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祭りによる親交関係の向上〜日本と中国〜

福岡県立城南高等学校３年

傘1―A班　谷田部理沙　高木春風　奥谷紗那　中山公介

１　はじめに
　現在、新型コロナウイルスの影響で海外渡航が

難しい上に、日本各地で「祭り」が中止になって

しまっている。だが、そんな状況の中でも面白い

ニュースを目にした。中国で"日本風"の夏祭りが

大人気になっているというニュースだ。これは日

本と中国が親交を深めるチャンスであるかもしれ

ない。そう考えた私達は中国と日本の文化を融合

させた祭りを作り、「祭りによって親交関係を向

上させるにはどうしたらよいか？」というといを

ｔどちらの国の人でも楽しめるように工夫しなが

ら研究を行った。

２　研究内容
　祭りを作る条件から、祭りを行う会場探し、国

内外の文化交流のための祭りの調査、中国文化・

日本文化の調査、祭りの草案作りの４つを行っ

た。

３　結果１
　中国の文化を調べた結果、日本と似ている点が

多いことがわかった。主食が米や麺類であること

や、出汁を使って調理すること、箸を使うことが

共通しているし、日本で中華料理店が多いよう

に、中国にも日本料理店は多く存在している。だ

から、互いの国の食事に対するハードルは低いと

思われ、食事は文化交流の手段に適しているとい

える。

　一方で、相違点もいくつかある。日本では麺類

を食べるときに音を立ててすすったり、皿を持っ

て食事したりするが、中国では逆である。また、

中国では食べ残しが礼儀だが、日本では好まれな

い。こういった相違点が双方に不快感を与えない

ように、張り紙などで文化の相違点を知ってもら

う工夫をする必要もある。

４　考察１
　中国文化と日本文化の共通点や相違点から、両

国の異なる文化を組み合わせることで、自国にな

い文化を味わったりお互いの国のアピールをし、

文化を楽しく交流できるのではないかと考えた。

　また、アレルギーや宗教、ダイエットといった

理由で食事に制限がかかっている人でも参加でき

るように、食材や調理方法を工夫した料理の提供

も行うと良いと考えた。

５　結果２
　会場の場所は、＃ジハングンという場所にし

た。ここは、比較的予約をしやすく、3,000坪の

屋外のイベントスペースであった。また、金額は

1時間につき100円、１日につき1,000円と比較的

借りやすい金額であった。この広さであれば、ス

テージに加え、屋台も20軒ほど確保できると考え

られる。ここに日本の伝統的な屋台と、中国独自

の遊びや料理を提供できる屋台を設置したい。

　また、国内外の祭りを調べまで見ると、“ハノ

イ日本桜祭り”や、“日本文化祭り”、“日本外

交関係樹立130周年記念メキシコ雅楽公演・交流

事業”などといった祭りが行われていた。特にハ

ノイ日本桜祭りでは、たこ焼きや焼きそばといっ

た日本料理の紹介や茶道や書道といった日本文

化、日本の高度な性能を持つ商品や技術の紹介を

行い、会場内には日本から運ばれた1万本を超え

る桜の枝を展示するそうだ。これを参考にしてス

テージでは書道などのパフォーマンスを行おうと

思う。

６　考察２
　この祭りで両国の親交を深めるためには、多く

の人に知ってもらい、訪れてもらうことが大切で

あると考える。そのためには、インターネットで

の広報活動を行い、人が集まりやすい長期休暇で
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の開催にすれば良いと思われる。

７　今後の展望
　今回の課題研究では場所を決めたり屋台の種類

を決めることは出来たが、コロナウイルスの影響

もあり実際に場所を訪れたり、屋台にだす食べ物

を作ることができなかった。開催場所は実際に行

くことで環境や交通の便の良さを知りたい。ま

た、屋台を出す際にはコストや作るために要する

時間も大事である。また、アレルギー、宗教、ダ

イエット対応の食べ物は使う食材が絞られるとは

いえ美味しくなければ意味がない。限られた予算

と時間、食材の中でより美味しい食べ物を出すた

めに実際に料理を作り、レシピをまとめたい。

　また、今回は日本と中国の二カ国に絞って考え

たが、より日本と文化の異なる国や、複数の国を

対象にした祭りを考えてみたいと思った。さらに

地域を広げることで、よよりグローバルな祭りに

したい。この研究が発展し、現実的に可能なもの

になれば、SDGsの10番である「人や国の不平等

をなくそう」につながってくると考えている。

８　参考文献
出入国在留管理庁(2020)「国際・地域別在留外

国人数の推移」

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006222.

pdf 2021年3月30日

wikipedia 「日中関係史」

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5

%E4%B8%AD%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%8

F%B2　2021年3月30日

SPACEMARKET#ジハングン＠イトシマ

http://www.spacemarket.com/spaces/lomx82

d8rlsggok/rooms/8YBF-7mU-dvsQpI

http://www.moj.go.jp/isa/content/930006222.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006222.pdf
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人口と観光客数から見た福岡

福岡県立城南高等学校3年

傘1―B班　白石 陽　石田 明穂　小樋井 朱里　佐藤 翔

１　はじめに
　私たちは、47都道府県のそれぞれの良さを調べ

るために、様々なランキングを見ていた。その中

で、人口ランキングでは上位に入っているのに、

観光客数ランキングでは上位に入っていない県が

あることに気づいた。このことをきっかけに人口

と観光客数の関係を調べていくことになった。そ

こで私たちは、人口は多いのに観光客数が少ない

埼玉県と、人口が少ないのに観光客数が多い沖縄

県の2県を比較対象として調べた。また、調べて

いく際に私たちの住む福岡県は人口も観光客数も

どちらも多いことがわかり、福岡県が本当に良い

街なのかを研究することにつながっていった。

　また、この研究での「良い街」とは、「住みや

すさ」と「観光」の2つの観点で私たちが判断し

たものとする。「住みやすさ」は住む上で必要と

している要素が満たされているかどうか、「観

光」は観光客数や観光地の多さで判断する。
２　研究内容
　①インターネットを利用し、埼玉県と沖縄県の

２つの県を比較して、人口と観光客数の関係を調

べた。この調査により、今回の問である、「福岡

は本当に良い街なのか」が新たに生まれた。そし

て、それぞれの県が、その順位となった要因を調

査した。

　②城南高校3学年160名にアンケートを行っ

た。質問は「将来どのような街に住みたいか」

と、「何を目的に旅行するのか」の2問を提示

し、回答してもらった。（アンケートづくりの

際、参考文献Ｇを参考した。）

　③アンケート結果をもとに、城南高校３学年の

思う「良い街」のイメージマップを作成した。

　④インターネットを使用し、福岡県について調

査し、その内容と私たちが作成したイメージマッ

プを比較した。
３　結果

①埼玉県は、47都道府県中、人口が５位、観光

客数が３０位（2019年）である。良いところとして

都心に近いため交通の便が良いこと、大型ショッ

ピングモールが多いこと（沖縄県40件に対し、埼

玉県133件で全国1位）、地盤が固く、津波が来に

くく、災害に強いことが挙げられた。良くないと

ころとして挙げられたのは、有名な観光地の少な

さであった。

沖縄県は、47都道府県中、人口が25位、観光

客数が３位（2019年）である。良いところとして挙

げられたのは、観光スポットが多くリゾート気分

を味わえることであった。一方、良くないところ

として、交通機関が少ないことや自然災害の多さ

が挙げられた。

よって、埼玉県は住みやすさは抜群であるが、

観光地が少なく、具体的なイメージがない。また

沖縄県はリゾート地としては適しているが、交通

の便など生活するうえで不便なことがあるという

ことがわかった。（参考文献 A C D）

②アンケート結果は以下の通りである。

　1つ目の質問には、「子育てがしやすい」「災

害対策が充実している」「治安が良い」「身近に

自然がある」「交通が便利」「教育環境が良い」

「医療が充実している」「文化・芸術を大切にし

ている」「景観が美しい」「観光業がさかん」

「その他」の計11の選択肢から住みたいと思う街

を3つ選んでもらった。グラフより、1番多かった
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のは、「治安が良い街」（116票）で続いて「交通

が便利な街」（96票）、「医療が充実している街」

（56票）が上位を占めた。

　2つ目の質問には、「歴史的建造物・文化財な

どの訪問」「グルメ」「ショッピング」「異文化

体験（方言など）」「イベント」「自然」「家族・

友人を訪問」「スポーツ・アクティビティ」「そ

の他」の計9つの選択肢から2つを選んでもらっ

た。グラフより、上位3つを占めたのは、「グル

メ」（76票）「歴史的建造物・文化財などの訪問」

（59票）「自然」（37票）であった。

③アンケート結果をもとに、高校生が考える｢

理想の街」として挙げられたのは、「医療の充

実」「交通が便利」「治安が良い」「イベントの

充実」「子育てしやすい」「観光地として充実し

ている(グルメや歴史的文化財、アクティビ

ティ)」「自然がある」「商業施設の充実」「教

育の充実」であった。これらを理想の街として絵

に描いたのが下のイメージマップである。

④福岡県は人口が9位、観光客数が9位であ

る。病院数、病床数、医療機関医師数はどれも全

国4位であり医療が充実しているといえ、空港ま

でのアクセス時間は11分と短くこれは、世界48

都市中3位であった。よって交通の便も良いこと

がわかった。また、明太子などのグルメや、太宰

府天満宮などの有名な観光スポットも充実してお

り、自然豊かな地域も多い。これらは③の良い街

のイメージマップも一致していた。しかし、人口

一千人当たりの犯罪件数は14.48件(全国3位)で全

国平均の9.66件に比べてとても多く、治安はイ

メージマップと一致していなかった。だが、その

犯罪件数も年々減少していることが調べによって

明らかになった。
４　考察
　埼玉県と沖縄県の比較から、人口の多い理由と

して「住みやすさ」、観光客数の多い理由として

「観光地・宿泊施設の多さ」が挙げられると考え

られる。また、福岡県については「治安」が唯一

の課題ではあるが、年々犯罪件数は減ってきてお

り、また、それ以上に交通面やグルメなど他の

様々な分野において秀でていた。よって、福岡県

は私たちの定義する「良い街」に近いと言える。
５　今後の展望
　今回の研究では高校生を対象にアンケートを

行ったので、今後はアンケートの対象の年代を大

人へと拡大していきたい。そうすることで、高校

生とは別の視点からの意見が得られ、SDGs11番

の住み続けられるまちづくりにもっと繋げられる

だろう。また、市町村単位の狭い範囲でも本当に

良い街なのか考え、より身近に問題点や良いとこ

ろを捉えていきたい。
６　参考文献
・A 埼玉県庁
https://www.pref.saitama.lg.jp/ 2020年9月29日
・B 福岡市
https://yokanavi.com/ 2020年11月11日
・C 観光庁「宿泊旅行統計調査」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/ 2020年7月9日　
・D RESAS
https://resas.go.jp/#/13/131012020年9月29日
・E 福岡市
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/ 2020年11月11日
・F 都道府県格付け研究所
http://grading.jpn.org/ 2021年2月24日
・G 大阪府茨木市第1回どんな街に住みたい？
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.sp.html202
0年10月28日

https://www.pref.saitama.lg.jp/
https://yokanavi.com/
https://www.mlit.go.jp/kankocho/
https://resas.go.jp/#/13/13101
http://facts.city.fukuoka.lg.jp/
http://grading.jpn.org/
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/index.sp.html
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城南生が知らない能古島のスポットは？

