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2012(平成24)年度 

第34回(通算90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  2012年10月13日（土）13:00～19:30 

◇場 所  奈良女子大学（〒630-8506 奈良市北魚屋西町） 

◇連絡先  （一社）日本家政学会関西支部第34回研究発表会実行委員会事務局 

      （奈良女子大学 生活環境学部 内） 

      TEL: 0742-20-3454 FAX: 0742-20-3447 （髙村） 

      E-Mail: kansai-34th@food.nara-wu.ac.jp 

◇参加費  研究発表会1,500円（学生1,000円）当日受付、講演要旨代を含む 

      懇 親 会4,000円（学生2,000円）事前申込、当日徴収 

※懇親会へのご参加は10月3日（水）までにkansai-34th@food.nara-wu.ac.jpまでお申し込み下さい。 

※講演会は無料です。どなたでもご参加いただけます。 

 

１．講演会 「奈良女子大学所蔵の正倉院模造宝物」 

  講 師  奈良女子大学古代学学術研究センター特任教授 松尾 良樹 先生 

  会 場  文学部南棟S235教室                       13:00~14:20 

２．研究発表会 

  Ａ会場（文学部南棟S126教室） 被服・文化１                14:30~17:45 

  Ｂ会場（文学部南棟S128教室） 食物                    14:30~17:45 

  Ｃ会場（文学部南棟S227教室） 住居１・健康・家族・教育・文化２      14:30~17:15 

  Ｄ会場（文学部南棟S228教室） 住居２                   14:30~17:30 

３．懇親会 

  会 場  生協食堂（大学会館１階）                     18:00~19:30 

 

同日開催 関西支部若手の会 講習会および交流会のお知らせ 

 

◇場 所  奈良女子大学文学部南棟S125教室 

◇講習会  「研究発表のためのプレゼンテーション技法」              10:30~12:00 

 講 師  同志社女子大学学芸学部情報メディア学科教授 川田 隆雄 先生 

◇交流会  「プレゼンテーションに関する悩みと工夫」               12:00~12:50 

◇参加費  無料（お飲み物・お菓子をご用意しています。昼食は各自でご持参下さい。） 

◇申 込  10月6日（土）までに westkasei_wakate@yahoo.co.jp までお申し込み下さい。 

      定員は50名程度です。 

◇問合先  大阪樟蔭女子大学学芸学部被服学科（非）水野 夏子（若手の会平成24年度代表幹事） 

      E-Mail: natsuko_m00@yahoo.co.jp 
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研究発表会プログラム 

 

講演会（文学部南棟S235教室 13:00~14:20） 

「奈良女子大学所蔵の正倉院模造宝物」 

講師  松尾 良樹 先生（奈良女子大学古代学学術研究センター特任教授） 

 

 

研究発表会 

 

Ａ会場（文学部南棟S126教室） 被服・文化１ A-01～A-13 

 

座長：古濱裕樹（武庫川女子大）14:30~15:45 

14:30 A-01 高島ちぢみの表面特性と触感の関係 

○南川侑貴、與倉弘子（滋賀大） 

14:45 A-02 セルロースの微細繊維化によるアルカリ可溶化 

○佐藤真帆、山根千弘（神戸女子大） 

15:00 A-03 小千谷縮の消費性能に関する研究 

○興津佳養子、松山ときわ、吉田恭子（武庫川女子大） 

15:15 A-04 家庭洗濯の実態についての一考察 

○松山ときわ、丸岡千恵、吉田恭子（武庫川女子大） 

15:30 A-05 雪晒し・海晒し効果に関する一考察 

○竹本由美子、西上加奈子、堤彩乃、奥野温子（武庫川女子大） 

 

座長：高野倉睦子（神戸女子大）15:45~16:45 

15:45 A-06 江戸時代における印籠のデザインについて―江戸後期を中心に― 

○阿部万里江、清水久美子（同志社女子大） 

16:00 A-07 中国古代の皇后の公服に関する一考察―「褘衣」を中心に― 

○水野夏子（大阪樟蔭女子大・非） 

16:15 A-08 服装における配色ルールの検討 

○杉原英絵、今岡春樹（奈良女子大） 

16:30 A-09 高齢者用衣服パターンの作成と評価―コンピュータソフトウェアを用いて― 

○宮崎奈津紀、今岡春樹（奈良女子大） 

 

