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タイムスケジュール 
発表 10 分・質疑応答５分 

 

関西会場：2007 年 1 月 13 日（土）大阪ペピイ動物看護専門学校 
 

1:50-2:00  開催宣言と発表者への注意 
2:00-3:00 【AAE】     ４題(1-4) 
3:00-3:15 【AAA・AAT】  １題(5) 

休憩 15 分 
3:30-4:00 【動物に対する心理】 ２題(6-7) 
4:00-4:15 【産業動物】  １題(8) 
4:15-4:30 【野生動物】  １題(9)  合計９題 
4:30-4:40  閉会宣言と発表者への注意 
 

 
 
 

関東会場：2007 年１月 14 日（日）日本獣医生命科学大学 
 

8:50-9:00  開催宣言と発表者への注意 
9:00-10:15 【動物園】  ５題(1-5) 
10-15-11:30【AAE】   ５題(6-10) 

休憩 30 分 
12:00-1:00 【AAA・AAT】  ４題(11-14) 
1:00-1:30  【ペットロス】  ２題(15-16) 
1-30-1:45  【動物虐待】  １題(17) 
1:45-2:00  【補助犬関連】  １題(18) 

休憩 15 分 
2:15-3:00  【ペット飼育】  ３題(22-24) 
3:00-5:15  【動物に対する心理】 ９題(25-33) 

休憩 15 分 
5:30-6:15  【乗馬関連】  ３題(19-21) 
6:15-6:45  【動物行動学】  ２題(34-35) 
6:45-7:00  【産業動物】  １題(36)  合計 36 題 
7:00-7:10  閉会宣言と発表者への注意 
   
        

      応募総数計 45 題 
 

審査総合計時間 11 時間 15 分 
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関西会場 発表一覧 
 
【AAE】 座長：奥野卓司（関西学院大学） 
１）小学校科目「生活科」における農業科高校生の取り組み～温もりある動物とのふれあいを通じて～ 

関戸結貴、田中梨絵、植村亜也 
大阪府立農芸高等学校 資源動物科 ふれ愛どうぶつ部 

 
２）モルモットを用いた農業科高等学校と小学校との学校間連携教育活動  ～命を感じ、命で学ぶ～ 

植村亜也、関戸結貴、田中梨絵 
大阪府立農芸高等学校 資源動物科 ふれ愛どうぶつ部 

 
３）動物看護士専攻の学生が行った小学校飼育動物に関する飼育支援の為の学習調査活動 

①特に亀の飼育に関して飼育状況調査の再検討 
高山幸代、山本真希、中村健、馬場祐子、廣瀬由貴、春木英子、清水かおり、石丸昌子、竹花正剛 
大阪コミュニケーションアート専門学校 

