
日本家庭科教育学会第 64 回大会日程表 

 

７月２日（金） ７月３日（土） ７月４日（日） 

  

9：00 

～ 

12：40 

研究発表 

 １A（12:40 終了） 

 １B（12:40 終了） 

 １C（12:40 終了） 

9：00 

～ 

12：20 

研究発表 

 ２A（12:00 終了） 

 ２B（12:20 終了） 

 ２C（12:00 終了） 

12：00 開会挨拶 １E 休憩（50 分） 休憩（50 分） 

12：00 

～ 

○研究発表スライド公開 

（7 月 5 日（月）まで） 

○研究発表のコメント機

能による質疑応答 

（質問は 7 月 4日（日）

13：00 まで） 

13：30 

～ 

14：20 

総会 

 １D 

13：10 

～ 

15：15 

《実行委員会企画》2D 

ラウンドテーブル 

家庭科における SDGｓの

視点を踏まえた授業 

づくり 

休憩 

14：30 

～ 

17：10 

《理事会企画》１D 

講演・シンポジウム 

家庭科温故知新 

～SDGｓを通して考える 

未来につなぐ家庭科教育 

15：15 閉会挨拶 １E 

15：30 

～ 

新旧役員会 

若手の会 

17：30 研究発表（予備） 17：30 研究発表（予備） 

 

 

※ １A～２D の記号は Zoom の会場番号です。 

※ 研究発表は Zoom でスライドを共有して行ない、その場で質疑応答の時間を設けます。総会、講演・シン

ポジウム、ラウンドテーブルも同様です。 

※ 発表要旨は６月２6 日（土）～７月５日（月）まで公開します（閲覧にはパスワードが必要です）。 

※ 研究発表スライドは７月２日（金）～７月５日（月）まで公開します（閲覧にはパスワードが必要です）。 
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2021年7月2日(金)

挨拶

開会挨拶

開会の挨拶
12:00 〜 12:10  挨拶 (2E:挨拶)

開会の挨拶

   12:00 〜    12:10

[12E01]

2021年7月3日(土)

研究発表

研究発表

家族・生活設計
2021年7月3日(土) 09:00 〜 12:40 研究発表 (1A:研究発表)

21A01～21A04（9:00-10:20）
座長：正保　正惠（福山市立大学）

21A05～21A08（10:20-11:40）
座長：土岐　圭佑（北海道教育大学釧路校）

21A09～21A11（11:40-12:40）
座長：矢野　由起（滋賀大学）

09:00 〜 12:40  研究発表 (1A:研究発表)

中学生の生活設計リテラシーの習得の実態と課題

〇加賀 恵子1、鈴木 真由子2、奥谷 めぐみ3、大本 久美子
2 （1. 弘前大学教育学部、2. 大阪教育大学教育学部、3.

福岡教育大学教育学部）

   09:00 〜    09:20

[21A01]

絵本を用いた「多様な家族・家族のあり方」の授

業づくり

〇金子 京子1、伊深 祥子2 （1. 大東文化大学文学部

（非）、2. 浦和大学こども学部）

   09:20 〜    09:40

[21A02]

批判的思考の育成を目指した「生活時間」授業実

践の教育的効果

〇西村 美香1、中山 節子2、久保 桂子3 （1. 千葉大学教育

学部附属小学校、2. 千葉大学教育学部、3. 和洋女子大学

家政学部）

   09:40 〜    10:00

[21A03]

高齢者に関する家庭科授業の提案

〇神山 久美1 （1. 山梨大学大学院総合研究部教育学域）

   10:00 〜    10:20

[21A04]

「高等学校生活設計の学習に関する概念の関係

性」

〇飯塚 成美1、中山 節子2 （1. 千葉大学大学院 教育学研

究科　（院生）、2. 千葉大学教育学部）

[21A05]

