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一般社団法人日本調理科学会平成30年度大会のご案内
会　場：武庫川女子大学　（〒663-8558　兵庫県西宮市池開町6-46）
（事務局　武庫川女子大学　生活環境学部　食物栄養学科，E-mail：jscs30@mukogawa-u.ac.jp）

日　程：
8 月30日（木）　受付　 8：30～

※前納された方は，郵便振替払込受領証を受付にてお示しください。
大会・懇親会参加証，要旨集，弁当引換券をお渡しいたします。

9 ：15～10：15　口頭発表
10：30～11：00　ポスターセッション　奇数番号討論時間
11：00～11：30　ポスターセッション　偶数番号討論時間
13：00～13：45　一般社団法人日本調理科学会　事業報告会・学会賞授与式
14：00～16：30　公開シンポジウム

「調理と健康―伝統的な和食と食文化は認知症予防につながる―」
講演 1：「調理による脳の活性化と健康」

京都府立大学京都和食文化研究センター　元特任教授
Salon et Atelier, La Saison de Nishimuko　主宰　山下　満智子氏

講演 2：「食を楽しむ・心と体に響く和食」
龍谷大学農学部食品栄養学科　准教授　山崎　英恵氏

講演 3：「認知症ケアと予防に役立つ和食調理のすすめ方」
京都教育大学　家政科　教授　湯川　夏子氏

パネルディスカッション：「和食の価値と次世代に継承すべき技術」
コーディネーター／帝塚山学院大学　教授　福田　ひとみ氏
パネリスト／山下　満智子氏，山崎　英恵氏，湯川　夏子氏

9：00～15：00　ポスター掲示
9：00～16：00　特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」
10：00～16：00　食品・機器などの展示，書籍展示販売
18：00～20：00　懇親会　ホテルヒューイット甲子園（受付　17：30～）

8月31日（金）　受付　 8：30～
※前納された方は，郵便振替払込受領証を受付にてお示しください。
大会参加証，要旨集，弁当引換券をお渡しいたします。

9 ：30～12：15　口頭発表
12：30～13：20　NPOキャンパーによる災害時デモ調理・活動報告会
12：00～13：00　特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」情報交換会
13：00～13：30　ポスターセッション　奇数番号討論時間（含　若手研究者発表奨励賞）
13：30～14：00　ポスターセッション　偶数番号討論時間（含　若手研究者発表奨励賞）
14：15～15：00　口頭発表
9：00～15：00　ポスター掲示
9：00～15：00　特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」
10：00～15：00　食品・機器などの展示，書籍展示販売

会　費：参加費（研究発表要旨代を含む）
前納：正会員 6,000円　学生会員 2,000円
当日：正会員 7,000円　学生会員 2,500円　非会員 7,500円　非会員学生 3,000円

懇親会費（収容人数の都合上，当日参加は受け付けられないことがあります）
前納：正会員 10,000円　学生会員 5,000円
当日：正会員 11,000円　学生会員 6,000円　非会員 13,000円
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■武庫川女子大学へのアクセス
●新幹線「新神戸」駅から
神戸市営地下鉄「新神戸」駅⇒「三宮」駅にて阪神電車に乗り換え
●新幹線「新大阪」駅から
JR「新大阪」駅⇒ JR「大阪」駅にて
阪神電車に乗り換え

■懇親会会場（ホテルヒューイット甲子園）へのアクセス
学会会場から，公開シンポジウム後に送迎バスを用意しております。
直接，懇親会会場へお越しの方は，阪神「甲子園」駅西口より西へ徒歩 2分です。

神戸方面
から 神戸三宮 西宮

直通特急 または 快速急行 普通
16分 7分

徒歩
約7分

阪神電車を
利用

鳴尾
武庫川女子大前

中
央
キ
ャ
ン
パ
ス

大阪方面
から 梅田 尼崎

直通特急 普通
9分 7分

徒歩
約7分

阪神電車を
利用

鳴尾
武庫川女子大前

奈良・難波
方面から 近鉄奈良 大阪難波 尼崎

快速急行 普通
14分 7分

徒歩
約7分

近鉄・
阪神電車を
利用

鳴尾
武庫川女子大前

快速急行
44分

●神戸方面，大阪方面，奈良・難波方面から

JR神戸線

私鉄
JR

地下鉄

阪神本線
阪神なんば線
山陽電鉄本線
神戸高速東西線
近鉄奈良線
近鉄南大阪線

鳴尾
（武庫川女子大前）

芦屋

蛍池

十三

宝塚

西宮
北口

武庫川今津西宮

日根野

和歌山市

淀屋橋

尼崎

西九条

JR関西空港線・阪和線

南海空港線・本線

阪神
なんば線

地下鉄御堂筋線

JR東西線

大阪モノレール

阪急宝塚線

阪急今津線

阪神本線

JR神戸線

阪急神戸線

神戸新交通
ポートアイランド線

神戸市営地下鉄

山陽電鉄本線

山陽新幹線

なんば（大阪難波）

関西国際
空港

大阪国際
空港

神戸空港

新神戸

元町高速神戸新開地

和歌山

★
三ノ宮
神戸三宮

新大阪

姫路 大阪
梅田

京橋

天王寺中央キャンパス

★
甲子園

ホテルヒューイット
甲子園

コンビニエンス
ストア

国道43号線

学校
教育館

総合心理
科学館

神戸方面← →大阪方面
橋
道
歩

館
育
体一
第

館
育
体一
第

第二
体育館

公江
記念館

日下記念
マルチ
メディア館

橋
道
歩

正門

線
根
曽
小

学院
本館

公江記念
栄養科学館講堂

健康
科学館南館

エスカレータ西門 武庫川女子大学
中央キャンパス

道
下
地

ス
バ
神
阪

川
庫
武

学
大
子
女

前

守衛室

鳴尾（武庫川女子大前）駅神戸三宮← →梅田・奈良武庫川駅

研
究
所
棟

看護科学館

●阪神電車「鳴尾（武庫川女子大前）」駅から中央キャンパスまでのご案内
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健康科学館
（HS）

健康科学館
（HS）

公江記念講堂
[食堂：アゼリア（地下）]
公江記念講堂
[食堂：アゼリア（地下）]

南館
（S）
南館
（S）

阪神「鳴尾」駅

南門（閉門中）

国道43号線

アゼリア（地下1階）
ポスター会場

（一般，若手，家庭料理）

企業展示・書籍販売

懇親会会場
シャトルバス乗り場

受付・クローク
公江記念館ロビー

正門

口頭発表Ａ〜D会場
休憩室（２・３F)

お弁当引き換え場所
（2F入り口）

全体図

公江記念講堂（１階）
公開シンポジウム

事業報告会
学会賞授賞式

NPOキャンパー
デモ調理

NPOキャンパー
活動報告会

(L2-11)

：南(S)館への道順

文学２号館
（L2）

NPOキャンパー
活動報告会

男性用お手洗いは階段1階から2階へ
上がった途中にあります

図書館前（NPOキャンパー）

大会本部
来賓・役員控室

(L2-11)
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受付

クローク

（1 ）

公江記念講堂（１階）
公開シンポジウム

事業報告会
学会賞授賞式

（ ）

若手 賞
BOX

ポスター会場受付

企業展示
書籍販売

家庭料理ポスター
若手

ポスター
一般

ポスター

正門図書館前・ 学２号館(L2)
（NPOキャンパー）

（1階）
公江記念講堂
受付・クロークへ

ス

地下1階：アゼリア
（ポスター・展示会場）へ

WC

WC
公
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大会本部
(HS-201)

館（S館）

公江記念講堂
正門へ

Ａ会場
(S-23)

会場
(S-24)

休憩室
(S-32)

2

3 C会場
(S-37)

D会場
(S-35)

休憩室
(S-33)

休憩室
(S-21)

休憩室
(S-22)

お弁当引き換え
場所

・ 会場受付

・D会場受付

階休憩室 お弁当会場 用 い

学館
2

健康科学館へ

公江記念講堂
正門・S館 へ

かえ

か
え

来賓控室
(HS-204・205)

役員控室
(HS-203)
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会場および座長一覧表

8月30日（木）
口頭発表

【南館（S館）】
A会場
（S-23）

B会場
（S-24）

C会場
（S-37）

D会場
（S-35）

座長
9：15～10：15

1A-1～1A-4
磯部由香

1B-1～1B-4
五島淑子

1C-1～1C-4
高村仁知

1D-1～1D-4
岸田恵津

10：30～11：00 ポスターセッション　奇数番号討論時間
【公江記念講堂：地下1階アゼリア】

11：00～11：30 ポスターセッション　偶数番号討論時間

13：00～13：45 一般社団法人日本調理科学会　事業報告会・学会賞授与式 【公江記念講堂： 1階】

14：00～16：30

公開シンポジウム「調理と健康―伝統的な和食と食文化は認知症予防につながる―」
 【公江記念講堂： 1階】
講演 1：「調理による脳の活性化と健康」

京都府立大学京都和食文化研究センター　元特任教授
Salon et Atelier, La Saison de Nishimuko　主宰　山下　満智子氏

講演 2：「食を楽しむ・心と体に響く和食」
龍谷大学農学部食品栄養学科　准教授　山崎　英恵氏

講演 3：「認知症ケアと予防に役立つ和食調理のすすめ方」
京都教育大学　家政科　教授　湯川　夏子氏

パネルディスカッション：「和食の価値と次世代に継承すべき技術」 【公江記念講堂： 1階】
コーディネーター／帝塚山学院大学　教授　福田　ひとみ氏
パネリスト／山下　満智子氏，山崎　英恵氏，湯川　夏子氏