福岡県立城南高等学校３年

傘1―C班　佐伯幸歩　喜井瑞樹　平山鈴葉　頗羅堕亜衣

１　はじめに
　今日、日本の多くの地域で過疎化や高齢化が問

題となっている。そこで田舎について調べてその

特性と他の観光客が多い場所とを比べることで、

それらの課題の解決の糸口を見つけられると思っ

た。そして、田舎の町おこしをするために何をす

べきかを考え、田舎の定義に含まれる離島（周囲

0.1km以上のもの）を対象にして研究しようと

思った。

　そこで、福岡県の離島である能古島を研究し、

城南生が知らない能古島の魅力をみつけることが

でき、それを伝えていこうと思った。さらにそれ

を城南生以外の島外の人にも広めていくことに

よって島おこしにもつながると考えた。

２　研究内容
①予備調査として城南高校56期生150名を対象に

し「能古島について知っていることを教えて下さ

い」というアンケートをした。

②城南生へのアンケート（Googleフォーム）とし

て城南高校56期生100名を対象にし「能古島に

行ったことがありますか？」また、「ある」と答

えた人には「能古島のどこに行きましたか？」と

いう質問のアンケートをとった。

この2回の結果をもとに能古島に住んでいる人を

対象としたアンケートの内容を決めた。

③能古島に住んでいる人へのアンケートでは能古

島に住んでいる人を対象に「能古島のおすすめの

スポットや美味しい食べ物を教えてください。」

「能古島と島外を比べていいと思うところはどこ

ですか。」「能古島キャンプ場について知ってい

ることを教えてください。」「白鬚神社について

知っていることを教えてください。」という質問

のアンケートを、能古島の商店に設置して行っ

た。

３　結果
①予備調査で最も多かった回答はのこのしまアイ

ランドパークである。次に多かったものは季節感

が強いことで他には渡船、虹色の傘、インスタ映

えスポット、のこのこボール、ブランコがある、

離島、BBQ、海水浴、夏みかんなどであった。

②「能古島に行ったことがありますか」について

は、「ある」が57.4% 「ない」が42.6%となっ

た。また、「能古島のどこに行きましたか。」と

いう質問に対しては以下のような結果であった。

のこのしまアイランドパーク     42人

能古渡船場                    　　     29人

展望台 10人

能古島キャンプ村海水浴場 6人

北浦海水浴場 4人

白鬚神社 1人

能古夢珈琲園 1人

その他 13人

　図　能古島のどこに行きましたか。

③「能古島のおすすめスポットや美味しい食べ物

を教えてください。」という質問に対しては、牡

蠣、展望台、能古サイダー、カバ印のアイスキャ

ンデーなどの回答が得られた。続いて、「能古島

と島外を比べていいと思うところはどこです

か。」という質問には、自然が多い、山と海、静

かであるという回答が得られた。「能古島キャン
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プ場について知ってるいることを教えてくださ

い。」という質問に対しては、BBQができる、

木のブランコがある。また、城南生のアンケート

で述べられていなかったものとして、バンガロー

に泊まれる、バナナボートに乗れるというものが

あった。「白鬚神社について知っていることを教

えてください。」という問いには、力石がある、

おくんちが年に1回ある、「神社の近くの海から

砂を取ってきて、大きな貝にのせて、社を回ると

願い事が叶う」といういわれがあるという回答が

得られた。

４　考察
①と②の結果より、56期城南生の能古島への印

象はアイランドパークが大半を占めていた。①の

結果として多かった「季節色が強い」もアイラン

ドパークでの植物の印象が強いのではないかと推

測される(実際にアイランドパークではコスモス

や菜の花など季節の植物を売りにしている)。①

で挙がっていた「船」は能古島に渡るための交通

手段であるため、今回の主旨とは外れていると考

える。また、その他の虹色の傘や木のブランコは

Instagram等のSNSを通して認知していた人が多

いのではないかと推測する。

②③の結果から、島に住んでいる人、城南56期

生との能古島への共通する印象として自然の豊か

さがあげられる。反対に、城南56期生からはあま

り挙がらなかった「食」に関することが島に住む

人から多く挙がったことから、能古島の「食」の

素晴らしさを島外に発信していくことで能古島の

魅力をより広められると考える。

５　今後の展望
　「食」と「観光」の分野を中心に城南生の知名

度が低かったものの追加調査を行い、

SNS(Instagram等)を用いて食べ物の写真や、

レジャースポットの紹介を載せることなどで、城

南生に向けて発信していきたい。観光客の増加に

繋げられれば、観光業の発展にも繋がるだろう。

６　参考文献
※2内閣府ホームページ　https://www.cao.go.jp/

能古島キャンプ村ホームページ

http://camp.nokonoshima.com/

ラテン文化センター(2020)　https://tiempo.jp/

https://www.cao.go.jp/
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城南生が考える「住みやすい街」

福岡県立城南高等学校３年

傘１−D班　伴丈　悠太　　金城　唯希　　井上　凌志　　上野　幸太郎

１　はじめに
近年、日本は少子高齢化、人口減少、待機児

童、過疎化による限界集落など様々な社会問題に
より、我々が住んでいる「街」の在り方が少しず
つ変化してきている。そんななか、私達の班は今
を生きる人たちが生活しやすい街にはどんなもの
が必要なのか。という疑問のもと、福岡県の高校
生にフォーカスを当てて研究、考察を行った。
　
２　研究内容
①Googleフォームを用いて、城南高校第56期生

　に下記のアンケート①を行った。

　以下の50項目の中から、あなたが住みやすい街

　に必要だと思う要素、不要だと思う要素をそれ

　ぞれ5個選んでください。　

公園 美容院、理容室 駅

小中学 娯楽施設 田んぼ、畑

高校、高専 飲食店 神社、寺、教会

大学 空港 家電量販店

保育施設 ショッピングモール コインランドリー

病院 スタジアム コインパーキング

クリニック 治安 ガソリンスタンド

交番 学習施設 銭湯、温泉

スーパー ドラッグストア 自動販売機

スポーツ施設 介護施設 文房具店

コンビニ バス停、

ターミナル

八百屋

自然 デパート 精肉店

携帯ショップ 郵便局 魚屋

街灯 百均 消防署

図書館、書店 家具専門店 都市高速道路、自動

車道

ホームセンター 銀行 雑貨店

博物館、美術館 花屋

②アンケート①の回答率が非常に低かったため、

　紙面にて同じ内容でアンケート②を行った。

③アンケート②では回答率が大幅に増加したた

　め、このアンケートの結果を用いて結果を考察

　した。

３　結果

必要だと思う要素

不要だと思う要素
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住みやすい街に必要 住みやすい街に不必要

合計                       1365 合計　　              1346

病院                       　180 田んぼ、畑　　      117

スーパー　　　        125 神社、寺、協会　    94

駅　　　　　　        110 博物館、美術館　    86

小中学校　　　        104 スタジアム              84

スタジアム　　         53

結果は、以上の表のようになった。

４　考察
　小、中学校・病院・スーパー・駅の4項目が必

要だと回答した人が特に多かった。その中でも特

に病院への投票数が最も多いことからも健康や命

に対することは重要視されていることが分かる。

　加えて多かった項目は、普段我々高校性が頻繁

に利用しているものである。このことから「身近

なものほど必要だと感じることが分かる。

　反対に田んぼ、畑は不必要であると回答した人

が最も多かった、これは技術の発展による我が国

の第一次産業の衰退の影響が高校生の意識にも影

響を与えているのではないかと考えた。

　また、病院や田んぼ、畑などの項目と比較した

ときにスタジアムは票数が

「必要」：「不必要」　＝　58：84と票数の偏り

が少ないことが分かる。スタジアムは病院や

スーパーなど日常生活において必要ない。しか

し、今日スタジアムはスポーツ観戦やアーティス

トのライブを始め様々なイベントに利用されてい

る。この事から、スタジアムの重要性には他の項

目と比べると個人差が大きい。

　アンケートで住みやすい街に必要なものの項目

の中で、家電量販店、コインランドリー、携帯

ショップの４項目が０票となった。しかし、この

項目が住みやすい街に不必要なものの投票数が多

いという訳では無い。この事から、普段利用する

機会が少ない項目は必要、不必要に関わらず投票

数がすくない事が分かった。

５　今後の展望
　今回は城南高等学校2学年の生徒に向けてのみ

調査を行ったが、この調査をより広い年代に行い

たい。そして、年代別に「必要」「不必要」だと

考えるものを比較した上でより生活しやすい街に

はどんなものが必要かを見つけていきたい。

　今回のアンケートでは単に住みやすい街に必要

なもの、不必要なもののみを調査したので、その

後より深い考察を行うことが難しかった。さら

に、アンケートの内容もわかりにくい項目や、一

つの項目としてまとめるべきもの、加えたほうが

良い項目など様々な改善点も見つかった。そのた

め、今後この調査を続けるときはアンケートを改

善するとともに、より広く深く「住みやすい街」

について知れるように工夫する必要があると感じ

た。

　今日、グローバル化により、海外から日本に移

住する人も増えている。生まれた環境や育った場

所が違えば価値観が異なる。そこで日本に住む外

国人が考えるそれぞれの住みやすい街についても

調査してみたい。

　この調査が発展することにより、すべての人が

住みやすい街を作り上げる手がかりとなり、より

様々な人々の共存を実現するための第一歩になる

と私達は思う。更にこれは、SDGsの第11項「住

み続けられるまちづくり」にもつながる取り組み

となるだろう。
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無電柱化の利点と地域比較から観る有用性〜無電柱化のこれから〜

