調査研究事業

2

大学 ・短期大学 。高等学校 また は研究機 関な らび に個人 を対象 に食 生活文化 に関す る学 問的
調査研究論文 を募集 し、採用 の論文 にたい して助成金 を贈 呈 して い ます。

(順

食生活文化 に関する調査研究助成費贈呈者 (報 告集 )一 覧表
昭和 58年 度・ 昭和 59年 度助成論文

(報 告集第 1号 ・第 2号 合本)

所属学校名・役職名・氏名 (県 名)

掲載研究題 目

スイゼ ンジノ リ ￨1茸 )の 砂F究
一郷土料理材料 としての沿革 ―
(り

(第

不同・敬称略)

精華女子短期大学
支倉サツキ・末田和代 (福 岡)
お茶の水女子大学家政学部
講師 畑江敬子 (東 京)

1報 )

魚肉の口ざわ りと調理形態 について

大阪府 の郷 上食 に関す る研究 (そ の 1)一 大 阪府南河 内郡 千早
大阪成順女子短期大学家政学科
赤阪村大字千早 にお ける大正末期頃の食生活 の調査 (旧 南河 内郡
教授 上島幸子 (大 阪)
千早村 )一
愛知県北設楽郡 豊根村の食生活

゛
―豊根村の食文化 をめ くって 一

干 しいた けの調理法 に関す る調査

中京女子大学家政学部
専任講師 藤沢和恵 (愛 知)
女子栄養大学

菅原龍幸 。松本仲子 (東 京 )

ノー トル ダム清心女子大学

瀬戸内沿岸地域 にお ける海藻料理 の伝承 につ いて

高橋正侑 。今田節子 (岡 山)

外食化 の もた らす個 人的家庭 的要因の多角的研究

聖徳学園女子短期大学
谷田沢 。新田・草野 ・西脇 。松永 (岐 阜)

会津の郷土料理 「つ と豆腐」 について

郡 山女子大学

長崎県対馬 と韓国 にお ける腐敗法 による澱粉調整 についての比較
香川大学
検討
大阪女子短期大学

日本の馴 れず し

教授

佐原

臭 (福 島)

教授 宮川金二郎

(香 川)

教授 小菅富美子 (大 阪)

スイゼ ンジ ノ リ (川 茸 )の 研究 (第 2報 )一 古文書 にみ られ るス 精華女子短期大学 ・福岡女子短期大学
イゼ ンジ ノ リの料理 とその現代食事 へ の活 か し方 ―
支倉 。西山・富安 (福 岡)
大阪成瞑女子短期大学家政学科
大阪府 の郷土食 に関す る研究 (そ の 2)
一東大阪地域 にお ける大正末期〜昭和初期 の食 生活 の調査 ―
教授 上島幸子 (大 阪)
湘北短期大学

助教授
我が国 と中国 。朝鮮半島、ヴェ トナム等 にお ける食事用箸の変遷
とその歴史的背景及び食事形態の差異 による比較検討
青 山学院女 子短期大学

向井 由紀子 (神 奈川 )
教授

東海学園女子短期大学
助教授 西堀すき江 (愛 知)

海藻 の利用状況 および将来 に向けての調理学的考察

昭和

60年 度助成論文

橋本慶子 (東 京 )

(報 告集第 3号 )

瀬戸内沿岸地域 にお ける海藻料理の伝承 につ いて

ノー トルダム清心女子大学家政学部
高橋正侑 。今田節子

新 しい食材料 ・加工食品等の受容 に関す る研究

金城学院大学短大部
教授 生川浩子
愛知大学短大部
助教授 高桑稔子 (愛 知)

福島県南会津地方の伝統食に関す る研究

―館岩 かぶについて 一

郡山女子大学

(岡 山)

助手

菊池節子 (福 島)

助教授

鵜飼光子 (群 馬 )

こんにゃ くの食感 に関す る研究

群馬女子短期大学

大 阪府 の 郷土食 に関す る研 究
―吹 田市岸辺地域 にお け る昭和初期 の 食 生活 の 調 査 ―

大阪成曖女子短期大学
教授

L島 幸子

(大 阪 )

９

山形 県置賜地方 にお け る伝統食 の研 究

山形県立米沢女 子短期大学
高垣 。三用 。松本 ・鈴木 (山 形 )

女子学生の外食パ ター ン と生活状況の関連性

大手前女子短期大学

゛
岩手県 にお ける鬼 くるみに関する郷土食伝承 とその背景

岩手県立盛 岡短期大学
大森 輝・魚住

京都府下 に伝承 され る納豆食文化

京都府立大学生活科学部
教授

河野昭子 (大 阪)