9：00～16：00 特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」

【公江記念講堂：地下 1階アゼリア】
9：00～15：00

ポスター掲示

若手研究者発表奨励賞　ポスター掲示

10：00～16：00
食品・機器などの展示

書籍展示販売

18：00～20：00 懇親会（受付17：30～） 【ホテルヒューイット甲子園】
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8 月31日（金）
口頭発表

【南館（S館）】
A会場
（S-23）

B会場
（S-24）

C会場
（S-37）

D会場
（S-35）

座長
9：30～10：30

2A-1～2A-4
杉山寿美

2B-1～2B-5
（ 9 ：30～10：45）

吉村美紀

2C-1～2C-5
（ 9 ：30～10：45）

奥西智哉

2D-1～2D-5
（ 9 ：30～10：45）

松井元子
10：30～11：15 2A-5～2A-7

坂本薫 2B-6～2B-10
（10：45～12：00）

松本美鈴

2C-6～2C-10
（10：45～12：00）

新井映子

2D-6～2D-10
（10：45～12：00）

湯川夏子11：15～12：15 2A-8～2A-11
真部真里子

12：30～13：20 NPOキャンパーによる災害時デモ調理・活動報告会 【中央図書館前・文学 2号館（L2-11）】

12：00～13：00 特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」情報交換会
 【公江記念講堂：地下 1階アゼリア】

13：00～13：30 ポスターセッション　奇数番号討論時間
 （若手研究者発表奨励賞）

【公江記念講堂：地下1階アゼリア】
13：30～14：00 ポスターセッション　偶数番号討論時間

 （若手研究者発表奨励賞）

口頭発表
【南館（S館）】

A会場
（S-23）

B会場
（S-24）

C会場
（S-37）

D会場
（S-35）

座長
14：15～15：00

2A-12～2A-14
藤原智子

2B-11～2B-13
西村公雄

2C-11～2C-13
菊﨑泰枝

9：00～15：00 特別企画「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」

【公江記念講堂：地下1階アゼリア】
9：00～15：00

ポスター掲示

若手研究者発表奨励賞　ポスター掲示

10：00～15：00
食品・機器などの展示

書籍展示販売
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口 頭 発 表
〈 1 日目 〉 8 月30日（木） 〇：発表者

A会 場【南館（S館）　S-23】

　 9 ：15～10：15　　〔座長：磯部由香〕

 1A-1   包丁操作時の学習者と熟練者の包丁運動データの比較 
○由良亮1，浜野純2，萩原勇人3，梅林千恵子3，藤岡美香1，山本麻衣1，楠瀬千春4

（1中京学院大短大，2早稲田大スポーツ科学学術院スポーツ科学研究センター，3東筑紫短大，
4九州栄養福祉大）

 1A-2   学校および家庭における「火」の扱いを体得する機会 
○清水彩子1，丸山智美1，河原ゆう子2，伊藤久敏2（1金城学院大，2東邦ガス（株））

 1A-3   たんぱく質関連用語の認知度調査―高校家庭科教科書の用語分類を中心に― 
○福留奈美1，池田彩子2（1お茶の水女子大，2名古屋学芸大）

 1A-4   静岡県の郷土料理「黒はんぺん」と特産品「緑茶」を用いた中学校家庭科教材への試み 
○竹下温子1，鈴木青葉1，斎藤梢2（1静岡大，2静岡大教育学部附属島田中学校）

B 会 場【南館（S館）　S-24】

　 9 ：15～10：15　　〔座長：五島淑子〕

 1B-1   福島県中通り北部の江戸期婚礼献立の特徴 
○津田和加子1，菊池節子2（1桜の聖母短大，2郡山女子大）

 1B-2   1300年以上の伝統を受け継ぐ岐阜県長良川における鵜匠家の鮎なれずし 
○堀光代1，西脇泰子2，長野宏子3

（1岐阜市立女子短大，2岐阜聖徳学園大短大，3岐阜大）

 1B-3   千葉県の家庭料理　主菜と地域特性の関連 
○峰村貴央1,2，鈴木亜夕帆1,2，渡邊智子1,2，梶谷節子1,2，中路和子1,2，柳沢幸江1,3，今井悦子1,4，
石井克枝1,5，大竹由美1

（1千葉県家庭料理研究委員会，2千葉県立保健医療大，3和洋女子大，4聖徳大，5淑徳大）

 1B-4   郷土料理ほうとうの変遷と伝承 
○松本美鈴1，阿部芳子2，坂口奈央3，柘植光代4，時友裕紀子5

（1大妻女子大，2相模女子大，3山梨県立北杜高，4日本大短大，5山梨大）
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C会 場【南館（S館）　S-37】

　 9 ：15～10：15　　〔座長：高村仁知〕

 1C-1   ツタンカーメンエンドウの抗酸化性に及ぼす調理の影響 
○近藤（比江森）美樹，上原穂野香（徳島文理大）

 1C-2  Y-13 エルゴチオネイン高生産食用きのこのスクリーニングおよび食品への利用 
○東真衣1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

 1C-3   ローズマリー抽出物の機能性評価 
○山田直史1，中桐実奈美2，山脇香菜2，新實祐理3，伊東秀之3，宗歳日光里4，山崎勤4，中西徹4，
中村宜督5（1清心中・清心女子高，2清心女子高，3岡山県大・院，4就実大，5岡山大・院）

 1C-4   ベイクドミルク中のアレルゲンの消化吸収性 
○和泉秀彦，山田千佳子（名古屋学芸大）

D会 場【南館（S館）　S-35】

　 9 ：15～10：15　　〔座長：岸田恵津〕

 1D-1   カボチャにおける貯蔵中の成分変化とカボチャサラダの嗜好性 
○山田加奈子1，白ろ1，宮崎直人2，吉元寧2，松枝博明1，川邊清隆1，西田毅1，松田寛子3，
白井隆明3，島本国一1（1ケンコーマヨネーズ（株），2（株）サナス，3東京海洋大）

 1D-2   固形脂を添加したマッシュポテトの力学的特性と食べやすさについて 
○大須賀彰子1，中川裕子2，川合丈志3，藤井恵子1，大越ひろ1

（1日本女子大，2日本大，3太陽化学（株））

 1D-3   ポテトサラダを想定したジャガイモ中のレジスタントスターチ含有量に与える調味料添加の影響
○松田寛子1，中澤暁輝1，田中麻美子，宇田川瑛里，西田毅2，白井隆明1

（1東京海洋大・院，2ケンコーマヨネーズ（株））

 1D-4  Y-05 キャベツ中のポリフェノールとミネラル量に与える調理操作の影響 
○秋山聡子，池田昌代，鈴野弘子（東京農大）
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〈 2 日目 〉 8 月31日（金）
A会 場【南館（S館）　S-23】

　 9 ：30～10：30　　〔座長：杉山寿美〕

 2A-1  Y-07 調理における砂糖の加熱熔融特性についての検討　昇温速度の違いによる熔融状況の差異 
○今津有稀1，坂本薫2,3，森井沙衣子2,3,4

（1兵庫県立大・院，2兵庫県立大，3先端食科学研究センター，4神戸大・院）

 2A-2   みりんを混合した醤油調味液の加熱による香気成分の変化 
○北川莉帆1，高鈺晴1，片山弘2，小幡明雄2，菅原悦子1（1岩手大，2キッコーマン（株））

 2A-3   炊飯における生醤油の調理特性 
○安藤真美1，北尾悟1，畠中芳郎2，小幡明雄3

（1大阪樟蔭女子大，2（地独）大阪産業技術研究所，3キッコーマン（株））

 2A-4   大根の調味に及ぼす煮汁の粘度の影響 
○佐藤裕美1，佐藤瑶子2，熊谷美智世1，香西みどり2（1お茶の水女子大・院，2お茶の水女子大）

　10：30～11：15　　〔座長：坂本薫〕

 2A-5  Y-12 担子菌の発酵によるきのこ味噌の開発 
○城畑麻奈1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

 2A-6  Y-06 うま味・甘味との相互作用による味増強効果と味の持続時間との関係性 
○山崎桃子1，石川匡子2，高橋徹3，塚本研一3

（1秋田県立大・院，2秋田県立大，3秋田県総合食品研究センター）

 2A-7  Y-08 他の味成分との相互作用を利用した高塩分濃度食品における減塩方法の検討 
○竹澤夏菜1，石川匡子2（1秋田県立大・院，2秋田県立大）

　11：15～12：15　　〔座長：真部真里子〕

 2A-8   調理におけるだしの抗糖化効果に関する研究　第3報―アクリルアミド生成抑制効果について―
○杉浦文香，三ッ石純子，岡田公一，上野友哉，松田秀喜（焼津水産化学工業（株））

 2A-9   鰹節だしのキレート活性に関する研究 
○今村聡美，三ッ石純子，上野友哉，松田秀喜（焼津水産化学工業（株））

 2A-10  Y-09 かつお節の“削りたて”香と香気成分の変化 
○来島壮，藤原佳史（ヤマキ（株））

 2A-11   雑味の視点からみた昆布出汁の光分析手法による解析 
○田口拓実1，西川恵梨子1，伊藤良栄1，橋本篤1，亀岡慎一2，大引伸昭3，湯川徳之3，亀岡孝治1

