってきた。 

本研究は、新たな子ども見守りシステムの導入による防犯効果と課題、地域見守り活動に与え

る効果・課題について明らかにしようとするものである。 

【方法】 今回は、子ども見守りシステムを先進的に導入している関西の 4自治体（大阪府池田

市・箕面市、兵庫県伊丹市・加古川市）の担当部署に聞き取り調査を行い、システム導入の経緯、

運用の実態、見守りの効果・課題等を把握した。実施時期は、2018年 11月～12月。 

【結果】 導入されている子ども見守りシステムは、①児童の登下校を記録し、通知するものと、

②児童の登下校時の位置情報を把握・記録・通知するシステムに大別される。 

①は、校門を通過する際に児童が携帯している ICタグの信号を校門に設置されたアンテナが

検知して、職員室のパソコンや保護者の携帯にデータ送信されて、登下校を確認・通知するシス

テムである。池田市、伊丹市、加古川市では「ツイタもん」「登下校ミマモルメ」と呼ばれる民

間開発システムが導入されている。 

②は、BLE を活用したビーコンタグを児童が携帯し、そこから発せられる電波を校門・通学路・

公園・図書館などの公共施設、コンビニ・学習塾・スイミング教室等の民間施設に設置された検

知器が受信して、子どもの詳細な位置情報を取得するシステムである。児童の位置情報は、保護

者、学校、教育委員会が閲覧できる。このシステムには、一般の人がスマホに専用アプリをイン

ストールすることにより検知器の役割を担い、個人が特定されることなく子どもの見守り活動に

参加できる仕組みもあり、地域に見守り人を増やす仕組みとして期待される。箕面市は「otta」、

伊丹市、加古川市は「まちなかミマモルメ」等の民間システムを導入している。 

保護者は安心して子どもを送り出せる、学校は子どもが定時に帰宅しないという保護者からの

問い合わせにも迅速に対応できる、と行政側の導入の評価は高いが、システムによっては利用料

金の保護者負担の問題、個人情報を提供することへの不安等いくつかの課題が聞かれた。全体の

サービス利用率はそれほど高くないため、行政としてはサービス利用率を高めて地域の安全性を

より高めたいと考えている。 

今後、システムの直接の利用者である児童・保護者の利用状況、保護者の評価（安心感、利用

課題）等を具体的に明らかにしていく予定である。 
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C-03 小学校家庭科「音と生活とのかかわり」学習における指導と教材作成 

〇目悠太 1、竹吉昭人 2、正岡さち 3、亀崎美苗 4、榎本ヒカル 5、田中宏子 1 
（1滋賀大、2島根大附属、3島根大、4埼玉大、5相模女子大） 

【目的】平成 29 年 3 月に小学校学習指導要領が改訂され、主体的・対話的で深い学びの視点に立った

授業改善を行うことが示された。小学校では、家庭科を専門に学んだ教員は少なく、さらに、教師の学

ぶ意欲は高いが多忙で時間確保が困難との指摘があり、これまで以上に指導用補助教材の充実が求めら

れると考える。また、今回の改訂で、これまで中学校で扱っていた「音と生活との関わり」の学習内容

が小学校へ移行した。そこで本研究は、小学校家庭科「音と生活とのかかわり」学習における指導用補

助教材の作成を目的とし教材研究を行った。 
【方法】新・旧学習指導要領及びそれらに基づく資料、「音」についての授業実践例、学校教育に限らず

幅広い範囲で行われている「音」に関する住教育の事例、小学生を対象に実施した「音」に関するアン

ケート調査結果等を参考にして教材研究を行った。それらの結果を踏まえた実験道具や学習指導案等を

作成し、模擬授業を行い、改良を重ねた。教育学部の附属義務教育学校（小学校）第 6 学年、2 クラス

で研究授業を実施し、指導用補助教材の妥当性を検討した。 
【結果】学校教育全体の中で扱う音についての学習の目標と内容、家庭科における音の学習の変遷、小

学校新学習指導要領及びその解説家庭編より、音の学習の重要性を確認し、「音と生活とのかかわり」学

習における目標を次の通り設定した。①音には快適な音や騒音となる不快な生活音があることを理解で

きるようにする。②生活を豊かにする季節の音を大切にしてきた日本の生活文化に気付くことができる

ようにする。③家族や地域の人々との関わりを考えて、生活音の発生に配慮する必要があることに気付

くようにする。の３つである。さらに、問題発見・解決学習及び科学的に理解できるよう実験を導入し、

１単位時間の指導計画を立てた。授業の主な流れは、まず、パフォーマンス課題を提示し、生活の中の

不快な音を防ぐにはどうすればよいかについてリアルな文脈の中で解決方法を考えさせ、次に 2 つの実

験を観察させた。実験道具は A4 コピー用紙の箱を上下に重ね、窓付きの 2 階建て住宅模型とした。実

験１は、上階の足音を想定してゴルフボールを落下させ、フローリングと絨毯の騒音レベルの違いを 1
階に置いた騒音計で測定した。実験 2 は、窓の開閉、カーテン・絨毯・家具・防音壁の設置により、住

宅内に置いたキッチンタイマーの音がどのように変わるか、住宅外に置いた騒音計で測定した。1 度目

と 2 度目の解決方法の記述を比較分析した結果、音を出さない、音を小さくする、音源を遠くにする、

時間に配慮するといった工夫に加え、音をさえぎる、音を吸収するといった観点からの具体的な防音の

工夫の項目が増えた。また、１組目の授業の反省をもとに、２組目の授業では、音の性質を踏まえ、児

童が音をより体感できるような配置で住宅模型を設置した。児童が視覚的に実験方法を理解するよりも、

耳で聞き実感を伴う学習の重要性を確認した。なお、落下物の種類、窓の大きさや位置、カーテン、床、

壁、家具等については何度も予備実験を行い、より適切な材料を選定した。快適な音や不快な音の学習

は、小学生から快適な音を引き出すことが難しく、快・不快の音の調査を元に、様々な音を書いたカー

ドを提示し、快・不快の１軸上にプロットさせ、次のことをクラスで読み取った。生活の中にはたくさ

んの音があること、自然を感じさせる音や日本文化を感じさせる音があること、人によって音の感じ方

は違うこと、時間や場所によっても音の感じ方は違うこと、不快な音の中には必要な音もあることなど

である。今後の課題は、快適な音についてより深く考えさせることである。課題はあるが、学習指導案、

児童が使用するワークシート、提示資料、実験道具などを一式揃え、指導用補助教材とした。 
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C-04 
教育委員会作成の児童生徒向け災害安全教育資料の内容構成に関する研究 

○宮崎千紗１、生田英輔１、延原理恵２ 
（１大阪市立大、２京都教育大） 

【目的】 
 自然災害発生時の人的被害を防ぐには、災害のメカニズムや被害を理解し、災害発生時には適切

な避難行動等の対応をとる必要がある。児童・生徒も例外ではなく、災害に関する基礎的知識を身

に付けるために、義務教育課程での防災教育は重要であり、各学校においては避難訓練や防災まち

歩きといった教科外教育と、家庭科や理科のような教科教育で防災が扱われている。教科外教育は

教科教育と比較して、必ずしも教材が充実していない為、各都道府県では災害安全教育資料を作成

しているが、これらの資料は、各都道府県の教育委員会で作成されているため、内容構成が一様で

はない。また、アクティブラーニングが本格的に導入されるより前の時期に作成された資料もあり、

資料の内容構成が現在の教育現場と一致していない可能性もある。そこで本研究では、これらの災

害安全教育資料を分析し、資料の内容構成やその傾向を明らかにすることを目的とする。 
【方法】 
 全国の教育委員会が作成する災害安全教育資料を分析するにあたって、対象とする資料は、文部

科学省ホームページ「文部科学省×学校安全」に掲載されているものとし、資料対象は児童・生徒

用とする。初めに「文部科学省×学校安全」に掲載されている全ての災害安全教育資料を、①地方

区分（北海道、東北地方等） ②都道府県 ③作成年 ④対象者（小学生未満の幼児、小学生、中学生

等）⑤災害種別（地震、津波等） ⑥対象とする災害フェーズ（災害発生前・準備期、災害発生前・

直前期等） ⑦安全教育目標（知能・技能、思考力・判断力・表現力等）⑧頁数 ⑨安全種別（災害

安全等）に整理したデータベースを作成する。データベースの分析結果から資料を類型化し傾向を

明らかにする。また特徴の見られる資料の内容構成を分析する。 

【結果】 
 「文部科学省×学校安全」に掲載されている安全教育資料は、374 冊であった。うち、対象安全

種別が災害である安全教育資料（以下、資料とする）は、308 冊（82.4%）であった。資料作成年

は、最も古いもので平成 15 年、新しいもので平成 31 年であった。資料の発行が多かった年は、平

成 25 年と平成 26 年の 52 冊（17.0%）であった。平成 22 年から、平成 25 年までは増加傾向にあ

るが、平成 26 年以降減少しており、平成 29 年に一度増加したもののそれ以降、減少し続けてい

る。地方区分において、資料作成数が最も多かったのは、東北地方で 67 冊（21.8%）であった。東

北地方では、平成 24 年以降に多くの資料が作成されていることから、平成 23 年に発生した東日本

大震災の被災経験を踏まえて、宮城県や山形県を中心に資料を作成したことが分かる。全国の資料

の対象者において、小学生向けが 57 冊（55.0%）、中学生向けが 28 冊（31.7%）、高校生向けは 10
冊（30.0%）で、小学生を対象にした資料が最も多いことが明らかになった。対象とした災害フェ