講師

畑

恵 (盛 岡)
明美 (京 都 )

昭和 61年 度助成論文 (報 告集第 4号 )
教授 宮川金二郎 (香 川)
助教授 大坪藤代 (長 崎)

現存す るジャポニ カ系赤米 の食文化史的背景 な らび に食品学的 香川大学教育学部
長崎女子短期大学
研究
大正初期 における愛媛県周桑郡地域別食生活調査

山 口女子大学

現代 の食生活 と食器の関わ りについて

岐阜大学教育学部

太平洋戦争下 にお ける我国の食生活及び食物事情 について

昭和女子大学家政学部
小田 。)熱 。川島・渡辺 ・加藤 (東 京)
静修短期大学
教授 民志和子 (北 海道)
天使女子短期大学
助教授 山本愛子

1報 )

(第

北海道移住 と食事文化
―新十津川町 にみ られる母村文化の伝承 ―

昭和

62年 度助成論文

助手

中川敬子

(111口

)

長野・馬路 。渡辺 (岐 阜)

(報 告集第 5号 )

県立新潟女子短期大学 。新潟県民俗学会
東西食文化 の日本海側の接点に関する研究
一幾つかの「食」についての接点 の位置及びバ タバ タ茶 について一
本間 。渋谷・石原 ・佐藤 。新宮 (新 潟)
lc国
太平洋戦争下 にお ける」 の食生活及 び食物事情 について (第 昭和女子大学家政学部
2幸 長
小 田 。大橋 。川 島 ・渡辺 。加藤 (東 京 )
)
現代若者 にお ける食事 マ ナー の意識 と変容

甲南女子大学

岡山県 にお ける焼米の食生態学的研究

ノー トルダム清心女子大学
助教授 太郎良裕子 (岡 山)

第

1

部

第 2部

昭和

セル フケ アの視 点か ら見た離 島高齢 化 社会 にお け る
伝統 的食生 活 の再 評価 に 関す る調査研 究

奥 田和子 (兵 庫 )

玉木女子短期大学

現在 の江 島住民 の食品 。栄養摂取状況
(江 島へ の報告書 )

63年 度助成論文

教授

助教授

片寄真木子 (長 崎)

(報 告集第 6号 )

東西食文化 の日本海側 の接点 に関する研究
―いず し系す し及びなれず し系す し―

県立新潟女 子短期大学 ・新潟県民俗学会
本 間・ 渋谷 ・石原 ・佐藤 ・新宮 (新 潟 )

東西食文化 の 日本海側 の接点 に関す る研究
一 山形 県庄 内地 方 を中心 とした地 域 の食文化 につ いて 一
久慈郡水府村で生産 されて い る凍 りこんにゃ くにつ
茨城県北部 。
いて 一生産 の歴 史 と利用状況 ―

県立新潟女子短期大学
本間・ 佐藤 ・石原 (新 潟 )
茨城 キ リス ト教短期大学
講師

内田弘美 (茨 城 )

日本女子大学家政学部
助教授 沖田富美子 (東 京 )
現代 日本の住宅 における台所空間 の実態 と今 後 の方向に関す る
一
工
工
―
の
大阪 業大学 学部
研究 食生活 変化 を中心に
助教授 塩谷寿翁 (大 阪)

古記録 による香川県下 の食生活調査

晴れ食 の構造・仏事献立

香川県明善短期大学

教授 秋山照子

(香 川)

愛媛県下 の特殊神饂 と直会料理等 に関す る研究 (1)

松山東雲短期大学

教授 永井輛江

(愛 媛 )

朝鮮通信使 の饗応食 について (第 1報 )
一対馬易地聘礼 にみる饗応 と対馬藩饗応 ―

長崎女子短期大学
香川大学教育学部

助教授 大坪藤代 (長 崎)
教授 宮川金 二 郎 (香 川 )

つ０

平成元年度助成論文 (報 告集第 7号 )
朝鮮通信使饗応食 (第 3報 )一 対馬 にお ける通信使接待 ―

長崎女子短期大学
香川大学教育学部
香川県明善短期大学

トチの実 のアク抜 き

東海学園女子短期大学
助教授 尾関清子

助教授
教授
教授

茨城 キ リス ト教短期大学
教授

笹で包んだ食品に関す る調査 。研究
「防長風土注進案 Jに みる天保期長州藩の食生活
天ぷ らに使用する油の実態調査 とその食文化的研究

大坪 (長 1奇 )
宮川 (香 川 )
秋 山 (香 川 )
(愛 知)