 
４）動物看護士専攻の学生が行った小学校飼育動物に関する飼育支援の為の学習調査活動 

②動物ふれあい教室実施報告 
上田嘉子、尾坂宜子、土本祥平、木村紀之、春木英子、清水かおり、石丸昌子、竹花正剛 
大阪コミュニケーションアート専門学校 

 
【AAA・AAT】 座長：福岡今日一（イードッグ研究所） 
５）高校生と動物看護専門学校生のアニマルセラピーに関する認識調査 

植田美帆子、室木やよい、荒留美子、飯田知子、石橋妙子、澤田勉 
大阪ペピイ動物看護専門学校 

 
【動物に対する心理】 座長：福岡今日一（イードッグ研究所） 
６）インターネットのアンケートサイトを用いたペットに関する意識調査 

荒留美子、飯田知子、植田美帆子、室木やよい、石橋妙子、澤田勉 
大阪ペピイ動物看護専門学校 

 
７）児童の友人関係認知に及ぼすペットの影響 

光井麻理、大矢大、妹尾早苗 
ノートルダム清心女子大学大学院人間生活学研究科人間発達学専攻臨床心理学コース 

 
【産業動物】 座長：若生謙二（大阪芸術大学） 
８）肉用牛農家におけるジレンマと折り合い 

佐野市佳   龍谷大学 
 
【野生動物】 座長：若生謙二（大阪芸術大学） 
９）福井県におけるクマの生息域再生のための森の復元 

浅野万希   大阪芸術大学 環境デザイン学科 



HARS 学生大学院生のための学術発表審査会 2007 要旨集 
 

3

関東会場 発表一覧 
 
【動物園】 座長：石田おさむ（多摩動物公園） 
１）羽村市動物公園における動物ふれあいイベント「ふれあい動物縁日」の実践とその成果 

赤司和也、成瀬淳、堀内貴充、板垣博己、加藤一誠、服部未由妃、花園誠、赤尾壽允 
帝京科学大学 

 
２）創作イベント「どうぶつえんを作ろう」から読み取れた動物の趣向に関する調査 

～羽村市動物公園における実践からの報告～ 
勝野克彦、堀内貴充、加藤一誠、服部未由紀、前田めぐみ、花園誠、赤尾尋允(1) 
帝京科学大学 (1)羽村市動物公園 

 
３）上野動物園における来園者の実態ならびに行動調査 

橋本明日香、岸宏、花園誠、齋藤祐輔(1)、高橋英之(1) 
帝京科学大学 動物介在システム研究室 (1)上野動物園 

 
４）動物園における掲示の利用状況に関する調査 

堀内貴充、服部未由妃、加藤一誠、成瀬淳、赤司和也、花園誠、赤尾壽允(1) 
帝京科学大学 (1)羽村市動物公園 

 
５）動物園展示における教育効果 ― 伝えたいことと伝わっていること キリン展示を例に ― 

友岡梨恵、小川潔   東京学芸大学 教育学部 環境教育課程 環境教育専攻 
 
【AAE】 座長：信實洋介（CAC 医療技術専門学校） 
６）絵本を使った動物介在教育プログラムの開発 ～羽村市動物公園における実践報告～ 

前田めぐみ、井上由井、服部未由紀、堀内貴充、赤司和也、花園誠、赤尾壽允(1) 
帝京科学大学 (1)羽村市動物公園 

 
７）「ふれあいコーナー」における子どもの行動と保護者の関与について 

小川陽子、花園誠、唐沢瑞樹(1)、金子美香子(1) 帝京科学大学 (1)多摩動物公園 
 
８）学童に対する動物介在教育プログラム開発の試み  

～野生・家畜・愛玩動物を並置した実践について～ 
花園美樹、村木佑実、佐々木隆馬、小檜山祐介、田邉かえで、勝又茂久、伊藤諒、花園誠 

帝京科学大学 
 
９）「動物介在箱庭」の教育活用に関する検討 
勝又茂久、村木祐実、花園美樹、田邉かえで、小檜山祐介、服部未由妃、板垣博己、伊藤諒、花園誠 

帝京科学大学 
 
10）「食べることを目的とした」小学校での家畜飼育に関する調査 

鈴木晴奈、横山章光   帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科横山研究室 
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【AAA・AAT】 座長：津田望（のぞみ発達クリニック） 
11）児童養護施設における訪問活動の実践とその成果 
野尻光一郎、加藤瑛美、花園美樹、佐々木隆馬、宗村大義、花園誠、山口隆夫(1)、梶田寛人(1)、 
佐々木茂雄(1) 

帝京科学大学 (1)強羅暁の星園 
 
12）精神科デイケアにおける AAA 

川俣沙希、手塚和貴、横山章光   帝京科学大学 理工学部 アニマルサイエンス学科 
 
13）CAPP 活動が高齢者の日常活動リズムと睡眠に及ぼす影響について～認知症患者の追跡調査結果～ 

戸山文洋、小川家資 (1)、横山章光 (1)、柴内裕子 (2)、中村悟 (3) 
帝京科学大学 ヒューマンファクターズ研究室  
(1)帝京科学大学 (2)社団法人日本動物病院福祉協会(3)七里動物病院 

 
14）動物介在活動とロボット介在活動の反応の違い 

藤田明日香、横山章光   帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 
 
【ペットロス】 座長：新島典子（東京大学） 
15）ペット喪失と周囲の援助 ―ペットとの絆の再構築― 

伊藤美保、廣田順子、横山章光    帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 
 
16）飼い主によるペットの死後他界観形成 

佐藤千尋    東北大学大学院文学研究科・宗教学専攻 
 
【動物虐待】 座長：甲田菜穂子（東京農工大学） 
17）動物に対する虐待傾向の日豪比較 

佐藤美由紀、花岡しのぶ、山本誉士、信實洋介(1)、横山章光 
帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 (1)CAC 医療技術専門学校 
 