（1三重大，2中部大，3辻調理師専門学校　エコール辻大阪）

　14：15～15：00　　〔座長：藤原智子〕

 2A-12   保育所保護者の食生活習慣・栄養摂取状況と排便習慣との関連 
○御手洗早也伽，宮原葉子，入来寛，三成由美，徳井教孝（中村学園大）

 2A-13   保育所保護者の生活習慣・栄養摂取状況と腸内細菌叢との関連 
○宮原葉子，御手洗早也伽，入来寛，熊谷奈々，三成由美，徳井教孝（中村学園大）

 2A-14   自閉スペクトラム症児における食嗜好の特徴 
○渡邊順平1，堀江菜々子1，塩見朋子1，佐藤典子2，玉村公二彦1，杉山薫1

（1奈良教育大，2甲子園大）
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B 会 場【南館（S館）　S-24】

　 9 ：30～10：45　　〔座長：吉村美紀〕

 2B-1  Y-03 鶏の週齢の違いが卵の調理特性に与える影響―ボリスブラウン鶏― 
○小泉昌子1，峯木眞知子2（1東京家政大・院，2東京家政大）

 2B-2  Y-10 酵素処理を併用した真空調理による高齢者向け鶏肉製品の開発 
○土岐田佳子，中島真実，仁平葉子，藤井恵子（日本女子大）

 2B-3   料理人によるジビエを美味しく加熱調理する手法　美味しさと安全性の両立を目指して 
○秋元真一郎1，迫井千晶2，五領田小百合3，山田研2

（1エコール　辻　東京，2辻調理師専門学校，3辻静雄料理教育研究所）

 2B-4   くくり罠で捕獲された伊豆地域のニホンジカ肉のpHと食肉特性との関連 
○稲垣桜子1，山本千晶2，柴田昌利2，村野正記3，佐野文美1,4，市川陽子1

（1静岡県立大・院，2静岡県畜技研，3伊豆市役所，4常葉大）

 2B-5  Y-14 米麹と米麹甘酒の酵素活性および米麹甘酒により発酵させた食肉の変化 
○辰巳桃子1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

　10：45～12：00　　〔座長：松本美鈴〕

 2B-6   デフェリフェリクリシン高含有清酒による畜肉調理時の不快臭抑制効果 
○柏原宏行，戸所健彦，福田克治，堤浩子，秦洋二（月桂冠（株））

 2B-7   SPME法およびスニッファーによる魚箱残存臭気分析 
○篠原亜里紗1，河野俊夫2，張夏1（1高知大・院，2高知大）

 2B-8   電子スモーク法による燻煙時間が燻製フグの品質に及ぼす影響 
○福田翼1，江上渚1，中本圭祐2，南祥寛1，辰野竜平1，古下学1

（1水産機構・水大校，2（株）ふく衛門）

 2B-9  Y-04 岩牡蠣の呈味特性と呈味成分の特徴に関する研究 
○湯浅正洋1，川邊田晃司2，江口恵加2，安部春香1，山下絵美3，古場一哲1，冨永美穂子4

（1長崎県立大，2長崎県立大・院，3東大阪大短大，4広島大・院）

 2B-10   ツメタガイの各種加熱処理における物理的特性 
○山本淳子1，森山三千江2（1愛知学泉短大，2愛知学泉大）

　14：15～15：00　　〔座長：西村公雄〕

 2B-11   ショウガ（Zingiber offinale）抽出物を用いた豆乳ゲルの作成方法の検討（第 2報） 
○山田徳広1，苔庵泰志2，津村和伸3（1三重短大，2三重県工業研，3不二製油グループ本社（株））

 2B-12   貯蔵豆における調理中の「浸漬操作」が加熱時間に及ぼす影響 
○郡山貴子1，佐藤瑶子1，飯島久美子2，香西みどり1（1お茶の水女子大，2東洋大）

 2B-13   加熱調理可能な野菜ゲルの冷凍耐性に関する研究 
○小川歩実1，中野優子1,2，香西みどり1（1お茶の水女子大，2農研機構・食品研）
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C会 場【南館（S館）　S-37】

　 9 ：30～10：45　　〔座長：奥西智哉〕

 2C-1   グルテンフリー米粉パンの製パン性に与える調製法が異なるアピオス粉末の影響 
○伊藤聖子，中村有紗，新井映子（静岡県立大・院）

 2C-2   ナチュラルチーズを添加したパンの官能評価プロファイリング 
○森田亜紀1,2，藤本章人1，香西みどり2（1MCフードスペシャリティーズ（株），2お茶の水女子大）

 2C-3  Y-02 グルテンフリー米粉パン調製における製パン条件の検討 スロージューサー残渣添加の影響
○原康香1，武智多与理2，畠中芳郎3，萬成誉世1，高村仁知1

（1奈良女子大，2千里金蘭大，3（独）大阪産業技術研究所）

 2C-4  Y-01 ホームベーカリーによる高β-glucan 大麦40％含有食パンの調製と官能評価 
○鷲塚晋1，奥田玲子2，佐藤幸治1，白杉（片岡）直子1（1神戸大・院，2四條畷学園短大）

 2C-5   パン粥のテクスチャーにプロテアーゼが及ぼす影響 
○西原百合枝1，池口舞1，田﨑奈緒子1，藤本彩花1，朝倉富子2，舟木淳子1

（1福岡女子大，2東大院農生科）

　10：45～12：00　　〔座長：新井映子〕

 2C-6   おから添加生地の特性に及ぼすおから添加割合と加水量の影響 
○堀井貴子1，栗﨑純一2，宮脇長人3（1十文字学園女子大，2十文字学園女子大・院，3石川県大）

 2C-7   品質の異なるソースの成分のパスタ内部へ浸透度の評価 
○仲西由美子，入江謙太朗（（株）日清製粉グループ本社）

 2C-8   RVAによる炊飯後米飯の経時的評価 
○奥西智哉，岡留博司，五月女格（農研機構・食品研）

 2C-9   エスプーマ調理法により調製した高齢者向け米粥におよぼす味噌の影響 
○駒込乃莉子，小泉晶子，加藤和子，峯木眞知子（東京家政大）

 2C-10   赤飯のセレウス菌食中毒の危害要因 
○加藤和子，駒込乃莉子，峯木眞知子，森田幸雄（東京家政大）

　14：15～15：00　　〔座長：菊﨑泰枝〕

 2C-11   卵白含泡ゲル状食品の物理的特性と食べやすさの検討 
○高橋智子1，高橋美夏1，中川裕子3，大越ひろ2（1神奈川工科大，2日本女子大，3日本大短大）

 2C-12   鮮度による温泉卵の凝固状態の変化について 
辰口直子1，○大雅世2（1和洋女子大，2国際学院埼玉短大）

 2C-13   乾燥卵白メレンゲを用いたマカロン焼成条件について 
○宮本有香1，宇高茜2（1神戸女子大，2武庫川女子大）
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D会 場【南館（S館）　S-35】

　 9 ：30～10：45　　〔座長：松井元子〕

 2D-1   大原幽学と食生活に関する研究 
○大河原悦子1,3，古本美栄2，小田中南弓1，中島肇1,2，龍崎英子3

（1和洋女子大，2和洋女子大・院，3千葉伝統郷土料理研究会）

 2D-2  Y-11 Multi-sip Temporal Drivers of Wanting（multi-sip TDW）法を用いた緑茶が洋菓子の
摂取モチベーションに与える影響の評価
○佐藤晃平，衣笠仁（（株）伊藤園　中央研究所）

 2D-3   抹茶の点て方に関する化学的考察 
○堀江秀樹，江間かおり，野村幸子，物部真奈美（農研機構果樹茶業研究部門）

 2D-4   「あん」の新たな利用のための市場調査と若者世代を対象とした嗜好調査 
○福田ひとみ，勝川路子（帝塚山学院大）

 2D-5   高齢者地域サロンにおける料理活動の導入と効果　介護予防の視点から 
○湯川夏子1，飯塚真由1，岡田利子2，昆布睦育巳2，明神千穂3

（1京都教育大，2りこちゃんハウス，3近畿大）

　10：45～12：00　　〔座長：湯川夏子〕

 2D-6   健康志向を反映した油を添加した嚥下食の評価 
○佐藤真実（仁愛大）

 2D-7   在宅高齢者の健康モデル食としての日本型薬膳メニューの開発 
○入来寛1，寺師美里2，御手洗早也伽1，三成由美1,2，徳井教孝1（1中村学園大，2中村学園大・院）

 2D-8   健常高齢者における栄養状態や運動が筋力に与える影響 
○三田有紀子1，藤本藍梨1，佐久間理英1，横山礼奈1，内田健志2，渡邊航平3

（1椙山女学園大，2日本水産（株），3中京大）

 2D-9   鉄製フライパンからの鉄の溶出の経時的変化及び食材への鉄の移行について 
○鷲頭哲男1,2，伊藤直子1（1新潟医療福祉大，2国際調理製菓専門学校）

 2D-10   卵を用いた菓子類に含まれるビタミンB12 ―高齢者のためのビタミンB12 供給源としての評価―
○桂博美，赤津衣吏加，岩井みのり，村田采加，山村愛実（京都女子大）
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ポスターセッション
〈 1 日目 〉 8 月30日（木）
公江記念講堂【地下 1階アゼリア】