   10:20 〜    10:40

高校生の家事労働意識調査

〇飯島 京香1、上村 協子2 （1. 東京家政学院大学大学院

人間生活学研究科（院生)、2. 東京家政学院大学大学院人

間生活学研究科）

   10:40 〜    11:00

[21A06]

保護者の家庭科有用感と幼児の生活的自立を促す

遊び

〇岩﨑 香織1 （1. 東京家政大学家政学部）

   11:00 〜    11:20

[21A07]

中学校・高等学校家庭科における児童虐待に関わ

る授業および教員意識の実態と課題

〇何 星雨1、阿部 睦子2、金子 京子3、叶内 茜4、倉持

清美5、妹尾 理子6、西岡 里奈1、望月 一枝7 （1. 東京学

芸大学大学院連合学校教育学研究科(院生)、2. お茶の水

女子大学附属高等学校(非)、3. 大東文化大学(非)、4.

川村学園女子大学生活創造学部、5. 東京学芸大学教職大

学院、6. 文教大学教育学部、7. 日本女子大学）

   11:20 〜    11:40

[21A08]

高等学校家庭基礎における「子育て環境を考え

る」新聞1分間テキパキプレゼンの実践

〇瀧日 滋野1 （1. 名古屋女子大学家政学部）

   11:40 〜    12:00

[21A09]

交流対象の違いによるふれ合い体験の特徴

〇叶内 茜1、金子 京子2 （1. 川村学園女子大学生活創造

学部、2. 大東文化大学（非））

   12:00 〜    12:20

[21A10]

「シルバーリハビリ体操」の家庭科教材としての

可能性

佐藤 ゆかり1、〇石引 公美2 （1. 上越教育大学大学院学

校教育研究科、2. 都留文科大学教養学部（非））

   12:20 〜    12:40

[21A11]

研究発表

教員養成・教員研修
2021年7月3日(土) 09:00 〜 11:40 研究発表 (1B:研究発表)

21B01～21B04（9:00-10:20）
座長：石垣　和恵（山形大学）

21B05～21B08（10:20-11:40）
座長：財津　庸子（大分大学）

09:00 〜 11:40  研究発表 (1B:研究発表)

オンラインでつなぐ家庭科教員の Learning

Community

〇中西 佐知子1、堀内 かおる2 （1. 東京学芸大学大学院

連合学校教育学研究科（院生）、2. 横浜国立大学教育学

[21B01]
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部）

   09:00 〜    09:20

初等家庭科教育法に おけるオンライン模擬授業

の実施と評価

〇永田 智子1、花輪 由樹2、星野 亜由美1、鈴木 千春
3、小林 裕子4、岸田 恵津1 （1. 兵庫教育大学大学院、2.

金沢大学、3. 大和大学、4. 広島文化学園短期大学）

   09:20 〜    09:40

[21B02]

SNSを活用して教授行動の自己省察を促す家庭科模

擬授業の検討

〇小清水 貴子1 （1. 静岡大学学術院教育学領域）

   09:40 〜    10:00

[21B03]

コロナ禍における家庭科教員の対応と工夫

〇永田 晴子1、浅井 直美2、阿部 睦子3、有友 愛子4、川

村 めぐみ5、仙波 圭子6、河野 公子7 （1. 大妻女子大学家

政学部、2. 東京都江戸川区立松江第五中学校（元）、3.

お茶の水女子大学附属高等学校（非）、4. お茶の水女子

大学附属中学校、5. 帝京学園短期大学保育科、6. 女子栄

養大学（元）、7. 聖徳大学大学院人間栄養学研究科

（非））

   10:00 〜    10:20

[21B04]

家庭科教員養成課程生の保育体験の現状と大学に

おける保育実習の検討

〇室 雅子1 （1. 椙山女学園大学教育学部）

   10:20 〜    10:40

[21B05]

小学校家庭科指導における教員の不安と保護者ボ

ランティアの有用性

〇花形 美緒1 （1. お茶の水女子大学　基幹研究院（研究

員））

   10:40 〜    11:00

[21B06]

