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OS-27 共食のデザイン

OS 趣旨説明
中村 裕一（ 京都大学 ）
食とテクノロジーによる多世代がつながる場のデザイン：マインドフルネスからハートフルネスへ
Designing a community practice to connect multi-gerelational people：From Heartfulness to Mindfulness
○日下 菜穂子 1）、近藤 一晃 5）、佐野 睦夫 2）、荒木 英夫 2）、西口 敏司 2）、鈴木 基之 2）、神原 憲治 4）、蓮尾 英明 3）、
中村 裕一 5）
1 ）同志社女子大学 現代社会学部、2 ）大阪工業大学 情報科学部、3 ）関西医科大学 心療内科講座、4 ）香川大学 医学部、
5 ）京都大学 学術情報メディアセンター
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15：05 〜

地域在住高齢者の食事摂取状況と心理社会的要因との関連 〜フレイル予防における「共食」を考える〜
Relationship between the eating habit and psychosocial factors in community-dwelling elderly people：
Eating together for preventing frailty
○山縣 恵美 1）、日下 菜穂子 2）、長谷川 昇 1）、三橋 美和 1）、橋本 秀実 1）、村田 尚子 1）、杉原 百合子 1）、
小松 光代 1）、岡山 寧子 1）、木村 みさか 1）
1 ）同志社女子大学 看護学部、2 ）同志社女子大学 現代社会学部
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15：20 〜

他者への気づきを強化するシナリオを発見し収集する手法
A method of discovering and collecting scenarios that enhance awareness to others
酒造 正樹 2）、近藤 一晃 3）、○益田 岳 1）
1 ）東京女子医科大学、2 ）東京電機大学、3 ）京都大学

5
15：35 〜

オンラインシェアダイニング環境におけるメタ認知フィードバックの実装と効果検証
Development and Verification of Metacognitive Feedback Methods within Online Shared Dining Environments
○佐野 睦夫 1）、荒木 英夫 1）、西口 敏司 1）、鈴木 基之 1）、大井 翔 1）、日下 菜穂子 2）、近藤 一晃 3）、蓮尾 英明 4）、
神原 憲治 5）、中村 裕一 3）
1 ）大阪工業大学 情報科学部、2 ）同志社女子大学、3 ）京都大学、4 ）関西医科大学、5 ）香川大学 医学部
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15：50 〜

共食体験の記録手法とそれによる想起の効果
Effects of recording and recalling of co-cooking and co-eating experiences
○小幡 佳奈子、上田 博唯、下西 慶、近藤 一晃、中村 裕一
京都大学 学術情報メディアセンター
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16：05 〜

オンライン下での共食体験が相互の内的生理反応に与える影響：探索的研究
An Exploratory Study of the Effects of Online Co-Eating Experiences on Mutual Internal Physiological Responses
○佐久間 博子 1）、蓮尾 英明 1）、佐野 睦夫 2）、荒木 英夫 2）、西口 敏司 2）、鈴木 基之 2）、大井 翔 2）、日下 菜穂子 3）、
近藤 一晃 4）、中村 裕一 4）
1 ）関西医科大学、2 ）大阪工業大学、3 ）同志社女子大学、4 ）京都大学
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16：20 〜

擬人化エージェントからのインタビュー形式による非言語情報を利用した QOL 観測
QOL observation using nonverbal information through interviews by a personified agent
○下西 慶 1）、西口 敏司 2）、上田 博唯 1）、鈴木 基之 2）、神原 憲治 3）、蓮尾 英明 4）、中村 裕一 1）
1 ）京都大学 学術情報メディアセンター、2 ）大阪工業大学 情報科学部、3 ）香川大学 医学部、4 ）関西医科大学 医学部
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16：35 〜

全体討論

近藤 一晃（ 京都大学 ）
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