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社団法人 日本家政学会関東支部主催 

第 11回 家政学関連卒業論文・修士論文発表会 

 

日 時： 平成 21年３月 17日（火） 発表会 13:00-16:30  懇親会（無料）16:45～18:15 

会 場： 共立女子大学 本館３階（〒101-8437 東京都千代田区一ツ橋２-２-１） 

 

＜Ａ会場＞（308講義室） 

 

座長：小原 奈津子（昭和女子大学大学院） 

卒業論文発表 

A-1 (13:00-13:15) 白色 LED光源の博物館用照明としての適性評価  ―染色布の変退色への影響― 

共立女子大学 家政学部           ○角野 真衣子・大津 梓 

(指導者 齊藤 昌子) 

A-2 (13:15-13:30) ポリ乳酸繊維の良 •貧溶媒による収縮加工 

東京家政学院大学 家政学部                    青木 泉 

(指導者 安藤 穣) 

A-3 (13:30-13:45) 市販弱アルカリ性洗剤と界面活性剤の洗浄効率に及ぼす各種条件の影響 

実践女子大学 生活科学部                 柚木 ふみ 

(指導者 牛腸 ヒロミ) 

A-4 (13:45-14:00) 身近な生活廃棄物による悪臭物質の消臭効果 

実践女子大学 生活科学部                 池田 紘子 

(指導者 鎌田 佳伸・牛腸 ヒロミ) 

 

座長：牛腸 ヒロミ（実践女子大学） 

卒業論文発表 

A-5 (14:00-14:15)サーフィン用ウエットスーツの保温性向上に関わるインナー部の検討 

実践女子大学 生活科学部                奥住 奈央子 

(指導者 鎌田 佳伸) 

A-6 (14:15-14:30) 二次元数値シミュレーションによる自然対流下の衣服内環境解析 

実践女子大学 生活科学部                  藤根 希 

(指導者 鎌田 佳伸) 

修士論文発表 

A-7 (14:30-14:45) アオザイの素材とスリットが衣服内気候に及ぼす影響 

昭和女子大学大学院 生活機構研究科            宮嶋 美穂 

(指導者 小原 奈津子) 

 

（休憩（時間調整を含む）：14:45-15:00） 
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座長：伊藤 紀之（共立女子大学） 

卒業論文発表 

A-8 (15:00-15:15)透けるテキスタイルを綿布に重ねた場合の視覚印象評価における日韓比較 

文化女子大学 服装学部                 神田橋 舞子 

  (指導者 森川 陽)  

A-9 (15:15-15:30)ファッションコーディネイトと視覚効果 ～着やせと着太りの実態について～ 

和洋女子大学 家政学部                  廣瀬 直美  

(指導者 鬘谷 要) 

A-10(15:30-15:45)新 JIS衣料サイズ設定のための日本人の体型分析 

－1992～1994年度データと 2004～2006年度データの比較－ 

日本女子大学 家政学部           ○新田 麻衣・石橋 紀子 

(指導者 大塚 美智子) 

座長：大塚 美智子（日本女子大学） 

卒業論文発表 

A-11(15:45-16:00)杉浦非水のグラフィックデザイン 

杉野服飾大学 服飾学部                 大島 早央里      

(指導者 塚田 耕一) 

A-12(16:00-16:15)竹久夢二 ―ドイツでの芸術教育活動― 

共立女子大学 家政学部                  新田 彩乃 

(指導者 伊藤 紀之) 

修士論文発表 

A-13(16:15-16:30)Sears Roebuckのカタログにみる米国の生活デザイン 

―衣生活とその周辺機器を中心に― 

共立女子大学大学院 家政学研究科             田村 沙織 

(指導者 伊藤 紀之) 
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＜Ｂ会場＞（306講義室） 

 

座長：新井 映子（静岡大学） 

卒業論文発表 

B-1 (13:00-13:15) 低強度運動がその後の計算課題中の前頭前野および一次運動野血流量に 

及ぼす影響 

日本女子大学 家政学部    ○金子 真理子・加藤 美智子・藤樌 沙織 

(指導者 佐古 隆之) 

B-2 (13:15-13:30) 寒天ゲルとゼラチンゲルの咽頭部通過時における移動速度に及ぼす摂取量 

および咀嚼回数の影響 

昭和女子大学 生活科学部                         井上 悠季 

(指導者 森髙 初惠) 

修士論文発表 

B-3 (13:30-13:45) 女子大学生の肌水分率からみた肌状態及び生活習慣との関連性 

相模女子大学大学院 栄養科学研究科              平野 陽子 

(指導者 野田 艶子) 

座長：野田 艶子（相模女子大学） 

卒業論文発表 

B-4 (13:45-14:00) 食用油脂の過酸化物価の経時変化 

和洋女子大学 家政学部            ○菱山 千晶・○雲雀 遙 

(指導者 飯渕 貞明・岡本 由希) 

B-5 (14:00-14:15) 回転寿司ねたの細菌学的にみた安全性について 第４報 

東京家政学院大学 家政学部         ○奥村 千絵・池田 早希 

(指導者 薩田 清明)  

修士論文発表 

B-6 (14:15-14:30)調理・加工が魚類のアレルゲン性に及ぼす影響 

横浜国立大学大学院 教育学研究科            深井 むつみ 

(指導者 杉山 久仁子) 

B-7 (14:30-14:45)サツマイモ飯と粥におけるサツマイモβ-アミラーゼの影響と 

食生活教育での活用 

千葉大学大学院 教育学研究科              露久保 美夏 

(指導者 石井 克枝) 

 

（休憩（時間調整を含む）：14:45-15:00） 
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座長：重川 純子（埼玉大学） 

卒業論文発表 

B-8(15:00-15:15) 家庭科における科学的要素を取り入れた教材の検討  

宇都宮大学 教育学部                   松井 友美 

(指導者 大森 玲子) 

B-9(15:15-15:30) 学ぶ立場に立った家庭科教育についての一考察 ～小学校を中心に～ 

宇都宮大学 教育学部                   萩原 葉子 

(指導者 赤塚 朋子) 

座長：赤塚 朋子（宇都宮大学） 

卒業論文発表 

B-10(15:30-15:45) 保育者の立場から見た中・高校生の「ふれあい体験」 

―今後の家庭科「保育体験学習」のあり方を探る― 

静岡大学 教育学部                    土屋 絵里 

(指導者 小川  裕子) 

B-11(15:45-16:00) 中学校での職場体験の意義 －高校生と大学生へのインタビュー調査から－ 

埼玉大学 教育学部                    五島 萌子 

(指導者 重川 純子) 

座長：砂上 史子（千葉大学） 

卒業論文発表 

B-12 (16:00-16:15) 子どもの身体運動と自信の関係 ～運動会を中心として～ 

実践女子大学 生活科学部                 照井 優美 

(指導者 須賀 恭子) 

B-13(16:15-16:30) スポーツとパーソナリティ 

実践女子大学 生活科学部                  吉田 愛      

(指導者 須賀 恭子) 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************************************** 

＊PC動作の確認は、事前に 310講義室でお願い致します。（12：00～ ） 

＊次発表席にて、電子媒体の準備をお願い致します。 

＊時間配分は、発表 12分間＋質疑応答３分間（合計 15分間）です。 


