日本衣服学会
第 71 回（令和元年度）年次大会
総会並びに研究発表会
プ ロ グ ラ ム

日 時 令和元年 11 月 30 日（土）
会 場 和洋女子大学
（〒272‐8533 千葉県市川市国府台 2 丁目 3 番 1 号）

日 本 衣 服 学 会

日本衣服学会第 71 回（令和元年度）年次大会
【日

程】

【発表会場】

【交

11 月 30 日(土)
受 付
口頭発表
ポスター発表
昼食・幹事会

9：00～
9：30～11：15
11：15～12：00
12：00～13：00

総会並びに研究発表会

特別講演
口頭発表
総会・贈賞式
情報交換会

13：15～14：15
14：30～16：00
16：15～17：15
17：30～19：30

和洋女子大学 東館 16 階・大会議室
〒272-8533 千葉県市川市国府台 2 丁目 3 番 1 号

通】 ・JR 市川駅下車、北口①番「真間山下」下車
・京成国府台駅下車、徒歩 10 分
・JR 松戸駅下車、西口③番「和洋女子大学前」下車
※ 詳細は大学 HP をご覧ください：https://www.wayo.ac.jp/access/tabid/666/Default.aspx

【参 加 費】

会員 2,000 円 学生 500 円 非会員 2,500 円
※ 当日受付で納入してください。
※ 特別講演は入場無料です。一般来聴を歓迎します。

【参加申込】

年次大会・情報交換会へのご参加は、令和元年 11 月 18 日（月）までに，
学会 HP 申込フォームよりお申し込みください：http://saas01.netcommons.net/jacs/htdocs/
※ 各自で昼食をご準備頂くか，食堂をご利用ください。

【情報交換会】 和洋女子大学 東館 18 階 ラウンジむら竹
参加費：5,000 円 (学生 2,500 円) , 当日受付で納入してください。
【大会 事務局】 〒272-8533 千葉県市川市国府台 2 丁目 3 番 1 号 和洋女子大学
日本衣服学会第 71 回年次大会事務局（嶋根 歌子）E-mail：shimane@wayo.ac.jp

プ ロ グ ラ ム
演題番号の右上＊マークは、優秀発表賞の対象です。
9：30～11：15
口頭発表 発表時間 12 分（予鈴 1 分前） 討論時間 3 分
座長 丸田 直美
9：30 １．暑熱下における高視認性安全作業服の着用快適性評価
○小柴 朋子（文化学園大学）
傳法谷郁乃（神奈川大学)
朴 順子 （韓国インチョン大学）
9：45 ２．五本指靴下は運動能力をあげるのか
○貝淵 正人（新潟リハビリテーション大学）
10：00 ３．厚底靴の歩容について
○内田 有紀（金城学院大学）
平林 由果（金城学院大学）

座長 阿部 栄子
10：15 ４．きもの文化の海外発信の試み
校種や文化背景の影響

○深海 康子（山梨県立大学）
大矢 幸江（昭和学院短期大学）
薩本 弥生（横浜国立大学）
川端 博子（埼玉大学）
扇澤美千子（茨城キリスト教大学）

10：30 ５* 日本における「シマウマ海水着」の誕生と発展
○袁 歆（大阪大学大学院）

座長 芦澤 昌子

10：45 ６．家庭科教科書にみられる衣服地の色と吸熱性に関する記述の変遷
○野上 遊夏（東京家政大学）
11：00 ７．デニムパンツに対する年代感度の実験的検証
○村上かおり（広島大学大学院）
宮武 莉子（元広島大学学部生）
11：15～12：00

ポスター発表

P－ １．中年女性のバーチャルボディ作成のための体型分析
○小松 千佳（共立女子大学大学院）
丸田 直美（共立女子大学）
P－ ２．踵部の側面形状について
○横森 千佳（和洋女子大学）
嶋根 歌子（和洋女子大学）
P－ ３．感染防護服の着用動作性 －三次元動作解析による評価－
○内田 幸子（高崎健康福祉大学）
小柴 朋子（文化学園大学）
傳法谷郁乃（神奈川大学）
森本美智子（岡山県立大学）
髙橋 隆宜（
（株）ノビテック）
P－ ４．洗濯用洗剤の洗浄力と被洗物に対する洗浄条件の影響
－ターゴトメーターでの検討－
○井上 美紀（東北生活文化大学）
P－ ５．教師と児童の観察からみる調理実習の安全教育の実態
着衣着火に着目して
○野手 伊吹（埼玉大学）
川端 博子（埼玉大学）
P－ ６．中学生を対象とした刺し子を取り入れた製作学習の提案
○吉田 七海（埼玉大学）
髙橋美登梨（元東京学芸大学大学院）
川端 博子（埼玉大学）

12：00～13：00

昼食・幹事会

13：15～14：15

特別講演
司会 小柴 朋子

特別講演
「2019ＲＷＣ（ラグビーワールドカップの略称）さくらジャージの開発」
ゴールドウインテクニカルセンター 沼田 喜四司 氏

14：30～16：00

口頭発表 発表時間 12 分（予鈴 1 分前） 討論時間 3 分

座長 與倉 弘子
14：30 ８．1873 年ウィーン万国博覧会における日本政府出品の繊維製品について
－関東地方からの出品物と文部省博物館（湯島聖堂）博覧会－
○團野 哲也（大妻女子大学）
14：45 ９．手機織におけるｅ-Learning コンテンツ事例
○間瀬 清美（名古屋女子大学）
平岩 暁子（愛知学泉大学）
座長 谷田貝 麻美子
15：00 10．姿勢矯正下着の適正圧に関する調査
○潮田ひとみ（東京家政大学）
15：15 11．ネットショッピングサイトの商品分析からみる乳がん術後女性のための補整下着の
販売・利用実態
○張 瀛之（埼玉大学大学院）
川端 博子（埼玉大学）
座長 團野 哲也
15：30 12．アパレル商品を購買するウェブルーマーの購買性向の研究
○吉井 健（大妻女子大学）
15：45 13． 3 次元ディスタンスフィールドに基づく個別型トルソーのプロトタイピング
○山本 高美(和洋女子大学)
中山 雅紀（慶應義塾大学）
藤代 一成（慶應義塾大学）

16：15～17：15

総会・贈賞式

17：30～19：30

情報交換会 （和洋女子大学「ラウンジむら竹」）