大学生が持つイメージからみる家庭科教育の現状

と課題に関する一考察

〇土屋 善和1 （1. 琉球大学　教育学部）

   11:00 〜    11:20

[21B07]

家庭科教員の遠隔・オンライン研修のにおける

ワークショップ・デザインの検討と課題

〇小高 さほみ1 （1. 上越教育大学大学院学校教育研究

科）

   11:20 〜    11:40

[21B08]

研究発表

住生活
2021年7月3日(土) 11:40 〜 12:40 研究発表 (1B:研究発表)

21B09〜21B11（11:40-12:40）
座長：貴志　倫子（福岡教育大学）

11:40 〜 12:40  研究発表 (1B:研究発表)

中学校家庭科における防災教育に関する一考察

〇川邊 淳子1、伊藤 大貴2 （1. 北海道教育大学教育学部

旭川校、2. 北海道紋別市立潮見中学校）

   11:40 〜    12:00

[21B09]

中学校の住生活における家電製品の安全性に関す

る授業実践

〇飯野 由香利1 （1. 新潟大学教育学部）

   12:00 〜    12:20

[21B10]

家庭科住生活領域における教材開発

〇黒光 貴峰1 （1. 鹿児島大学教育学部）

   12:20 〜    12:40

[21B11]

研究発表

学習指導方法・カリキュラム
2021年7月3日(土) 09:00 〜 12:40 研究発表 (1C:研究発表)

21C01～21C04（9:00-10:20）
座長：磯﨑　尚子（富山大学）

21C05～21C08（10:20-11:40）
座長：浅井　玲子（琉球大学）

21C09～21C11（11:40-12:40）
座長：望月　一枝（日本女子大学）

09:00 〜 12:40  研究発表 (1C:研究発表)

高等学校家庭科におけるゲストティーチャーを招

いた遠隔授業の実践

〇西尾 幸一郎1 （1. 山口大学教育学部）

   09:00 〜    09:20

[21C01]

課題解決能力の育成を目指す自己評価活動を取り

入れた家庭科学習の考察

〇江口 佐智子1 （1. 佐賀大学大学院学校教育学研究科

(院生））

   09:20 〜    09:40

[21C02]

特別支援学校家庭科の授業で今育てたい力と授業

実践

〇安岡 知美1、小島 郷子2 （1. 高知大学教育学部附属特

別支援学校、2. 高知大学教育学部）

   09:40 〜    10:00

[21C03]

「学習プラン」の共有による生徒の学びと授業の

あり方 －家庭分野における ICT活用を通して－

〇池岡 有紀1、竹山 昭子2、堀内 かおる3 （1. 横浜国立大

学教育学部附属横浜中学校、2. 横浜市立笹下中学校、3.

横浜国立大学教育学部）

   10:00 〜    10:20

[21C04]

小学校低・中学年における「家庭的資質育成」に

関する教育の現状と問題点

[21C05]
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〇信清　亜希子1、佐藤 園2 （1. 岡山県浅口市教育委員会

（指導主事）、2. 岡山大学大学院教育学研究科）

   10:20 〜    10:40

小学校，中学校家庭科における情意領域の評価に

関する一考察

〇村田 晋太朗1 （1. 三重大学教育学部）

   10:40 〜    11:00

[21C06]

高校家庭科におけるワークシートの分析

〇辰濃 菜穂1、永田 智子2、小林 裕子3 （1. 兵庫教育大学

大学院学校教育研究科（院生）、2. 兵庫教育大学大学院

学校教育研究科、3. 広島文化学園短期大学コミュニ

ティ生活学科）

11:00 〜    11:20

[21C07]

小学校教育における異年齢交流の現状と課題

〇西岡 里奈1 （1. 東京学芸大学大学院連合学校教育学研

究科(院生)）

   11:20 〜    11:40

[21C08]

