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（一社）日本家政学会九州支部 第６２回大会 発表プログラム 

A 会場 （食物） 

9：00～10：00 

座長  久木野憲司（長崎県立大学） 

A-1 高用量ツバキ油摂取によるマウス肝臓性状の検証 長崎大・教育 ○及川大地 

 長崎大・教育 本村菜摘 

 長崎大・教育 谷口由夏 

 長崎大・教育 野口華奈美 

 長崎大・教育 横田望来 

 

A-2 冷え性モデルラットを用いた性ホルモン補充と食事因子による 中村学園大・短大部 ○仁後亮介 

冷え性改善の試み  

 

A-3 米粉を培養基質とした液体麹の耐酸性α-アミラーゼ生産 北九大・院 ○松尾将平 

 北九大・国際環境工 森田洋 

 

A-4 液体大麦麹の耐酸性α-アミラーゼ生産 北九大院・国際環境工 ○井菜々子 

 北九大・国際環境工 森田洋 

 

10：00～11：00 

座長  及川大地（長崎大学） 

A-5 神埼産ヒシ外皮抽出物の抗菌効果 西九州大 ○斎木まど香 

 西九州大 安田みどり 

 西九州大 児島百合子 

 

A-6 佐賀県産黒大豆枝豆の機能性成分の分析と食味特性 西九州大 ○安田みどり 

 西九州大 四元博晃 

 西九州大 澤浦大阿 

 西九州大 中原斉吾 

 株式会社クリエイト 石川千洋 

 株式会社クリエイト 豊増康生 

 

A-7 ローズマリーのハーブティー摂取が心拍変動・筋温・エネルギー代謝に 佐賀大・教育 ○萱島知子 

与える影響 佐賀大・文教 吉野将史 

 佐賀大・文教 Nong Quynh Nga 

 佐賀大・全学 町田正直 

 

A-8 発酵および非発酵ルイボスティーの抽出条件による大学生の 広島工業大・食品生命 ○村上香 

嗜好性への影響 

 

11：00～11：45 

座長  萱島知子（佐賀大学） 

A-9 炭酸麻酔を利用した魚介類の低コスト活魚輸送システム構築の可能性 長崎県立大・看護栄養 ○西村志帆 

-安全安心食材として活魚流通を普及させることは可能か- 長崎県立大・看護栄養 宮城源希 

 長崎県立大・看護栄養 久木野憲司 

 

A-10 米食パンの製造における加水量の影響について 長崎県立大学 ○角野万葉 

 長崎県立大学 稲森玲那 

 長崎県立大学 梶原沙耶 

 長崎県立大学 樋口才二 
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A-11 米食パンのコロイド溶液の粘度と接触角の測定について 長崎県立大学 稲森玲那 

 長崎県立大学 梶原沙耶 

 長崎県立大学 角野万葉 

 長崎県立大学 樋口才二 

 

 

 

B 会場 （被服・食物） 

9：00～10：00 

座長  堀雅子（福岡教育大） 

B-1 ドラゴンフルーツの果皮の抽出液を用いた染色法の開発 鹿児島大・教育 ○矢崎ひかる 

 曽於市立末吉中 瀬口公美 

 鹿児島大・教育学系 錦織寿 

 鹿児島大・教育学系 瀬戸房子 

 

B-2 大学生の和服に対する意識と関わりについての研究 鹿児島大・教育 ○元翔子 

 鹿児島大・教育 瀬戸房子 

 

B-3 衣服の快適性に関する研究 佐賀大・院 ○穴澤かおり 

-大学生の衣生活に関するアンケート調査結果より- 佐賀大・教育 甲斐今日子 

 

B-4 大気圧非平衡プラズマ処理による表面改質の検討 宮崎大・教育 ○岡村好美 

 北教大 藤本尊子 

 岐女短大 村上眞知子 

 

10：00～10：45 

座長  八尋美希（近畿大学九州短期大学） 

B-5 各脂肪酸塩の添加による小麦粉及び米粉パンへの影響 北九大院 ○濱石貴士 

 北九大 森田洋 

 