掲示時間　 9：00～15：00／討論時間（奇数番号）10：30～11：00／（偶数番号）11：00～11：30

 1P-1   ダイジョ，ジネンジョの褐変および冷凍・解凍によるレオロジーの変化 
○近藤寛子，石井香代子，高橋知佐子，渕上倫子（福山大）

 1P-2   うどん麺への長芋ペースト置換の影響 
○小出あつみ1，間宮貴代子1，松本貴志子2，山内知子1（1名古屋女子大，2名古屋女子大短大）

 1P-3   高 pHでのジャガイモ澱粉の糊化と糊液の特性 
○平島円1，山本ちひろ1，高橋亮2，磯部由香1，西成勝好3（1三重大，2群馬大・院，3湖北工業大）

 1P-4   加工タピオカでんぷんによる全粒粉パンの製パン条件の検討 
○加藤美穂，小早川和也（名古屋文理大短大）

 1P-5   ホワイトソルガム粉の製パンへの利用 
○片山佳子，新井祐輔（東京聖栄大）

 1P-6   クッキーにおける小麦粉から米粉への粉量換算方法 
○村田美穂子（広島文化学園短大）

 1P-7   植物油使用による焼き菓子の物性 
○中條祥子，小崎香澄，長岡麻紀，佐藤幸子（実践女子大）

 1P-8   画像解析ソフトを用いた米飯の「粒立ち」の評価（品種編） 
○岩井美和，鈴木慎吾，仲辻亮作（（株）生活品質科学研究所）

 1P-9   新潟砂丘さつまいも“いもジェンヌ”の特性と食味の評価 
○山口智子，田村麻美子（新潟大）

 1P-10   馬鈴薯の電子レンジ調理における伝熱および反応解析 
○川口毬，福岡美香，酒井昇（東京海洋大・院）

 1P-11   微細米粉を用いたカステラの製菓特性 
○野口聡子1，大喜多祥子2，徳永みな子3，中谷梢4，樋上純子5，山本悦子6，八木千鶴3，米田泰子7

（1龍谷大，2元大阪大谷大，3千里金蘭大，4兵庫県立大・院，5元園田学園女子大短大，
6大阪夕陽丘学園短大，7元京都ノートルダム女子大・院）

 1P-12   米飯の冷蔵および冷凍保存が米飯パンの物理特性に及ぼす影響 
○熊谷美佑，村上陽子（静岡大）

 1P-13   低温長時間処理が真空調理した牛すね肉および豚すね肉の物理化学および官能特性に及ぼす
影響 
○濟渡久美1,2，吉成愛未1，石川伸一1（1宮城大，2東北生活文化大短大）

 1P-14   低温長時間処理が真空調理したリンゴの物理化学および官能特性に及ぼす影響 
○石川伸一1，吉成愛未1，濟渡久美1,2（1宮城大，2東北生活文化大短大）

 1P-15   畜肉の焼成過程における香気成分の解析 
○石澤薫，福岡美香，酒井昇（東京海洋大・院）
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 1P-16   魚焼成過程における香気成分の解析 
○古川裕子，福岡美香，酒井昇（東京海洋大・院）

 1P-17   冷凍方法の違いが冷凍アサリの品質に及ぼす影響 
○山田沙奈恵，中野睦実，岸本麻理恵，橋本多美子（武庫川女子大）

 1P-18   低真空環境やCO2 が食品保存性能に与える影響 
○露口小百合，小寺真美（大阪夕陽丘学園短大）

 1P-19   自家製べったら漬け作製時における漬け床の微生物学的検討 
○山本直子，小貫浩平，北村義明，荒木裕子（東京聖栄大）

 1P-20   沢あざみの収穫時期および葉軸長とポリフェノール量の関連について 
○山澤和子，高橋里奈（名女大）

 1P-21   大量調理現場における卵調理加工品の緑変防止 4　調理現場での有効性の検討 
○大橋かすみ1，山田夏代1，高木明奈1，松本祥子2，板橋未奈，山澤正勝1

（1名古屋文理栄養士専門学校，2ティンクルなごや）

 1P-22   島根県の地産地消促進活動　島根県産大根を使用した大根麺の開発 
○藤江未沙，野坂隆文，石原佑希子，池野潤，永瀨敬顕，小椋麻友，中平鈴果
（松江栄養調理製菓専門学校）

 1P-23   東海地区における地産の伝統的ねぎに関する調査 
○松本貴志子1，間宮貴代子2，小出あつみ2，山内知子2（1名古屋女子短大，2名古屋女子大）

 1P-24   野菜の蒸し調理における嗜好特性―カブとキャベツの甘味について― 
○山本真子1，岸田恵津2，井奥加奈3（1甲南女子大，2兵庫教育大，3大阪教育大）

 1P-25   バナナの低アレルゲン化と抗酸化性に及ぼす調理条件の影響 
○赤石記子1，太田菜1，長尾慶子2（1東京家政大，2東京家政大・院）

 1P-26   レンコン皮の乾燥方法がポリフェノール量および抗酸化活性に及ぼす影響 
○鶴田裕美，柘植圭介，澤田和敬，岩元彬（佐賀県工業技術セ）

 1P-27   完熟梅ピューレの調理特性 
○村上恵1，江田友夏1，関悦子1，野口舞1，土田靖久2（1同志社女子大，2和歌山果樹試　うめ研）

 1P-28   山菜ノビルのおいしさについての評価 
○萱島知子1，富岡由衣2，松嶋海興2，福田伸二1，大島一里1（1佐賀大，2元佐賀大）

 1P-29   塩こうじ液が食肉の味に及ぼす効果 
○齊藤（北岡）千佳1，山本純平1，井部奈生子2，良永（加藤）裕子1（1麻布大，2戸板女子短大）

 1P-30   加熱方法の違いがさつまいもの食べやすさに及ぼす影響 
○中川（岩崎）裕子1，高橋智子2，大越ひろ2（1日本大，2神奈川工科大）

 1P-31   セルロース複合麺の特性に関する研究（第 3報） 
○後藤昌弘1，岩田惠美子2，山根千弘1，橋本和弘3，吉村眸4，畑欣宏4，浅見孝志4

（1神戸女子大，2畿央大，3大阪緑涼高，4オーミケンシ（株））

 1P-32   キノコだしで炊飯した米飯の抗酸化活性 
谷本憂太郎2，○菅野友美1，亀谷宏美3，水野洋子4，三宅義明1，大澤俊彦5

（1愛知淑徳大，2北大・院，3農研機構，4金城学院大，5愛知学院大）

 1P-33   重曹添加が八升豆粉末を用いた麺に及ぼす影響 
○飯島久美子1，江原瑞姫1，郡山貴子2，佐藤瑶子2，小西史子3，香西みどり2

（1東洋大，2お茶の水女子大，3女子栄養大）
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 1P-34   電子レンジ調理における調理器具の違いによる煮魚のおいしさへの影響 
○亀山周平，高原啓也，上村慎一郎（ライオン（株））

 1P-35   牛乳・乳製品エスプーマの物性と嗜好性 
○冨永美穂子1，中野綾香2，冨永眞美2，湯浅正洋2（1広島大，2長崎県立大）

 1P-36   気泡混合ゲルの物理的特性と食べやすさ 
○松田佑加1，大場悠貴1，中川裕子2，大越ひろ3，高橋智子1

（1神奈川工科大，2日本大短大，3日本女子大）

 1P-37   蒸しと通電加熱を併用した新しい炊飯方式に関する基礎研究 
○河野俊夫1，篠原亜里紗2，張夏2（1高知大，2高知大・院）

 1P-38   スチームコンベクションオーブンの低温加熱工程が調理後時間経過による食味低下に及ぼす影響
○野坂隆文，石原佑希子，藤江未沙，永瀨敬顕，池野潤（松江栄養調理製菓専門学校）

 1P-39   夏期集中講義における大学生の食育：火おこしと竃炊飯を活用した調理実習 
○山下満智子1，細辻珠紀2，松原秀樹3，滝澤理仁4，鍋島朋之4，間合絵里4，齊藤大樹5，北島宣4，
中崎鉄也4

（1同志社女子大・非常勤，2神戸山手短大・非常勤，3（株）OGBC，4京大院・農，
5JIRCAS・京大院・農）

 1P-40   NHKラジオ「女性教室」（1950～1965年）で紹介された食生活 
―家庭料理・惣菜を月次テーマとした講座ついて―
○高橋洋子（新潟大）

 1P-41   揚げ物の嗜好と揚げ調理に対する意識 
○久保加織1，安藤真美2，伊藤知子3，今義潤4，江口智美5，小寺真実6，髙村仁知7，露口小百合6，
中平真由巳8，林淑美9，原知子8，水野千恵10，明神千穂11，村上恵12，和田珠子13

（1滋賀大，2大阪樟蔭女子大，3帝塚山大，4（株）Jオイルミルズ，5山形県立米沢栄養大，
6大阪夕陽丘学園短大，7奈良女子大，8滋賀短大，9園田学園女子大，10神戸学院大，11近畿大，
12同志社女子大，13大手前短大）

 1P-42   小学生がうま味の相乗効果を学ぶための味覚授業の実施 
○神田知子1，堤咲莉衣2，上田みちの2，飯田珠美2，宮川和美2，掃部美咲1，荻野裕子2，山口裕美2，
小切間美保1（1同志社女子大・院，2同志社女子大）

 1P-43   中世以降の岡山県におけるタイの食習慣 
○畦五月（香川大）

 1P-44   リンゴの丸むき操作における巧拙と包丁操作の関係（3） 
○秋山久美子，山中健太郎（昭和女子大・院）

 1P-45   学生主体で行う調理講習会における学生の能力向上への取り組みと検証 
～食物アレルギー児のための親子料理教室の実施と評価～
○中原眞由美（岡山学院大）

 1P-46   わさびの添加が餅の物理特性に及ぼす影響 
○佐藤未帆，村上陽子（静岡大）

 1P-47   みりん粕の添加がスポンジケーキの物理特性および官能特性に及ぼす影響 
○松嶌和花，村上陽子（静岡大）

 1P-48   調製条件が米飴の成分に及ぼす影響 
○鈴木ひなの，村上陽子（静岡大）

 1P-49   干菓子（打ち物）の物性と食嗜好性 
○村上陽子，中丸葵惟（静岡大）
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 1P-50   菓子型を用いた練り切りの製法と意匠　季節の変化に着目して 
○青木里帆，村上陽子（静岡大）

