
日本家政学会　関東支部　第18回家政学関連卒業論文・修士論文発表会　プログラム

平成28年2月20日(土）　共立女子大学神田一ツ橋キャンパスにて実施

A会場　(204教室）

発表時間 番号 題　　目 発表者氏名 指導者氏名 所属（大学・学部・学科等）

13:00～13:15 A-1
ウコギ科・ショウガ科植物に存在するセスキテルペン合成酵素の機能解析（化合物同
定、生理活性検討）

○澁谷 ゆりか・伊藤 智子・渡邉
ありさ

新藤 一敏 日本女子大学家政学部食物学科

13:15～13:30 A-2 生パイナップル及びその加工食品に含有されるカロテノイドに関する研究 ○安藤 優花、山口 理沙 新藤 一敏 日本女子大学家政学部食物学科

13:30～13:45 A-3 真空包装における物質移動について 佐藤 裕美 香西 みどり お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科

13:45～14:00 A-4 大量調理における根菜類の煮物の調理条件の設定 八川 梨紗 佐藤 瑶子 お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科

14:00～14:15 A-5 食物繊維高含有大麦粉を用いた食品の調理特性 奥山 理子 上野 茂昭 埼玉大学教育学部家政専修

14:15～14:30 A-6 妊娠期の食塩摂取制限が児の発育に与える影響 ○若林 穂野香・加藤 美波 上原誉志夫 共立女子大学家政学部食物栄養学科

14:30～14:45 A-7 スチームコンベクションオーブンを用いた根菜類の調理条件の検討 吉田 里緒 佐藤 瑶子 お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科

14:45～15:00 A-8　（Ｍ） 学校給食の歴史的変遷と教育的役割に関する一考察 菊地 絢 大森 玲子 宇都宮大学教育学研究科教科教育専攻

15:10～15:25 A-9　（Ｍ）
味噌に含まれる高血圧抑制因子の部分精製の試み－電気泳動による降圧因子の抽出
およびHPLCを用いた分析－

清水 奈三子 上原 誉志夫 共立女子大学大学院家政学研究科食物学専攻

15:25～15:40 A-10　（Ｍ） 高圧処理による大麦粉の改質 笹尾 翔士
荒木 徹也・上野
茂昭

東京大学大学院農学生命科学研究科

15:40～15:55 A-11 保育学生の保育観形成プロセス‐こども園における片付け場面での葛藤を通して‐ 鈴木 千織 入江 礼子 共立女子大学家政学部児童学科

15:55～16:10 A-12　（Ｍ） 初任保育者の成長プロセスに関する一考察 －養成校の学びを手がかりとして－ 三輪 穂奈美 入江 礼子 共立女子大学大学院 家政学研究科児童学専攻

16:10～16:25 A-13　（Ｍ） 特別な支援を必要とする子どもの保育に関する保育者間の連携 恒川 丹 小原 敏郎 共立女子大学大学院 家政学研究科児童学専攻

16:25～16:40 A-14 3世代における子ども部屋の使い方の変遷について 山中 優 定行 まり子 日本女子大学家政学部住居学科

16:40～16:55 A-15　（Ｍ） ひとり親世帯の居住の実態と今後の支援のあり方について 金指 有里佳 定行 まり子 日本女子大学大学院 家政学研究科住居学専攻

発表時間 番号 題　　目 発表者氏名 指導者氏名 所属（大学・学部・学科等）

13:00～13:15 B-1
女子大生の家族形成への当事者意識向上の要件と方法　―家族留学の学びの分析を
通して―

高岡 春花 斎藤 悦子 お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科

13:15～13:30 B-2 育児休業制度の利用と地域の子育て支援の実態と課題 佐藤 恵里奈 粕谷 美砂子 昭和女子大学人間社会学部現代教養学科

13:30～13:45 B-3 家族経営農業の意義と庭先販売の工夫及び課題 三原 爽子 粕谷 美砂子 昭和女子大学人間社会学部現代教養学科

13:45～14:00 B-4 複合施設における小学生の世代間交流　ー小学校併設デイサービスセンターの場合ー 門馬 愛 重川 純子 埼玉大学教育学部家政専修

14:00～14:15 B-5（Ｍ）
子育て期の就業女性のワーク・ライフ・バランス実現のための戦略　－家庭科家族・家
庭領域の教材化に向けて－

片岡 舞 久保 桂子 千葉大学大学院教育学研究科

14:15～14:30 B-6 麻製品も冬物で着られる訳 伊藤 詩穂 牛腸 ヒロミ 実践女子大学生活科学部生活環境学科

14:30～14:45 B-7 家庭用ミシンにおけるニット縫製条件の検討 中野 夏芽 澤渡 千枝 静岡大学教育学部学校教育教員養成課程学科教育学専攻

14:45～15:00 B-8 ダンスシューズにおける歩行の三次元動作解析 青木 朋美 布施谷 節子 和洋女子大学家政学群生活環境学類

15:10～15:25 B-9 色彩の嗜好性に与える照明の影響と評価 鈴木 志穂里 鬘谷 要 和洋女子大学家政学群服飾造形学類

15:25～15:40 B-10 ファッション雑誌の表紙および広告における色彩やキャプションと時代背景の相関 玉利 舞花 鬘谷 要 和洋女子大学家政学群服飾造形学類

15:40～15:55 B-11 近代日本人の色彩感覚ーその特徴と現状ー 篠田 容 長崎 巌 共立女子大学家政学部被服学科

15:55～16:10 B-12 考古学史料における麻類の鑑別方法について 石川 莉英 小原 奈津子 昭和女子大学生活科学部環境デザイン学科

16:10～16:25 B-13（Ｍ） 風呂敷市場における実態と企業戦略に関する研究 石原 慶子 藤田 雅夫 共立女子大学大学院家政学研究科被服学専攻

16:25～16:40 B-14（Ｍ） 空間放射線量の高い地域の安心安全な衣生活の検討 竹崎 泰子 多屋 淑子 日本女子大学院家政学研究科被服学専攻

16:40～16:55 B-15（Ｍ） 温熱特性からみる医療用ウィッグに関する研究 山本 直佳 川端 博子 埼玉大学大学院教育学研究科教科教育専攻

*　（Ｍ）は修士論文

座長

座長

時友 裕紀子
（山梨大学）

飯田　文子
（日本女子大学）

小林　三智子
（十文字学園女子大学）

綾部　園子
（高崎健康福祉大学）

新藤　一敏
（日本女子大学）

小原　敏郎
（共立女子大学）

入江　礼子
（共立女子大学）
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休憩　(15:00 ～15:10）

小原 奈津子
（昭和女子大学）

久保　桂子
（千葉大学）

粕谷　美砂子
（昭和女子大学）

川端　博子
（埼玉大学）

藤田 雅夫
（共立女子大学）

鬘谷　要
（和洋女子大学）

休憩　(15:00～15:10）