生活課題の解決を図る学びにおける生活の総合性

に対する認識の検討

〇角間 陽子1 （1. 福島大学人間発達文化学類）

   11:40 〜    12:00

[21C09]

小学校における図画工作科から家庭科へつながる

学びの検討

〇今村 律子1 （1. 和歌山大学教育学部）

   12:00 〜    12:20

[21C10]

中学校家庭科「災害時の食」教育授業のモ

ジュール学習化と評価

〇小林 裕子1、永田 智子2、鈴木 千春3 （1. 広島文化学園

短期大学　コミュニティ生活学科、2. 兵庫教育大学大学

院　学校教育研究科、3. 大和大学　教育学部）

   12:20 〜    12:40

[21C11]

総会・講演・シンポジウム

総会

総会
13:30 〜 14:20  総会 (1D:総会・講演・シンポジウム)

総会

   13:30 〜    14:20

[21D01]

講演
14:30 〜 15:30  講演 (1D:総会・講演・シンポジウム)

講演
14:30 〜    15:30

[21D02]

シンポジウム

シンポジウム
15:30 〜 17:10  シンポジウム (1D:総会・講演・シンポジウム)

シンポジウム

15:30 〜    17:10

[21D03]

2021年7月4日(日)

研究発表

研究発表

衣生活
2021年7月4日(日) 09:00 〜 12:00 研究発表 (2A:研究発表)

32A01～32A05（9:00-10:40）
座長：福井　典代（鳴門教育大学）

32A06～32A09（10:40-12:00）
座長：吉岡　良江（津市立東観中学校）

09:00 〜 12:00  研究発表 (2A:研究発表)

衣生活を工夫し創造する実践的態度の育成

〇山中 大子1、寳達 佑美2、川端 博子3 （1. 東京学芸大学

大学院連合学校教育学研究科（院生）、2. 町田市立南成

瀬中学校、3. 埼玉大学教育学部）

   09:00 〜    09:20

[32A01]

学習内容への興味関心を高め、意欲向上に繋げる

実験・実習活動の有効性

〇植木 琴美1、堀 雅子2 （1. 福岡県立筑豊高等学校、2.

福岡教育大学教育学部）

   09:20 〜    09:40

[32A02]

「家庭科」被服製作において使用する定規に関す

る実態調査

〇末弘 由佳理1、??井 美奈子2、藤澤 泰行3 （1. 武庫川

女子大学生活環境学部生活環境学科、2. 武庫川女子大学

教育学部教育学科、3. 川崎市立川崎高等学校附属中学

校）

   09:40 〜    10:00

[32A03]

大学生のファストファッションに対する認識に関

する調査

速水 多佳子1、〇濱田 爽花2 （1. 鳴門教育大学大学院学

校教育研究科、2. 鳴門教育大学大学院学校教育研究科

（院生））

   10:00 〜    10:20

[32A04]

裁縫道具の変遷と小学校学習指導要領

小松 恵美子1、〇田澤 紫野2 （1. 北海道教育大学旭川

校、2. 南富良野町立南富良野中学校）

   10:20 〜    10:40

[32A05]

家庭科学習におけるプロセス評価導入の効果と課

題 ―中学校におけるマイバッグの製作を通して―

[32A06]
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〇山崎 陽江1、荒井 紀子2、綿引 伴子3、鈴木 真由子
4、永井 敏美5、大嶋 佳子6 （1. 富山市立山室中学校、2.

福井大学（元）、3. 金沢大学、4. 大阪教育大学、5. 富山

県立砺波高等学校、6. 福井県立藤島高等学校）

   10:40 〜    11:00

浴衣を教材とした実習におけるオンライン授業の

課題

〇松島 優依1、谷 祥子2 （1. 栃木市立栃木南中学校、2.