 1P-51   女子学生の外食およびランチの状況 
○間宮貴代子1，小出あつみ1，松本貴志子2，山内知子1（1名古屋女子大，2名古屋女子短大）

 1P-52   鹿児島県志布志市の伝統料理せんさらに使用されるサメの種類とその製法 
○大富あき子（東京家政学院大）

 1P-53   女子大生の魚介類およびその料理に対する嗜好―肉類の嗜好・乳類の嗜好との比較― 
○峯木眞知子1，戸塚清子2，小泉昌子3（1東京家政大，2大妻中学高等学校，3東京家政大・院）

 1P-54   寿司および郷土料理のイメージと世代や地域の関連性 
○奥谷香1，坂本薫2,3（1日本栄養専門学校，2兵庫県立大，3先端食科学研究センター）

 1P-55   学生の献立作成に関わる要因の検討 
○布川育子，能井さとみ（光塩学園女子短大）

 1P-56   食品添加物「無添加」や「不使用」と表示された食品に対する消費者意識調査 
○清水亮輔1，上田要一1，岡野秀夫1，高石和則1，赤澤周平2

（1一般社団法人　日本食品添加物協会，2（株）エム・ディ・アイ ラボラトリ）

 1P-57   手作りソーラークッカーへの挑戦　身近な材料で作るソーラークッカー 
○根津美智子，樋口千鶴，鈴木耕太（山梨学院短大）

 1P-58   菓子木型の文化間比較に関する基礎研究 
○須川妙子（愛知大短大）

 1P-59   ツタンカーメンエンドウの赤色色素の安定性 
○磯部由香，石丸奈緒，平島円（三重大）

 1P-60   小学校家庭科教科書における鍋炊飯加熱過程の表現に対する教員志望大学生の理解 
○白杉直子1，片平理子2，橘ゆかり2，作田はるみ2，坂本薫3，堀内美和4，森井沙衣子1,3，中谷梢5，
井奥加奈6，三浦加代子7，川西正子8，升井洋至9，岩城啓子10，岸田恵津11

（1神戸大・院，2神戸松蔭女子学院大，3兵庫県立大，4パナソニック（株），5兵庫県立大・院，
6大阪教育大，7園田学園女子大，8近畿大，9武庫川女子大，10梅花女子大，11兵庫教育大）

 1P-61   教員志望大学生による小学校家庭科教科書の記述に従った鍋炊飯実習の実施と課題 
○作田はるみ1，橘ゆかり1，白杉直子2，片平理子1，坂本薫3，堀内美和4，森井沙衣子2,3，中谷梢5，
井奥加奈6，三浦加代子7，川西正子8，升井洋至9，岩城啓子10，岸田恵津11

（1神戸松蔭女子大，2神戸大・院，3兵庫県立大，4パナソニック（株），5兵庫県立大・院，6大阪教育大，
7園田学園女子大，8近畿大，9武庫川女子大，10梅花女子大，11兵庫教育大）

 1P-62   ICT を活用した調理実習モニタリングシステムの開発と評価 
○金井猛徳1，谷岡由梨2，中野長久3（1仁愛女子短大，2東京農業大，3大阪府立大）

 1P-63   調理に使用するローレルの形状による香気成分 
佐藤幸子，○数野千恵子（実践女子大）

 1P-64   漬物を使ったパン・スーツについて 
○取替恵，佐藤生一（名古屋文理大短大）

 1P-65   チーズ製造における酵素の特性 
○高橋真美（戸板女子短大）

 1P-66   イソマルトデキストリンの調理への利用に関する基礎的研究 
○升井洋至1,2，濱谷風香1，小泉采音1，黒瀬　真弓3，渡邊光3

（1武庫川女子大，2武庫川女子大・栄養科学研究所，3（株）林原）
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 1P-67   昆虫食試食会におけるアンケート調査 
○森永八江（山口大教育学部）

 1P-68   産地の異なる山椒（Zanthoxylum piperitum DC.）の香気成分分析と官能評価による分類
○山崎一諒1，福留奈美2，早川文代3，永野幸生4

（1兵庫大，2お茶の水女子大・院，3農研機構・食品研，4佐賀大総合分析実験センター）

 1P-69   脳波分析を活用した，ヒトの「食べたい気持ち」「やみつき感」に関連した感性の解明 
○西脇美香1，後藤麻友1，朝倉杏奈1，石田健1，山口隆司1，渡辺健市1，満倉靖恵2

（1（株）J‒オイルミルズ，2慶應義塾大）

 1P-70   電子レンジ対応トレーの色，絵柄および彩り野菜が魚介類のおいしさに与える影響 
○佐久間亜美1，川嶋比野2，織茂信尋3，数野千恵子1（1実践女子大，2戸板女子短大，3東信水産（株））
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〈 2 日目 〉 8 月31日（金）
公江記念講堂【地下 1階アゼリア】

掲示時間　 9：00～15：00／討論時間（奇数番号）13：00～13：30／（偶数番号）13：30～14：00

 2P-1   米ぬか入りシフォンケーキの品質と嗜好性について 
○李温九，山本朋代，中田恵子，玉木咲子（羽衣国際大）

 2P-2   泡立てた卵白を用いたヌードルメーカーによるパスタの組織構造 
○佐藤靖子1，鈴木惇2（1東北生活文化大，2修紅短大）

 2P-3   各種デンプンを用いたパウンドケーキの調製と課題 
○金高有里，名倉秀子（十文字学園女子大）

 2P-4   有色ソルガム粉の製粉方法の違いが基礎特性と製パン性に及ぼす影響 
○高崎禎子，吉川祐未（信州大）

 2P-5   長芋の調理形態と加熱処理温度によるレジスタントスターチ量の変化 
○亀井文，坂岡優美（宮城教育大）

 2P-6   各種デンプンの配合がソバ粉シューの膨化に及ぼす影響 
橋詰奈々世1，谷口明日香2，磯邊瞳1，柴岳郎3，○小林理恵1,2

（1東京家政大，2東京家政大・院，3日穀製粉（株））

 2P-7   高齢者が食べやすくおいしい米飯の新規炊飯方法の開発　おねばの成分 
○坂本薫1,2，井上友見3，長谷川逸美3，一宮悠香3，西川亜惟子3，中野志保1，長尾歩実1，
森井沙衣子1,2,4

（1兵庫県立大，2先端食科学研究センター，3タイガー魔法瓶（株），4神戸大・院）

 2P-8   そば加工品に含まれるタンパク質の消化性について 
○友竹浩之（飯田女子短大）

 2P-9   大豆加工素材の添加が食パンの膨化に及ぼす影響 
○平尾和子1，三星沙織1，古谷彰子1,2，中塚康雄3，米山陽子1

（1愛国学園短大，2早稲田大，3アンリエット）

 2P-10   米粉混合系の熱的および力学的特性におよぼす貯蔵期間の影響 
○永井紘太1，吉村美紀2（1兵庫県立大・院，2兵庫県立大）

 2P-11   ミニトマトジュースが「地粉（中力粉）パンの製パン性」に与える影響 
○中島君恵，井桁千恵子（桐生大短大）

 2P-12   脂肪含量の異なる牛肉官能評価と摩擦測定との関係 
○神田麻莉1，星野亜由美2，飯田文子2（1日本女子大・院，2日本女子大）

 2P-13   牛肉の官能評価における香りを的確に捉えるパネリストの育成 
○南舞1，星野亜由美2，飯田文子2（1日本女子大・院，2日本女子大）

 2P-14   品種の異なる大豆で調製した豆乳の特徴 
○島田和子1，藤城絢加2，藤本愛2，山本梨恵2（1広島修道大，2山口県立大）

 2P-15   おから粉末を利用した高齢者向け食品“つみれ”の品質評価 
○鈴野弘子，秋山聡子，池田昌代（東京農大）

 2P-16   赤魚の味や組織に及ぼす乳清（酸ホエイ）・塩麹の影響 
○村元美代1，阿部真弓2，横山恵2，冨岡佳奈絵2，鈴木惇2（1盛岡大，2修紅短大）
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 2P-17   節レンコンパウダーの有用性について 
○相良剛史1，原田香1，橋本多美子2（1尚絅大短，2武庫川女子大）

 2P-18   タケノコにおけるデンプン粒およびタンパク質の分布 
○阿部真弓，冨岡佳奈絵，阿部友衣子，横山恵，鈴木惇（修紅短大）

 2P-19   近赤外分光法を用いたダイコン煮物の調理特性 
○須谷和子1,2，川端麻優子3，升井洋至3,4

（1大阪青山大，2武庫川女子大・院，3武庫川女子大，4武庫川女子大・栄養科学研究所）

 2P-20   キャピラリー電気泳動法による野菜類中のシュウ酸の分析 
○小泉采音1，速水彩瑛1，升井洋至1,2（1武庫川女子大，2武庫川女子大・栄養科学研究所）

 2P-21   野菜類に含まれる糖質分解酵素阻害活性物質に関する研究 
○村田玖美1，松村沙耶2，升井洋至2,3

（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大，3武庫川女子大・栄養科学研究所）

 2P-22   加熱調理がカロテノイド及びポリフェノール系成分由来の抗酸化力に及ぼす影響 
人参の煮物の場合
○槇原咲貴1，高木陽子2，菊﨑泰枝2（1奈良女子大・院，2奈良女子大）