B-6 幼児の運動能力と咀嚼力の関係について 長崎県立大 ○河野史香 

 長崎県立大 石見百江 

 

B-7 熊本の郷土料理「だご汁」に対する小学生・中学生の嗜好調査 熊本大・院 ○木本いつか 

 熊本大・教育 武田珠美 

 

10：45～11：30 

座長  武田珠美（熊本大学） 

B-8 女子大学生の学童期の共食経験が現在の食生活に及ぼす影響 長崎国際大 ○岡本美紀 

 長崎県立大学 中尾尚美 

 長崎県立大学 武藤慶子 

 

B-9 学生の調理経験と調理実習における自己評価との関連性 近畿大学九州短期大学 ○八尋美希 

 

B-10 成人男性を対象とする料理教室の取り組み 佐賀女子短 ○増田杏奈 

 佐賀女子短 尾﨑加奈 

 佐賀女子短 清水千幸 

 佐賀女子短 松浦朋美 

 佐賀女子短 福田紗弥香 
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C 会場 （家政学原論・家庭経営学・家族関係・家庭経済・保育・住居・家庭科教育） 

9：00～10：00 

座長  八幡彩子（熊本大学） 

C-1 南九州における隠居家の変遷とその住生活に関する住文化研究（第１報） 宮崎大・教育 ○米村敦子 

 

C-2 離島における高齢者の消費生活に関する研究 佐賀大 ○赤星礼子 

-沖縄の「共同売店」調査を通して- 尚絅大短大 川口惠子 

 尚絅大短大 川﨑孝明 

 香蘭女短大 後藤直子 

 

C-3 家政学の社会貢献としての家族生活教育におけるプログラム評価 鹿県短大 ○倉元綾子 

-Family Life Education: Working with Family across the Life Span (2nd Ed.)を分析する- 

 

C-4 短期大学栄養士養成課程における入学前教育の可能性 佐賀女子短大 ○諸岡直 

-高大接続改革につなげる入学前教育の取り組み- 佐賀女子短大 尾﨑加奈 

 佐賀女子短大 清水千幸 

 佐賀女子短大 増田杏奈 

 佐賀女子短大 松浦朋美 

 佐賀女子短大 福田紗弥香 

 

10：00～11：00 

座長  赤星礼子（佐賀大学） 

C-5 中学校家庭科における環境配慮行動を促す授業の検討 大分大・教育 ○財津庸子 

-アップサイクルを取り入れた製作教材を用いて- 私立大分高校 一法師英恵 

 

C-6 児童生徒の森林資源の消費に関する意識と実態 熊本大・院 ○岡田隼弥 

 熊本大・教育 宮瀬美津子 

 

C-7 中学校「家庭生活と消費」におけるパフォーマンス評価導入の試み 熊本大・院 ○安成（池田）美保 

 熊本大・教育 八幡（谷口）彩子 

 

C-8 保育施設での園外活動としての散歩の実態と地域環境について 熊本大・教育 ○中迫由実 

-熊本県の保育施設を対象に- （株）アネシス 石井綾香 

 

11：00～12：00 

座長  澤島智明（佐賀大学） 

C-9 安全性や景観の印象からみた路面のカラー舗装について 長崎県立大 ○片山徹也 

 福岡女子大 永田理紗 

 西南女学院短大 加來卯子 

 福岡女子大 庄山茂子 

 

C-10 過炭酸ナトリウムを併用した洗濯用石けんの洗浄力と水温の関係 シャボン玉石けん（株） ○吉村美紀 

 シャボン玉石けん（株） 川原貴佳 

 

C-11 開封後の粉製品中のダニ繁殖と保存状態の実態調査 北九州市立大学大学院 ○尾畑夢歩 

 北九州市立大学 森田洋 

 

C-12 脂肪酸塩のコンタクトレンズ洗浄液利用に向けての評価 北九大院・国際環境工 ○田中彩 

 北九大院・国際環境工 惠良真理子 

 北九大・国際環境工 森田洋 