福岡県立城南高等学校３年

傘１―F班　井上優汰　寺井春稀　北條瑞季　李依文

１　はじめに　コミュニケーション英語の授業

で、電柱の有無の良い点、悪い点について考える

機会があった。この授業を通して学校付近の景観

と電柱に関係性があることに気がついたので、無

電柱化の点からどのようにしたら城南高校付近の

景観を改善することができるか研究することにし

た。これが研究動機となり、「無電柱化の利点と

地域比較から観る有用性は何か」という問いをた

てた。この問いを解決しながら、地域で実践でき

る方法を探求することにした。

２　研究内容
　まず、城南高校前の道路の様子とすでに無電中

化が進んでいる京都の先斗町通りの景観を見比

べ、都市景観が悪くなる原因を探した。

　次に、電柱を歴史、海外やほかの地域との無電

柱化の実施状況や震災がおこった時にどうなるか

の比較など多角的な視点から見直し、電柱を地下

に埋めることの是非を考察した。

３　結果＜校外調査＞

　福岡市城南区茶山城南高校正門前の道路

2020.9.23　撮影

京都市中央区先斗町通り

Ａは空を見上げると地上に電柱が張り巡らされて

いる。Bは先斗町通りの無電柱化の工事前、Cは

工事後。Cの方がBよりもすっきりとして見え

る。この調査より、私達は「良い景観」は、電線

のような視界を妨げる見たくないものが見えない

状態、「悪い景観」は、見たいものが電柱などに

よって妨げられている状態だと考えた。

＜海外との比較＞

　次に海外との無電柱化の実施状況と歴史を比較

した。ロンドン、パリなどのヨーロッパの主要都

市や香港、シンガポールなどのアジアの主要都市

では無電柱化が進んでいるのに対して、日本の無

電柱化率は東京２３区で７％、大阪市で５％と立ち

遅れている。
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ロンドン １００％

パリ １００％

ワシントン ６５％

ニューヨーク ８３％

台北市 ８５％

ポーチミン市（ベトナ

ム

１７％

東京２３区 ７％

大阪市 ５％

＜歴史＞

阪神淡路大震災では、１１０００本の電柱が被災し

た。また、電力会社のホームページより

❓災害に強いのはどっち❓

架空線 無電柱化

落雷 ✕ ○

台風 ✕ ○

浸水 ○ △

地震 ✕ ○

火事 ✕ ○

竜巻 ✕ ○

＜メリット・デメリット＞

　無電柱化のメリットは、美しい景観になる、空

き巣などの防犯対策になる、停電が減る、などが

ある。デメリットとしては、浸水のリスクが高く

なる、電柱がある景観への親近感が失われる、コ

スト・時間がかかる、狭い道路では地中化できな

い、などがある。

４　考察

　無電柱化を行う上での問題点を解決する１

つの方法として、京都市の「D.D.BOX」が

ある。

通常なら１〜２ｍ単位で作るところを５０ｃｍ単位で

作成し、コンクリートの厚さを強度が保てる限界

まで薄く軽量化している。ガス管や水道管などと

まとめることが出来るので、他のライフラインと

の共存が可能になる。また、「D.D.BOX」を導

入することで工事費を３割低下させることが出来

る。
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５　今後の展望

　京都での、「D.D.BOX」の例を参考にして、

「D.D.BOX」はどんな所で利用可能なのかや、

詳しい値段などを調べ、無電柱化を今よりもさら

に促進していきたい。そして、どんな人でも住み

やすい街を作り、より多くの人が幸せに過ごせる

地域の形成に役立ちたい。また、災害による被災

費や無電柱化にかかるコストを考慮してそれが経

済的に得を生むのか考えたい。そして、倒れた電

柱が災害時の避難、救助活動の妨げにならないよ

うにこれからこれらのことを心がけて、今後無電

柱化が日本各地で実現可能となる方法を研究して

いきたい。

６　参考文献

・PROMINENCE　Engrish communication2

・管理人石井（2018）

　「新電力比較サイト」

http://powerhikakm.info/column/undergroun

d.php 2020年9月9日

・特定非営利活動法人

　「電線のない街づくり支援ネットワーク」

https://nponpc.net/ 2020年9月16日

・VIESORA

　「低コスト提案・無電柱化総合サービス」

http://www.georhizome.com 2020年8月26日

・国土交通省

　「無電柱化の推進」

www.mlit.go.jp 　2020年9月16日

http://powerhikakm.info/column/underground.php
http://powerhikakm.info/column/underground.php
https://nponpc.net/
http://www.georhizome.com
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福岡市をより子育てしやすい町にするために

福岡県立城南高等学校３年

傘1-G班　大杉征也　神田 悠月　白井瑞穂　塩谷寿々子

１　はじめに
　日本では1985年から2019年の34年間で2367万

人から3014万人と647万人も働く女性が増えた。

そこで子育て支援サービスを充実させることで、

女性の社会進出のさらなる促進と少子化対策がで

きるのではないかと考えた。2019年の日経BP社

が出した「子育てしやすいランキング」では福岡

市は13位にランクインしている。しかしこれは福

岡県内で他にランクインしている４つの市と比べ

ると4番目となっており1番低くなっている。そこ

で、私たちの住む福岡市の子育て支援サービスを

これから改善していけるものを探し、これからの

日本の子育てをより良くしていくための研究をし

た。

　この研究での「子育てしやすい」の定義は保育

に対する心配がなく働ける事とする。
２　研究内容
研究内容は次の①から④である。

①現在の福岡市で実施されている子育てサービス

をインターネットで調べた。

②城南高校の子供がいる先生方にアンケートを取

りそれを踏まえて再びアンケートを作成した。

③５つの幼稚園・保育園で保護者の方々にアン

ケートを取った。（合計２４３人）

協力していただいた幼稚園・保育園

社会福祉法人　能古福祉会　能古保育園

社会福祉法人　英和会　若草保育園

社会福祉法人　福栄会　高取保育園

社会福祉法人　音色会　くれっしぇんど保育園学

校法人小出学園　ときわ幼稚園

アンケートの内容

(1)下記の支援サービスで知っているものはあり

ますか。（複数回答可）

①一時保育事業

②福岡ファミリー・サポート・センター

③子育て交流サロン

④中央児童館「あいくる」

⑥育児サークル

⑦赤ちゃんの駅

⑨子供医療助成制度

⑩児童付与手当

⑪その他

(2)　下記の支援サービスを利用したことはあり

ますか。(複数回答可）

①一時保育事業

②福岡ファミリー・サポート・センター

③子育て交流サロン

④中央児童館「あいくる」

⑤福岡市子どもプラザ

⑥育児サークル

⑦福岡子ども食堂

⑧赤ちゃんの家

⑨子ども医療助成制度

⑩児童付与手当

⑪その他

(3)　(2)で利用したことがあるサービスの利用

して良かった点と改善してほしい点を教えて下さ

い。

(4)　(1)(2)のサービスの他にどんなサービスが

あったら利用したいですか。

(5)　今子育てにおいて困っていること、もしく

は不便だと感じることがありますか。

①ある(下にお書きください）②ない

(6)　アンケートを集計した
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３　結果

[今あるサービスで利用して良かった点]

・親同士でコミュニケーションがとれる

・利用料金が安い

・設備（おもちゃ）が充実している

[改善してほしい点]

・清潔感がない

・掃除されていない

・手続き、登録が多くて大変

・営業時間（利用可能時間）が短い

[あったらほしいサービス]

・託児カフェ

・LINE等チャットで相談可能できるサービス

・親が病気になったときの託児サービス

・託児所つき保護者の習い事教室

・乳児、幼児、保護者が一緒に食事できる場所

[現在子育てにおいて困っていること]

・子供用トイレが少ない

・エスカレーター、エレベーターが少ない

・頼れる人が少ない

・土日に仕事がある

・小児科が夜まで開いていない

４　考察
　まずアンケートの結果から、そもそも今ある

サービスの認知度が低いことが分かった。つまり

サービスの認知度を上げることが重要であると考

える。そのために、市役所や区役所など子育てを

する人が多く集まる場所に自分達で作った子育て

支援サービスのポスターを貼るなどの改善策が考

えられる。また、アンケートの結果から今、求め

られている子育て支援サービスは簡単で気軽に利

用できるもの、安全で清潔であるものということ

が分かった。例えば、予約方法や営業時間を改善

した病児保育サービス、LINEで専門の方とやり

とりできる相談サービス、特に一人親が気軽に預

けられる託児サービスなどである。また、清潔に

保たれた子ども用トイレ、赤ちゃんの駅を増や

す、年齢別に遊べる室内広場、乳幼児向けメ

ニューもある食事処なども必要だと思う。

５　今後の展望
　集計したアンケートをふまえて、私たちで今求

められている新しい子育て支援サービスを提案す

る。また、今回の調査によって、認知度の低い

サービスが多いことが分かったので、新たなサー

ビスとともにより認知度を上げる方法を探す。そ

して、自分たちが考えたサービスについてもう一

度保護者にアンケートをとり、実際に利用したい

か聞く。これによって福岡市が新たにサービスを

作るときに参考になるサービスを考える。これら

が実現すれば「SDGs11 住み続けられるまちづく

りを」にも繋がっていくと思う。

６　参考文献
福岡市

www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-kosodate/000

3/030501.htm/

厚生労働省(2018)

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-kosodate/0003/030501.htm/
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo-kosodate/0003/030501.htm/
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https://www.mhl.go.jp/bunya/koyoukintou/jo

sei-jitsujo/dl/18-01.pdf

日経BP社 新公民連携最前線(2020)

「評判と実績で見る子育てしやすい自治体ランキ

ング2020」

https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/ppp/re

port/110700213?ST=ppp-print

内閣府 男女共同参画局2017

「働く女性の活躍の現状と課題」

https://www.gender.go.jp/about_danjo/white

paper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_01.ht

ml

協力していただいた幼稚園・保育園

社会福祉法人　能古福祉会　能古保育園

社会福祉法人　英和会　若草保育園

社会福祉法人　福栄会　高取保育園

社会福祉法人　音色会　くれっしぇんど保育園

学校法人小出学園　ときわ幼稚園

https://www.mhl.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/18-01.pdf
https://www.mhl.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/dl/18-01.pdf
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/ppp/report/110700213?ST=ppp-print
https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/ppp/report/110700213?ST=ppp-print
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_01.html
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　　　　　　　　　ハザードマップの浸透性の無さについて

福岡県立城南高等学校

傘１―H班　兵頭泰地　田中玄藏　稲富玲央菜　森下茉南

１　はじめに
　　日本は、自然災害の多い国であり、人々に多

くの被害をもたらしている。しかし、そんな災害

から身を守るためにハザードマップというものが

ある。これは災害による被害を予測し、地図化し

たものである。また、避難経路や避難場所、防災

施設などの防災地理情報も図示されている。私達

はこれを利用することで、災害発生時に迅速かつ

的確な避難を行うことが出来る。また、二次災害

発生予想箇所を避けられるため、避難中の被害を

減らすことが出来る。ハザードマップは、イン

ターネットを使って簡単に見ることが出来るた

め、かなり身近にあると言える。しかし、ハザー

ドマップを利用していないため、防げたであろう

被害を受けた人々は多くいる。そこで私達は、ハ

ザードマップに関する先行研究を調べた。先行研

究である、一般社団法人防災ジオラマ推進ネット

ワークによるハザードマップに対する一般の人々

の受け止め方と信憑性についての調査(全国の15

〜69歳男女が対象）から、ハザードマップの浸透

性が低いことがわかった。その原因の1つとし

て、ハザードマップの信憑性がないからではない

かと考え、その有無について調査を行った。

２　研究内容
　福岡市ハザードマップに記載されている避難経

路と、私達が独自に作成した避難経路をいくつか

の項目について比較する調査を行った。調査範囲

は福岡県立城南高等学校付近とし、出発地点を七

隈にあるサニーと飯倉にあるダイソーの２箇所、

到着地点（避難場所）を城南高校とした。調査項目

は、距離、所要時間、心拍数、道の危険性の４つ

である。まずはじめに、福岡市ハザードマップか

ら城南高校付近の地図を引用、印刷し、記載され

ている避難経路を書き込んだ。そして、車通りや

曲がる回数、坂道が少なく、わかりやすいことを

条件に、独自で避難経路を作成し、書き込んだ。

その際、グーグルマップというアプリのストリー

トビュー機能を利用し、道の広さや危険度も考慮

した。実際の城南高校の横幅と地図上の横幅を利

用して縮尺を出し、それをもとに計算して距離を

求めた。次に、作成した地図を利用して、実際に

２種類の避難経路を歩き、所要時間や心拍数の計

測、道の危険性の確認を行った。所要時間はス

マートフォンを使用し、心拍数は、歩く前と歩き

終わった後に測った。１つ目の避難経路を歩いた

後に心拍を落ち着かせるために少し休憩をとっ

た。これを２箇所で計４回行った。図１は避難経路

を書き込んだ地図である。ピンク色の道がハザー

ドマップに記載されているルートで、青色の道が

今回作成したルートである。また、緑色の道は、

青色の道を歩いた際に、あまりに狭かったため、

作り直したルートである。実際には緑色の道を歩

いた。

　図１　作成した地図

３　結果
２種類の避難経路を４つの調査項目について比
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較した結果をまとめた。