内田弘美 (茨 城 )

山口大学教 育学部

講師 五島淑子 (山 口)

市郵学園短期大学

教授 福田靖子 (愛 知)

平成 2年 度助成論文 (報 告集第 8号 )
豪雪地帯 の冬季 にお ける食生活の実態 と課題 に関す る研究

金沢大学教育学 部
金沢大学教育学部
金沢大学大学院

沖縄 にお ける食生活文化の形成

帝国女子大学家政学部教授
付属図書館長

長崎の伝統料理 にお ける南蛮文化 の影響 に関す る調理学的研究
海藻 の食習俗 ― 「備前の白藻」の特長 と変容 ―
奈良朝 の食文化 に関す る研究

教授
教授

山口 務
守 田 (良 )(石 川 )
修 了生 守 田 (尚 )

山本 淳 (大 阪)

玉 木女子短期大学

教授 片寄真木子 (長 崎)
ノー トル ダム清心女子大学家政学部
助教授 今田節子 (岡 山)
帯広大谷短期大学生活科学科
教授 池添博彦 (北 海道 )

平成 3年 度助成論文 (報 告集第 9号 )
孤 島 において伝承 され る麦の利用 に関す る研究
(麦 餅 ・麦酒 。麦酢 )

沖縄本島 と奄美大島の魚食文化

食生活文化継承の現状に関する日韓両国の比較
福島県 の郷上料理・ こづ ゆ とザ クザ クの伝承 と変容 に関する研究
―伝承の実態 とその特色 ―
古記録 によ る香川県下の食生活調査
調味料 一配合 と製法 ・料理 と調味 ―

長崎女子短期大学
大坪 (長 崎)
香川大学教育学部
宮川 (香川 )
対馬農業改良普及所 ̲ヒ 県支所
田代 (長 崎)
大阪国際女子大学人間科学部
教授 山本 淳 (大 阪)
鹿児島純心女子短期大学
教授 春田和子 (鹿 児島)
清州教育大学
副教授 金 恵子 (韓 国)
郡山女子大学
教授 佐原 臭
古典料理研究家
鈴木真也 (福 島)
香川県明善短期大学

教授

秋 山照子 (香 川 )

平成 4年 度助成論文 (報 告集第 10号 )
長崎の伝統料理 にお ける中国南部地方文化 の影響 に
関す る調理 学的研究
大和の民間祭祀に伝承 され る食饉
―奈良盆地東南部の秋祭 を中心 に一

玉木女子短期大学

教授

片寄員木子 (長 崎)

桜井女子短期大学
専任講師 冨岡典子 (奈 良)

八丈島におけるテンナンショウの食用化 に関する伝承技術の調査研究 聖徳大学短期大学部

教授

富岡和夫 (東 京 )

炭焼 き加熱 に関す る調査 。研究

横浜国ウ大学教育学部大学院
研究生 杉山久仁子 (神 奈川 )

日本 占代 にお ける斎の基礎的考察

信州大学教育学部

14

助教授

牛山佳幸 (長 野 )

平成 5年 度助成論文 (報 告集第

11号 )
lllt阜 女子大学家政学部

三 重県志摩地方 にお ける海女 の食 生 活実態調査

助教授 小川宣子 (岐 阜)
県立新潟女子短期大学
自家用味噌醸造 か らみた東西食文化の日本海側の接点 に関す る研
教授 本間信夫 (新 潟)
究
県立新潟女子短期大学
助教授 石原和夫
食物 の色名 にみ る日本人の色彩感覚

平成 6年 度助成論文 (報 告集第

共立女子大学

12号 )

北海道の蝦夷期 にお ける食生活文化 に関す る研究

帯広大谷短期大学

対馬の腐敗法 による くずサツマイモの加工 「セ ンダ ンゴ」 のルー ツ

徳島県下の行事食 の現状か らみた食文化の考察

平成 7年 度助成論文 (報 告集第

(門 人三十六姓)に

(2)一 祭 の 日の牛芳料理 ―

(香 川)
(香 川)

和洋女子大学
専任講師 柳沢幸江 (千 葉 )
織 田栄養専門学校
教員 高橋 ひ とみ

椙山女学園大学
中部大学

助教授 中野典子 (愛 知)
非常勤講師 馬場景子

桜井 :女 子短期大学

助教授

冨岡典子 (奈 良 )