座長：山本泉（武庫川女子大）16:45~17:45 

16:45 A-10 中国における好まれる子供服―日本との比較から― 

○藤本和賀代、今岡春樹（奈良女子大） 
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17:00 A-11 明治末から大正期におけるシンガーミシン裁縫女学院とその周辺 

        ―新聞記事と婦人画報の広告を通して― 

◯池田仁美、横川公子（武庫川女子大） 

17:15 A-12 防寒具「おいね」に関する研究 

○村田浩子、小川洋平（畿央大） 

17:30 A-13 蚕を育てる―地域の力ととともに― 

○野神千鈴、仲川拓馬、村田浩子（畿央大） 

 

Ｂ会場（文学部南棟S128教室） 食物 B-01～B-13 

 

座長：中田理恵子（奈良女子大）14:30~15:30 

14:30 B-01 卵巣摘出ラットにおける魚油による骨量減少の抑制 

○飯塚奈津美、中西温子、塚本幾代（奈良女子大） 

14:45 B-02 n-3多価不飽和脂肪酸の破骨細胞前駆体に対する影響 

○中西温子、飯塚奈津美、塚本幾代（奈良女子大） 

15:00 B-03 柿乳酸発酵物の腸管免疫賦活作用 

○庄條愛子1,2、今井ももこ2、乾博2、中野長久2,3（1相愛大、2大阪府立大、3大阪女子短大） 

15:15 B-04 調理実習前後におけるまな板上からの分離菌 

○鈴木晴香、中平眞由巳（滋賀短大） 

 

座長：北尾悟（大阪樟蔭女子大）15:30~16:30 

15:30 B-05 京都大納言・新京都大納言小豆および在来種の調理科学的特性 

○大西敦子、尾垣ちさと、大谷貴美子、古谷規行、松井元子（京都府立大） 

15:45 B-06 うどんの力学特性と食べやすさに及ぼすタピオカ澱粉混合の影響 

○江口智美、北元憲利、吉村美紀（兵庫県立大） 

16:00 B-07 落花生油の揚げ調理特性 

○蔡瑶瑶、久保加織（滋賀大） 

16:15 B-08 調理操作及び農薬の種類が農薬除去に及ぼす影響 

○千田眞喜子1,2,3、宮入遥4、葛葉泰久5（1大阪成蹊短大、2京都光華女子大、 

3京都光華女子大短大部、4大阪府立大、5三重大） 

 

座長：松井元子（京都府立大）16:30~17:45 

16:30 B-09 ケースに詰めた弁当の栄養価計算法―撮影写真の面積と弁当重量の相関について― 

○小瀬千晶、吉野世美子（京都女子大） 

16:45 B-10 重症心身障害児における発育状態と栄養摂取量 

○佐藤比奈子1、水城延子1、永井亜矢子1、久保田優1、富和清隆2 

（1奈良女子大、2東大寺福祉療育病院） 

17:00 B-11 災害時に活用できる食材の検討―大豆加工食品の場合― 

○太田美穂1、新宅賀洋2、遊作誠3、細井知弘4、今野宏5、早川史子1、伊藤壽記6、東城博雅6 

（1相愛大、2甲子園短大、3登喜和食品、4東京都食品技術センター、5秋田今野商店、6大阪大） 
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17:15 B-12 学生の菓子に関する意識と年中行事で食される菓子について 

○千田眞喜子1,2,3、松野陽1、谷口信子1、草尾賀子1、濵田明美3 

（1大阪成蹊短大、2京都光華女子大、3京都光華女子大短大部） 

17:30 B-13 食分野における学生の進路選択に関する調査―前年度との比較― 

○千田眞喜子1,2,3、松野陽1、谷口信子1、草尾賀子1、葛葉泰久4 

（1大阪成蹊短大、2京都光華女子大、3京都光華女子大短大部、4三重大） 

 

Ｃ会場（文学部南棟S227教室） 住居１・健康・家族・教育・文化２ C-01～C-11 

 