　表１　サニーから城南高校

既存の経路 作成した経路

所要時間 9分47秒 18分18秒

距離 904ｍ 907ｍ

心拍数 83→84 82→81

　表２　ダイソーから城南高校

既存の経路 作成した経路

所要時間 12分00秒 14分00秒

距離 985m 1162m

心拍数 86→103 84→96

４　考察
　記載されている避難経路の方が、速く安全に避

難できると考える。今回は４つの項目でしか調査

していないため、このことが絶対であるとは限ら

ない。また、信憑性はあったため、私達が考えた

仮説は成り立たなかった。したがって浸透率が低

い原因ではなかった。そこで他に浸透率が低くな

る原因を考えたときに、親しみにくい、見にく

い、わかりにくいの３点が挙げられた。日常生活

で見る機会が少なく、情報量が多くて複雑であ

り、理解しにくいことがそう考えた理由である。

５　今後の展望
　ハザードマップの浸透率を上げるために、考察

で挙げた３点を考慮して利用しやすくする工夫を

考えたい。そして、ハザードマップを使えば防げ

たであろう被害を受ける人々を減らすことにつな

げていきたい。

６　参考文献
○福岡市総合ハザードマップ

https://webmap.city.fukuoka.lg.jp/fukuoka-s

p/MapPage?dtp=15&flgInit=1&vpc=0

○googleマップ

　https;//www.google.co.jp

○防災ジオラマ推進ネットワーク

https://www.bosai-diorama.or.jp/2019/02/21

http://www.google.co.jp
https://www.bosai-diorama.or.jp/2019/02/21
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自転車通学において城南高校付近で起こる問題

福岡県立城南高等学校３年

傘1―I班　滝本 陸斗　山口 彩羽　河野 莉子　城後 里帆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）
１　はじめに
　私たちが通っている城南高校は、城南中学校・

小学校が隣接している。そのため毎朝の登校時間

が重なってしまい、人が多くなるため通学時の事

故や問題が多く発生し、また地域の住民からのク

レームも多くなっている。

　さらに、年代別 自転車事故の割合で中高生が

他の年代に比べて一番高いことが分かったため、

自転車通学に関連して調べようと考えた。

　また、今回の課題研究を通して生徒に問題やク

レームが起こる原因・要因を知ってもらうことで

通学時の注意を促すことが出来るとも考えた。

２　研究内容
　授業内で二回実施されたフィールドワーク

　　　　　　　　　　⇩

①城南生(当時二年生)から無作為に抽出した100

人にアンケート

②①のアンケートで多く挙げられた現場に実際に

行き、通学路の調査

　◎アンケート内容→・交通手段　・学校への到

着時間 ・事故の経験(該当者は掲載されている地

図に印や書き込む)

３　結果
最初に実施したアンケートの結果(図参照)
事故の経験

　交通手段

　あり 　なし 　合計

　自転車 　３７ 　４１ 　７８

電車・バス 　　３ 　　９ 　１２

　バス 　　０ 　　３ 　　３

　徒歩 　　０ 　　７ 　　７

　合計 　４０ 　６０ 　１００

　このアンケートの結果表から約８割の生徒が自

転車登校をしている事がわかる。また全体で事故

に遭ったと回答している４０人の内３７人が自転車

登校だった。この事から城南高校において登校中

に起きる事故の中で、自転車での事故の割合がと

ても高いと考えられる。

　次に実際に調査に行った場所について現地写真

と特徴を記す。

場所①原交差点

特徴：道幅が狭い。カーブミラーが無く曲がって

くる人が見えない。

場所②荒江四角

特徴：道幅が狭い。３方向から自転車が来るのでぶ

つかりやすい。カーブミラーが無く曲がってくる
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人が見えない。

場所③サニー七隈店

特徴：自転車の止め方によって道が狭くなる

（特に下校時は自転車が多い）。歩行者や自転車の

出入りが多い。

場所④高校前の坂

特徴：道幅が狭い。自転車との距離が近い。坂道

でスピードが出やすい。

４　考察
　自転車通学において、クレームや問題が発生す

るころを予防するための手段は自分たちの力で改

善可能なことと、大人の力が必要なことに分けら

れる。

　○自分たちの力で改善可能な事

・交通ルールを守る

　(例：並列走行✕　スピード出す✕)

・時制の改善を求める

・学校指定バッグの自由化もしくは変更

　⇨例として、城南高校ではサブバッグとしての

リュックサックや手提げバッグの使用は認められ

ているが、最低限として城南バッグという規定の

物を使用しなければならない。しかし、そのバッ

グは大抵の自転車の前カゴに収まらずはみ出し、

通学時に通行人との接触しそうになるなどの原因

になりかねない。

　このような原因や問題を排除することは通学時

の問題を減らす事に繋がると考えた。

　○大人の力が必要な事

・署名を集め、市などの議会に提出

　⇨ガードレールやカーブミラー等の公共の場の

整備を行ってもらい、より安全に通行するため

５　今後の展望
　今回は原因や場所の特徴について調べたが、事

故を実際に減らす取り組みまでにはつなげること

ができなかったが、焦点を当てたSDGs⑪の「住

み続けられるまちづくりを」を実現するには、ま

ず自分たち城南生と毎日関係のある通学路に関す

る問題をこの調査の結果から工夫し解決すること

が自分たちにできることだと考えた。

６　参考文献
　自転車の安全利用促進委員会

　〈中高生の自転車事故実態調査〉
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福岡県における観光地の特徴と傾向

福岡県立城南高等学校３年

傘1―J班　山﨑 悠真　平原 碧空　石田 瑞季　平山 真衣

１　はじめに
　現在、世界において新型コロナウイルスの蔓延

で大規模な問題が起きている。このウイルスは健

康面での被害だけでなく、今では経済にも大きな

影響を及ぼしている。そして、私達の住む福岡県

もその影響を受けている。例年は多く賑わってい

る商店街や街中が静けさに包まれていることは、

生活をしている上でとても気になった。そこで私

達は新型コロナウイルスの影響で観光地があまり

賑わっていないという現状を受け、福岡県のよく

知られている観光地のさまざまな魅力を調査し

た。そして、その結果をもとに観光地に賑わいを

取り戻すために高校生の私達でもできることを考

えたいと思った。また、「他県からの福岡県への

観光客を増やすためには？」という問いをたて、

福岡県の観光地がより発展し、今の情勢でも経済

的に賑わうような対策を考えていく。
２　研究内容
　インターネットを使って、福岡県の各地域の観

光地を調べた。調べた内容は、住所、アクセスの

よさ、おすすめのポイントの３つである。福岡県

の地図を作成し、ガイドマップの形でまとめた。

これらの作業は以下の順番で行った。

(1)模造紙を2枚用意し、一方の模造紙に福岡県の

図を描いた。

(2)福岡県を4つの地域（福岡地域、筑後地域、北

九州地域、筑豊地域）に分けて、特に伝えたい観

光地を、地域ごとに3箇所から6箇所ピックアップ

した。

・ピックアップした観光地

福岡地域→シーサイドももち、海の中道、のこの

　　　　　しまアイランドパーク、太宰府天満　

　　　　　宮、桜井二見ヶ浦、白糸の滝

筑豊地域→岩石城、ラピュタファーム、嘉穂劇場

筑後地域→柳川の川下り、三池炭鉱、大牟田市動

　　　　　物園

北九州地域→門司港レトロ、小倉城、いのちのた

　　　　　　び博物館

(3)インターネットで、ピックアップした観光地

の住所、アクセスのよさ、特徴（体験）を調べた。

(4)(3)で調べた内容をガイドブックにまとめる

ために、もう一方の模造紙にレイアウトを作成、

下書き、本書きをした。

(5)観光地の位置を福岡県の図に書き込んだ。

※福岡地域のピックアップした観光地の数が他の

地域より多いのは、もともと存在する観光地の数

が多かったためである。
３　結果

観光地として機能して、観光客の訪れる数が比

較的に多いスポットが一番集中しているのは福岡

地域だった。また、ガイドマップから３つの特徴

を見つけることができた。１つ目は、多くの人々

が訪れる観光地であるということである。主な例

として、シーサイドももちや海の中道が挙げられ

る。２つ目は、その観光地特有の体験や遊び、伝
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統的な食べ物があることである。主な例として、

柳川の川下りやいのちのたび博物館、太宰府天満

宮が挙げられる。３つ目は、美しい風景や歴史的

な景観などによって人々の目を惹いていることで

ある。主な例として、のこのしまアイランドパー

クや糸島の二見ヶ浦、白糸の滝が挙げられる。
４　考察
　以上の結果から、美しい景色がある観光地に

人々は訪れやすいという傾向が見られる。景色が

美しい観光地は観光客が写真を撮りたいという気

持ちになりやすいため、SNS等のインターネッ

ト上でも多く見られるのだろう。また、観光地の

魅力を、身をもって体験できる観光地に人は訪れ

たくなる可能性が高い。このことから、子ども連

れの家族がさまざまな体験を子どもにさせたいと

いう思いに最も適している観光地の魅力といえる

だろう。

　しかし、今回のガイドブックを作った際に調べ

た観光地の中で共通点を得ることができなかった

が、観光地の魅力につながりそうな点が見られた

のでまだ知られていない魅力を持つ観光地が福岡

県にはあるのだろう。
５　今後の展望
　この研究を通してわかった福岡県の魅力を

SNS等を利用して多くの人に発信することで、

福岡県への観光客を増やすことができる。SNS

の利用方法としては、観光地で撮った写真を拡散

したり、感想やおすすめポイント等を載せること

が挙げられる。福岡県に訪れる観光客が増えるこ

とで福岡県の観光業の経済がより活発に回り、観

光地の飲食店やお土産店の赤字も解消され、日常

生活の活気も取り戻されるだろうと考える。日常

生活の活気が続くことや経済が回り、社会や地域

がより充実することは、SDGsの目標として掲げ

られている11番の「住み続けられるまちづくり

を」につながると考える。よって、観光客を呼び

入れることは一時的な打開策ではなく、持続的な

地域の貢献につながるだろう。

また、今後は年代別に人気の観光地を調べ、共

通点などを見つけることでより幅広い年代に向け

た観光地の魅力がどのようなものか考え、その魅

力の発信の方法も考えたい。幅広い年代を呼び込

むことは、その観光地の魅力を訪れた観光客が

SNSだけでなく、さまざまな方法で発信するこ

とにつながるだろう。その他にも福岡県には、全

部で60もの市町村が存在するため、市町村ごとに

観光地を調べ、特徴や魅力をまとめることで今回

の研究結果から考えた人々への発信の方法の他に

も考えることができるだろう。以上のことから、

一つの方法に限らない観光地の発信で福岡県の魅

力を他県の人々や海外の人々に伝えるだけでな

く、充実したまちづくりにもつながるはずだ。

※SNSはメディアリテラシーを十分に身につけ

た上での利用を心がける。
６　参考文献
白糸行政区　白糸の滝（2020）「白糸の滝」

https://shiraitonotaki.jp/

糸島市観光協会（2021）「糸島市観光協会公式ホーム

ページいこいこ糸島」

http://www.itoshima-kanko.net

大牟田市動物園（2021）「大牟田市動物園」

https://omutacityzoo.org/

海の中道管理センター(2018)「海の中道海浜公園」

https://uminaka-park.jp/

マリゾン・博多湾環境整備共同事業体「福岡市海浜

公園『海っぴビーチ』」

https://www.marizon-kankyo.jp/

北九州のデザイン事務所アキュッド(2008)「門司港

レトロインフォメーション」

https://www.mojiko.info/

北九州まちづくりマネジメントチーム共同事業体

「小倉城 公式サイト」

https://www.kokura-castle.jp/

いのちのたび博物館（2002）「北九州市立　自然史・

歴史博物館　いのちのたび博物館」



第３学年　ESD課題研究

https://www.kmnh.jp/

特定非営利活動法人　嘉穂劇場（2017）「嘉穂劇場　

公式　ホームページ」

http://kahogekijyo.com/

添田町役場（2011）「福岡県 添田町公式ホームペー

ジ」

https://www.town.soeda.fukuoka.jp/

太宰府天満宮（2011）「太宰府天満宮」

https://sp.dazaifutenmangu.or.jp/

ラピュタファーム（不明）「ラピュタファーム」

https://www.laputa-f.com/?mode=pc

大牟田市（2013）「大牟田の近代化産業遺産」

https://www.miike-coalmines.jp/

水郷柳川観光株式会社（2016）「柳川川下り」

https://www.yanagawakk.co.jp/

のこのしまアイランドパーク（不明）「のこのしまア

イランドパーク」

http://nokonoshima.com/

福岡県庁 広域地域振興課 (2021)「福がお〜かくら

し」

https://ijuu-teijuu.pref.fukuoka.lg.jp/municipalit

ies/local.html
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木の加工法と吸音材の違いでの吸音率の変化