ーズにおいて、対象者に応じた傾向は見られなかった一方で、地方ごとにばらつきが見られた。災

害発生後（応急復興期）は四国地方で 4 冊（80.0％）、東北地方で 13 冊（75.0％）、近畿地方で 9 冊

（68.4％）の資料に記載が見られたのに対し、中国地方で 1 冊（20.0%）、北海道で 3 冊（23.1%）

であった。 
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C-05 
高等学校家庭科教科書における住居領域の歴史的変遷 

－住まいと人とのかかわりに着目して－ 

〇久川美子、田中陽子 
（神戸女子大） 

【目的】 
平成 30 年告示の高等学校学習指導要領において、住生活についての学習は、家庭総合では「住生

活の科学と文化」について、住まいと人との関わりを踏まえながら、生涯を見通した住生活の計画・

管理ができるようにすることが示されている。そこで、住生活学習の基礎的内容に位置づけられる「住

まいと人との関わり」の内容を把握するために、戦後の家庭科教科書においてどのように取り扱われ

てきたのかを明らかにする。 
【方法】 
 学習指導要領の施行期間によって、Ⅰ期（1947‐51 年）、Ⅱ期（1952‐62 年）、Ⅲ期（1963‐72
年）、Ⅳ期（1973‐81 年）、Ⅴ期（1982‐1993）、Ⅵ期（1994‐2002 年）、Ⅶ期（2003 —11 年）、Ⅷ

期（2012—21）の 8 つの時期に区分したうえで、Ⅱ期からⅧ期について、学習指導要領の完全実施年

に使用が始まった高等学校家庭科教科書を、各時期について 1 冊ずつ、計 7 冊を選定して資料に用い

た。これらは大阪府教科書センター図書室に所蔵されている実教出版検定済み教科書である。なお、

高等学校家庭科は選択科目、女子の必修科目、必修科目に変遷するが、これに対応する「一般家庭」、

「家庭一般」、「家庭総合」の教科書を取り上げた。 
 「住まいと人との関わり」に関する記載内容を住居の機能、住空間の構成・各室の配置と生活行為、

空間・室と施設・設備の観点から整理し考察した。 
【結果】 
 1960 年以降 1989 年までの高等学校学習指導要領は家庭経営の立場を学習に位置づけた。その影響

で住生活の内容に経営・生活設計の観点が加えられ、機能を総合的に把握することが促された。機能

の三層構造は、3 つの機能を順次性をもって総合的に把握することを促す手段となった。 
住空間の構成・各室の配置と生活行為についての記述には以下の特徴が見られた。①全体に共通し

て、生活行為を住空間の機能に結びつけ、動線に着目して各空間・各室の連絡が重視された。②1962
年検定教科書に家族本位・個室の確保が挙げられ、居間や子ども室が取り上げられた。機能を充足す

するための住空間・室の必要性が説かれた。③各室は共通の生活行為によって兼用したり、生活行為

に独立性をもたせて分離するなど、各室の構成や配置は生活行為に結びつけて説明されている。④

1981 年検定教科書では、個人生活の空間を確保する考え方から居間と寝室を分離した上で、居間には

家族のコミュニケーションの場としての機能を強化しようとする傾向が表れた。⑤寝室の独立性と居

間での家族交流は相対的な視点から、共に重要視された。 
空間・室と施設・設備に関しては、寝室を例に、家具の設置によって各室の機能は限定されること

が記された。反対に、施設・設備によって各室の機能は拡充できることも示された。このように、一

室に多機能を求める住様式から、各室を機能によって使い分けるようになると、施設・設備の配置が

問題になった。また、家事労働の能率化の観点から、台所の設備は仕事の流れにそって配置すること

や家電製品の利点が指摘された。 
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C-06   住生活領域の構造化の特性と「住まいと社会」の教材提案 

－高等学校家庭科教員の意識調査の分析結果から－ 

〇宮﨑陽子 
（羽衣国際大） 

【目的】高等学校家庭科の住生活領域における「住まいと社会（住宅事情・住宅問題・住宅政策）」分野

は、教師の苦手意識が強く、指導率が低く、生徒の関心も低いと考えられている一方で、教員が指導の

必要性を認識している分野である。平成 30 年告示の学習指導要領の解説では、「住宅事情」「住宅政策」

の文言が明記され、住生活の現状や特徴を理解するための学習内容と位置づけられているが、この分野

を取り上げた教材開発は不十分といえる。そのため、家庭科の住生活学習の目的である「住まいや住環

境を主体的に改善する生活者の育成」に向けての「住まいと社会」分野の役割を明らかにし、この分野

が展開できる具体的なカリキュラムや教材を開発することが急がれる課題である。 
 本研究では、家庭科教員の意識調査をもとに住生活領域を構造的に捉え、「住まいと社会」分野を効果

的に組み込むような教材のあり方を考察することを目的とする。 
【方法】27 都道府県の高等学校家庭科教員を対象に 2014 年 12 月に実施した質問紙調査（郵送調査法，

配布数 3024 票、有効回収数 667 票、有効回収率 22.1％。そのうち全日制課程のみを有する高等学校

627 票が分析対象）の分析結果を用いて、「住まいと社会」分野を含む教材を考案し検討する。 
【結果】「住まいと社会」の教材開発の方向性としては、住生活領域内の他分野と組み合わせる展開を想

定し、今回は、①授業実施率の高い分野や②教員の苦手意識が低い分野、とで組み合わせる授業内容の

可能性を探ることにした。 
 実施率の高い上位５分野は「住まいの計画・

設計」（①実施率 86.1%、②苦手意識 13.4%）、

「住まいのはたらき」（①80.5%、②6.8%）、

「住まいと安全」（①80.3%、②12.0%）、「家

族と住まい」（①76.6%、16.1%）、「住まいと

健康」（①72.5%、②22.9%）で、苦手意識も相

対的に低い。また、教員が自身の授業で③生

徒に興味を持たせるために扱っているテーマでは、「ひとり暮らし（新生活）のシミュレーション」（67.7%）

や「将来の住宅選択のシミュレーション（持家・借家など）」（40.7%）が多く、「住まいと社会」の学習

の必要性の根拠を「生徒自身がいずれ関係する内容だから」（56.0%）としていることから、教員は生徒

の将来の住生活で起こりうる事態（居住問題）に対応できる力の育成をこの分野の教材に期待している。

以上を考慮し、5 分野に「住まいと社会」を組み込む授業モデルを試作した。 
 「住まいのはたらき」では、住まいを失う場面・理由や困ることのテーマから「居住の権利」等に、

「家族と住まい」では、ライフステージと住宅選択から「住宅事情（持家・借家など）」「住宅ローン・

家賃」「住生活基本計画」等に、「住まいの計画・設計」では、平面図の読み取りや作成のテーマから「居

住面積水準」等に、「住まいと健康」では、空気汚染や温熱環境のテーマから住宅性能などの関連する法

制度に、「住まいと安全」では、自然災害の防災や被災などのテーマから「住宅政策」に、などである。 
本研究で試みた授業モデルを実践可能な教材へと発展させるためには、教員に提示して検証作業を進

め、生徒の学習志向性を効果的に組み込んだストーリー性をもつ教材に具体化することが課題と考える。  

授業の

実施率
順位

教員の

苦手意識
順位

生徒の

学習意欲
順位

1 住まいのはたらき 80.5 2位 6.8 12位 6.0 8位

2 家族と住まい 76.6 4位 16.1 9位 14.0 4位

3 住まいの計画・設計 86.1 1位 13.4 10位 66.8 1位

4 住まいと健康 72.5 5位 22.9 7位 13.0 5位

5 住まいと安全 80.3 3位 12.0 11位 19.7 3位

住まいと社会 30.8 11位 60.4 2位 1.8 12位

回答数（欠損値除く）

注）上位、下位はその他を除く12分野での順位

615483 367

表1　「住まいと社会」と組み合わせる分野の実施率・苦手意識・学習意欲と順位

（N=627、単位：%）
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C-07 初等家庭科教育法受講生にみる映画「となりのトトロ」の住生活分析 

〇花輪由樹 
（兵庫教育大） 

【目的】 近年、学習指導要領の改訂に伴い「各教科等の特質に応じた見方・考え方」を学習させる

ことが提示されている。家庭科においては「生活の営みに係る見方・考え方」として、「(1)協力・協

働」「(2)健康・快適・安全」「(3)生活文化の継承・創造」「(4)持続可能な社会の構築」の 4 つの軸が提

示され、その視点から「A.家族・家庭生活」「B.衣食住の生活」「C.消費生活・環境」の学習を行うこ

とが求められている。また「(1)協力・協働」は主に「A.家族・家庭生活」で、「(2)健康・快適・安全」

「(3)生活文化の継承・創造」は主に「B.衣食住の生活」で、「(4)持続可能な社会の構築」は主に「C.
消費生活・環境」で重点的に学習するよう示されているが、授業の題材によっては重視する軸が異な

