2015（平成 27）年度
第 37 回（通算 93 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

2015 年 10 月 25 日（日） 13：00～20：00

◆場所

武庫川女子大学中央キャンパス （兵庫県西宮市池開町 6-46）

◆プログラム
13：00～14：15 講演会
「風土が育む和食と食文化」
講師：湊本 雅和 氏

株式会社 神戸酒心館 東明蔵支配人・酒ソムリエ

会場：日下記念マルチメディア館(MM 館)

1 階 メディアホール

14：30～18：15 研究発表会
会場：日下記念マルチメディア館(MM 館)

5階

A 会場（MM503 教室） 食物

14：45～18：00

B 会場（MM505 教室） 被服

14：30～18：15

C 会場（MM506 教室） 教育・防災・福祉

14：30～18：15

D 会場（MM508 教室） 住居

14：30～18：00

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：日下記念マルチメディア館(MM 館)
◆参加費

講演会

無料

3 階 MM カフェ

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 9 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。

託児施設

発表当日に託児施設を利用（有料）される場合は，10 月 9 日(金)17 時までに
下記問合せ先までメールでご連絡ください。折り返し詳細をお知らせします。

◆問合せ先

（一社）日本家政学会関西支部第 37 回研究発表会実行委員会事務局
（武庫川女子大学 生活環境学部 内 北村薫子）
E-mail kasei37k@mukogawa-u.ac.jp
Tel＆Fax 0798-45-9917（研究室）
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講演会
日下記念マルチメディア館(MM 館) 1 階 メディアホール 13：00～14：15

「風土が育む和食と食文化」

湊本 雅和 氏
株式会社 神戸酒心館 東明蔵支配人・酒ソムリエ

研究発表会
A 会場 （ MM 館 MM503 教室 ） 食物 A-01 ～ A-11

座長： 高村 仁知
14:45

A-01

（奈良女子大学）

14：45 ～ 15：45

発酵による農林 61 号全粒粉アレルゲンの低減
○竹本和仁，前田晃宏，浅野真理子，高橋享子（武庫川女子大）

15:00

A-02

マウスにおける母乳哺育を介した経口免疫寛容に対する影響因子
○松永安由 1，有田真緒 1，木津久美子 2，廣瀬潤子 3，成田宏史 1
（1 京都女子大，2 大阪成蹊短大，3 滋賀県大）

15:15

A-03

妊娠期の栄養アセスメントに関する実践研究
○城野由加里 1，岩井香奈枝 1，河本真由美 1，松本恵子 2，米浪直子 1
（1 京都女子大，2 三菱京都病院）

15:30

A-04

運動と食事の組み合わせがどのようにエネルギー代謝を亢進させるのか
○竹村理子，川島瑛美，高山奈々，岩崎加織，米浪直子（京都女子大）

座長： 中田 忍
16:00

A-05

（大阪教育大学）

16：00 ～ 16：45

児童の咀嚼と自己管理能力との関連
〇松宮さおり 1，八木田久子 2，岸本三香子 1
（1 武庫川女子大，2 西宮市立樋ノ口小学校）

16:15

A-06

ベトナム人の日常食の実態調査
○フィン ビン ホア，谷澤容子（甲子園大）
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16:30

A-07

マカロン焼成に影響する要因について
○森田千尋，山田菜摘，宮本有香（武庫川女子大）

座長： 米浪 直子
17:00

A-08

（京都女子大学）

17：00 ～ 18：00

塩分意識の現状と教育の必要性
○田中琢磨，松本遥，康薔薇（兵庫栄養調理製菓専門学校）

17:15

A-09

ヨモギ乾燥粉末添加による食用油の酸化安定性と嗜好性改善に関する研究
○辻美乃里 1，田中普己 1，平松直子 1，吉田和利 2
（1 兵庫県立大，2 兵庫県立工業技術センター）

17:30

A-10

奈良県産サトイモに含まれる食物繊維の品種間差及び季節変動に関する研究
○橋本わかな 1，矢野智世 1，西本登志 2，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）

17:45

A-11

奈良県産ナスの機能性成分および嗜好性と品種特性
○鳥居明日香 1，張之元 1，髙倉麻由子 1，西本登志 2，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）