 2P-23   レンコンパウダーの活用方法の検討 
○渡邊幾子（四国大短大）

 2P-24   節レンコン添加パンの製パン性 
○原田香1，相良剛史1，橋本多美子2（1尚絅大短大，2武庫川女子大）

 2P-25   半乾燥野菜を用いた調理品における嗜好性の検討 
○飯村裕子1，長尾慶子2，小林理恵2，笹原由雅3（1常磐大，2東京家政大・院，3（株）ニチレイフーズ）

 2P-26   未利用資源を活用したパウンドケーキの検討 
○植田和美（四国大短大）

 2P-27   食用花色素を活用したジャム 
○山﨑薫1，綿貫仁美1，奈良一寛2，岩﨑里菜1，石神優紀子1（1東京家政学院大，2実践女子大）

 2P-28   オリーブオイルの風味が嗜好性に及ぼす影響 
○橋本夕紀恵，佐川敦子，大橋きょう子（昭和女子大）

 2P-29   増粘多糖類を添加したキヌアパンの物性 
○石井和美，細野夏未，山田恭歌，小林三智子（十文字学園女子大）

 2P-30   ホワイトソルガムパンの嗜好性向上に関する研究 
○佐久間仁美，城市怜奈，石井和美，小林三智子（十文字学園女子大）

 2P-31   真空フライケールチップスの開発と加熱温度の影響 
吉村美紀1，○細田捺希1，大場裕美子1，澤村弘美1，鯛かおる2

（1兵庫県立大，2（株）アトラステクノサービス）

 2P-32   豆腐を使って調製した白玉団子および生地の物性について 
○小堀龍太郎，林瑞穂，中田忍（大阪教育大）

 2P-33   ごまの香りを引き出す製法と嗜好との関連性 
○入江知紗1，中谷有希1，戸塚智子1，上地利征1，姫野實1，薄井友子2

（1デリア食品（株），2（株）旬菜デリ）

 2P-34   スチーム加熱を利用したベーグルの品質特性 
○松森慎悟1，阿久澤さゆり2（1駒沢女子大，2東京農業大）
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 2P-35   昆布やごぼうの焙煎調理におけるラジカル消去活性について 
○小川彩1，竹之内明子2，岡井紀代香2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

 2P-36   製造法の異なるしょうゆの嗜好性および調理特性（第 2報） 
○橋本多美子1，宗本侑子1，木太陽香1，宮本有香2，小幡明雄3

（1武庫女子大，2神戸女子大，3キッコーマン（株））

 2P-37   凍結含浸法による動物性食材の変化 
○石井香代子，近藤寛子，鴻池優佳，渕上倫子，高橋知佐子（福山大）

 2P-38   朝食においてご飯を主食とする者とパンを主食とする者の食事構成の比較 
○礒部喜代子，柳沢幸江（和洋女子大）

 2P-39   質問紙調査による関西在住の消費者における野菜の消費意識と調理方法の比較 
○井奥加奈1，川越星来1，山本真子2,3，岸田恵津2（1大阪教育大，2兵庫教育大，3甲南女子大）

 2P-40   1997年と2016年の野菜の調査からみた野菜の調理方法の比較 
○橘ゆかり1，井奥加奈2（1神戸松蔭女子学院大，2大阪教育大）

 2P-41   女子学生の食習慣の現状と疲労状態との関連 
○阪野朋子1，小出あつみ2，山内知子2（1名古屋女子大短大，2名古屋女子大）

 2P-42   大学生における過去および現在の共食状況と対人コミュニケーションなどとの関連（第 2報）
過去と現在の共食状況とその継続性について
○谷口泉1，土田満2（1名古屋文理大，2愛知みずほ大・院）

 2P-43   赤ワインと魚介類の相性について 
○吉田沙紀，吉野知子，辻雅子，林一也（東京家政学院大）

 2P-44   包丁技術力向上のための教育方法の検討（第一報） 
○福田小百合，坂本千科絵，久米雅，岩田美智子，望月美也子（京都文教短大）

 2P-45   対話力，深い学びを伴った小学生の調理力の育成研究 
○宇都宮由佳1，福永淑子2，田渕弘子2，瀬尾弘子3，佐藤陽子2，松田素行2，石井克枝4

（1学習院女子大，2文教大，3大妻女子大，4淑徳大）

 2P-46   小学生を対象とした包丁技能の指導について 
○中村恵子，伊藤ありさ（福島大）

 2P-47   「父と子の料理教室」による食育活動 
○綾部園子1,2，小西大喜2，平方千裕1（1高崎健康福祉大，2高崎健康福祉大・院）

 2P-48   学生の自炊実践におよぼすキッチン設備の影響 
○久木野睦子1，柿山章江2（1活水女子大，2大妻高）

 2P-49   イタリア首都ローマの学校給食 
○中澤弥子（長野県立大）

 2P-50   漁業従事者の家庭における未利用魚の利用について 
○後藤月江，三木章江，渡邊幾子，植田和美（四国大短大）

 2P-51   大学生の漬物に対する意識とぬか漬け体験 
○月ヶ瀬雅子1，久保加織2（1滋賀大・院，2滋賀大）

 2P-52   大学生の味覚と食生活，食嗜好との関連性 
○宮島彩，山田真衣（名古屋文理大）

 2P-53   概日リズムに反する食餌摂取が若年雌ラットの体重増加にもたらす影響 
○藤原智子1，中田理恵子2（1京都ノートルダム女子大，2奈良女子大）
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 2P-54   学生の料理に対する認知と調理について 
○鷲見裕子（高田短大）

 2P-55   「紅ふうき」茶を利用した紅茶作り　食育プログラムの検討 
○森中房枝，長谷川里歩（鹿児島純心女子大）

 2P-56   栄養・おいしさの視点から調査した本膳料理 2　現代の食生活への提案 
○中根一恵1，南基泰2，洲崎孝雄3，森瀬一幸2，小川宣子2（1富山短大，2中部大，3料亭洲さき）

 2P-57   チョコレート摂取による脳波及び自律神経活動の変化 
○小林三智子，藤間成美，大里野萌，忽滑谷明穂（十文字学園女子大）

 2P-58   レシピの工夫で単独調理が可能になった失語症の主婦事例 
○後藤葉子，中村眞理子（札幌医科大）

 2P-59   失語症者のためのレシピの改良 
○中村眞理子，後藤葉子（札幌医科大）

 2P-60   各種添加物溶液がアントシアニン（AN）含有馬鈴しょに与える影響 
○綿貫仁美1，吉田沙紀1，山﨑薫1，林一也1，田宮誠司2

（1東京家政学院大，2農研機構北海道農業研究センター）

 2P-61   学校における節水行動に関する省エネ教育プログラムの開発 
○荒木葉子1，金木尚志1，三神彩子2,3，赤石記子3，長尾慶子4

（1新渡戸文化短大，2東京ガス（株），3東京家政大，4東京家政大・院）

 2P-62   CAS の有効的活用についての検討 
○栄田彩花1，奥田華奈2,3，蓬田健太郎2,4，升井洋至2,5

（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大，3（株）アビー，4武庫川女子大・バイオサイエンス研究所，
5武庫川女子大・栄養科学研究所）

 2P-63   希少糖D‒プシコースの食パンへの利用について 
○小川眞紀子1，山本いず美1，安東美紀1，石井夢乃1，井上愛朱加1，岡本彩友子1，早川茂2

（1ノートルダム清心女子大，2香川大）

 2P-64   献立作成支援タブレット端末アプリの効果的な活用の提案 
○高橋啓子，川端沙也花，細川康輝，鈴木直美，尾崎圭司（四国大）

 2P-65   ごぼうの下処理方法の違いがドレッシンング製品に及ぼす影響 
○曽矢麻理子，安達美幸，岩井里香子，岡田有紗，小林三智子（十文字学園女子大）

 2P-66   無毒フグ（養殖）からの肝油抽出法の検討 
○大貫和恵1，山部真祐子1，五百藏良2，野口玉雄3

（1茨城キリスト教大，2東京医療保健大，3東京医療保健大・院）

 2P-67   阿波晩茶製造工程から分離した乳酸菌の発酵性および増殖特性 
○木村早亜，岡崎貴世（四国大・院）

 2P-68   果樹園・農場を有した加工施設における商品開発　地域貢献大学としての支援 
○園田純子，岩﨑亜優，大坪優花，山川恵佳（山口県立大）

 2P-69   各種甘味料が調布生地の食味および物性に与える影響 
○櫻井瞳（名古屋文理大短大）
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若手研究者発表奨励賞　ポスター発表
8 月30日（木）・ 8 月31日（金）
公江記念講堂【地下 1階アゼリア】

掲示時間　 9：00～15：00／討論日時　 8月31日（奇数番号）13：00～13：30／（偶数番号）13：30～14：00

 Y-01  2C-4 ホームベーカリーによる高β‒glucan 大麦40％含有食パンの調製と官能評価 
○鷲塚晋1，奥田玲子2，佐藤幸治1，白杉（片岡）直子1（1神戸大・院，2四條畷学園短大）

 Y-02  2C-3 グルテンフリー米粉パン調製における製パン条件の検討　スロージューサー残渣添加の影響 
○原康香1，武智多与理2，畠中芳郎3，萬成誉世1，高村仁知1