ることもあるとされている。本研究では、小学校教員を目指す大学生が、与えられた題材の中から A、

B、C の学習分野で(1)～(4)の軸をどのように関連させて授業を考えるかを探った。題材としては、現

代社会に比べて衣食住の生活を自分達で創造する様子が描かれている昭和 30 年代の田舎を舞台にし

た映画「となりのトトロ」を用い、その鑑賞を通じて分析を行わせた。本研究は、住生活分野に着目

して受講生の提案内容を探った。 
【方法】 まず、A 大学の「初等家庭科教育法」の受講生 54 名（男性 28 名、女性 27 名）を対象に、

新学習指導要領の新規事項である「生活の営みに係る見方・考え方」の(1)～(4)の軸を自分なりに定義

させた(Q1)。次に、「となりのトトロ」の鑑賞を通じて、「衣」「食」「住」「家族」「消費」「環境」の暮

らし方が映画にどのように展開されているかを分析させ（Q2）、さらにその各学習分野で「となりのト

トロ」を題材とした授業展開の簡単な流れを記載させ、(1)～(4)の軸との関連を考えさせた(Q3)。なお

この軸は、「①健康」「②快適」「③安全」「④協力・協働」「⑤生活文化の継承・創造」「⑥持続可能な

社会の構築」の 6 項目に分けて自分なりに定義を行わせた。本研究では Q3 の結果をみていく。 
【結果】 家庭科の「生活の営みに係る見方・考え方」のうち、住生活との関連で授業提案されたも

のは、「①健康」が 1件、「②快適」が 20 件、「③安全」が 11件、「④協力・協働」が 20件、「⑤生活

文化の継承・創造」が 10 件、「⑥持続可能な社会の構築」が 5 件であった。一般的に「B 衣食住の生

活」の学習分野では「(2)健康・快適・安全」「(3)生活文化の継承・創造」が重視されるが、今回の授

業では「②快適」以外は、これらを関連させる発想はそれほど多くみられなかった。むしろ他の学習

分野で重視されている「④協力・協働」への注目が、住生活分野の関連として多くみられた。具体的

には住まいの修理や掃除などの授業提案がみられ、家族と暮らす場として「協力・協働」の必要性が

イメージされたことが考えられる。また今回の授業提案には、間取り学習など小学校の学習範囲を超

える内容も出てきた。したがって小学校の学習範囲内で授業案を考えられるようなあり方が今後の課

題として残る。しかしトトロの映画を通じて、「住まいとは何か」「住まうとは何か」を自由に発想し、

自分なりに解釈した「健康とは何か」「快適とは何か」といった家庭科の「見方・考え方」と、与えら

れた題材を結びつけて授業提案する機会としては有効であったことが考えられる。家庭科の「見方・

考え方」の(1)～(4)の軸は、A～C のどの学習分野で重視するか提示はされているが、それに捉われず

題材に合わせて柔軟に対応していく必要性も指摘されている。教員になる者が自分なりにその重視す

べき点を判断する力を養っておくことが、知識や技能だけに留まらない家庭科の「見方・考え方」を

含んだ授業ができる教員の養成に繋がるのではないかと考察した。 
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C-08 
集合住宅に係る住教育の在り方に関する研究 

〇平田陽子 

   （摂南大） 

【目的】国土交通省のデータによると、マンションのストック数は平成 30 年末現在で 654.7 万戸存

在し、マンション居住者は 1525 万人と推計され、日本人口のほぼ１割を占めている。特に大都市部

ではマンション居住者の割合はもっと多いと思われる。その中で、マンションで暮らしてきた若者は

少なくないと思われるが、マンションで生活するための基礎知識をどのように身に付けてきているの

であろうか。これまでの住教育の中身、特に集合住宅に関する項目を明らかにし、これからマンショ

ン居住をする可能性が高い若い世代がどのような認識でいるのか、また義務教育の中でどのような住

教育を受けてきているのかを明らかにすることを目的とする。 
【方法】 
（１）小学校・中学校の義務教育における家庭科の学習指導要領の中で、集合住宅に関する記載がど

れほどあるか、またどのような内容であるかを明らかにする。 

（２） 本学における学生を対象にこれまで受けてきた住教育の内容と、集合住宅に関する認識を問う

アンケート調査を実施した。学生は、住環境デザイン学科（R 科）、経済学科（W 科）、外

国語学科（L 科）の 3学科である。調査時期は、2018 年 9月である。 

（３） 寝屋川市に存在する小中学校の家庭科担当教員を対象に、家庭科の中で取り扱っている住教育

の内容についてアンケート調査を行った。調査時期は、2018 年 11月である。 

【結果】 
（１） 現在の学習指導要領における小学校家庭科の住居分野の項目は、「快適な住まい方」、中学校で 
は「住居の機能と安全な住まい方」の１項目であるのに対し、他の分野では 2 項目以上存在している。 
（２） 本学学生を対象に、今までの集合住宅居住経験を尋ねると、どの学科学生にも 45％～60％ほ 
どいる。これから居住する可能性を尋ねると 8 割ほどであった。集合住宅の知識については、「専用

部分と共有部分の違い」、「管理費や修繕積立金が必要なこと」などを R 科の学生は 7 割ほどが知って

いたが、他の２学科では基本的な知識が乏しいことが分かった。 
これまでに学んだ住教育の内容について問うと、「覚えていない」がどの学科でも 4 割であった。

集合住宅の暮らし方で興味のある項目は、「日々の生活の問題」、「近隣関係・コミュニティ形成」であ

った。また集合住宅を購入する際に住まいの知識が必要だと思うかを問うと、「必要」だと感じており、

「住宅ローン」、「集合住宅のルール」、「災害時における対応」の項目が多い。 
（３） 家庭科担当教員が授業で扱っている内容は、小学校では「通風・換気の仕組み」が多く、中学 
校では「自然災害を考えた住空間の整え方」の項目を回答者全員が行っていた。集合住宅について取

り上げているのは、小学校で 3 割、中学校で 8 割であった。しかし、「今後、授業で取り上げる必要

がある」と回答したのは小中学校とも 6 割ほどで、「将来を見据えて」、「集合住宅独特の事象」や「管

理・運営について」教えるべきだとの声が見られた。 
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C-09 
学生寄宿舎に住む寮生の健康面に関する研究 

〇深井千照、花輪由樹 
（兵庫教育大） 

【目的】 
親元を離れた学生は一人暮らしをする際に、健康を自分自身で管理しなければならない。本研究は、

H 大学の学生寄宿舎に住む寮生を対象に、その健康管理の実態を探った。学生寮は水回りが共同スペー

スであるため、アパート等の一人暮らしとは異なり他人と生活を共有する場面が含まれている。そこで

学生は寮生活において、どのように自分自身の健康を意識し、また管理しているのかアンケート調査よ

り探り、寮の環境が健康にどのような影響を与えているのか考察した。なお本研究では、一人暮らしの

生活経験が長いと考えられる院生を対象に調査を行った。 
【方法】 

H大学の寮に住む院生 113 名（A棟 3名、B棟 70名、C棟 24名、D棟 16名）を対象にアンケート調査

を行った。質問は主に、①属性等の基本事項（問 1～4）、②寮生活で健康的な暮らしができているかの

意識（問 5）、③自分の部屋での健康管理（問 6～10）、④共同スペースの健康管理（問 11）、⑤今ま

でと今後の健康管理への意識（問 12、13）といった 13 項目の内容を訊ねた。本研究では②の問 5 と④

の問 11に注目して分析を行った。 

【結果】 
アンケート調査の結果、41 名（男性 22 名、女性 19 名）より回答を得られた（有効回収率 36.2%）。

問 5「健康的な暮らしができているか」の質問には、「①よくできている」（4名）、「②できている」（17

名）、「③どちらともいえない」（9名）、「④あまりできていない」（8名）、「⑤まったくできていない」（3

名）と回答があった。またその理由として、食事、睡眠、運動の有無を健康基準とする人が多くみられ、

その他にも騒音など住環境への指摘もみられたが、共同スペースに健康意識をもつ人は少なかった。問

11「共同スペース（トイレ、キッチン、お風呂）で気になることや気をつけていること」の質問には、

「髪の毛を落とさない(脱衣所)」、「トイレの水を流す」といった人の配慮によって保たれる衛生に関す

る回答が多くみられた。そして、そのような配慮が欠けている人に不快な気持ちをもつというような内

容も記載されていた。また、その他にも虫の出現や、設備の不具合、換気やカビ防止といった環境につ

いて指摘している者がみられた。 

以上より、調査対象の寮生の半数は「健康的な暮らしができている」と意識していることが分かった。

また健康と共同スペースのあり方を結び付けて考えている者は少ないが、そこに不満をもつ人は多かっ

た。よりよい寮生活を送るためには共同スペースの清潔の基準を共通認識して、全員が心地よく使える

場所を意識的に作ることが必要であるといえる。それにより共同スペースの衛生面が解決され、精神的

なストレスを軽減することができ、より健康的な生活に近づくことが考察された。 
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C-10 
夏期における 2012年からの高齢者の温熱環境と生活行動の変化 