聖カタリナ女子短期大学
助教授 武田珠美 (愛 媛 )

日本 にお けるゴマ あえの成立 と変容

平成 9年 度助成論文 (報 告集第

(二 重)
(大 阪)

14号 )

―田楽・ 田遊びの食 を中心 として 一

大和の民間祭祀 に伝承 され る食餞

鈴鹿医療科学技術大学
教授 宮川金二郎
教授 難波敦子
常磐会短期大学
香川大学
院生 周 艶陽
四国大学家政学部
管理栄養士養成過程助手 板東絹恵

(北 海道)
女子栄養大学併設香川栄養専門学校栄養専門課程
専任講師 岩間範子 (東 京)

日本料理の盛 り付 けにお ける赤色系の文化的意義 と色彩的役割

天竜川周辺 の食 の変遷

池添博彦 (北 海道 )

北海道女子短期大学
教授 小田lle政 子

おける行事食の伝承

平成 8年 度助成論文 (報 告集第

教授

13号 )

北海道 にお ける食文化の形成 と変容 に関する研究
―宮城県亘理町 と北海道伊達市 との比較研究 ―
旧久米村

教授 高宮和彦 (東 京)

15号 )

アジア各地 とわが国に伝 わるポル トガル南蛮食文化 に
関す る比較調理学的研究

神戸女子短期大学

大分県 にお ける 「鮎 うるかJの 特徴 について

九州福祉 衛生専門学校
専任教員 高松仲枝 (九 州 )
大分大学教育学部
助教授 望月 聡

10年 度助成論文

(報 告集第

片寄真木子 (兵 庫 )

東京都老人総合研究所疫学部門
湯川晴美・鈴木隆雄 (東 京)
女子栄養大学調理学研究室
松本仲子 ・高橋利恵

「養育院」 における大正 。昭和期の食生活の変容

平成

教授

16号 )

蕎麦利用 の 日本 ・中国 。欧州 にお ける食文化学的比較研究

15

神戸学院大学栄養学部
助教授 池田清和 (兵 庫 )
助教授 池 田小夜子

ノー トル ダム清心女子大学
人間生活学部食品栄養学科
教授 今田節子 (岡 山)
兵庫教育大学
学校教育学部助教授 岸田恵津 (兵庫 )

海藻 の食習慣 とその背景
―「薬効 のある食 べ物 Jと しての海藻利用 ―

魚お1理 の多様性に関する研究

平成

11年 度助成論文

(報 告集第

17号 )

奄美諸島 にお けるソテツの加工技術 と食文化 に関する研究

種智院大学仏教学部 教授 吉田 元

(京 都)

日本 の食生活 にお ける梅干 しの役割位置づ けに関す る研究

常磐大学短期大学部
専任講師 荒田玲子

(茨 城 )

現代沖縄 にお ける食生活の変容

女子栄養大学

平成

12年 度助成論文

(報 告集第

秋野晃司 (埼 玉 )

教授

18号 )

近世 の信濃善光寺 へ の道 中記 の記述か らみた旅宿での食事 をめ 信州大学教育学部
い
くる研究
助教授 牛山佳幸 (長 野 )
「塩 イカ」「煮イカJの 伝承 とその変容 一 日本海産イカの利用 にみ 長野県短期大学生活科学科食物栄養学専攻
る長野県内の地域特性 ―
専任講師 中澤弥子 (長 野 )
特別寄稿 「ついば むJ食 事 の伝統

平成

13年 度助成論文

(報 告集第

一 日本人 にお ける雑食性 ―

民俗学者

神崎宣武 (東 京)

19号 )

江戸時代後期 の史家 ・頼 山陽 一 家 の先祖忌祭 に登場 す る献立 メニ 山梨県立女子短期大 学
ューの解析
助教授

小竹佐知1子 (長 野 )

工場法改正時 にお ける食 と健康関係書類 の研究
椙 山女学園大学
一大正 12年 と昭 和 10年 の 「献 立予定表 」 の分析 を中心 として 一

助教授

近世金沢 の菓子文化 の基礎研究
金沢菓子デ ー ター ベ ース作成 を手がか りに

助教授 深井康子 (富 山)

平成

14年 度助成論文

(報 告集第

20号 )