B 会場 （ MM 館 MM505 教室 ） 被服 B-01 ～ B-15

座長： 村田 浩子
14:30

B-01

（畿央大学）

14：30 ～ 16：00

ファッションイメージ単語比較からみるゴスロリ
○德山朋恵（京都文教大）

14:45

B-02

洋裁が担う生活文化的側面について
〇原田陽子（武庫川女子大）

15:00

B-03

ロリィタファッションに関する研究
－いちファッションとしての位置付け－
○坂田彩美 ，山本泉（武庫川女子大）

15:15

B-04

ファッション行動と生活行動特性との関連について
－関西の大学生を事例として－
○松岡依里子 1，山本ひとみ 2（1 大阪成蹊短大，2(株)フィールプラン）

15:30

B-05

婦人標準服の一側面
○横田尚美（滋賀県立大）

15:45

B-06

近代における御召縮緬
○村田裕子（大阪大谷大）

座長： 道明 美保子 （滋賀短期大学）
16:00

B-07

16：00 ～ 17：15

藍の生葉染めの過程におけるインジルビンの生成 － 添加物による影響 －
〇坂本ゆか，牛田智（武庫川女子大）
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16:15

B-08

γ線照射を経た PET 布の緑茶染色による抗菌性評価
○豊嶋恭衣，澤渡千枝，八木達彦（静岡大）

16:30

B-09

染毛用酸化染料系の空気酸化に関する検討
○小林礼佳，日置理惠，瀬口和義（武庫川女子大）

16:45

B-10

光触媒による置換アゾベンゼンのアルコール中での退色
○川上華佳，矢吹秀子，瀬口和義（武庫川女子大）

17:00

B-11

天然染料の染色条件における省エネルギー、省資源の検討
○古濱裕樹（武庫川女子大）

座長： 花田 美和子
17:15

B-12

（神戸松蔭女子学院大学）

17：15 ～ 18：15

新生児肌着のしっとり感に関する研究
○末弘由佳理 1，鋤柄佐千子 2（1 武庫川女子大，2 京都工芸繊維大）

17:30

B-13

涼感織物の特性について
〇興津佳養子，吉田恭子（武庫川女子大）

17:45

B-14

乳児体表からの不感蒸散を模擬した平板装置の作製
○深沢太香子 1，栃原裕 2（1 京都教育大，2 九州大）

18:00

B-15

安全な子ども服の研究 －視線分析による誘目性の検討－
○杉田慶子（池坊短大）

C 会場 （ MM 館 MM506 教室 ） 教育・防災・福祉 C-01 ～ C-13

座長： 末弘 由佳理
14:30

C-01

（武庫川女子大学）

14：30 ～ 15：30

子育て世帯の定住意思を決めるもの
○菊地真理，後藤達也（大阪産業大）

14:45

C-02

衣生活領域における中学生を対象とした素材の性質を視覚的に学べる教材の検討
○中谷文香，澤渡千枝（静岡大）

15:00

C-03

家政学における PBL 実践事例
神戸女子大学家政学部家政学科生活プロデュースコース
○貝増匡俊（神戸女子大）

15:15

C-04

宗教観と家庭教育 －女子大学生を対象とした質問紙調査から－
○表真美（京都女子大）

座長： 生田 英輔
15:45

C-05

（大阪市立大学）

15：45 ～ 16：45

地域の避難所設備・運営に関する男女の意識の違いについて
〇延原理恵 1，三上卓 2，上園智美 3
（1 京都教育大，2 徳島大，3 名古屋大・日本ミクニヤ(株)）
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16:00

C-06

住民や地域特性に配慮した地区防災への取り組み
○原田紹臣（京都大）

16:15

C-07

放射能汚染下における母親の避難を規定する要因
○吉井美奈子（武庫川女子大）

16:30

C-08

住居選択における消費者教育教材の検討 －障がい者福祉での実践から－
〇岸本(重信)妙子 1，坂野純子 1，吉井美奈子 2，大本久美子 3
（1 岡山県大，2 武庫川女子大，3 大阪教育大）

座長： 吉井 美奈子 （武庫川女子大学）
17:00

C-09

17：00 ～ 18：15

小学校教員志望学生にみる「つくること、消費すること」に関する考察
○花輪由樹（武庫川女子大）

17:15

C-10

大学生のユニバーサルデザインに対する知識・意識についての一考察
－生活意識のタイプ別特性との関連から－
○松岡依里子 1，冨田道子 2（1 大阪成蹊短期大，2 広島都市生活大）

17:30

C-11

小学校における危機対応の課題に関する一考察
～食物アレルギー対応に着目して～
○八木利津子（奈良女子大）

17:45

C-12

「健康」に関する新聞記事・情報を活用した双方向授業について
○千田眞喜子（京都光華女子大，大阪成蹊大，大阪成蹊短大，
神戸親和女子大，神戸山手大，神戸山手短大)