〇久保博子 1、東実千代 2、佐々尚美 3、城戸千晶 1、磯田憲生 1 
（1奈良女子大、2畿央大、3武庫川女子大） 

【目的】 近年、熱中症による搬送者数は増加し 1)、高齢者が自宅で熱中症により死亡する 2)、

という例も多く報告されている。主たる生活空間である住宅の温熱環境の整備が大切であると考

えられる。本研究室では、2012年から高齢者の夏期の生活調査を開始し、住宅の高温多湿な環境

を指摘し適切な温度調節法の指導・提案をしてきた 3)4）。本報告では、調査当初のデータのある

35名を対象に調査を実施し、５年前と今年の住宅温熱環境の変化が、個人に及ぼす影響を検討し、

高齢者の健康で快適な生活環境について提案する事を目的とした。 

【方法】 調査は 2018 年夏に実施した。2012 年・2013 年に初回の調査に参加した高齢者 53 名

のうち、今回も参加して頂けたのは高齢男女 35名（男性 19名・平均年齢 76.8±4.5 歳、女性 16

名・平均年齢 76.9±4.4 歳）であった。2012・13 年と 2018 年の体格に変化はほとんど見られな

かった。調査は自宅での日常生活中の生活行動調査として、計測開始後 3日間、就寝時には就寝

時刻やその日の運動について就寝時記録と、起床時に OSA睡眠調査票（MA版）回答してもらった。

また、多機能型万歩計により日中活動量や体動量を 7日間計測し、睡眠時の中途覚醒回数等を算

出した。居間・寝室温湿度は小型温湿度計により 7日間連続で計測した。 

【結果】 ①2012・13年と 2018年の寝室の冷房器具使用状況は、エアコン・扇風機併用も含む、

エアコン使用割合が増加した。しかし居間と比較すると寝室でのエアコンの使用割合は低かった。  

 ②9:00～21:00 の平均室温を平均居間室温、0:00～6:00の平均室温を平均寝室温として比較す

ると、外気温はどちらの時間帯も 2018 年の方が 1℃以上上昇していたが、平均居間室温は 2018

年の方が 1℃以上低いが、平均寝室温は 2018年の方が 1℃以上高く、夜間寝室での冷房の使用率

の低さが影響していると考えられ、5 年間で生活習慣も変化していないと考えられる。 

 ③日常生活における歩数は、個人差はあるが 2012・13年より 2018年は全体的に減少している

が、過去と現在の歩数は正の相関関係があり、以前によく歩いていた人は現在もよく歩いていた。

また、歩数の多い人ほど居間室温が高いという正の相関関係がみられ、また居間の温度が 29℃よ

りも高い人は低い人比べて活動消費量が少ないと言う傾向があり、良く歩く人は外出も多く、涼

しい場所を訪問している状況が伺え、活動消費量が少ないあまり出歩かない人は、室内を涼しく

して室内で過ごしていたと考えられ、この傾向は、2012・13 年に関しても同様に認められた。 

 ④夜間の睡眠に関する OSA 睡眠調査票による主観的睡眠評価は、2012・13 年と 2018 年とで、

主観的睡眠評価には、大きな変化はなかった。しかし、寝室の温度が高いほど睡眠中の姿勢変更

回数が増加しており寝苦しかったと認められ、寝室の高温な環境は睡眠に影響している可能性が

示唆された。20118年の調査では睡眠は体力や認知能力など生活全般に影響を与えていた。 

【まとめ】 高齢者の生活は、あまり変化がみとめられず生活を送っていたが、室内の温熱環境

も変化が乏しく、生活指導にもかかわらず環境を変化している様子は認められなかった。 

本研究は文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（B）課題番号 16H03027）の助成を受けた。 
１)総務省消防庁：平成 30 年の熱中症による救急搬送状況,2018http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 2）厚生労働

省:熱中症予防リーフレット 3)亀ヶ谷佳澄他：夏期の寝室温熱環境が高齢者と若齢者の睡眠に与える影響,空気調和・衛生工学会

近畿支部学術発表会論文集,pp169－172,2013 4)久保博子：夏期の高齢者の日常睡眠に関する追跡調査,家政学会大会報告集、2018 
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C-11 
夏期における高齢者の生活行動と温熱環境が 

QOL に及ぼす影響に関する調査 
〇城戸千晶 1、久保博子 1、東実千代 2、佐々尚美 3、磯田憲生 1 

（1奈良女子大、2畿央大、3武庫川女子大） 
【目的】 

超高齢社会に突入し、高齢者の健康寿命のみならず生活の質（QOL）が重要視されるようになって

きた。これまで室内温熱環境が高齢者の身体活動量や睡眠などの健康に与える影響は報告されている

が、QOL にまで言及した研究は少ない。本研究では、温熱環境が劣悪になりやすい夏期に焦点をあて、

高齢者の生活行動と室内温熱環境が QOL に及ぼす影響を検討した。 
【方法】 
奈良県在住の健康な高齢男女 34 名（男性 18 名、女性 16 名、平均年齢 77.2±4.4 歳）を対象に、

2018 年 8 月にそれぞれ 1 週間、生活行動および室内温熱環境の実測調査を行った。調査対象者には

普段どおりの生活をしてもらい、日中活動量、睡眠中体動量、自宅の居間および寝室の温湿度、起床

時に主観的睡眠評価（OSA-MA 版）の測定を行った。また、個人の健康状態や特性を把握するため、

健康関連 QOL（SF-36）、手段的日常生活動作：IADL（FAI）、注意力（新ストループ検査Ⅱ）、体

力（Timed Up & Go、30 秒間椅子立ち上がりテスト、5m 通常歩行時間）の測定を大学にて実施した。

本研究は奈良女子大学倫理委員会の承認を受け、調査対象者には書面による同意を得た。 
【結果】 
１）日中（9 時～21 時）の平均居間温度は 29.6±1.3℃、睡眠中の平均寝室温度は 28.5±1.1℃であり、

居間・寝室ともに推奨範囲である住宅熱環境評価基準を逸脱する高温多湿な傾向がみられた。 
２）1 日の平均歩数は 6608±4395 歩、平均睡眠時間は 418±65 分、平均睡眠効率は 77.9±11.0％で

あり、同年代の全国平均値と同程度であった。また、健康関連 QOL、IADL、注意力、体力を同年

代の全国平均値と比較すると、注意力および体力は全国平均と同程度であったが、健康関連 QOL
および IADL は全国平均よりもやや高い傾向を示した。 

３）健康関連 QOL を男女別で比較すると、精神的健康度は女性、社会的健康度は男性で高い傾向を

示した（p<0.10）。また、年齢別（前期および後期高齢者）で比較すると、身体的健康度は前期高

齢者で高い傾向を示した（p<0.10）。 
３）健康関連 QOL に影響する要因を検討するため、健康関連 QOL における 3 つのサマリースコア（身

体的健康度、精神的健康度、社会的健康度）を目的変数、年齢および性別を調整変数、各項目（居

間および寝室温度、活動量指標、睡眠指標、主観的睡眠評価、IADL、注意力、体力）を説明変数

とした重回帰分析を行ったところ、身体的健康度には体力、精神的健康度には睡眠、社会的健康度

には IADL に関する項目が抽出された。温熱環境は健康関連 QOL に直接的に関連していなかった

ものの、寝室温度は睡眠中の体動や起床時の快適感に影響していたことから、温熱環境は睡眠など

を介して健康関連 QOL に影響を及ぼす可能性が示唆された。 
本研究は JSPS 科研費（基盤研究（B）JP16H03027）の助成を受けて実施し、開示すべき利益相

反はない。 
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C-12 
寝室におけるダニアレルゲンと真菌の実態調査 

〇東 実千代 1、濱田信夫 2 
（1畿央大、2大阪市立自然史博物館） 

【目的】主要な生物アレルゲンであるダニや真菌は生活環境のあらゆる場所に生息しているが、住まい

において増殖すると人に健康被害をもたらす可能性がある。近年は単身や共働き世帯の増加により、日

常の換気や掃除頻度は減少傾向にあると考えられる。そこで本研究では、在宅時間のうち多くの割合を

過ごす場所である寝室を対象として、住まい方、住居管理状況、温湿度環境およびダニアレルゲンレベ

ルと真菌汚染の実態を調査し、その傾向から住環境における生物汚染の予防について考察することを目

的とする。 
【方法】関西圏の戸建て住宅 11 件、集合住宅 7軒（うち 6

件は単身世帯）の計 18 件を調査対象とした（表１）。室内

温湿度環境は、試料採取以前から小型温湿度データロガ－

により 10分間隔で自動計測した。ダニアレルゲンは、床（寝

室・収納）と寝具（敷布団）の各１㎡に対して掃除機を１分

間かけて専用フィルタにホコリを採取し、マイティチェッ

カー（住化エンビロサイエンス）を用いて、４段階のレベ

ルで判定した。真菌は、掃除機でホコリを不織布に採取し

て重量を測定し、それを滅菌水で 100倍と 1000 倍に希釈し

たものを DG18培地に植え付け、25℃に設定したインキュベ

ータ―内で 7 日間培養した。その後、コロニー数をカウン

トし、菌種を同定した。 

室内温湿度測定は、2018 年 8 月～9 月、ダニアレルゲンと

真菌の実測は 2018年 9月に行った。 
【結果】ダニアレルゲンレベルは、床・収納、寝具ともに約半数が＋＋（＞350匹／㎡）の判定であり、

採取ホコリ量が多く、掃除頻度の低い場合に判定レベルが高かった。ダニアレルゲンレベルが高かった

住宅において追調査を実施したところ、１週間に１回、１分／㎡の掃除機による清掃により適切なアレ

ルゲンレベルに維持されており、定期的な清掃による抑制効果が確認された。 

検出された真菌数は、一般住宅の室内の検出レベルである 10４～10７/ｇの範囲以下であり、菌種では

全体的に一般環境でよく検出される Cladsporiumの検出頻度が高かった。真菌の多くは好湿性で、同室

内でも採取場所によって真菌数や菌種に違いがみられた。好乾性の真菌である A.restrictus は収納に

おける検出頻度が高く、収納はやや乾燥した環境であったと考えられる。 

ダニアレルゲンレベルと真菌数に相関性がみられたが、＋＋（＞350 匹／㎡）のレベルにおける真菌

数にはばらつきがあり、ダニアレルゲンレベルが高く真菌が少ない部屋は、掃除頻度は低いが、温湿度

環境が真菌の好む生育環境範囲外に分布する割合が多い傾向にあった。 

今回の結果においては、サンプル数が限られていたため、築年数やペット飼育の有無、居住階や世帯

構成等による明確な傾向は確認できなかった。 

謝辞：本研究は、山本千尋氏、高浦庸奨氏（当時畿央大学）の協力を得ました。記して感謝致します。 

調査対象 居住形態 築年数 階数 世帯
ペッ ト

有無
アレルギー

A 戸建 10 2 無

C 戸建 1 2 無

D 戸建 18 1 有

F 戸建 12 2 無

G 戸建 17 2 有

B 戸建 22 1 無

H 集合 40 2 無

I 戸建 22 3 無

J 戸建 22 2 無

K 戸建 22 2 有

M 戸建 21 2 無

N 戸建 10 2 無

L 集合 43 3 無

O 集合 10 2 無

P 集合 10 5 有

R 集合 20 4 有

S 集合 12 5 無

T 集合 10 5 無

家族世帯

単身世帯

有

無

表１ 調査対象住宅の概要 
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D-01     農家女性の家族農業経営継承における課題 