福岡県立城南高等学校３年

傘2―A班　相薗郁香　梶山栄莉　長澤結希奈　三角勇人　

１　はじめに

学校の授業中に救急車などの緊急車両のサイレ

ンや灯油屋のトラックの集客用の音楽など、授業

の害となってしまう音が生活の中には溢れてい

る。これらの音を流さないようにすることはでき

ないため、吸音効果を利用して少しでも騒音を和

らげることはできないだろうかと考え、身近なも

ので吸音効果をあげる方法を探そうと思った。ま

た、吸音設備の整った場所として、音楽室の壁が

思い浮かび、そこに空いている穴と吸音の関係を

知りたいと思った。先輩の研究を調べていると、

私たちが調べたいものに近い「快適な生活を壁の

力で」という論文があった。その論文から実験方

法のヒントを得て、以下のように研究を行った。

２　研究内容　

【実験1】

①20.0×20.0×1.00cmの木材に直径0.50cmの穴を

等間隔に9個開けた。

②①の加工を加えた木材を5枚作り、箱を組み立

てた。

③⑴気泡緩衝材プチプチ⑵コルク板⑶発泡スチ

ロール⑷フェルトのそれぞれの4辺に両面テープ

をつけた。それらを吸音材として箱の内側に一面

ずつ貼り付けた。（空気層あり）

④箱の中に音源（スマートフォン）を入れ、音源か

ら200cm離れたところから音量（dB）を測った。

【実験2】

①20.0×20.0×1.00cmの木材に直径0.50cm、

1.00cm、1.50cmの穴をそれぞれ等間隔に9個開

けた。

②①の加工を加えた木材をそれぞれ5枚作り、箱

をそれぞれ組み立てた。

③箱の内側に吸音材としてフェルトの4辺に両面

テープをつけて、箱の内側に一面ずつ貼り付け

た。

④箱の中に音源（スマートフォン）を入れ、音源か

ら200cm離れたところから音量（dB）を測った。

使用 した箱

３　結果

結果は以下の通り。
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　　フェルト　　　　　　　コルク板

　　梱包材プチプチ　　発泡スチロール

４　考察　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　実験2の結果から加工方法と吸音率の間には穴

が大きくなればなるほど吸音率が下がる関係があ

ると言える。また、実験1の結果から吸音材と吸

音率の関係は吸音材の密度（g/㎤ ）が関係してい

る。参考に添付している密度と照らし合わせる

と、密度が低いほど吸音率は高くなることが分

かった。このことについて、加えて調べてみる

と、音エネルギーが吸音材と壁の間にできた空気

層で熱エネルギーに変換される過程があることを

知った。そのため、密度が低いほど、できる空気

層が大きくなるため吸音率が上がるのではないか

と私たちは考えた。

　
５　今後の展望
　普通の木材に穴をあけても吸音しないというこ

とを、実験後に調べたところ分かった。（参考文

献）有孔ボードという吸音する材質の壁が必要の

ようだ。この有孔ボードを使用して穴と壁の吸音

の関係を調べなおす。また、上の研究で見つかっ

た、最も吸音率の高い穴の大きさと吸音効果が最

も高かったフェルトと組み合わせて、どのくらい

の吸音効果が得られるのか調べる。この技術が実

用化されると騒音で学習に支障が出てしまってい

る地域の学生の授業の質向上につながると思う。

６　参考文献
コルク屋本舗
https://cork.tera-jp.com/dictionary/structure
11/2021年3月14日
種々の物質の密度－P286－エンジニアブックス
http://ebw.eng-book.com/heishin/Table_sort
_material_density_sort.do?table_name=materi
al_density　2021年2月17日
音楽室の壁は何で穴だらけなのか―建築士になる
までに
https://www.architegg.com/entry/2018/04/1
7/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3
%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%A
A%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%8

https://cork.tera-jp.com/dictionary/structure11/2021%E5%B9%B43%E6%9C%8814
https://cork.tera-jp.com/dictionary/structure11/2021%E5%B9%B43%E6%9C%8814
http://ebw.eng-book.com/heishin/Table_sort_material_density_sort.do?table_name=material_density%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8817
http://ebw.eng-book.com/heishin/Table_sort_material_density_sort.do?table_name=material_density%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8817
http://ebw.eng-book.com/heishin/Table_sort_material_density_sort.do?table_name=material_density%E3%80%802021%E5%B9%B42%E6%9C%8817
https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
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2%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E
3%81%8B　2020年7月29日
ものづくり＆まちづくりBtoB情報サイト「
TechNote」
https://www.ipros.jp/technote/basic-soundpr
oof2/amp/　2021年2月17日
55期傘7‐F班五反田一成（2020）「快適な生活を壁
の力で」
　　

https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
https://www.architegg.com/entry/2018/04/17/%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E5%AE%A4%E3%81%AE%E5%A3%81%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%9C%E7%A9%B4%E3%81%A0%E3%82%89%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%AE%E3%81%8B
https://www.ipros.jp/technote/basic-soundproof2/amp/
https://www.ipros.jp/technote/basic-soundproof2/amp/
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前髪の長さによる清潔感の変化

福岡県立城南高等学校３年

傘2―B班　後藤 慶太　中野 瞬　谷村 笑奈　田中 真由

１　はじめに
　近年、人々の意識が変化してきて、多様性を重

要視するようになってきており自らが持つ権利に

ついて敏感になってきている。そんな中、「ツー

ブロック」（サイドや襟足を短く刈り上げてトッ

プを短めに残し、段差を作るようにカットした髪

型）を一部の都立高校が校則で禁止していること

が話題になった。小池都知事が「子供の権利と都

立高校の校則」について質疑を行う中で「ツーブ

ロックはかなり広い定義の髪型として今定着して

いる。」「なぜ、ツーブロックはだめなのでしょ

うか。」という質問をしたことに対して、東京都

教育委員会が「外見等が原因で事件や事故に遭う

ケースなどがある。」と答弁したためだ。この具

体的な根拠のない答弁をみた私達は髪型には偏見

があることを思い知った。そこで私達は髪型につ

いて議論を重ね、議論の中で「清潔感」という言

葉を多用していることに気がついた。しかし、

「清潔感」という言葉に定義される髪型とはどの

ようなものなのかは曖昧だった。そこで、清潔感

のある髪型を定義するために、まずは人の印象を

決めるにあたって最も目に付きやすいであろう前

髪だけに絞って、清潔感のある髪型について調査

することにした。
２　研究内容
　マネキン（頭部）、ウィッグ、ハサミ、クシを用

意した。マネキンにウィッグをかぶせ事前に決め

ておいた４つの長さ（写真を参照）に切り、写真を

撮影した。それらの写真を見て清潔感の度合いを

１〜５（数字が大きくなるほど清潔感の度合いが高

い）から選択してもらった。アンケートはGoogle

formで1回実施し、85人がアンケートに回答し

た。

前髪が目にかかる　　　　眉毛の下

　眉毛と同じ位置　　　眉毛の上３cm

３　結果

４　考察
　前髪が目と眉毛の間のとき、清潔感の度合いが

４または５と回答した人の割合が65.9％、眉毛に

かからない程度のとき、４または５と回答した人

の割合が65.5％であったことから、前髪が眉毛付

近にあるときに清潔感があると感じられると考え

る。
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　また、前髪が眉毛の上３cmのときに前髪が眉毛

付近にある時よりも、清潔感の度合いが4または5

と回答した人の割合がおよそ45%低下したのは、

この前髪の長さの人とあまり接する機会がなく、

写真を見てまず違和感が生じてしまい、清潔感を

感じられなかったのだろうと考える。

　最も清潔感の度合いが4または5と回答した人の

割合が少なかったのは前髪が目にかかる長さのと

きで6.2%であった。このことから、前髪が眉毛を

通り越して目にかかる長さになると、清潔感がな

いと感じられることがわかった。これらの事実か

ら、清潔感のある髪型になりたいと考えるなら

ば、長すぎても短すぎても好ましくなく、前髪を

眉毛付近に切りそろえると最も清潔感を与えるこ

とができるだろう。

　また、今回の調査では用意したマネキンが男性

と女性のどちらであるのかを指定していなかった

ため、写真を見た人によって受け取り方が変わっ

てしまった可能性がある。そして、アンケートを

取る際に回答者の性別を確認し、男女別でグラフ

をまとめてみることができたなら、また違った結

果が得られた可能性もある。今後調査を続けてい

くことがあれば、そういったところにも注目して

調査を行いたい。
５　今後の展望
　前髪だけでなく、きっかけでもあるツーブロッ

クについても調べてみたい。

そこから髪型が人の印象形成にどう作用するの

か、それによってどのような偏見が生まれるかに

についても深堀りしていきたい。

その中でも特にジェンダー、つまり男女における

髪型の固定観念や偏見などを明らかにし、減らし

ていくことで、SDG’sの５番目にもあるジェン

ダー平等が実現した社会に一歩近づくと思ってい

る。
６　参考文献
岩田沙恵子　吉田幸　月浦祟「髪型の類似性が顔

の印象形成に与える影響とその個人差」

https://www.micenavi.jp/jpa2018/img/figure

/10368.pdf

2021年3月28日

秋山実菜子　村木祐太　栗野直之　西尾孝治　小

堀研一「視知覚の場を用いた髪型の評価」

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/ej/?action=repositor

y_action_common_download&item_id=187903

&item_no=1&attribute_id=1&file_no=1

2021年3月28日
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反射板の材質における音の反響性

福岡県立城南高等学校３年

傘２―C班　岡田知也　石垣舞乃佳　久保田桃加　柳川桜子

１　はじめに
　授業中、自分の席の場所や先生、教室の違いに

よって授業の内容が聞き取りやすかったり、聞き

取りにくかったりする場合がある。また、近年の

入試改革により、より質の高い教育が求められる

ようになってきている。そこで、どこにいてもそ

の教室内の生徒全員が平等に授業を聞き取れる環

境が必要だと考え、本研究を行うことにした。
２　研究内容
　本研究では、以下の《実験１》と《実験２》の２

つの実験を行った。

《実験１》

・使用したもの

　L字型実験装置(下図) アルミ板  木板  ゴム

　プラスチック板  スマートフォン

・実験方法

　L字型実験装置の入り口側から、70dBの音源を

　15秒間流し、出口側にスマホアプリ「サイエン

　スジャーナル」を起動させたスマートフォンを

　置いて反射した音のdBを計測させた。反射板

　の材質を変え、同様に実験を行った。(音源は

　スマホアプリ「GarageBand」上におけるシン

　セサイザーで、真ん中のCの音が70dBで流れる

　ように作成した。なお、70dBは人間が話すと

　きの一般的な声の大きさと同等である。)