18:00

C-13

被服構成学実習におけるデジタル教材活用の効果
－「基礎縫い」を中心に－
○本田クミ，末弘由佳理，大西かおり，中尾時枝（武庫川女子大）

D 会場 （ MM 館 MM508 教室 ） 住居 D-01 ～ D-12

座長： 瀬渡 章子
14:30

D-01

（奈良女子大学）

14：30 ～ 15：30

大学生の属性とシェアハウスに対する希望条件
－大学生向けシェアハウスの特徴に関する研究

その１－

○濱田拓翔，岡市由加里，大谷由紀子，平田陽子（摂南大）
14:45

D-02

大学生からみたシェアハウスのメリットとシェアの仕方
－大学生向けシェアハウスの特徴に関する研究

その２－

○岡市由加理，濱田拓翔，平田陽子，大谷由紀子（摂南大）
15:00

D-03

マンション耐震改修の決議に向けた居住者の不安と解消に関する調査研究
○大谷由紀子（摂南大）

15:15

D-04

重慶市永川区における老後の生活に関する意識調査
○袁 敏，村田順子（和歌山大）
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座長： 大谷 由紀子 （摂南大学）
15:45

D-05

15：45 ～ 16：30

ニュータウン内の公園・緑道の利用実態と今後の課題
－泉北ニュータウンを事例として－
○牧田依央理，瀬渡章子（奈良女子大）

16:00

D-06

市民参加型の地域安全まちづくりに関する研究
－兵庫県姫路市を対象として－
○木村真理子，瀬渡章子（奈良女子大）

16:15

D-07

江南水郷の歴史文化街区における生活実態と観光開発に関する研究
－中国・紹興市「書聖故里」を事例として－
○王飛雪，中山徹（奈良女子大）

座長： 藤平 眞紀子 （奈良女子大学）
16:45

D-08

16：45 ～ 18：00

照明光の分布が室内の視覚的印象に及ぼす影響
○北村薫子，杉田佳奈美（武庫川女子大）

17:00

D-09

電気式暖房器具の使用による快適な温熱環境に関する研究
○佐々尚美 1，磯田憲生 2（1 武庫川女子大，2 奈良女子大）

17:15

D-10

自然共生型住宅地における住環境実測調査
第 16 報 入居 10 年後の室内温熱環境
○磯田憲生 1，萬羽郁子 2，東実千代 3，佐々尚美 4，久保博子 1
（1 奈良女子大，2 東京学芸大，3 畿央大，4 武庫川女子大）

17:30

D-11

夏期の日常生活における温熱環境と生理量の実測調査
－高齢者と若齢者の人体周囲温度と皮膚温について－
〇東実千代 1，岡本啓子 1，佐々尚美 2，久保博子 3，磯田憲生 3
（1 畿央大，2 武庫川女子大，3 奈良女子大）

17:45

D-12

日常生活におけるニオイの現状とその評価
本郷麻衣，○國嶋道子（京都女子大）

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
PC：Windows7 Microsoft Office 2010 予定

発表はパワーポイントによる投影のみとします。

3． 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。
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会場アクセス
武庫川女子大学中央キャンパス

（兵庫県西宮市池開町 6-46）

最寄り駅は，阪神電車「鳴尾(武庫川女子大前)」駅です。
中
央
キ
ャ
ン
パ
ス

阪神電車「鳴尾(武庫川女子大前)」駅から会場への徒歩経路
会場は，日下記念マルチメディア館（MM）です。

阪神鳴尾駅より

正
門

コンビニ

コ

阪神「鳴尾(武庫川女子大前)」駅を南側に出て，国道 43 号線沿いに東に進みます。1 つめの歩道橋を通り過ぎ，2 つめ
の歩道橋(鳴尾交差点)をのぼり，南東におります。正門を入り，右後ろにある屋外エスカレーターで道路を西に渡り，階段
をおります。もみの木広場の南側にある赤茶色の建物が会場（日下記念マルチメディア館／通称 MM 館）です。

※大学には駐車場がありません。電車等でお越しください。
※研究発表会当日は，西門・南門を閉鎖しています。正門をご利用ください。
※大学付近にコンビニが１軒ありますが，正門からの出入りのため MM 館から往復 10 分ほどかかります。鳴尾駅前等で
のコンビニのご利用が便利です。
※万が一，甲子園球場でプロ野球日本シリーズが開催される場合には，混雑が予想されますのでご注意ください。
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会場案内
日下記念マルチメディア館（通称「MM 館」）
◆1 階

入口
受付（12:00～）

受付

講演会（13:00～14:15)メディアホール
若手優秀発表賞受賞者掲示（夕刻～）受付付近

講演会

役員会（11:30～12:30）MM106

メディアホール

役員会
MM106

◆3 階
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
（18:30～20:00）MM カフェ

懇親会・授賞式
MM カフェ

◆5 階
研究発表会（14:30～18:15）
A 会場（食物）MM503

休憩室

B 会場（被服）MM505

MM501
本

D 会場
住居

部

MM508

MM502

A 会場

B 会場

C 会場

食物

被服

MM503

教育・防災
・福祉

MM505

MM506
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C 会場（教育・防災・福祉）MM506
D 会場（住居）MM508
休憩室

MM501

本部

MM502