－農村社会における社会規範に着目して－ 

〇小林那奈子、青木美紗 

（奈良女子大） 

【目的】 

 1986 年に「男女雇用機会均等法」が施行されて久しいが、日本においては依然として男女平

等が達成されているとは言い難い。その背景には政策等の公的制度的要因に加え、人々の意識等

の社会規範が要因として存在すると考えられる。本研究では後者の社会規範に着目し、農村社会

に焦点を当て、女性が家族農業を経営主として継承する際の課題を明らかにするために、和歌山

県と奈良県の家族農業に携わる女性農業者にインタビュー調査を実施した。 

日本の農村社会には、女性の活動を阻害するいくつかの社会規範が存在し、先行研究では農村

女性たちが、それらの規範と男性と対等な立場で経営に参画しようとする自らの行為との間で葛

藤を抱えていることが指摘されている。一方で、女性が家業である農業の継承者として経営を継

承する事例が存在している上、女性が経営主として継承することは、家族農業経営体の減少に歯

止めをかけ日本の農業を維持していく上でも重要である。したがって、女性が家族農業を継承の

上で抱えている課題や戦略を把握することは必要不可欠である。 

以上のような背景から本研究では、家業としての農業を継承する女性たちが抱える緊張関係や

葛藤に、どのような社会規範が関係しているのか、またどのように乗り越え経営に携わっている

のかを明らかにする。 

【方法】 

事例としては、家業である農業の継承者として、経営者のご息女である女性が経営に携わって

いる奈良県吉野郡の「嘉兵衛本舗」、和歌山県伊都郡の「新岡農園」を取り上げた。 
現在の経営者やご息女を中心とした関係者をインタビュー調査の対象者とし、経営状況や役割

分担、経営上女性であることによる利点・課題など、基本的な質問項目を事前に送付し、それを

基に自由に話してもらう形の半構造的なインタビュー調査を実施した。インタビューの内容は録

音し、後日書きおこしした後、内容を分析・考察した。 

【結果】 

両事例の継承者である女性は、女性の経営継承に関してそれぞれ異なる意識を抱いていている

ことが明らかになった。まず初めに嘉兵衛本舗においては、上記に述べた農村社会に存在すると

される社会規範と、女性が継承者として経営の中核を担うという自らの行為の間で葛藤を抱えて

いた。しかし一方で、新岡農園においては女性が継承することを当たり前のこととして受け入れ

ていた。 

この背景には、新岡農園では法人設立以降、母である女性が代表取締役を務めてきたが、嘉兵

衛本舗では、跡継ぎは「男ひとり」と考える父が代表を務めている事があるのではないかと考え

られる。さらに、嘉兵衛本舗においては近所や取引先の男性から女性が経営を継承することに対

する軽蔑の視線を向けられた経験も葛藤を抱える一つの要因として考えられる。そのような中嘉

兵衛本舗では、女性の肩書きが軽蔑の眼差しを軽減するうえで重要な役割を果たしていることが

明らかとなった。 
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D-02 
中学生の生活状況と保護者との人間関係にみる現状と課題 

〇村田晋太朗、永田夏来 
（兵庫教育大） 

【研究の背景と目的】 
 中学生や高校生の時期は，自我が目覚める時期であり，大人と子どもの両方にまたがりどちらにも

完全に所属できない不安定な状態にある．特にこの時期は，家庭において親子のコンフリクト(衝突)
が起きやすくなる．その原因として，例えば青年期特有の発達(性の芽生え，見方の変化，身体の変化

など)や友人との相互依存の強まりなどが指摘されている．1991 年の家計経済研究所の調査では，親

子の会話は中学生，高校生の時期から減少傾向にあり，特に父親との会話が母親との会話に比べて非

常に少なくなっている．また，悩み事の相談相手も小学生の時期は親への相談する児童は 6 割以上い

たものの，中学生では約 3 割，高校生で約 2 割に減少する．つまり，中高生の時期から親子関係にお

ける親密さ(特に父親との)は下降すると言われてきた． 
 だが近年，親子関係は良好であるという結果や「友達親子」と呼ばれる親密な母子関係が報道され

るようになった．2016 年の明治安田生活福祉研究所の調査によると，親子相互で関係が良好である割

合が 7 割以上であった．ただし，これは高校生以上を対象とした調査であり，親子関係が変化する初

期に当たる中学生が対象となっていない．また，親子関係が良好となっている要因については明らか

となっていない課題を包含している．  
本研究は，中学生を対象にアンケート調査をとおして，中学生の親子関係や生活状況について幅広

い視点で把握し，親子関係の現状や課題の背景について明らかにすることを本研究の目的とする． 
【研究の方法】 
1. 事前に行った半構造化インタビューにより中学生の生活状況や親子関係に関する結果及び先行研

究における調査研究を基盤にアンケートを作成する． 
2. 作成したアンケート調査(A 中学校及び B 中学校に所属する全生徒 644 人)の実施により，1)中学

生の親子関係の意識，2)悩みの相談相手，3)生活状況(生活時間，文化資本，メディア利用など)
に関する情報を得る． 

【結果】 
 作成したアンケート調査の結果，父親及び母親との日常的な会話は非常に多く行っていることが明

らかとなった．父親とは，男子は 71.4%，女子は 63.6%が行っていると回答した．母親は，男子は 86.8%，

女子は 91.0%が行っていると回答した．また，悩みや心配ごとの有無として，ある生徒は 39.9%，な

い生徒は 40.8%とほぼ同数であった．悩みや心配ごとの内実として，勉強や進路に関するものが 63.8%，

続いて友人関係は 11.7%であった．悩みの相談相手としては，母親は 34.0%，続いて友人が 31.1%で

あった．父親に相談すると回答した生徒は 3.8%であった．文化資本としては，10 項目中 7 項目にお

いて，「しない」に多く回答されたが，「休日に家族といっしょに外出する」「家事の手伝いをする」「携

帯電話やスマホで友人と連絡をとる」の 3 項目は「する」に多く回答された．特に「休日に家族とい

っしょに外出する」と回答した生徒は 69.6%であった．以上の結果より，対象とした中学生は家族と

日常的に会話を行い，余暇時間においても時間をともにする傾向があることが示唆された． 
 

D会場　　　演習室（１）

- 37 -



D-03   生活環境がキャリア形成に及ぼす影響に関する一考察 

－男性養護教諭志望者のインタビュ―調査に基づいて－ 
〇髙津愛奈、八木利津子 
（桃山学院教育大） 

【目的】養護教諭の大半は未だ女性であるが、山邊氏（2013）や相澤氏(2017)の調査によれば、男性

養護教諭勤務校で「男性」を求める声が上がり、男性養護教諭との接点がある子どもは抵抗感が低い

とされた。これらの先行研究から筆者らは、男児や男子中心に男性養護教諭の存在が求められている

実態に反し、実現に至っていない状況をどう考えるべきか課題意識を持ち、男性養護教諭による教育

現場での活躍がより広まることを願い、男性養護教諭の現状を調査するに至った。 
さらに近年では、ジェンダー的問題が注目されるようになり、社会によって作られた性差について

見直される機会が出ている。しかしながら、看護師や保育士と比較すると、養護教諭の場合は、男性

の進出が極めて遅れている。 
そこで、男性養護教諭の志望背景を調査し、なぜ男性養護教諭を目指したのかあるいはどのような

生活環境が養護教諭のキャリア形成に影響し何らかの潜在的要素を有するかという視点から、今後求

められる養護教諭像と養護教諭志望者の生き方に着目した現状を検討することを本研究の目的とした。 
【方法】M 大学の養護教諭養成課程に在籍する男子学生 13名（3年 3名、２年 5名、１年５名）並び

に現職の男性養護教諭 2名の計 15名を対象に半構造化面接を実施し、キャリア形成に関する頻出コー

ドをカテゴリー分類し思考の傾向について分析した。調査期間は 2018年 10月～2019年６月で、質問

項目は「Ⅰ.男性養護教諭について知った契機」「Ⅱ.男性養護教諭を志した契機」「Ⅲ.マイノリティに

対する意見」「Ⅳ.女性養護教諭が多数であることについて」「Ⅴ.男性養護教諭の強み」である。 
【結果】養護教諭志望学生 13名の意見から「志望契機」は、半数の学生に近親者が医療や福祉の対人

援助職種に就いている共通意見が示唆された。現職養護教諭においても家族の勧めや職業理解など近

親者の後押しが大きな影響を受けていることが示された。マイノリティに対する考えは学生には難問

で回答が少なく現職男性養護教諭との認識差が顕著であったが、教育現場における経験知からの差異

であろう。また、「男性養護教諭の需要」の問いでは、社会と子どものニーズに対する意見に二分され

たが、男性養護教諭の強みに対して「男の子の悩みを聴く」という意見が 85％を占め、男性養護教諭

の必要性が強調された思考であった。特に現職男性養護教諭は勤務校での具体的な活動場面や事例を

挙げ対応した効用など述べており、教育者として強い志望意識や職務の使命感がうかがえた。 
一方、今後の教育現場への困難点は、「不安」「接触」「女子」「セクハラ」という頻出語句に象徴さ