鎌倉女子大学家政学部）

   11:00 〜    11:20

[32A07]

電子レンジ染色を取り入れた中学校家庭科衣生活

の授業実践

〇都甲 由紀子1、有友 愛子2、和田 早苗3 （1. 大分大学教

育学部、2. お茶の水女子大学附属中学校、3. お茶の水女

子大学附属中学校(非)）

   11:20 〜    11:40

[32A08]

スウェーデンの学校教育におけるテキスタイルス

ロイドのはじまり

〇長 拓実1、河村 美穂2 （1. 私立文教大学付属中学

校・高等学校、2. 埼玉大学　教育学部）

   11:40 〜    12:00

[32A09]

研究発表

食生活
2021年7月4日(日) 09:00 〜 12:20 研究発表 (2B:研究発表)

32B01～32B05（9:00-10:40）
座長：山本　奈美（和歌山大学）

32B06～32B10（10:40-12:20）
座長：村上　睦美（奈良教育大学）

09:00 〜 12:20  研究発表 (2B:研究発表)

地産地消（食育）を教育へ活用するための地元産

トマトジュースを使ったデザートの開発と食味評

価

〇菅野 友美1、瀬浦 崇博2 （1. 愛知淑徳大学健康医療科

学部、2. 北海道教育大学教育学部）

   09:00 〜    09:20

[32B01]

家庭科教育における生活文化の研究

〇楢府 暢子1、亀井 佑子6、阿部 睦子3、志村 結美4、仙

波 圭子5、仲田 郁子2 （1. 私立法政大学中学高等学校

（非）、2. 國學院大學栃木短期大学人間教育学科、3.

お茶の水女子大学附属高等学校（非）、4. 山梨大学大学

院教育学域、5. 女子栄養大学（元）、6. 愛国学園短期大

学家政科）

   09:20 〜    09:40

[32B02]

小学校における味覚教育に関する研究[32B03]

〇小林 由依2、秋山 玲奈3、川邊 淳子1 （1. 北海道教育大

学教育学部旭川校、2. 北海道教育大学大学院教育学研究

科（院生）、3. 北海道教育大学附属旭川小）

   09:40 〜    10:00

中学校家庭科「地域の食文化」におけるコロナ禍

での実習教材の検討

〇前田 理香1 （1. 金沢学院短期大学食物栄養学科）

   10:00 〜    10:20

[32B04]

青年期男女の身体不満足感

〇植松 美早1、藤田 智子2 （1. 東京学芸大学大学院教育

学研究科（院生）、2. 東京学芸大学教育学部）

   10:20 〜    10:40

[32B05]

中学生が和食を学ぶ

〇望月 朋子1、河村 美穂2 （1. 静岡県富士市立大淵中学

校、2. 埼玉大学教育学部）

   10:40 〜    11:00

[32B06]

高校生の家庭での料理体験の実態と他者に対する

思考・関心

〇黒岩 薫1 （1. お茶の水女子大学大学院人間文化創成科

学研究科（院生））

   11:00 〜    11:20

[32B07]

小学校食生活学習における試食体験の意味に関す

る考察

〇石川 万記子1、河村 美穂2 （1. 伊奈町立小針北小学

校、2. 埼玉大学教育学部）

   11:20 〜    11:40

[32B08]

コロナ禍における調理実習指導力向上のためのハ

イブリッド型授業の検討と課題

〇カバリェロ 優子1、赤塚 朋子1 （1. 宇都宮大学共同教

育学部）

   11:40 〜    12:00

[32B09]

日米の中等学校学習指導要領・教科書に表れる

「健康な食生活」イメージの形成

〇渡瀬 典子1 （1. 東京学芸大学教育学部）

   12:00 〜    12:20

[32B10]

研究発表

学習指導方法・カリキュラム
2021年7月4日(日) 09:00 〜 9:40 研究発表 (2C:研究発表)

32C01～32C02（9:00-9:40）
座長：尾島　恭子（金沢大学）

09:00 〜 09:40  研究発表 (2C:研究発表)