主婦の 日記 にみ る幕末か ら明治期の食生活
― 「 梅 日記」を中心に 一

東京家政大学

地域野菜 「尼 い も」 の復活 と食文化展開 に関す る研究

神戸女子短期大学

/Jヽ

特別寄稿

平成

(報 告集第

助手

櫻井美代子 (東 京 )

教授

片寄 員木子 (兵 庫 )

相模女子大学

沖縄 の食生活文化瞥見

15年 度助成論文

中野典子 (愛 知 )

富 山短期大学

名誉教授 高松圭音 (東 京)

21号 )

縄文時代 にお ける魚の調理法 一千葉県 ・茨城県を中心 として 一

日本大学生物資源科学部
講師

北海道 における正 月二が 日の食生活 の実態 ―母村文化 の伝承 一

天使大学看 護栄養学部栄養学科
教授 山本愛子 (北 海道 )

「でんが く(田 楽
が1理 の発達
―奈良県 。二重県 ・愛知県の食習俗 を中心に一

目暮晃 一 (東 京 )

畿央大学

)」

専任講師

16

冨岡典子 (奈 良)

平成 16年 度助成論文 (報 告集第 22号 )
伝統食品 としての干大根 のつ くり方お よび利用方法 に関す る日 上野学園大学短期大学部
本 と台湾 の比較調理学的研究
教授 福永淑子 (東 京)
児童 の魚介類摂取 に及ぼす要因の検討
美作大学短期大学部栄養学科
―児童 とその保護者 の魚に対する意識を中心 にして一
教授 森恵子 (岡 山)
特別寄稿 戦後 60年 の食生活
実践女子大学
特 に刺身文化 とそれを支える脇役、裏方
名誉教授 宮澤文雄 (東 京 )

平成 17年 度助成論文 (報 告集第 23号 )
早稲田大学大学院人間科学研究科
林在圭 (埼 玉)
早
衛生学的視点からみた乳幼児の硝酸摂取量について「国産ベ ビ
相模女子大学短期大学部食物栄養科
フー ド及び母子Lの 硝酸イオ ン量」
助手 岩谷晶子 (神 奈川)
日本・韓国の年中行事 と通過儀礼にみ られ る餅の比較文化研究

近代 日本における家庭向け中国料理 の形成 とその受容 の特質

東京家政学院大学大学院修 了
東四柳祥子 (東 京)

平成 18年 度助成論文 (報 告集第 24号 )
東京国立博物館
科学研究費特別研究員 岩間員智子 (東 京)
香蘭女子短期大学食物栄養学科
助教授 橋爪伸子 (福 岡)

中日医薬書 にみる茶 について
名菓 の成立 ―その要因 と背景 ―

平成

19年 度助成論文

(報 告集第

25号 )

会津地方に現存す る小笠原流巻物 に見 る冠婚葬祭の儀礼
「平成 の彦根 りんご」復活 と地域お こ しへ の展開

郡山女子大学家政学部
准教授 平出美穂子 (福 島)
京都女子大学
准教授 河野篤子 (京 都 )

平成 20年 度助成論文 (報 告集第 26号 )
二重短期大学

祭 りを通 した伊 賀文化圏の特徴 について

准教授 駒田亜衣 (二 重)
「
「
戦時下 の食政策 にお ける 科学的」及び 合理化」 の追求 と食 生 オランダ国立ライデン大学
活 ―総力戦体制下 の日本 と植民地朝鮮 において 一
大学院生 朴卿希 (オ ランダ)

平成 21年 度助成論文 (報 告集第 27号 )
飛騨国府町 にお ける食文化形成力に向けての取 り組み

岐阜女子大学

ゴマ豆腐 に関す る食文化的考察
―ゴマ豆腐 の供試材料及び調理条件 な どについて―

新潟県立大学

17

教授 小川宣 子

(岐 阜)

教授 佐藤恵美子 (新 潟)

平 成 22年 度 助 成 論 文 (報告 集 第 28号
「高度経済成長期 」の離島における食生活 の「改善」
過程
―熊本 県天草地方を事例 に

熊本大学専任講師

増田 仁

(熊 本

女子栄養大学教授

島崎 とみ子

(東 京

戦前から戦後 にわたる学校給食 の歴 史について
〜仙 台市 の事例をもとに〜

仙台白百合女子大学講師

氏家幸子

(宮 城

うま味 調 味料 フー ドシステムの発 展過 程

一般財団法人農政調査委員会 佐藤奨平

(東 京

京都商家の暮 らしと食
―幕末における贈答・互酬を例に一

)

)

平成24年 度助成論 文 (報 告集第 29号 )
)

)