れるように、女子児童生徒に向き合う時の苦労や身体接触に対する不安感は隠せない意見が多くみら

れた。しかし、トランスジェンダーなどの存在や動向を考慮すると、見た目で判別できない人間対人

間の向き合い方に注力し、現代の様相に対応し得る両性の養護教諭の存在意義に繋がる。 
 本調査の結果から、調査対象者の家族関係や近親者など人的環境そのものが当事者のキャリア形成

に少なからず影響を及ぼしていることが明らかであった。このような観点から子どもたちの健全なキ

ャリア形成にとって男性養護教諭の活躍が少ないことは、子ども達が本来必要としている支援ができ

得ないという問題の表れと言えよう。また、現職男性養護教諭の意見からは、教職員間においても「女

性」の視点や特性だけでなく「男性」や「男女両性を備える・両性具有」の視点や特性を活かした対

応と指導が必要との認識があることから、男性養護教諭の増加が急務だと考えられる。 
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D-04      三歳未満児の発達を促す手作りおもちゃ 

－フェルトに着目して－ 

〇植木美憂、千田眞喜子 
（花園大） 

【目的】子どもは 1 日平均 7～9 時間、6 歳までに約 15,000 時間遊ぶといわれている。子ども達

は遊びの中から自然と物事を学び、成長していく(木のおもちゃ.jp.2019)。子どもにとって遊びは

重要で、その時期に与えるおもちゃはしっかりと選ぶ必要がある。子どもはおもちゃとの遊びを

通して様々なことを学び、社会性を育んでいく。つまり、おもちゃは子どもの成長や発達に欠か

せないアイテムである。そこで本研究では、フェルトを使用した手作りおもちゃに着目した。 
【方法】まず、「手作りおもちゃ」や「フェルト」のメリット・デメリットを調べ、次に市販さ

れているフェルトの素材について、造形素材販売カタログや、U 市の Da 店・S 店・C 店、K 市

の Yo 店・Yu 店・Do 店の店頭で調査した。また、「ウール 60％、レーヨン 40%の素材のフェル

ト（“W”）とポリエステル 100%のフェルト（“P”）の手触り」と、「“あたたかみ”」について、

2019 年 7 月にアンケート調査した。アンケート調査は留め置き法で A 大学 2~3 年生 63 人で実

施した。 

【結果】手作りおもちゃのメリットは、「オリジナルのおもちゃ」、「“あたたかみ”のあるおもち

ゃ」、「身近な材料で作ることができる」である。一方、デメリットは、「市販のおもちゃのよう

に複雑にはできないこと」、「頑丈に作らないと直ぐに壊れてしまう場合があること」である。ま

た、フェルトのメリットは、「扱いやすい素材であり、ほつれにくく手縫いでもしっかりとした

おもちゃを作ることができること（ミシンがうまく扱えない人にも簡単に手作りおもちゃに挑戦

できる）」、「洗える素材のフェルトならば洗濯することも可能」である。一方、デメリットは、「洗

濯することができない（生地の収縮・色移りなど）素材の物もあること」である。 

次に市販されているフェルトの素材については、造形素材販売カタログや U 市の Da 店・S 店・

C 店の店頭で調査した結果、販売されているほとんどのフェルトの素材が“P”であった。一方、

手芸専門店の K 市の Yo 店・Yu 店・Do 店では、“W”の素材のものもあった。また、Yo 店では

ウール 100％の素材を扱っていたが、ほとんど売れない廃番商品とのことだった。また、シール

フェルトなど様々な種類のフェルトがあったが、素材はどれも“P”が使用されていた。それは、

手洗いが可能、ほつれにくい、扱いやすいなどが大きな理由と考えられる。 
“W”の素材と“P”の素材のフェルトの手触りについてのアンケート結果では、“P”も手触

りがよいという人もいたが（19％）、多くの人が“W”のほうが手触りがよい（81％）と回答し

ていた。その理由は、ウールもレーヨンも柔らかい繊維であるためと考えられる。しかしながら、

「低価格で、洗うこともでき丈夫であること」を考慮すると、おもちゃの素材には“P”のほう

が向いていると考えられる。 

また、“あたたかみ”の感じ方に関しては、プラスチックのおもちゃよりフェルトのおもちゃ

のほうが（95%）、市販のおもちゃより手作りのおもちゃのほうが（86%）“あたたかみ”を感じる

という結果が得られた。 

今後はフェルトで実際におもちゃを制作し、子どもの遊んでいる様子から改善すべき点を検討

する。 
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D-05    保育環境における安全対策とリスク要因の予備的考察 

―保育者による緊急時課題に関わるヒアリング調査から― 

〇八木 利津子 
（桃山学院教育大） 

【目的】 

幼稚園や認定こども園の保育現場において、幼稚園教諭が直面している安全面の課題やリスク要因

に関する実態を把握し、保育環境に有効な安全教育活動を探求する 

【方法】 

調査時期は 2018 年 8 月～12 月。調査対象は A 府内の認定こども園や幼稚園で勤務する幼稚園教諭

60 名を対象に自記式質問調査を実施した（有効回答は 57 名、回収率 95．0％）。対象者は、年齢や経

験年数のバランスを勘案して、基本属性は 20 歳代 18 名・30 歳 31 名・40 歳代 9 名・50 歳代 1 名・60

歳代 1 名を選定し、幼児期の保育現場における安全面の緊急時課題の特徴や傾向を考察する。その結

果を踏まえて、上位緊急課題について 5 年～10 年までの教育歴を有する幼稚園教諭が求める安全対策

についてヒアリング調査を行い、保育環境管理下の現場に適応した対応策について検討する。 

【結果】 

自園で重要視する緊急課題は 120 件表出した。アレルギ―対応が 29 件（24.2％）で研修や講習は行

っているもののアドレナリン自己注射薬（エピペン）などのシミュレーション不足が述べられた。次

いで防災訓練に関することが 27 件（22.5％）、防犯対策に関する課題が 24 件（20．0％）と上位対策

事項があげられた。自然災害に対応する避難訓練の中では、保護者参加型訓練の引き渡し訓練を実施

していないという意見が 14 件、防犯訓練は、不審者対処訓練無しが 8 件と頻出回答であった。 

一方、交通安全に対する課題は全く回答がなかった。  

また、調査地域に発生した台風の影響から設備・施設の環境問題が 11 件あり、屋根、ガラス割れ、

雨漏りなど切迫した耐震性の課題や非常時持ち出し用グッズの確認の課題も浮き彫りになった。 

ヒアリング調査では、防犯訓練に係わる意見数が最多で「訓練後の改善策までを話し合う時間がと

れていない現状で全職員に周知が必要。」「園周辺で起こっている事件のことを知らない。」「不審者が

地域のどこに出没し事故や事件が起こっていないのか把握できていない。」「自園の地域で起こってい

る事例研修ができていない。」「地域とのかかわりを深める PTA をはじめ警察や商業者等に子どもを見

守る目を増やし共通理解する機会をつくりたい。」「園外からの侵入者や登園帰園中の親子を取り巻く

危機に対する意識を高め安全指導につなげたい。」などの意見があげられ、地域との関わりや話し合い

の時間確保など園内外の状況や地域との連携に目を向けた安全対策に象徴される意見が頻出した。 

【考察】 

課題内容に注目するとアレルギー対応は「エピペン」という頻出語句に代表される意見の偏重傾向

に対して、防犯対策の課題内容は多種多様である。避難経路の確認不足や多様な不審者の想定不足、

固定化の問題、地域の警察に協力依頼、職員、保護者、来客者と名札の色分けの検討など具体的で詳

細な意見から喫緊にやるべき安全対策が掌握できる。本調査から園児の安全確保のために保育者の前

向きな思考傾向が明らかになったと言えよう。今後は園内外の複雑化・多様化する緊急時の課題解決

に向けて、養育者（保護者）を巻き込む対応の検討を優先し、地域のリスク情報を共有した上で実践

計画を立てるなど段階的に展開することを提言したい。 
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D-06
「掃除」に関する教育の現状と変遷 

〇表真美

（京都女子大）

【目的】

 本研究の目的は、明治以降現在に至る、学校における「掃除」に関する教育の変遷とその時代背

景を明らかにすることである。これまで、「家事科」「修身科」における「掃除」に関する教育の変

遷について明らかにしてきた。現在、平成 29 年公示の小学校家庭科の学習指導要領 B 衣食住生活

の領域には「住まいの整理・整頓や清掃の仕方を考え、快適な住まい方を工夫すること。」との内容

が含まれている。「解説」には、「清掃」についての指導例として「学校内での汚れ調べの活動などを

通して，汚れの種類や汚れ方に応じた清掃の仕方を考えたり，ほうき，電気掃除機，化学雑 巾などによ

る清掃の効果を比較し，適切な使い分けについて考えたりする活動」が挙げられている。一方、「学校

清掃」は、学習指導要領では、特別活動に位置づけられている。家庭科の指導にあたっては、特別

活動における「学校清掃」の意味づけを充分に把握することが必要であろう。

そこで今回の報告においては、特別活動における「学校清掃」の意味付けの変遷と、学校におけ

る清掃の現状、さらに現在の学校清掃の捉え方について明らかにすることを目的とする。

【方法】

 「特別活動における学校清掃の変遷」は、学習指導要領、学習指導要領解説、文部省による特別

活動指導資料を参考にした。42名の大学 4回生を対象とした、教育実習校での学校清掃についての

質問紙調査を実施し、「学校における清掃の現状」把握のための資料とした。また、「学校清掃の捉

え方」については、日外アソシエーツの著書・雑誌記事検索エンジン「Bookplus」「Magazineplus」

を利用して、「学校」「掃除」のキーワードを両方含む著書、雑誌記事を検索し、学校掃除に関連の

ある著書、雑誌記事を抽出、分析した。 

【結果】 

得られた結果は以下の 3点にまとめることが出来る 

１）小学校学習指導要領においては、平成 20 年告示の学習指導要領において、特別活動内容の学

年共通事項「（2）日常の生活や学習への適応及び健康安全」の「エ清掃などの当番活動等の役割」として、

「清掃」の文言が登場した。平成 29 年には、「キャリア教育」における「働くことの意義の理解」においてで、

「清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割」と「清掃」が例として挙げられている。それ以前は、指導