（1奈良女子大，2千里金蘭大，3（独）大阪産業技術研究所）

 Y-03  2B-1 鶏の週齢の違いが卵の調理特性に与える影響―ボリスブラウン鶏― 
○小泉昌子1，峯木眞知子2（1東京家政大・院，2東京家政大）

 Y-04  2B-9 岩牡蠣の呈味特性と呈味成分の特徴に関する研究 
○湯浅正洋1，川邊田晃司2，江口恵加2，安部春香1，山下絵美3，古場一哲1，冨永美穂子4

（1長崎県立大，2長崎県立大・院，3東大阪大短大，4広島大・院）

 Y-05  1D-4 キャベツ中のポリフェノールとミネラル量に与える調理操作の影響 
○秋山聡子，池田昌代，鈴野弘子（東京農大）

 Y-06  2A-6 うま味・甘味との相互作用による味増強効果と味の持続時間との関係性 
○山崎桃子1，石川匡子2，高橋徹3，塚本研一3

（1秋田県立大・院，2秋田県立大，3秋田県総合食品研究センター）

 Y-07  2A-1 調理における砂糖の加熱熔融特性についての検討　昇温速度の違いによる熔融状況の差異 
○今津有稀1，坂本薫2,3，森井沙衣子2,3,4

（1兵庫県立大・院，2兵庫県立大，3先端食科学研究センター，4神戸大・院）

 Y-08  2A-7 他の味成分との相互作用を利用した高塩分濃度食品における減塩方法の検討 
○竹澤夏菜1，石川匡子2（1秋田県立大・院，2秋田県立大）

 Y-09  2A-10 かつお節の“削りたて”香と香気成分の変化 
○来島壮，藤原佳史（ヤマキ（株））

 Y-10  2B-2 酵素処理を併用した真空調理による高齢者向け鶏肉製品の開発 
○土岐田佳子，中島真実，仁平葉子，藤井恵子（日本女子大）

 Y-11  2D-2 Multi-sip Temporal Drivers of Wanting（multi-sip TDW）法を用いた緑茶が洋菓子の
摂取モチベーションに与える影響の評価
○佐藤晃平，衣笠仁（（株）伊藤園　中央研究所）

 Y-12  2A-5 担子菌の発酵によるきのこ味噌の開発 
○城畑麻奈1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

 Y-13  1C-2 エルゴチオネイン高生産食用きのこのスクリーニングおよび食品への利用 
○東真衣1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）

 Y-14  2B-5 米麹と米麹甘酒の酵素活性および米麹甘酒により発酵させた食肉の変化 
○辰巳桃子1，鮫島由香2，松井徳光2（1武庫川女子大・院，2武庫川女子大）
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特別企画　「次世代に伝え継ぐ　日本の家庭料理」
8 月30日（木）・ 8 月31日（金）
公江記念講堂【地下 1階アゼリア】

　掲示時間　 8月30日／ 9：00～16：00　 8 月31日／ 9：00～15：00　

 P-k1   北海道の家庭料理　主菜の特徴　魚介，肉，大豆・大豆製品を中心として 
○宮崎早花1，菅原久美子2，村上知子3，伊木亜子4，菊地和美5，木下教子6，坂本恵7，佐藤恵8，
田中ゆかり8，土屋律子9，畑井朝子10，藤本真奈美8，山口敦子11

（1酪農学園大，2札幌国際大短大，3元北海道教育大，4函館短大，5藤女子大，6北翔大，
7札幌保健医療大，8光塩短大，9元北翔大，10元函館短大，11天使大）

 P-k2   青森県の家庭料理　主菜の特徴　豊富な魚介中心の料理 
○今井美和子1，安田智子2，澤田千晴2，熊谷貴子3，下山春香2，真野由紀子2，北山育子2

（1東北栄養専門学校，2東北女子短大，3青森県立保健大）

 P-k3   岩手県の家庭料理　主菜の特徴　魚料理 
○髙橋秀子1，長坂慶子2，魚住惠3，菅原悦子4，村元美代5，渡邉美紀子1，冨岡佳奈絵1，佐藤佳織1，
阿部真弓1，松本絵美2，岩本佳恵2

（1修紅短大，2岩手県立大盛岡短大，3元岩手県立大盛岡短大，4岩手大，5盛岡大）

 P-k4   宮城県の家庭料理　主菜の特徴　自然の幸に恵まれた宮城のおかず 
○高澤まき子1，和泉眞喜子2，宮下ひろみ4，野田奈津実2，濟渡久美3，矢島由佳1

（1仙台白百合女子大，2尚絅学院大，3東北生活文化大短大，4東都医療大）

 P-k5   秋田県の家庭料理　主菜の特徴　多様な魚料理を中心にした主菜 
○髙山裕子1，熊谷昌則2，大野智子3，山田節子1，三森一司1，髙橋徹2，逸見洋子4，駒場千佳子5，
長沼誠子6

（1聖霊女子短大，2秋田県総食研セ，3青森県立保健大，4秋田大，5女子栄養大，6元秋田大）

 P-k6   山形県の家庭料理　主菜の特徴　自然の恵みを楽しむ 
○齋藤寛子1，平尾和子2，佐藤恵美子3，宮地洋子4

（1山形県立米沢栄養大，2愛国学園短大，3元新潟県立大，4青葉学院短大）

 P-k7   福島県の家庭料理　主菜の特徴　会津地方，中通り地方，浜通り地方の主菜 
○加藤雅子1，會田久仁子1，阿部優子1，栁沼和子2，中村恵子3，津田和加子4，福永淑子5

（1郡山女子大短大，2郡山女子大，3福島大，4桜の聖母短大，5文教大）

 P-k8   東京都の家庭料理　主菜の特徴　23区と都下，島しょの特徴 
○伊藤美穂1，赤石記子2，色川木綿子2，宇和川小百合2，大久保洋子3，香西みどり4，加藤和子2，
佐藤幸子5，白尾美佳5，成田亮子2

（1東京栄養食糧専門学校，2東京家政大，3元実践女子大，4お茶の水女子大，5実践女子大）

 P-k9   神奈川県の家庭料理　主菜の特徴　魚・肉・乳料理を中心に 
○櫻井美代子1，大越ひろ2，増田真祐美3，清絢，大迫早苗4，酒井裕子4，河野一世5，津田淑江6，
小川暁子7

（1東京家政学院大，2日本女子大，3成立学園中高，4相模女子大，5なら食と農の創造国際大学校，
6共立女子短大，7神奈川県農業技術センター）
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 P-k10   埼玉県の家庭料理　主菜の特徴　川魚の利用 
○島田玲子1，河村美穂1，名倉秀子2，木村靖子2，徳山裕美3，松田康子4，駒場千佳子4，土屋京子5，
成田亮子5，加藤和子5（1埼玉大，2十文字学園女子大，3帝京短大，4女子栄養大，5東京家政大）

 P-k11   千葉県の家庭料理　主菜の特徴　豊かな自然との関わり 
○渡邊智子1,2，梶谷節子1,2，中路和子1,2，柳沢幸江1,3，今井悦子1,4，石井克枝1,5，大竹由美1，
峰村貴央1,2，鈴木亜夕帆1,2

（1千葉県家庭料理研究委員会，2千葉県立保健医療大，3和洋女子大，4聖徳大，5淑徳大）

 P-k12   茨城県の家庭料理　主菜の特徴　調査地における特徴ある主菜 
○荒田玲子1，石島恵美子2，飯村裕子1，渡辺敦子3，粟津原（野口）元子
（1常磐大，2茨城大，3茨城キリスト教大）

 P-k13   栃木県の家庭料理　主菜の特徴　四季折々の農産物と川魚の利用 
○藤田睦1，名倉秀子2（1佐野日本大短大，2十文字学園女子大）

 P-k14   群馬県の家庭料理　主菜の特徴　川魚と海産加工品 
○堀口恵子2，神戸美恵子1，永井由美子3，阿部雅子5，高橋雅子4，渡邊静4，綾部園子1

（1高崎健康福祉大，2東京農業大，3群馬調理師専門学校，4明和学園短大，5東都医療大）

 P-k15   山梨県の家庭料理　主菜の特徴　海無し県の魚料理 
○時友裕紀子1，阿部芳子2，柘植光代3，松本美鈴4，坂口奈央5

（1山梨大，2相模女子大，3日本大短大，4大妻女子大，5山梨県立北杜高）

 P-k16   新潟県の家庭料理　主菜の特徴　主菜にみる食文化 
○伊藤直子1，玉木有子2，佐藤恵美子・県責任者3，山口智子4，伊藤知子5，太田優子3，立山千草3，
小谷スミ子6,4，長谷川千賀子5，松田トミ子5，山田チヨ5，渡邊智子7

（1新潟医療福祉大，2大妻女子大，3新潟県立大，4新潟大，5新潟県栄養士会，6十文字学園女子大，
7千葉県立保健医療大）

 P-k17   静岡県の家庭料理　主菜の特徴　東・中・西部の分類から見る特徴と文化的背景 
○竹下温子1，村上陽子1，新井映子2，市川陽子2，伊藤聖子2，川上栄子3，高塚千広4，清水祥子5，
中川（岩崎）裕子6，神谷紀代美7

（1静岡大，2静岡県立大，3常葉大，4東海大短大，5静岡英和短大，6日大短大，7浜松調理菓子専門学校）

 P-k18   長野県の家庭料理　主菜の特徴　海水魚，淡水魚，昆虫など種々の食材の利用 
○中澤弥子1，吉岡由美2，髙﨑禎子3，小木曽加奈1，小川晶子1（1長野県立大，2長野県短大，3信州大）

 P-k19   富山県の家庭料理　主菜の特徴　四季を通じて豊富な魚料理 
○深井康子1，守田律子1，原田澄子2，稗苗智恵子1，中根一恵1（1富山短大，2金沢学院短大）