座長：芝崎学（奈良女子大）14:30~15:30 

14:30 C-01 夏期における青年女性の温度上昇に対する生理・心理反応 

○田中友理、久保博子、磯田憲生、安岡絢子（奈良女子大） 

14:45 C-02 夏期のオフィス空間における執務者の温熱的快適性に関する実測調査 

○古川雅子1、久保博子1、安岡絢子2、杉崎智子3 

（1奈良女子大、2電力中央研究所、3東芝キャリア） 

15:00 C-03 冬期のオフィス空間の温熱環境に関する実測調査 

○岡田愛理1、久保博子1、杉崎智子2、磯田憲生1（1奈良女子大、2東芝キャリア） 

15:15 C-04 身体活動量と温熱的快適性評価 

○深沢太香子、邱艶暁（京都教育大） 

 

座長：山本奈美（和歌山大）15:30~16:30 

15:30 C-05 高等学校家庭科におけるキャリア教育のカリキュラム構想 

○村雲拓、大本久美子（大阪教育大） 

15:45 C-06 ドラフティングにおけるデジタル教材の開発とその効果 

○末弘由佳理（武庫川女子大） 

16:00 C-07 高等学校学習指導要領における伝統・文化に関する記述分析 

○仲島聖子、延原理恵、榊原典子（京都教育大） 

16:15 C-08 高校生の親子関係に関する研究～子どもの自己受容・他者受容に焦点をあてて～ 

○藤川順子、大本久美子（大阪教育大） 

 

座長：井口高志（奈良女子大）16:30~17:15 

16:30 C-09 市民が育む「親性」と「シティズンシップ特性」との関わり 

○本村めぐみ（和歌山大） 

16:45 C-10 幼稚園教諭のジェンダー意識 

○梅本恵（関西学院大） 

17:00 C-11 持続可能な社会システム論を基軸にした今後の家政教育の方向に関する研究 

        ―石油文明以後と電気文明の維持の視座から― 

○林雄太郎（大阪キリスト教学院） 
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Ｄ会場（文学部南棟S228教室） 住居２ D-01～D-12 

 

座長：村田順子（和歌山大）14:30~15:30 

14:30 D-01 南三重の民家の平面構成の特性と変容について 

○千森督子1、谷直樹2（1和歌山信愛女子短大、2大阪市立大） 

14:45 D-02 中国福建省淑雅村・山間部にある土楼の悉皆実測調査による現状と課題把握 

○王飛雪、中山徹、黄黎黎、王磊鑫（奈良女子大） 

15:00 D-03 伝統的木造住宅の維持管理の現状―奈良県内の歴史的街道における事例調査より― 

○片山周子、藤平眞紀子（奈良女子大） 

15:15 D-04 屋外鋼製物置における収納物の経時変化調査 

○藤平眞紀子（奈良女子大） 

 

座長：久保博子（奈良女子大）15:30~16:30 

15:30 D-05 安全で快適な視環境の計画法に関する検討 

        ―日常生活における減能グレアに関するアンケート調査― 

○上野貴子、池上陽子、井上容子（奈良女子大） 

15:45 D-06 24時間換気に対する建築士と居住者の意識の関連性 

        その１ 調査概要と建築士アンケートの結果 

○東実千代1、萬羽郁子2、阿部弘明3、池田浩己4 

（1畿央大、2近畿大、3空間デザイン、4日赤和歌山医療センター） 

16:00 D-07 24時間換気に対する建築士と居住者の意識の関連性 

        その２ 建築士の評価が居住者の意識に及ぼす影響についての検討 

○萬羽郁子1、東実千代2、阿部弘明3、池田浩己4 

（1近畿大、2畿央大、3空間デザイン、4日赤和歌山医療センター） 

16:15 D-08 遊びの仮想都市におけるリアリティ 

○花輪由樹（京都大） 

 

座長：中山徹（奈良女子大）16:30~17:30 

16:30 D-09 幼老複合施設の施設計画に関する調査研究 

○齋藤功子（畿央大） 

16:45 D-10 介護施設における園芸活動が高齢者に与える影響 

        その１ 研究の概要と園芸活動に対する評価 

○田中智子1、村田順子2（1兵庫県立大、2和歌山大） 

17:00 D-11 介護施設における園芸活動が高齢者に与える影響 

        その２ 高齢者への影響 

○村田順子1、田中智子2（1和歌山大、2兵庫県立大） 

17:45 D-12 東日本大震災による被災マンションの復興と課題 

○藤本佳子1,2（1前千里金蘭大、2マンション管理研究所） 