例として、委員会活動や学校行事の奉仕活動の一例として清掃が位置づけられていた。 

２）質問紙調査を行ったすべての小学校・中学校において、児童・生徒による学校清掃が行われていた。

ほとんどの学校で給食後、昼休み後の時間が利用され、15分、あるいは 20分の清掃時間がとられていた。

縦割りのグループで行われる学校も複数あり、4 年生以上は教室以外の割り当てもあった。美化委員、環

境委員などの学校掃除にかかわる委員会活動が行われていた。 

３）「学校」「掃除」のキーワードにより抽出された著書には、学級経営において、児童・生徒に教室環境を

整えさせるためのスキルを述べたものが多く含まれていた。清掃活動を教育の中に効果的に取り入れるこ

とを推奨する考えがある中で、学校での強制的な清掃活動を強く批判する著書も散見出来た 
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D-07 「子ども食堂」における食事提供という行為について

〇巽美奈子

（立命館大学大学院、千里金蘭大）

【目的】 本研究の目的は、「子ども食堂」における食事提供という営みに照明をあて、食事を提供する

支援者の目的や実態について検討し、この営みに内包される問題を明らかにすることである。「子ども

食堂」とは、名付け親の近藤博子さんが、「子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂」

(湯浅 2017)として始めたものとされているが、現在増え続ける「子ども食堂」の役割は、社会的問題を

抱える児童の救済に限定されず、地域の人びとの居場所づくりとして目指されることが多い(柏木 2017）。
室田はそうした現状から「子ども食堂」の社会的機能を、食の支援、居場所づくり、ソーシャル・キャ

ピタルの醸成の 3 点に整理する（室田 2017）。さらに、「食堂」というネーミング、食事を提供するとい

う営みが、市民によるこうした主体的活動の後押しをし、被支援者にとって、栄養の摂取・孤食の解消・

団らんの代替機能が期待できるという。一方、柏木はこの議論を敷衍し、「子ども食堂」とは被支援者に

とっての食べ物に関する物質的剥奪・文化的剥奪・関係的剥奪の問題を克服しようとするもの、すなわ

ち社会的包摂の実践型であるとしたうえで、そこには支援者・被支援者間の一方的な「お仕着せの包摂」

といった問題がはらまれていることを指摘する(柏木 2017)。そして、この問題の克服のためには、子ど

もたちが、与えられた被支援の枠組みや立場を乗り越えて、自ら声を出し、主体的に社会に参加するこ

とが目指されるが、そこには支援者側の様々な気づきや実践的・専門的な知／スキルを動員させた「つ

ながり」が必要であったと分析する(柏木 2017)。本研究は、こうした柏木の分析をふまえ、食事提供が

「贈与」と捉えうる行為であることから、この営みに内包される問題について検討したい。

【方法】 本研究では、支援者の食事提供に関する目的や実態を分析し、その営みが結果的に支援者・

被支援者間にどのような影響を及ぼすのかを析出する。研究方法には、質的調査研究法を用いる。参与

観察とインタビュー調査をおこない、それをもとに作成したフィールドノーツ（2018 年 3 月～2019 年

8 月）と、SNS での投稿記事を分析し、食事提供が営まれる「場」における相互的な作用を捉える。調

理場、調理器具、メニュー、食事提供に携わる支援スタッフの様子、提供される食事の形態、加えて支

援スタッフ間での諸々の関係性についてもみていく。対象とするフィールドは、食支援を主眼において

いると思われる Z 子ども食堂である。分析では、規模・場所・実施回数などの異なる、3 カ所の「子ど

も食堂」（W,X,Y）との比較をおこなった。 
【結果】 Z 子ども食堂では、「開かれた食堂」として、多くの人びとに食事提供を行うことを理念とし

ており、利用者は限定されず、不特定多数の人びとに食堂利用の選択権を与えていた。だが、そうする

と食事提供の営みは高度になり、食事提供のための経験知・専門知・スキルがスタッフに強く求められ

るようになった。また、それが進行すると厨房内はスタッフの共同体によって「閉ざされた空間」を形

成し、その結果食事の提供の際に生じうる利用者との接点が減少されていた。つまり、食事提供という

行為において、開かれた食支援を向上させようとすれば、支援者・被支援者間での関係の希薄化を牽引

してしまう可能性が考えられる。

【文献】・柏木智子,2017,「「子ども食堂」を通じて醸成されるつながりの意義と今後の課題――困難を

抱える子どもの参加と促進条件に焦点をあてて――」『立命館産業社会論集』第 53 巻第 3 号,pp43-63 
・室田信一,2017,「子ども食堂の現状とこれからの可能性」『月刊福祉』第 100 巻 11 月号,pp26－31
・湯浅誠,2017,『「なんとかする」子どもの貧困』,KADOKAWA
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D-08     小学生を対象とした食育に関する文献レビュー 

○溝上彩 

（京都女子大） 

【目的】 

2005年食育基本法が成立して以降 15 年近くが経ち、現在の第 3次食育推進基本計画においてもあら

ゆる世代に食育は必要と謳われている。とりわけ幼児期～学童期は食生活の基礎を作り、食に関する

正しい知識を得る重要な時期であるが、幼少期より食育を受けてきた若い世代においては食の選択の

際に嗜好を最優先して栄養の偏りを生じたり、栄養面だけに固執してサプリメントに傾倒したり、イ

ンスタ映えありきの風潮に代表されるように食に対する感謝の念が希薄化した行為も散見される。こ

れら食育が十分に浸透しているとはいい難い実情をふまえ、学童期の子どもに対する食育はどのよう

な動向にあるかを知り、今後の食生活や食態度改善に関する指導のための基礎資料とすることを目的

として、文献レビューを行った。 

【方法】 

文献の収集は｢CiNii Articles｣を使用し、‘食育’‘児童’をキーワードとして 2019 年 4月 10日に検

索したところ、383件がヒットした。内訳としては 1995～2005年 10件、2005～10年 130件、2010～

15年 135件、2015～19年 4月 10日 108 件であった。この中から①研究対象が児童ではない論文、②

特別支援学校、児童養護施設における児童を対象とした論文、③研究発表要旨、④教師や保護者向け

の解説・概説、⑤一般雑誌掲載記事を除外した結果、112件が抽出された。抽出された文献についてタ

イトル、雑誌名、キーワードなどを要約したシートを作成し、文献内容について分析した。 

【結果】 

1990年台後半は食嗜好などの文献が 2件、2000年代前半は学童保育や食習慣・食嗜好に関する文献

が数件発表されるに留まったが、2005年食育基本法が成立したのを境に食育に関する文献数は顕著に

増加した。学校に関連するものは主に「スーパー食育スクール」「給食」「授業」「ICT 教育」「放課後

児童クラブ」をキーワードとする論文が見られた。「スーパー食育スクール」に関しては、指定校での

実施内容及び成果の分析が行われていた。「給食」に関しては、残食が発生する原因の解明から残飯の

リサイクルへつなげ食育と環境教育を融合させた取り組みや、米粉パンの導入から自給率についての

学びに発展させるなどの試みが行われていた。「授業」に関しては、家庭科と給食、家庭科と総合的な

学習の時間との連携など教科横断的授業、「ICT 教育」に関しては、iPad アプリの開発やゲーム要素

を持たせた教材開発の報告もみられた。「放課後児童クラブ」に関しては、絵本の読み聞かせや弁当箱

ダイエットを取り入れた食育、箸の持ち方と配膳指導など実践的な報告がある一方で、児童が放課後

児童クラブで作製した食育教材を家で使用しても保護者の反応が乏しいと実際の生活で学んだことを

生かすことにはつながらないという指摘がみられた。全体を通して、科学的視点で行う調理実習や大

豆を使った加工食品作り、魚を丸ごと用いたぎょしょく教育や魚の解剖実習、まち学習を通じた食環

境の見直しなど体験やイベントと関連させて行う食育に関する報告が多くあり、実践を通じて食行動

の変容をめざそうとする傾向をうかがうことができた。食生活や食習慣に関連するものとしては主に

「家庭」「コミュニケーション」「食行動／食意識」をキーワードとする論文があり、家庭におけるコ

ミュニケーションは食生活の充実と関連し自分自身や家族に対するセルフエスティームが高いほど食

行動は有意に高いとの報告がみられた。 
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D-09 
教員養成課程の授業における「ていねいさ」を意識した授業構想力の育成 