《実験２》

・使用したもの

　L字型実験装置 アルミ板  吸音材(反射　板使

用)  スマートフォン

・実験方法

　L字型装置の入り口側から、実験１で使用した

　音源、その１オクターブ上、１オクターブ下、

　２オクターブ上の計４種類の音源をそれぞれ15

　秒間流し、出口側にスマホアプリ「サイエンス

　ジャーナル」を起動させたスマートフォンを置

　いて反射した音のdBを計測した。反射板の材

　質を変え、同様に実験を行った。なお、実験２

　で用いた反射板の材質はアルミ、吸音材の２種

　類である。この２種類を用いたのは実験１で最

　も音を反響したアルミと反射板なし(装置内の

　空間の広さを統一するために吸音材を使用)と

　の比較実験を行うためである。

※L字型実験装置は、木材をL字の筒になるよう

　に組み立て、内側に吸音材(ロックウールを素

　材とするもの)を貼り付けて、反射板を図２の

　ようにセットしたものである。なお、装置の上

　部の木材は開けられるようになっており、反射

　板の材質を変えるときはそこを開けて違う材質

　の反射板をセットし、実験を行った。
３　結果
表１.実験１の結果

反射板 最大 最小 平均

アルミ 79.9 71.1 76.1

プラスチック 78.5 71.6 75.0

木 77.8 71.4 74.3

ゴム 76.8 71.2 74.0

(dB)
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※これらの値はそれぞれ２回ずつ測定を行った平

　均である。

アルミ板を反射板に用いたときが一番反響し、次

がプラスチック、木、ゴムという順になった。

実験２ではここで一番反響したアルミと、反射板

に吸音材を用いた場合を調べた。

表２.実験２の結果(アルミ板)

アルミ板 最大 最小 平均

-1 81.9 74.8 78.2

基準 80.0 72.2 75.8

+1 82.6 71.1 78.2

+2 82.2 64.6 77.8

(dB)

表３.実験２の結果(吸音材)

吸音材 最大 最小 平均

-1 80.9 72.7 77.0

基準 81.9 66.2 76.8

+1 77.4 66.3 71.4

+2 70.4 58.2 66.3

(dB)

※表２、表３はどの値もそれぞれ２回ずつ測定を　

行った平均である。

アルミ板では音の高さによる吸音の違いに大きな

変化は現れなかったが、吸音材では高い音ほど反

響しにくく、低い音ほど反響しやすいという結果

になった。
４　考察
　《実験１》ではアルミが最も音を反響させると

いうことがわかった。原子の密度が比較的高い物

質である金属は音波の透過率が低く、反射してく

る音波のエネルギーが大きくなるため、金属であ

るアルミが最も音を反響させたと考えられる。た

だし、今回の実験では金属はアルミの一種類しか

用いてないため、すべての金属に同じようなこと

がいえるとは限らない。

　《実験２》では吸音材を反射板として用いたと

きに、低音ほどいう結果となった。吸音材には、

周波数が大きく音の波長が短い高音をより吸収す

るという性質 があるため、高音は吸音材に吸収

されあまり反響せず、低音は吸音材に吸収される

割合が高音のときほど高くなかったため高音より

もよく反響したと考えられる。また、アルミ板を

反射板としたとき、吸音材のときほど音の高さに

よる大きな変化は現れなかったため、金属は音の

高さが反響に及ぼす影響を小さくすることが出来

るのではと考えられる。
５　今後の展望
　今回の実験結果をふまえて、反射板の材質の種

類を増やしたり、装置のサイズを大きくしたりし

て、より大規模な実験を行いたい。また、アルミ

やその他の金属を用いて、今回の実験で得た結果

がアルミ以外の金属でも同じように言えるのかと

いうことも検証したい。本研究を発展させ、音が

伝わりやすい環境を作ることで、日本の学校だけ

でなく、世界中のあるゆる教育機関で同等の教育

を提供することに発展させることもでき、SDGｓ

における４番「質の高い教室をみんなに」を達成

することにつながると期待できる。
６　参考文献
小瀬高夫、須藤浩(2005).「PA入門　基礎が見に

つくPAの教科書」.株式会社　リットーミュー

ジック
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青の彩度による食欲の変化

福岡県立城南高等学校３年

傘２―D班　谷川　優里菜　園田　明日香　藤谷　小春　馬場　竜也
１　はじめに
　数年前,「青色ダイエット」というダイエット

方法が有名になった。しかし,その効果の有無が

分からないままその方法は廃れていった。この方

法にもし先述のような効果があるのならば,ダイ

エットだけでなく医療や食品ロスという問題に生

かせるのではないかと考え調べていくと,とある

先行研究（参考文献1）を見つけ,お皿の色に占める

青色の割合が高いほど食欲が減退することが分

かった。そこで私たちは食べ物そのものが青色に

なった写真を使って,食べ物の色の彩度によって

食欲の違いは現れるのかを調査した。
２　研究内容
①画像収集

選考条件として

　・対象者が知っている食べ物であること

　・使用アプリの都合により白色を青色に加工さ

　　せられない為,白色が食べ物の半分以上を占

　　めていないもの

　・汁物ではないもの

　これらを踏まえた上で寿司,焼肉,カレーライス,

チョコレートの4つの食べ物に決定し,インター

ネット上から4つの写真をダウンロードした。

②写真加工

　上記の写真をスマホアプリ「PicsArt」を利用

し元の画像の彩度を50として,それぞれの食べ物

を彩度の薄い方から順に-30，-20，-10，＋10，＋

20，＋30というふうに青色に彩度を変更して「あ,

い,う,え,お,か」と振り分けた。

③アンケート配布

　Googleフォームでアンケートを作成し,その

QRコードを城南高校56期生を対象に配布した。

寿司,チョコレート,カレーライス,焼肉の順番で問

いを置き,男女差も調査する為に性別も回答して

もらった。この際,このアンケートを同じ人が何

度も回答するのを防ぐために,配布したQR

コードの載っている紙の下方に書いてある番号（1

〜400）を一人づつに割り当ててアンケートの最後

にその番号を記入してもらった。

④アンケートの結果処理①

　順位が上のものから12点,10点,8点,6点,4点,2点

と点数をつけ,得られた結果の「あ」の合計,

「い」の合計，…というふうに求めて,「あ」〜

「か」の各合計の平均を求めた。

⑤アンケートの結果処理②

　〈各合計-求めた平均〉によって平均との差を

求めてグラフを作成した。

　私たちは先行研究から「薄い青色に着色された

食べ物に多く票が入るのではないか」と予想し

た。
３　結果
城南高校生116人（男24人、女54人、不明40人）

から回答を得た。男女と合計の結果を表に示し

た。

①表の見方

（1）あ〜かを食べたいと思う順番に並べたものを,

1位〜6位までの表に落とし込む。

（2）差をわかりやすくするため,あ〜かのそれぞれ

の1⃣位〜6⃣位の順位ごとに数字をかけ合わせる。（1⃣

位...✕12,2位...✕10,3位...✕8,4位…✕6,5位…✕2⃣

）　

（3）あ〜かのそれぞれの値の合計を平均する。

（4）平均値をそれぞれの合計値から引く

（5）値が「＋」であれば,「より食べたい」という

ことになり,「ー」であれば,「より食べたくな

い」ということになる。
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②アンケート結果

表1.寿司

あ い う え お か

男 ＋37.3 +7.3 +3.3 +43.3 -22.7 -63.7

女 +16 +22 +64 +10 -70 -42

合計 +1.4 +19.4 +203.1 +37.4 -132.6 -228.6

表2.チョコレート
あ い う え お か

男 -2.7 -22.7 +15.3 +67.3 +23.3 -80.7

女 +22.7 +2.7 +18.3 -1.3 +0.7 -43.3

合計 +19 +1 +95 +99 +21 -253

表3.焼き肉

あ い う え お か

男 ＋22.7 +56.7 +38.4 +10.7 -49.3 -79.3

女 +16.8 +49.8 +122.8 -3.2 +2.8 -189.2

合計 +71.5 +210.5 +245.5 +5.5 -116.5 -416.5

表4.カレーライス

あ い う え お か

男 +27 +63 +55 -9 -4.5 -91

女 +75.7 +123.7 +75.7 +37.7 -96.3 -216.3

合計 +9.3 +244.3 +189.3 +67.3 -168.7 -400.7

４　考察
　主食として扱われやすい寿司,焼き肉,カレーラ

イスは男女ともに青色の彩度の薄い方を選ぶ傾向

にあったが,菓子類であるチョコレートは男性が

彩度の高い方を,女性が彩度の低い方を選んでい

た。参考文献より,男性のほうが女性より味の濃

い食べ物を好む傾向があり,また厚生労働省が出

している生活習慣病のデータによると,男性の生

活習慣病を患っている割合が女性よりも20％も多

く,生活習慣病になる原因の一つとして男性が味

が濃く塩分の高いものを食べることが挙げられ

る。また,焼き肉とカレーライスはどちらも固定

された色のイメージが強く,「どちらも食べたく

ない」という意見もあり,男女によるアンケート

結果の差や全体を通して見たときに目立つ特徴が

現れなかったと考えた。
５　今後の展望
　結果より,食欲を軽減する青色と食べ物の種類,

回答者の性別によって回答者の好みが分かれるこ

とが分かったが,今回は4つの食べ物と城南高校56

期生を対象にした調査であり,幅広い年齢層や

様々な種類の食べ物,特に今回選んだ食べ物は

「お菓子」に分類されるものはチョコレートのみ

だったので,青色の関連性を更に調査すればいく

つかの社会の問題を解決出来るヒントがより得ら

れるのではないかと思う。

　例えば今回の調査からは,味が薄い食べ物や塩

分の少ない食べ物の彩度を高くすることによって

塩分の取りすぎが抑えられ,そうすることで生活

習慣病の予防につながり,より個人に合った「青

色ダイエット」を行えることが考えられる。加え

て,既に生活習慣病になっていて食事制限が設定

される患者に対しても効果的に食欲を減らすこと

が出来るので,治療をより潤滑に行うことが出来

ると思われる。また，男女で明白な違いが出たり,

極端に高い彩度のものは選ばれにくいという結果

から,パッケージの彩度によってあまり好まれな

かったり商品の対象に合っていなかったりして全

く商品が売れず,その為に大量の売れ残りを廃棄

しなければならないという状況が避けられるかも

しれない。
６　参考文献
１.川嶋比野　数野千恵子（2008）,「皿色に占める

青色の割合が心理的な美味しさに与える影響」,

日本家政学会紙,60（6),533〜560

https://www.jstage.jst.go.jp 2008年9月24日

２.小宮山学（2016.7.1）,「データでみる流通,男女

別,年齢別で逆転する日本人の食嗜好」

https://diamond-rm.net/maket/28754 2021年

3月30日　

https://www.jstage.jst.go.jp
https://diamond-rm.net/maket/28754
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購買意欲を高める商品パッケージデザイン