 P-k20   石川県の家庭料理　主菜の特徴　魚介類を中心に 
○新澤祥惠1，川村昭子2，中村喜代美3

（1北陸学院大短大，2金沢学院短大（元），3北陸学院大短大（非））

 P-k21   福井県の家庭料理　主菜の特徴　「大豆」と「魚」 
○佐藤真実1，森恵見2，岸松静代，谷洋子（1仁愛大，2仁愛女子短大）

 P-k22   愛知県の家庭料理　主菜の特徴　河川の幸，海の幸，野山の幸を利用した郷土料理 
○西堀すき江1，小出あつみ2，山内知子2，間宮貴代子2，松本貴志子3，森山三千江4，山本淳子5，
近藤みゆき6，石井貴子6，小濱絵美6，加藤治美7，伊藤正江8，筒井和美9，野田雅子10，亥子紗世1，
熊谷千佳1

（1東海学園大，2名古屋女子大，3名古屋女子短大，4愛知学泉大，5愛知学泉短大，6名古屋文理短大，
7名古屋文理栄養士専門学校，8至学館大，9愛知教育大，10愛知淑徳大）
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 P-k23   岐阜県の家庭料理　主菜の特徴　内陸県ならではの食材を活かした主菜 
○山根沙季1，堀光代2，西脇泰子3，木村孝子4，長屋郁子2，坂野信子5，辻美智子6，長野宏子7，
山澤和子6，横山真智子8

（1中京学院大短大，2岐阜市立女子短大，3岐阜聖徳学園大短大，4東海学院大，5東海学園大（非），
6名古屋女子大，7岐阜大，8各務原市立桜丘中）

 P-k24   三重県の家庭料理　主菜の特徴　 5食文化圏および季節による分類 
阿部稚里1，飯田津喜美1，磯部由香2，乾陽子3，萩原範子4，奥野元子5，久保さつき6，小長谷紀子7，
駒田聡子8，鷲見裕子9，成田美代10，平島円2，水谷令子11

（1三重短大，2三重大，3鈴鹿大短大，4名古屋学芸大（非），5元島根県大短大，6鈴鹿大，7安田女子大，
8皇學館大，9高田短大，10元三重大，11元鈴鹿大）

 P-k25   大阪府の家庭料理　主菜の特徴　だし文化 
○山本悦子1，阪上愛子2，澤田参子3，原知子4，東根裕子5，八木千鶴6

（1大阪夕陽丘学園短大，2元堺女子短大，3元奈良文化女子短大，4滋賀短大，5甲南女子大，6千里金蘭大）

 P-k26   兵庫県の家庭料理　主菜の特徴　地域による違い 
○中谷梢1，片寄眞木子2，坂本薫3，作田はるみ4，田中紀子5，富永しのぶ6，原知子7，本多佐知子8

（1兵庫県立大・院，2神戸市看護大（非），3兵庫県立大，4神戸松蔭女子大，5神戸女子大，6兵庫大，
7滋賀短大，8金沢学院短大）

 P-k27   京都府の家庭料理　主菜の特徴　地域ごとの比較 
○桐村ます美1，坂本裕子2，豊原容子2，福田小百合3，湯川夏子4，米田泰子5

（1元成美大学短大，2京都華頂大，3京都文教短大，4京都教育大，5元京都ノートルダム女子大・院）

 P-k28   滋賀県の家庭料理　主菜の特徴　季節ごとにみる主菜 
○小西春江1，石井裕子2，久保加織3，中平真由巳4，堀越昌子5，山岡ひとみ4

（1園田学園女子大短大，2武庫川女子大（非），3滋賀大，4滋賀短大，5京都華頂大）

 P-k29   奈良県の家庭料理　主菜の特徴　魚・肉・大豆製品・卵など 
○島村知歩1，喜多野宣子2，志垣瞳3，三浦さつき4

（1奈良佐保短大，2大阪国際大，3帝塚山大（非），4奈良佐保短大（非））

 P-k30   和歌山県の家庭料理　主菜の特徴　地域ごとの比較 
○千賀靖子1，青山佐喜子2，川島明子3，川原崎淑子4，橘ゆかり5，三浦加代子3

（1元樟蔭東短大，2大阪夕陽丘学園短大，3園田学園女子大，4元園田学園女子大短大，
5神戸松蔭女子学院大）

 P-k31   鳥取県の家庭料理　主菜の特徴　「次世代に伝え継ぐ家庭料理」の中から 
○板倉一枝，松島文子（鳥取期大）

 P-k32   岡山県の家庭料理　主菜の特徴　魚料理に使われた魚介類の種類と地域性 
○大野婦美子1，小川眞紀子2，藤井わか子3，槇尾幸子4，青木三恵子5，我如古菜月6，藤堂雅恵8，
新田陽子6，人見哲子7，藤井久美子10，加賀田江里9

（1くらしき作陽大，2ノ－トルダム清心女子大，3美作大短大，4山陽学園短大，5元山陽学園短大，
6岡山県立大，7美作大，8美作大大学院，9中国学園短大，10山陽学園大）

 P-k33   広島県の家庭料理　主菜の特徴　主菜にみる地域特性 
○渡部佳美1，奥田弘枝1，石井香代子2，近藤寛子2，渕上倫子2，高橋知佐子2，岡本洋子3，
海切弘子4，上村芳枝5，北林佳織5，木村安美6，木村留美7，小長谷紀子8，塩田良子9，前田ひろみ10，
村田美穂子10，政田圭子11，山口享子12

（1広島女学院大，2福山大，3広島修道大，4広島大，5比治山大，6中村学園大，7広島国際大，
8安田女子大，9広島文教女子大，10広島文化学園短大，11鈴峯女子短大，12中国学園大）
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 P-k34   山口県の家庭料理　主菜の特徴　調理法と食材 
○園田純子1，森永八江2，福田翼3，廣田幸子4，五島淑子2，櫻井菜穂子5，池田博子6，山本由美7

（1山口県立大，2山口大，3水産大，4東亜大，5宇部フロンティア大短大，6元西南女学院大短大，
7元池坊短大）

 P-k35   徳島県の家庭料理　主菜の特徴　地場食材を用いた主菜 
○金丸芳1，坂井真奈美3，松下純子3，長尾久美子3，近藤美樹2，後藤月江5，三木章江5，
川端紗也花4，高橋啓子4（1徳島大・院，2徳島文理大，3徳島文理大短大，4四国大，5四国大短大）

 P-k36   香川県の家庭料理　主菜の特徴　貴重な食材を用いた工夫 
○次田一代1，村川みなみ1，渡辺ひろ美1，加藤みゆき2（1香川短大，2香川大）

 P-k37   愛媛県の家庭料理　主菜の特徴　魚介類の種類による調理方法の工夫 
○宇髙順子1，皆川勝子2，武田珠美3，亀岡恵子2，香川 実恵子4

（1愛媛大，2松山東雲短大，3熊本大，4松山東雲女子大）

 P-k38   高知県の家庭料理　主菜の特徴　海と山と川のたんぱく質性食品のおかず 
○福留奈美1，小西文子2，五藤泰子2，野口元子（1お茶の水女子大，2東海学院大）

 P-k39   福岡県の家庭料理　主菜の特徴　日常の食と郷土料理の起こり 
○猪田和代1，吉岡慶子2，山本亜衣3，秋永優子4，楠瀬千春5，末田和代6，三成由美2，松隈美紀2，
八尋美希7，宮原葉子2，仁後亮介8

（1太刀洗病院，2中村学園大，3九州女子大，4福岡教育大，5九州栄養福祉大，6精華女子短大，
7近畿大九州短大，8中村学園大短大）

 P-k40   佐賀県の家庭料理　主菜の特徴　地域特性にあわせた暮らしぶり 
○萱島知子1，武富和美2，副島順子3，橋本由美子4，成清ヨシヱ5，西岡征子2

（1佐賀大，2西九州大短大，3元西九州大，4西九州大短大・非，5元西九州大短大）

 P-k41   長崎県の家庭料理　主菜の特徴　多様な魚介類ともてなし時の鶏肉 
○冨永美穂子1，久木野睦子2，石見百江3（1広島大，2活水女子大，3長崎県立大）

 P-k42   熊本県の家庭料理　主菜の特徴　新鮮な山の幸・海の幸・川の幸を味わう料理 
○秋吉澄子1，小林康子1，柴田文1，小椋綾乃1，原田香1，川上育代2，中嶋名菜3，北野直子，
戸次元子（1尚絅大短大，2尚絅大，3熊本県立大）

 P-k43   大分県の家庭料理　主菜の特徴　新鮮で豊富な素材，歴史と知恵の詰まったもの 
○西澤千惠子1，立松洋子2，望月美左子3，高松伸枝4，宇都宮由佳5，篠原壽子6

（1元別府大，2別府大短大，3別府溝部学園短大，4別府大，5学習院女子大，6東九州短大）

 P-k44   宮崎県の家庭料理　主菜の特徴　ひなたの海幸・山幸を活かした主菜 
○篠原久枝1，長野宏子2，磯部由香3，秋永優子4（1宮崎大，2岐阜大，3三重大，4福岡教育大）

 P-k45   鹿児島県の家庭料理　主菜の特徴　主菜の主材料からみえる地域性 
○森中房枝1，木之下道子1，山下三香子2，木下朋美2，山﨑歌織3，竹下温子5，福元耐子1，
大富あき子4，大山典子6，新里葉子1，中島朝美，大倉洋代，久留ひろみ
（1鹿児島純心女子大，2鹿児島県立短大，3鹿児島女子短大，4東京家政学院大，5静岡大，
6鹿児島純心女子短大）

 P-k46   沖縄県の家庭料理　主菜の特徴 
○田原美和1，森山克子1，大城まみ1，我那覇ゆりか2，名嘉裕子3

（1琉球大，2宮古島市立西辺小，3デザイン工房美南海）