－保育現場で重視される援助方法やかかわりの視点を取り入れた 

授業デザイン力について－ 

〇井上敏孝 
（常磐会学園大） 

【目的】本発表は保育園での実習を経験した学生が、小学校科目の授業を構想する際に、保育実習で学

んだ経験が、いかなる影響を与え、共通して生かすことができるスキルや技術があるのか否かを明確に

することを目的とする。具体的には保育者が大切にしていた姿勢や視点として「こどもの気持ちを細目

に読み取り応答的に対応している」、「保育者の細やかな配慮」、「見守りの姿勢」、「環境設定や体験活動

を大切にしている」といった点を多くの学生が挙げていた。そのうえで将来自分自身が教員となった際

に生かしていきたい・大切にしていきたい姿勢であるとも多くの実習生が感じていた。 
以上の点を踏まえて、著者はこれらの保育者の姿勢を「ていねいさ」と定義し、小学校社会科の授業・

教材を開発・構想する際に、保育実習で感じた「ていねいさ」を組み込んだ場合の教育的効果を明確に

しようと試みた。 
【方法】分析の対象となるのは大阪市にある 4 年制大学に在籍し、3 年次に「社会科教育法」を受講す

る計 82 名の学生である。同学生は保育士・幼稚園教諭・小学校教諭の資格と免許の取得を目指してお

り、いずれも 2 年次の 9 月に保育園での実習を終え、3 年次の秋期に小学校で教育実習を行うことにな

っている。本研究では、「社会科教育法」全 15 回中、第 10～15 回目に学生が授業を構想し模擬授業と

して 1 人 1 回、発表を行うという形式を採った。ただし小学校社会科の授業を構想するにあたって、保

育実習で感じた「ていねいさ」を模擬授業の中に組み込むことを必須条件とした。加えて発表日程が重

なる学生同士には内容の調整や割り振りを決める等の打ちあわせを授業時間外で必ず行うよう伝えた。

その際取り入れたのがアクティブラーニングの手法の 1 つとされる「Think Pare Share」の方法であ

る。同手法は「自分の考えを明確にし、他者の意見と比較しながら考えを深めていくのに有効」とされ、

なおかつアクティブラーニングの手法の中でも汎用性が高いとされており、人数やテーマ、タイミング

等については、アレンジして授業に取り入れることが可能な手法でもある。同手法を通じて学生同士が、

保育実習を通して各自が感じた「ていねいさ」の事例を出し合い、授業に生かすことができるアイデア

やポイントについて意見を交わす機会となることを企図した。 
【結果】履修していた学生は全員、｢Think Pair Share｣の活動を通して、「ていねいさ」という姿勢や視

点を組み込んだ小学校社会科の授業及び教材を開発し模擬授業を行った。以上のことから保育現場で学

んだ「ていねいさ」という視点が、小学校の授業を構想する際にも有効的に活かし得る点について実証

できたと思われる。さらには本研究の成果は、保育士・小学校教諭養成課程における保育実習の教育的

波及効果の一端についても明らかにできたと考える。 
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D-10    小学校・中学校の家庭科の興味深さと必要性 

－学生意識調査からの検討－ 

〇千森督子 
（和歌山信愛大） 

【目的】 
 家庭科は生活に関連した幅広い内容から成り、将来にわたり必要な知識・技術を得ることができ

る教科であるが、児童、生徒にとっての興味深さや教科必要性の認識に関しては検討すべき課題が

あると考えられる。そこで、本発表では学習の基礎となる小学校と中学校の家庭科の興味深さと教

科の必要性について検証する。 

【方法】 
質問紙法を用いた調査結果から考察する。対象者は、小学校と中学校で家庭科を学んでから数年経

た学生とする。生活に興味を持つと考えられる、生活科学を専攻する短大生と、その他の専門分野（本発

表では看護系）を学ぶ専門学校生を比較検討する。有効回収率は、前者が 96.3％（在籍者 54 名中 52
名）、後者が 97.8％（在籍者 46 名中 45 名）、計 97.0％（在籍者 100 名中 97 名）である。調査年月は、平

成 29 年７月と 9 月である。 
【結果】 
 興味に関しては、小学校と中学校で異なり、小学校の家庭科は約半数が「興味深かった」として

いるが、中学校では「どちらともいえない」が約半数を占め最も多い回答となっている。しかし、

「興味深くなかった」とする回答は少なく、小学校が１割、中学校が２割である。総じて興味深さ

は中学校で低下しているといえる（図１）。生活系の学生と看護系の学生を比較すると、小学校の家

庭科は生活系では４割、看護系では７割が「興味深かった」とし、看護系の方が生活系よりも高い

が、中学校では２割に低下し、生活系の方がやや高くなる。 
興味のあった学習内容では、小学校・中学校共に住の分野は少なく、衣食の占める割合は高い。

中学校では座学もあげられているが少数であり、小学校・中学校共に実習関係が興味深いことが把

握された。とりわけ、「調理」や「布を使った物の製作」等の衣食の分野の実習に偏っている。 
家庭科を学習する必要性に関しては、小学校では９割が「必要」、「やや必要」と肯定し、「不必

要」とする意見は全くみられなかった。しかし、中学校では肯定的な意見は７割に低下し、「どちら

ともいえない」が２割、「やや不必要」と「不必要」が１割弱みられるようになる（図２）。専門分

野別に検討すると、生活系の学生よりも看護系の学生で否定的な意見が増加している。 
興味、必要性共に小学校と中学校では異なり、意識変化もみられる。今後の課題として、進路を

左右する高等学校での家庭関連教科の興味や必要性に関しても検証していきたい。 

 

図１ 興味深さ                 図２ 必要性 

興味深かっ

た 23.7

興味深かった 53.6

どちらとも 55.7

どちらとも 35.1

興味深くなかった 17.5

興味深くなかった 10.3

無回答 3.1

無回答 1

中学校

小学校

必要 43.3

必要 50.5

やや必要

24.7

やや必要 42.3

どちらとも 24.7

どちらとも 5.2

やや不必要 1

やや不必要 2.6

不必要 5.2

不必要 0

無回答 1.9

無回答 0

中学校

小学校
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D-11 中学校家庭科で扱うショートパンツ作品の完成度と縫製手順の関係
〇末弘由佳理 1、白坂文 2、𠮷井美奈子 1 

（1 武庫川女子大、2大阪夕陽丘学園短大）

【目的】

パンツを縫製する際、スカートには無い箇所である股下・股上縫いをする必要がある。股下、股上ど

ちらを先に縫製してもパンツを形成することは可能であり、中学校「家庭科」の平成 23 年に文部科学

省検定済となった教科書には、2 つの出版社が発行する教科書において、1 社は「股下を先に縫う方法」、

もう 1 社は「股上を先に縫う方法」が掲載されている。中学校教諭一種及び二種（家庭）の教職課程の

教科に関する科目である被服製作実習において、2 つの縫製手順のパンツを両方製作することで、パン

ツの構成・構造の理解を促すだけではなく、それぞれのメリット・デメリットを考察し、勤務校の生徒

に即した教材の提案や構築を自らできる力を養うことを目指し教材として提案した。本研究では、学生

2 種の縫製手順を比較し、完成度及び作業のしやすさについて検討することを目的とした。 
【方法】

教職課程における教科に関する科目に該当する被服構成学実習の履修者 64 名を対象とした。股下、

股上のそれぞれを縫い始め位置とし、2 種の縫製手順によるショートパンツ製作を実施した。縫製終了

後に、「待ち針の打ちやすさ」「縫いやすさ」「アイロンのかけやすさ」「取り組みやすさ」「（将来）教師

になった際に教授したい方法」について 5 段階評定でアンケート調査を行い、また、考察については自

由記述の方法で行った。

【結果】

5 つの設問に対するアンケート調査結果（5 段階評定）について、t 検定を用いて 2 つの母平均の差を

検定した（表 1）。「待ち針の打ちやすさ」の股上及び股下、「縫いやすさ」の股上及び股下、「アイロン

のかけやすさ」の股下に有意差な差がみられた。いずれの結果も工程として先に施せるほどやりやすい

という結果であり、待ち針打ち、ミシン縫い、アイロンかけのいずれも平面状態に近い方が扱いやすい

故の結果であると考えることができる。「アイロンのかけやすさ」の股上においては早い段階の工程だ

としても、カーブ故のやりにくさを伴い、有意差が生じなかったと推察できる。総体的には、股上を先

に縫う方法、股下を先に縫う方法の一方が特段やりやすいという偏りはなく、部位によって、結果とし

て工程の早さによって差が生じていることになる。「（将来）教師になった際に教授したい方法」は両者

に有意な差はみられなかったが、自由記述には、股上を縫うまで左右が合体しないので紛失の可能性が

あること、両方のパンツを同じ向きにして（表と表、裏と裏）縫い合わせてしまう可能性があることな

どから「股上を先に縫う方法」を、また、股下がきれいに縫いやすいこと、ズボンの形に近づいてモチ

ベーションが上がることなどから「股下を先に縫う方法」を選択したいという意見があげられた。

表1 ショートパンツ2種の縫製手順による各所の評価 

** p < 0.01, * p < 0.05

股上 ** 股下 ** 裾 股上 * 股下 ** 裾 股上 股下 ** 裾

平均値 3.52 3.55

標準偏差 0.952 0.828

平均値 3.45 3.48

標準偏差 1.045 1.061

取り組み

やすさ

（教師として）

扱いたい

教授法

3.72

0.856

3.78

0.856

先に縫う
箇所

平均値
標準偏差

3.23

0.980

3.30

1.127

2.80

1.107

3.55

1.060

2.73

1.162

3.55

1.145

4.063.77

0.897

3.70

0.842

3.63

1.083

3.25

1.132
股下

股上

待ち針の打ちやすさ 縫いやすさ アイロンのかけやすさ

3.97

0.847

3.38

1.053

2.88

1.111

3.69

1.044

2.692

3.89

0.937
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