福岡県立城南高等学校３年

傘2-E　腹巻絵美　青井陽菜　先田莉彩　池田さくら

１　はじめに
2020年5月頃、大手コンビニエンスストアである

ローソンとセブンイレブンが売上を左右すると考

えられるオリジナルブランドのパッケージデザイ

ンの大幅変更を発表した。ローソンのデザインは

見にくいなどの意見もあった。一方セブンイレブ

ンでは誰にでも見やすいデザインなどの意見があ

り、両方の良い点を取り入れて組み合わせること

によりより良いパッケージデザインをつくること

が出来るのではないかと思った。また、パッケー

ジデザインに使用する色によって購買意欲にどの

ような影響を及ぼすのか気になったのでこの研究

を行うことにした。

２　研究内容
最初にローソン、セブンイレブンのデザインを

参考にして自分たちなりに良いと思うところをあ

げた。そして、フォント、使う画像、色味などを

工夫しながらスマートフォンのアプリを使ってオ

リジナルデザインを作った。

① ローソン、セブンイレブン、オリジナルデザ

インのパッケージのデザインが最も対照的であっ

たからそれぞれカレー、パックジュース、カップ

ラーメンの配色率を、ブラウザにおけるカラー成

分測定「色とりどり」を用いて調べた。使用色を

赤、橙系、茶系、その他の4つのグループに分

け、商品ごとの特徴を調べた。

② 校内で116人の男女をランダムに選出し、同じ

食品の写真を見せ、「買うならどれを買います

か、それはどうしてですか。」

と質問した。

３　結果①
　　〜パッケージの色別の割合〜

（カップラーメン）

％ ローソン セブンイレブン オリジナル

赤系 36.1 34.9 0

橙系 43 66.9 40.7

茶系 16.3 0 13.4

その他 20.9 0 45.9

（ジュース）

％ ローソン セブンイレブン オリジナル

赤系 0 0 5,9

橙系 36.2 3.7 60.9

茶系 63,6 23,6 6.6

その他 0.2 72.7 29.4

（カレー）

% ローソン セブンイレブ

ン

オリジナル

赤系 62.6 0 30.8

橙系 0 23.3 5

茶系 5.6 0 27.8

その他 37.4 76.7 41.4



３　結果②

　ローソンではかわいい、イラストと文字が小さ

い、高級感があるという意見がおおかった。一

方、セブンイレブンでは、写真が大きい、リア

ル、食欲をそそるなどの意見が多かった。また、

オリジナルパッケージでは、暖色、読みやすい

フォントという意見が多かった。

　カレー、ジュース、カップラーメンのすべての

商品でセブンイレブンを選ぶ人が多かった。写真

が大きくリアルであることで、その商品を想像し

やすく食欲が湧くからだろう。

４　考察
　実験①から、ローソン以外のセブンイレブンと

オリジナルデザインは食品によって写真を変えて

いることが色の偏りに影響した。また、ローソン

は写真ではなく統一されたイラストを用いている

ことから赤系や茶系が多かったのだと思う。

実験②から、ローソンに比べてセブンイレブンや

オリジナルデザインが多く選ばれていることから

写真の有無が得票に影響したと考えられる。写真

は商品を想像しやすくする効果があるので、美味

しそうという味のイメージにつながり、購買意欲

を高めたのではないだろうか。

５　今後の展望
　私たちなりにセブンイレブンとローソンのパッ

ケージを分析し、オリジナルのパッケージを作成

した。しかし、セブンイレブンとローソン双方の

パッケージデザインの良さを生かしたオリジナル

ではなく、セブンイレブンのパッケージに偏って

しまった部分があると思う。そこで今回の実験を

もとに双方の意見を取り入れてさらに良いパッ

ケージを作成するためにはどのようにしたらよい

かを考え、再び作成し、その際に他のコンビニエ

ンスストアやお店のパッケージなども比較して良

い点を参考にしたい。今回の実験では調査対象が

生徒だけであったため、他の世代の人の意見も参

考にしたい。また、ローソンのデザインは女性や

外国人向けのデザインであるので、その部分も取

り入りてもう一度調査していきたいと思う。

　少しずつでもパッケージの効果によって人々の

購買量が増加したら、無駄に廃棄される商品、食

料などが減少し、それがSDGsの「働きがい、経

済成長」につながるはずだ。

６　参考文献
価値視点のパッケージ・デザイン戦略

石井 裕明, 恩藏 直人

://doi.org/10.7222/marketing.2010.040

カラー成分測定「色とりどり」

https://ironodata.info/extraction/irotoridori.

php

https://doi.org/10.7222/marketing.2010.040
https://ironodata.info/extraction/irotoridori.php
https://ironodata.info/extraction/irotoridori.php
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ある１色を最も目立たせることが出来る色の組み合わせ

福岡県立城南高等学校３年

傘２―F班　赤羽 観月　柴戸 梨希　山口 諄

１　はじめに
　私達が生活する中で、ハザードマップは自分の

地域の災害が起こりうる場所を知ることにおいて

大切なものだ。しかし、色が多すぎて一番注目し

たい色が見えづらくなっていることがある。そこ

で、一色の色を加えて注目したいポイントがすぐ

にわかるようにするためにはどうすればよいかと

いう問いを立てて研究した。

２　研究内容
　実験１

　12色の色相環（写真１）から正三角形を取るよう

に選んだ３色（赤、青、黄緑）と他の９色の中から１

色選んだパネルを９種類作った。（写真２）その

時、基本色以外が「最も目立つ」「目立つ」かを

アンケートをとった。設定した被験者は、城南高

校２年生３７名であり、１列に並べて直接選んでも

らった。

写真１

★

写真２

実験２　

実験１の結果から最も票が入った黄色、２番目に

票が入った黄色いオレンジの明度を基本色ととも

に変化させたもの(写真３)を計６枚作り、基本色

以外でどれが「目立つ」か実験１と同様にアン

ケートをとった。設定した被験者は、城南高校２

年生１０３名であり、１列に並べて直接選んでも

らった。

写真３

　実験3

　票が多く入った上位4つが本当に目立つのかを

確かめるために、実験２で票が入った上位4つの色

のパターンをポスターのイラストを書いたクリア

ファイルに入れ(写真4)、4箇所全てでどの色が

目立つかをアンケートをとった。設定した被験者

は、城南高校2年生96名であり、直接選んでも

らった。

写真４



第３学年　ESD課題研究

３　結果
実験1

　黄色が34票と最も選ばれ、黄みのオレンジが

23票と次に選ばれた。その他の票数は以下のよう

になった。(表1)

表1

実験2

票が入ったものから順に、黄色45票、明るい黄

色24票、暗い黄みのオレンジ20票、黄みのオレ

ンジ12票となった。また、その他の票数は以下の

ようになった。（表2）

表2

実験3

黄色、明るい黄色、暗い黄みのオレンジの組み

合わせはそれぞれベースでない色が最も目立つも

のに選ばれた。黄みのオレンジの組み合わせは緑

が選ばれた。(グラフ1)

グラフ1

４　考察
　実験1と実験2の結果より、黄みが強いものほど

赤､青、黄緑と組み合わせた時に目につきやすい

ことがわかった。また、寒色はより馴染みやすい

ことがわかった。

　実験3の黄みのオレンジの組み合わせでは色の

配置が赤と黄みのオレンジが隣り合わせになって

おり、同系色が隣り合わせであったため、青より

明るい緑に票が多く入ったと思った。また、ポス

ターの絵柄の黒の割合が結果に影響しているとも

考えた。

５　今後の展望
　今回は2つ目の実験で明るさを変化させた時、

原色に白や黒を混ぜて変化させていたため、デー

タで全て同じように明るさを変化させ実験したい

と思う。

　また、色の組み合わせによってある1色を目立

たせてしまうということがわかったので、その原

因となる色を排除し、伝統的な景観を崩さない色

の建物や看板を作ることで、伝統的な街並みを保

全出来ると思った。これはSDGsの11番「住み続

けられるまちづくりを」に繋げられると思う。
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６　参考文献
河原井智恵（2015）.「景観を考慮した色の誘目

性」.環境系論文集,77（682）,2.

槙究,田中奈苗,留目麻由香（2005）.「読みやすさと

配色の良さの両立-大文字と背景色の組み合わせ

の評価-」.日本色彩学会誌,29（1）,2-13.
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進級過程における教科書の変化

福岡県立城南高等学校３年

傘2-G班    下位 彩香   青木 夏蓮   磯村 亜加梨  梶原 麻央

１　はじめに
　私たちの身近にあり、ほとんど毎日使っている教

科書は学年が上がるにつれて変化している。そこで

これまで使ってきた教科書は、その進級過程におい

てどのように変化しているのか、またその学年に

とって最も見やすい教科書とはどのようなものなの

かについて疑問を持った。これはこれからの教科書

を作ったり、改訂したりする際に役に立つと考えた

ので調査を行った。

さらに、SDGs4番「質の高い教育をみんなに」を目

標としてこの調査を行った。

教科書について調べることで、教育が発展していな

い国で教科書を作るときに参考とすることができ、

その国の教育の発展に貢献することができると考え

この調査を行った。

２　研究内容
　私たちは主に３つの調査を行った。調査1では

①福岡市、糸島市の小学校4年生、中学1年生、中学2

年生、中学3年生の理科の教科書を用意した。(揃え

られる学年が小学4年生だったため。また、理科の教

科書は4学年共通の学年があったため。)

②理科を生物、物理、化学、地学の4つの分野に分け

て、それぞれの図の数、マークの数、文字数を数え

た。

※今回マークとして数えたもの

・クエスチョンマークなどの基本的なマーク

・考えを促すようなフレーズが添えられてい

るマーク  など

【例】

調査2では、調査1で出た結果を分かりやすくするた

めに、分野別に教科書1ページ当たりのマークの数、

図の数、文字数を計算し、四捨五入で整数にした。

調査3では、中学2、3年生と、小学4年生の教科書に

あるそれぞれの同じ図を用いて、大きさを測り、教

科書1ページに占める割合を調べた。

例 月の満ち欠けの図など

３　結果
結果1
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結果2(表1)

1ページあたりの図の数 / 文字数

※各学年のデータはそれぞれ福岡市と糸島市の

　結果を平均したものである。また小数点以下は

　四捨五入し、整数に直してから平均をとった。

結果3

①月の満ち欠けの図

中3  7.7%   小4  44%

②筋肉の収縮図

中2  2.2%   小4   45%

③電気回路の図

中2  6.5%   小4   11%   を占めていた。

４　考察
結果1で、小学生から中学生に上がるに伴って、

1ページあたりのマークの数が増加しているから、

中学生に小学生のときより、より多く考えることを

求めているのではないかと考えた。

また、結果2では、中学生の教科書よりも小学生の

教科書の大きさのほうが大きいにもかかわらず、ど

の学年も1ページあたりの図の数は変わらなかったこ

とと、結果3を結びつけると、小学生の教科書は図の

大きさを大きくして、図で理解させようとしている

のではないかと考えた。

５　今後の展望
まず、更に正確な結果を出すために、調べるペー

ジ数を増やして調査する。

また、結果の量が膨大で、考察するのに多くの時

間を要したため、結果のまとめ方を工夫する。

　
６　参考文献

有馬朗人(2016).「新版理科の世界1」.大日本図書.

有馬朗人(2017).「新版理科の世界2」.大日本図書.

有馬朗人(2016).「新版理科の世界3」.大日本図書.

有馬朗人(2015).「たのしい理科4年」.大日本図書.

石浦章一(2019).「わくわく理科4」.啓林館.

塚田捷(2015).「未来へひろがるサイエンス1」.啓

　林館.

塚田捷(2016).「未来へひろがるサイエンス2」.啓

　林館.

塚田捷(2016).「未来へひろがるサイエンス3」.啓

　林館.

