
日本家政学会　関東支部　第１７回家政学関連卒業論文・修士論文発表会　プログラム

2月28日(土）　日本女子大学にて実施

A会場　(301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） 分野

新藤 一敏 先生 日本女子大学 13:00～13:15 A-1 塩漬け桜葉の香気成分の同定と香気に寄与する成分の検索
○寺尾 英利加、橳島　侑

子、 松木美優
高橋 京子 日本女子大学家政学部食物学科 食物

高橋 京子 先生 日本女子大学 13:15～13:30 A-2 カロテノイド抗酸化活性評価系の再検討 〇奥野 由香梨、榊原 祐衣 新藤 一敏 日本女子大学家政学部食物学科 食物

13:30～13:45 A-3 P450BM-3(F87V)を用いた有用物質の創製及びそれらの抗酸化活性検討  〇杉山 牧、中村 悠里 新藤 一敏 日本女子大学家政学部食物学科 食物

飯田 文子 先生 日本女子大学 13:45～14:00 A-4 米飯の“老化感”に及ぼす調味料添加の影響  橋爪 杏奈 香西 みどり お茶の水女子大学生活科学部食物栄養学科 食物

14:00～14:15 A-5 頭足類の力学特性に及ぼす軟化処理の影響  永井 真美 上野 茂昭 埼玉大学教育学部家政専修 食物

香西 みどり 先生 お茶の水女子大学 14:15～14:30 A-6 嗜好品の好みと情報の関連性－チョコレート及びアイス類の調査から－ 〇遠山 弥生、伊藤 万菜伽 飯田 文子 日本女子大学家政学部食物学科 食物

14:30～14:45 A-7 女子大学生の朝食摂取の実態と意識 江澤 有佳 松島 悦子 和洋女子大学家政学群生活環境学類 食物

小林 三智子 先生 十文字学園女子大学 1４:45～15:00 A-8 ドライトマトの呈味成分 根本 美沙子 佐々木 弘子 聖徳大学大学院人間栄養学研究科人間栄養学専攻 食物

15:00～15:15 A-9 各種材料・調製方法がシフォンケーキの性状に及ぼす影響 麻生 裕美 島田 玲子 埼玉大学教育学研究科家政教育専修 食物

休憩　(15:15～15:30）

五関　正江 先生 日本女子大学 15:30～15:45 A-10 気分状態及び自律神経活動が味覚感受性に及ぼす影響 坂本　千秋 小林 三智子 十文字学園女子大学大学院人間生活研究科食物栄養学専攻 食物

15:45～16:00 A-11 肥満に伴う雄性不妊の分子メカニズムの解析 永田　真弓 鈴木 敏和 和洋女子大学大学院総合生活研究科総合生活専攻 食物

小原　敏郎 先生 共立女子大学 16:00～16:15 A-12 地域資源を活用したノンフォーマル教育活動の実践とその評価 〇良波　祥吾、奥井　一幾 得丸 定子 上越教育大学大学院学校教育研究科教科・領域教育専攻 家庭科教育

16:15～16:30 A-13 教室談話分析を用いた高校家庭科の指導法の検討 若月　温美　 伊藤 葉子 千葉大学大学院教育学研究科教科教育科学専攻 家庭科教育

B会場（302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） 分野

川端 博子 先生 埼玉大学 13:00～13:15 B-1
冬用インナーにおける吸湿発熱性をはじめとする性能評価
－冬用インナーは本当にあたたかいのか？－

竹澤 敦美 鬘谷　要 和洋女子大学 家政学群 服飾造形学類 被服

13:15～13:30 B-2 ピリング性評価方法の検討 森有 樹子 柚本　玲 文化学園大学　服装学部　服装造形学科 被服

薩本 弥生 先生 横浜国立大学 13:30～13:45 B-3 揃いの被服の着用が仲間意識の向上に及ぼす効果について 小坂　愛 水野 いずみ 実践女子大学生活科学部生活文化学科生活文化専攻 被服

13:45～14:00 B-4
針と糸を使った製作学習の実態とICT活用の提案　－教員養成系学部の講
義事例－

西村 綾世 川端 博子 埼玉大学教育学部家政専修 被服

14:00～14:15 B-5 十五年戦争下の日本における衣服の変遷とその役割 清水 早葵 森　理恵 日本女子大学家政学部被服学科 被服

森　理恵 先生 日本女子大学 14:15～14:30 B-6 ももいろクローバーZにおける色と役割の関係 小林 沙緒理 水野 いずみ 実践女子大学生活科学部生活文化学科生活文化専攻 被服

14:30～14:45 B-7 ヴィクトリア朝後期の子どもファンシードレス　～雑誌　THE QUEENより～ 大槻 理絵 佐々井 啓 日本女子大学家政学部被服学科 被服

1４:45～15:00 B-8 ファッションの新しい展示方法とその表現の特徴について 知識　萌
柳田 佳子、

尾形　恵
文化学園大学　服装学部　服装造形学科 被服

休憩　(15:00～15:15）

大矢 勝 先生 横浜国立大学 15:00～15:15 B-9 水溶性有機添加物を含む非イオン界面活性剤溶液の洗浄メカニズム 石山　明奈 米山　雄二 文化学園大学大学院生活環境学研究科服装学専攻 被服

15:30～15:45 B-10 ゆかたの着装体験を通じ伝統文化の伝承をめざした教育プログラムの開発 大矢　幸江 薩本　弥生 横浜国立大学大学院教育学研究科家政専攻 被服

斎藤 悦子 先生 お茶の水女子大学 15:45～16:00 B-11 世帯構造及び女性の就業状況の変化と外食・中食の増加との関連 吉田　和紗 粕谷　美砂子 昭和女子大学人間社会学部現代教養学科 経営

久保 桂子 先生 千葉大学 16:00～16:15 B-12 被災地の生活再建の現状－福島県いわき市を事例に－ 田中　梓 斎藤　悦子 お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科生活社会科学講座 経営

16:15～16:30 B-13
女性の就業継続と家事の社会化の実態
～家事代行サービスを利用する共働き女性のインタビューを通じて～

朝戸　裕理 斎藤　悦子 お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科生活社会科学講座 経営

16:30～16:45 B-14 未婚の女性非正規雇用者の生活実態－ケイパビリティ・アプローチを用いて－ 山本　咲子 斎藤　悦子 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 経営
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