生活文化への気づきから始まる家庭科準備教育

〇小笠原 由紀1、堀内 かおる2 （1. 横浜国立大学教育学

部附属横浜小学校、2. 横浜国立大学教育学部）

[32C01]
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   09:00 〜    09:20

家庭科教育研究における「生活文化」学習に関す

るレビュー

〇椎谷 千秋1、河村 美穂2 （1. 東京学芸大学大学院連合

学校教育学研究科（院生）、2. 埼玉大学教育学部）

   09:20 〜    09:40

[32C02]

研究発表

消費・環境・ SDGs
2021年7月4日(日) 09:40 〜 12:00 研究発表 (2C:研究発表)

32C03～32C05（9:40-10:40）
座長：尾島　恭子（金沢大学）

32C06～32C09（10:40-12:00）
座長：仲田　郁子（国学院大学栃木短期大學）

09:40 〜 12:00  研究発表 (2C:研究発表)

小・中学生の家庭参画意識とジェンダー

〇村上 飛鳥1、堀内 かおる2 （1. 横浜国立大学院教育学

研究科(院生)、2. 横浜国立大学教育学部）

   09:40 〜    10:00

[32C03]

家庭科と SDGsの関わりを考える授業

〇奥井 一幾1 （1. 神戸松蔭女子学院大学人間科学部）

   10:00 〜    10:20

[32C04]

SDGs時代におけるジェンダー平等研究の動向をふ

まえた学校教育の課題と研究の視点

〇齋藤 美重子1、佐藤 裕紀子2、川村 めぐみ3、阿部 睦子
4、望月 一枝5 （1. 川村学園女子大学生活創造学部、2.

茨城大学教育学部、3. 帝京学園短期大学、4. お茶の水女

子大学附属高等学校（非）、5. 日本女子大学家政学部

（研究員））

   10:20 〜    10:40

[32C05]

SDGs時代の学校教育と家庭科教育をケアリングと

ジェンダー平等の視点で問い直す

〇望月 一枝1、阿部 睦子2、佐藤 裕紀子3、川村 めぐみ
4、齋藤 美重子5 （1. 日本女子大学家政学部（研究員

） 、2. お茶の水女子大学附属高等学校（非）、3. 茨城

大学教育学部、4. 帝京学園短期大学、5. 川村学園女子大

学生活創造学部）

   10:40 〜    11:00

[32C06]

SDGs時代の学校教育に求められるジェンダー平等

の視点

〇川村 めぐみ1、齋藤 美重子2、望月 一枝3、阿部 睦子
4、佐藤 裕紀子5 （1. 帝京学園短期大学、2. 川村学園女

子大学生活創造学部、3. 日本女子大学家政学部（研究

員）、4. お茶の水女子大学附属高等学校（非）、5. 茨城

大学教育学部）

[32C07]

   11:00 〜    11:20

SDGsのアクティブな学びによる効果

〇石橋 和子1 （1. 岩手大学教育学部）

   11:20 〜    11:40

[32C08]

ESDの視点に立った小学校家庭科における地域を

題材とした授業開発

三浦 彩花1、〇鎌野 育代2 （1. 出雲市立塩治小学校、2.

島根大学教育学部）

   11:40 〜    12:00

[32C09]

ラウンドテーブル

ラウンドテーブル

ラウンドテーブル1
13:10 〜 14:10  ラウンドテーブル (2D:ラウンドテーブル)

ラウンドテーブル

   13:10 〜    14:10

[32D01]

ラウンドテーブル

ラウンドテーブル2
14:10 〜 15:15  ラウンドテーブル (2D:ラウンドテーブル)

ラウンドテーブル

   14:10 〜    15:15

[32D02]

挨拶

閉会挨拶

閉会の挨拶
15:15 〜 15:25  挨拶 (2E:挨拶)

閉会の挨拶

   15:15 〜    15:25

[32E01]
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