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2017年度（一社）日本家政学会九州支部 第６３回大会 研究発表プログラム 

 

Ａ 会場 （食物） 

 

9：00～9：45 

座長 及川大地（長崎大学） 

A-1 キクイモの普及を目指したレシピ開発および機能性成分の分析  西九州大・健栄 ○児島百合子 

 西九州大・健栄 安田みどり 

 

A-2 ノビル（Allium macrostemon）の利用状況に関する調査 鳥栖市立鳥栖西中 ○畑中 悠花 

今治市立吹揚小 越智 彩子 

佐賀大・教育 萱島 知子 

 

A-3 長崎県（南島原）産新タマネギの抗酸化性および呈味特性 長崎県立大・看護栄養 ○湯浅正洋 

長崎県立大・院 川邊田晃司 

長崎県立大・看護栄養 稲垣佳映 

長崎県立大・看護栄養 冨永美穂子 

9：45～10：45 

座長 武田珠美（熊本大学） 

A-4 発酵乳および生クリームの調製方法の違いによる泡の物性 長崎県立大・看護栄養 ○中野綾香 

長崎県立大・看護栄養 島田亜美 

長崎県立大・看護栄養 名嘉真千怜 

長崎県立大・看護栄養 湯浅正洋 

長崎県立大・看護栄養 冨永美穂子 

 

A-5 植物性乳酸菌を使用した長崎県産乳酸発酵柑橘ジュースの調製 長崎県立大・看護栄養 ○島田亜美 

 長崎県立大・看護栄養 中野綾香 

長崎県立大・看護栄養 名嘉真千怜 

長崎県立大・看護栄養 湯浅正洋 

 長崎県立大・看護栄養 冨永美穂子 

 

A-6 炭酸麻酔を利用した活魚輸送の可能性 長崎県立大・看護栄養 ○久木野憲司 

― 日本の活魚を世界に届ける”地産他消”のすすめ ―  

 

A-7 スポーツ施設を利用する地域在住高齢者の生活状況と身体状況について 西南女学院大・栄養 ○山田志麻 

西南女学院大・福祉 山本佳代子 

西南女学院大・栄養 石井愛子 

 

10：45～11：45 

座長 冨永美穂子（長崎県立大学） 

A-8 女子大学生における行動変容の準備性を用いた健康行動の共起について 長崎国際大・健康管理 ○岡本美紀 

長崎県立大・看護栄養 武藤慶子 

 

A-9 大学が係わる食育推進と課題 西九州大・健栄 ○沖田千代 

― SOCを食育効果の指標とした平成28年度SSSを通して ― 福岡女子大・食健 梅木陽子 

九州福祉大・食栄 安倍ちか 

福岡女子大・食健 太田雅規 

 

A-10 保育所における保護者参加型食教育が 長崎県立大・看護栄養 〇石見百江 

子どもの食事マナーに与える影響について 広島女学院大・人間生活 下岡里英 
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A-11「味覚の授業」が児童の食知識、態度、行動に及ぼす影響 福岡女子大・国際文理 ○梅木陽子 

― 全国調査の結果より ― 福岡女子大・院 上田晴陽 

福岡女子大・院 早渕仁美 

 

 

 

Ｂ 会場 （食物・被服） 

 

9：00～9：45 

座長 西田真紀子（九州女子大学） 

B-1 福岡県産高倉ビワからのアルコール耐性酵母の分離 北九大・院 ○守口裕二 

北九大・国際環境工 森田洋 

 

B-2 焼酎麹菌の液体培養法による酵素生産性 北九大・院 ○松尾将平 

北九大・国際環境工 森田洋 

 

B-3 脂肪酸塩の添加がパン生地中のグルテンに及ぼす影響 北九大・院 ○濱石貴士 

 北九大・国際環境工 森田洋 

 

9：45～10：30 

座長 森田洋（北九州市立大学） 

B-4 米を加工したコロイド溶液の接触角の測定 長崎県立大・看護栄養 ○小田葉月 

長崎県立大・看護栄養 長田鈴子 

長崎県立大・看護栄養 吉田ひかる 

長崎県立大・看護栄養 樋口才二 

 

B-5 米を加工したコロイド溶液の粘度の測定 長崎県立大・看護栄養 ○長田鈴子 

長崎県立大・看護栄養 小田葉月 

長崎県立大・看護栄養 吉田ひかる 

長崎県立大・看護栄養 樋口才二 

 

 

B-6 米パンケースの内側の温度変化および接触角と粘度から得られる考察 長崎県立大・看護栄養 ○𠮷田ひかる 

長崎県立大・看護栄養 小田葉月 

長崎県立大・看護栄養 長田鈴子 

長崎県立大・看護栄養 樋口才二 

 

10：30～11：30 

座長 堀雅子（福岡教育大学） 

B-7 衣服の快適性に関する研究 武雄市立北方中学校 ○穴澤かおり 

― 学校教育における教育内容の分析 ― 佐賀大・教育 甲斐今日子 

 

B-8 赤ワイン汚れに対する酸素系漂白剤の洗浄効果と水の硬度の影響 シャボン玉石けん株式会社 ○田北美紀 

 シャボン玉石けん株式会社 川原貴佳 

 

B-9 衣料用香り付け剤および消臭剤の洗浄効果 九州女子大・家政 ○上原真樹 

― 家庭洗濯を想定した洗浄試験 ― 九州女子大・家政 須藤真由子 

 九州女子大・家政 山野美咲 

 

B-10 学生デザインの博多織を使用した衣服製作 香蘭女子短期大・ファッション ○尾畑圭祐 

～博多織企業との産学連携授業～ 
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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 甲斐今日子（佐賀大学） 

C-1 短期大学栄養士養成課程における入学前教育の可能性Ⅱ 佐賀女短大 ○諸岡直 

― より良い入学前教育を目指して ― 佐賀女短大 清水千幸 

 

C-2 幼児教育現場から提案できる実践的食育カリキュラムの再検討 学校法人愛光学園 こども教育文化研究所 〇加藤美香子 

 学校法人愛光学園 こども教育文化研究所 高田忠助 

 

C-3 小学校家庭科の教員養成におけるマイクロティーチングの課題 長崎大・教育 ○駒津順子 

― 被服領域の分析から ― 長崎大・教育 宮津寿美香 

 長崎大・教育 砂﨑素子 

 

C-4 藍の生葉染めの学校教育への導入に関する基礎的研究 鹿児島大・教育 ○瀬戸房子 

― 子どもの関心を誘発する指導方法についての提案 ― 

 

10：00～10：45 

座長 米村敦子（宮崎大学） 

C-5 家政学の社会貢献としての家族生活教育における親教育の歴史と定義 鹿児島県立短大 ○倉元綾子 

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

 

C-6 中高年者のスマートデバイス利用実態と画面上の問題点 長崎県立大・情報システム ○片山徹也 

 福岡女子大・国際文理 庄山茂子 

 

C-7 脂肪酸塩による土壌病原菌の制御 北九大・院 ○手島彰孝 

 北九大・国際環境工 森田洋 

 

10：45～11：30 

座長 澤島智明（佐賀大学） 

C-8 仮設住宅における居住支援体制の構築に関する研究 有明高専 ○藤原ひとみ 

 

C-9 八女福島地区における伝統的木造住宅の維持管理の実態 福岡教育大・教育 ○鈴木佐代 

 元 福岡教育大 穴見弥生 

 

C-10 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 3報） 宮崎大・教育 ○米村敦子 

― えびの市の自治区調査を通した隠居家の現状について ― 