【補助犬関連】 座長：甲田菜穂子（東京農工大学） 
18）日本の補助犬事業を取り巻く課題について ―日本及び諸外国の歴史から― 

岩井美咲、横山章光    帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 
 
【ペット飼育】 座長：務川光彦（東急エージェンシー） 
19）犬の飼い主の意識とペットホテルの意識について 

小松加奈子、横山章光    帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 
 

20）人と家庭動物との関係はどう変化してきたか ―新聞見出しに見る戦後６０年の変化― 
佐田富美子、奈良由美子    放送大学教養学部 

 
21）犬の生体販売に関する一考察 

岩倉由貴    東北大学大学院経済学研究科 経済経営学専攻博士課程後期 大滝研究室 
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【動物に対する心理】 座長：22-26 安藤孝敏（横浜国立大学） 27-30 横山章光（帝京科学大学） 
22）子どもはなぜウサギをピンクに彩色するのか? ～羽村市動物公園における実践からの報告～ 

服部未由妃、堀内貴充、勝野克彦、加藤一誠、板垣博己、宮澤亜矢乃、花園誠、赤尾壽允(1) 
帝京科学大学 (1)羽村市動物公園 

 
23）児童の動物の好みに関する検証について ～羽村市動物公園における実践報告～ 

加藤一誠、板垣博己、服部未由妃、勝野克彦、堀内貴充、前田めぐみ、花園誠、赤尾壽允(1) 
帝京科学大学 (1)羽村市動物公園 

 
24）様々な場面における「犬」の感じ方の違い 

野口明子、横山章光    帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 
 
25）飼い主／親は、ペット／子どもをどう「理解」しているのか 

石原千尋、横山章光    帝京科学大学 理工学部 アニマルサイエンス学科 横山研究室 
 
26）親と子の犬の好みは似るのか。また、犬の外見と本人の髪型は関係するのか。 

肥後満寿美、湯澤明子    ヤマザキ動物専門学校 
 
27）犬と猫の飼い主におけるペットへの愛着度の比較 

横倉泰香、加隈良枝(1)、堀口育代(2) 
(1)帝京科学大学理工学部アニマルサイエンス学科 講師  
(2)(株)ベネッセコーポレーション「いぬのきもち」・「ねこのきもち」編集室 

 
28）犬の好き嫌いと問題行動に対する意識 

八巻歩美、加隈良枝    帝京科学大学大学院理工学研究科アニマルサイエンス専攻 
 
29）動物がもたらす子どもたちの心身の発達に関する研究  

―家庭における動物飼育がもたらす効果について― 
荒井さと、太田光明    麻布大学 動物人間関係学研究室 

 
30）虫の好き嫌い：子どもと親の関連性及び虫に対する意識 

堀本佳奈、横山章光    帝京科学大学 理工学部 アニマルサイエンス学科 
 
【乗馬関連】 座長：太田恵美子（RDA Japan） 
31）障害者乗馬における乗り手の歩行変化に関する研究 

新野紗織、小川家資、太田恵美子(1) 
帝京科学大学大学院 理工学研究科アニマルサイエンス専攻 (1)RDA Japan 

 
32）両下肢麻痺者への乗馬の効果～カロリー消費からの検討～ 

上山亜紗実、平野晴香、小川家資、太田恵美子(１) 
帝京科学大学 理工学部 アニマルサイエンス学科 (1)RDAJapan 

 
33）重複障害児の Therapeutic Riding 時の皮膚温変化 

要武志(1-3)、北脇香澄(2,3)、太田光明(2) 
(1)臨床福祉専門学校理学療法学科 (2)麻布大学動物人間関係学研究室 (3)パッカパッカくらぶ 
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【動物行動学】座長：加藤由子（フリーライター） 
34）音楽のテンポの違いが人と犬に与える影響 ～人の心拍数と犬の行動解析からの検討～ 

原田宏美    帝京科学大学ヒューマンファクターズ研究室 
 
35）地域猫の採餌行動 

曽根麻矢    放送大学 教養学部 自然の理解専攻 
 
【産業動物】座長：加藤由子（フリーライター） 
36）酪農教育ファームにおける調査・研究 

～酪農教育ファームにおける活動中のウシのストレスについて～ 
山下睦、丹羽美次    日本大学 生物資源科学部 動物資源科学科 

 