(代表者のみ)



第３学年　ESD課題研究

視覚と聴覚による情報の理解度について

福岡県立城南高等学校３年

傘２―H班　後藤威　小野田栞　香川すみか　田仲七彩　

１　はじめに
　現在、世の中には標識や看板などの視覚的な情

報もあれば、駅のアナウンスやテーマパークなど

での場内アナウンスなど聴覚的な情報もあり、そ

れらが混在している。そういった中で、どちらが

より情報を伝えやすく、相手に正確に届くのかを

明確にしようと考え、この研究を行うことにし

た。

２　研究内容
　４枚の写真（資料①）のうち、一枚の写真の説明

をしている同じ文章を被験者にテロップ（資料②）

で見せるか、音声で聞かせるかし、その文章が四

枚のうちどの写真を説明していたのかを当てても

らった。そして、その回答の正確さと回答速度を

調べた。データの正確性を上げるために、問題は

AとBの二種類を用意した。

（実験②も同様）

【資料①】

※以後、テロップを見ての回答速度を「視覚」

　　　　音声での回答速度を「聴覚」

と表記することとする。

３　結果
«実験1»

(使用した問題)

A∥机上の写真(資料①参照)

─説明文

この写真はA子さんの机の上の写真です。

ESD課題研究のノートと筆箱が置いてあります。

シャープペンシルと消しゴムを出しており、A子

さんは几帳面なので、筆箱のチャックはしめてあ

るみたいです。

B∥本棚の写真

─説明文

これは図書館の本棚の写真です。このカテゴ

リーには音楽が含まれています。棚の上には草間

彌生さんの版画集が飾ってあります。左半分は綺

麗に並んでいますが、右側の何冊かが左側に傾い

ています。

実験1の結果

A、B合わせた平均回答速度

視覚→9.12秒(51人平均)

聴覚→7.05秒(37人平均)

※対象は高校2年生
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«実験2»

A∥机の上の写真

─説明文

この写真はA子さんの机の上の写真です。机の

上には下から順に会計簿、ノート2冊、ルーズ

リーフ1枚が置いてあります。左上には黒色の筆

箱が置いてあるみたいです。

B∥図書室の写真

─説明文

これは図書室の写真です。左側の女の子はピ

ンク色の表紙の本を、右側の男の子は分子図鑑を

読んでいます。二人とも椅子に座っているようで

す。

実験2の結果

視覚 聴覚

A ７．９９２秒 ６，１８１秒

B ６．０２６秒 ７．４９９秒

AとBともに2年生30人平均

４　考察
　実験１では、聴覚での回答速度が早いという結

果は出たが、A、Bの問題それぞれの情報量と、

調査人数に差があったため正確な結果とは言えな

い。そこで、実験２ではA、Bの問題の情報量に

大きな差が出ないように設定しようと考えた。

　実験２では、色や形、大きさなどの情報は聴覚

による情報理解が早いため解答速度が早くなった

と考えた。しかし、実験２の写真Bで使用した問

題に含まれている「分子」「元素」などの、普段

の生活であまり目にしない単語や使わない言葉、

イメージしにくかったりする情報は聴覚よりも視

覚による情報理解が速いため、解答速度が速く

なったと考えた。

５　今後の展望
　この研究によって、情報伝達の効率化が期待で

きると考えられる。例えば、災害が起こり避難指

示を出す際、避難ルートなど比較的イメージしや

すい情報をすぐに届けたいのでアナウンスや呼び

かけなどの音声による情報伝達がむいている。こ

のように、時と場合に応じて情報伝達方法を考え

ることが可能となる。

　今回は４枚の写真から正解の１枚を当てるとい

う比較的入ってくる情報が少なく、短時間ででき

る実験であったが、今後情報量を増やした実験を

行い、それぞれの情報にあった伝達方法を明確に

していきたい。
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６　参考文献
濱田 治良(1990)

「短期記憶における視覚記憶と聴覚記憶の差」

日本心理学雑誌,61(1),8-14
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色彩の変化による重量感の相違について

福岡県立城南高等学校３年

傘2―I班　　木田成美　清松悠　宇都宮優吾　山中猛瑠

１　はじめに
　私達は、「表現」というカテゴリーの中で課題

研究の問いを決めているときに、色と重さの関係

についての実験を２つ見つけた。結果はともに黒

は白と比べて物体をより重く感じる効果があると

いうものであった。そこで、私達は他の色ではど

のような結果になるのか、興味を持ち調べてみる

ことにした。また、この研究で色と重さの関係を

見つけることができれば、学生の負担を軽くする

学生バッグやランドセルの開発に役立つのではな

いのかと考えた。

２　研究内容
　〈実験１〉まず、準備段階として、黒、赤、青

黄色、茶色、緑の６つの球体を色付きの紙粘土で

作った。重さは30g（±2g）にした。そして、以下

の方法で被験者８３名に実験を行った。

　①被験者の両手に２つの球を持ってもらう。こ

のとき色の組み合わせは指示していないため、色

の組み合わせは適当である。

　②２つの球の重さを比べ、重いと感じた方の球

は手に残したままにしてもらい、もう一方の球を

別の色の球と取り替え、再び双方の重さを比べて

もらう。

　③②を繰り返しすべての色で重さを比べてもら

い最後に手に残った色、つまり一番重たいと感じ

た色を教えてもらい記録する。

　〈実験２〉球の重さが30gだと軽すぎて重さを

感じにくいという意見が出たため、重さを400g（

±5g)に変えて再び同じ実験を行った。またこの

とき、黒は論文で重く感じやすい色だということ

が明記されている上に、〈実験１〉においても黒

が一番重たく感じるという結果になったことから

黒を省いた他の色で実験を行った。この実験の被

験者は９２名である。

３　結果
〈実験１〉総被験者数83名

〈実験２〉総被験者数92名

以上の結果から黒の他に赤にも物体を重くさせる効

果があることが分かった。ただ、他の色に関しては

重さとの関係性はあまりわからなかった。またデー

タにはとってないが傾向として、女子は青や緑が一

番重いと答える割合が高かった。
４　考察
2つの実験から黒や赤の色が物体を重く感じさせ

る効果があることが分かった。これは、夜の空や

血の色など、人間が本能的に重く感じる色である

からではないかと考えました。しかし、今回の実
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験では、他の色の重さとの関係を見つけることは

できなかった。
５　今後の展望
今回の研究で学生の負担を軽くする学生バックや

ランドセルの開発に直接役立つ情報は得られな

かった。しかし、色と重量感には関係性があると

いうことがわかった。さらに、それは単に色と重

量感という２つの単純な関係ではなくその人個人

の感覚というのも関係してくるのかもしれない。

もし、この研究が進めばSDGsの9番目にあたる

「産業と技術革新の基盤を作ろう」につながる開

発ができるかもしれない。

６　参考文献
加藤 良実(2003)

「色と重さについての一実験」

http://www.mgu.ac.jp/~ohashi/docs/2003kato.pdf

伯水  永志(2004)

http://wwwa2.kaiyodai.ac.jp/~kurokawa/
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パッケージデザインと購買意欲の関連性

福岡県立城南高等学校３年

傘２―J班　山下 寧々　宮司 優衣　平川 里歩　島内 亜美

１　はじめに
　私はコンビニやスーパーに行った時思わず手に

取ってしまう商品があった。そして、それらの

パッケージには何か法則があるのではないかと

思った。近年、フェアトレードの商品が増えてい

る。それらがより多く売られるためにはどのよう

なパッケージにすれば良いか明らかにしたいと

思った。
２　研究内容
　調査１

*人気のあるお菓子6種類のパッケージの文字とイ

ラスト(CG、写真、絵など)の割合を計測した。

*人気のあるお菓子6種類は、「お菓子メーカー売

上高ランキングTOP10」のうち1〜6位を選びそ

れぞれの会社の一番人気な商品を選んだ。

↓

ポッキー極細（グリコ）、アルフォート（ブルボ

ン）、コアラのマーチ（ロッテ）、アーモンドチョ

コレート（明治）、ポテト

チップスうすしお（カル

ビー）、チョコボール（森

永）

左図のように定規で文字部

分の面積を出して、割合を

測定した。

調査２

結果１の内容を踏まえ、6種類のパッケージを2つ

のグループに分けた。

①文字の割合が多いもの(文字の割合が20％以上）

②文字の割合が少ないもの（文字の割合が20％未

満）

2つのグループの特徴に沿ったパッケージを自作

した。

考察を踏まえ、3つ目にオリジナルパッケージも

作った。

① 文字数　多

②     文字数　少            ③　CG画像なし

これら3つのパッケージについて、「どれが一番

買いたいか」を調査した。

調査対象：城南高校2年生（当時）130人

３　結果
２つの調査それぞれに次のような結果が出た。

〈結果１〉

表１.　６種類のパッケージの文字とイラストの割

合(四捨五入して整数で表示)

ポッキー アルフォート コアラの

マーチ

アーモンドチョコ ポテトチップス チョコ

ボール

22 26 9 29 20 10

〈結果２〉
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４　考察
　調査１では、どの商品にもイラストが掲載され

ていたが、今回は文字の割合に注目した。する

と、文字の割合が多いもの、少ないものに分けら

れた。調査２で圧倒的にAが人気を集めた理由と

して、既製品であるアルフォートに似たデザイン

になってしまったことが考えられる。２つの調査

から、調査２の結果からは文字の割合が多く、CG

画像があるパッケージが一番人気があることが分

かった。
５　今後の展望
今回の調査2で行ったアンケートは城南高校の2年

生を対象に行ったため、結果に偏りが生じてし

まった。そのため、今後は子供から大人までの幅

広い年代でより多くの人にアンケートをとると、

違った結果が得られるのではないかと考えてい

る。また、今回は3つの選択肢を用意したが、そ

れらがかなり一貫性に欠けており、結果の考察

が難しかった。そこで、パッケージのデザインは

変えずにパッケージカラーだけを変えたり、ある

いは逆に、パッケージカラーはそのままにし、

フォントのサイズだけを変えて調査することで、

今回よりもわかりやすい結果が得られるのではな

いかと考えた。この研究が発展すれば、SDGsの

8つ目、「働きがいも経済成長も」に繋げること

が出来ると思う。今回の調査結果を踏まえつつ、

より詳しく、精密にパッケージデザインと購買意

欲の関連性について今後も研究していく。
６　参考文献
京都橘大学研究紀要(2017)「パッケージカラー

が商品イメージおよび購買意欲に及ぼす影響-

チョコレートのパッケージを題材として-」前田

洋光、近都智美、吉田夏希、北林弘行、永野光朗
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小型風力発電システム〜プロペラの形状と発電量の関係〜
福岡県立城南高等学校３年

傘3―A班　坂本圭佑　山下悠璃子　井上拓海　添田佳乃子　

１　はじめに
現在、世界中で化石燃料の枯渇や酸性雨、オゾ

ン層破壊、地球温暖化などといった地球環境問題

が課題となっている。なぜなら、地球の資源は有

限であるからだ。つまり、いかにその限られた資

源を循環させていくかが大切になってくる。現在

日本で主に利用されている再生可能エネルギーは

太陽光であり、一般家庭にまで太陽光発電が普及

していると言えるだろう。

一方で風力発電はあまり導入されておらず、規模

も拡大している様子がない。そこで私たちは、ク

リーンで再生可能な風力エネルギー利用の需要が

高まる傾向にあると考えた。小型風力発電のプロ

ペラの形状と発電量の関係を調べることで、風力

発電の発電効率を上げる手助けになれば、小型風

車が一般家庭の主力供給源になる可能性も増え

る。そして、環境に優しい電力発電を進めていく

ことができるだろう。

引用元（[書籍] 再生可能エネルギーの政治経済

学: エネルギー政策のグリーン改革に向けて
大島堅一 - 2010 - books.google.com）

２　研究内容
ペットボトルの上部を横に切り、同じ幅になる

ように切込みを入れた。全方向に広げたところに

方眼用紙で作った様々な形状、枚数の羽をつけて

プロペラを作った。また、ペットボトルのキャッ

プにモーターの先端を貫通させ、先ほど作ったプ

ロペラとキャップ部分を連結させることで、モー

ターが回るとプロペラも回る仕組みを作った。

プロペラの形状と発電力の関係を調べる為に実

験を二つに分けて行った。

　①羽の形を揃え、枚数の違うプロペラ(3枚

羽・4枚羽、5枚羽、6枚羽）を4つ作り、羽の枚数

が発電量に関係するのかを調べる。

　②羽の枚数が揃った上で、プロペラの形状を五

種類考え、羽の形状と発電量がどのように関係し

ているのかを調べた。一枚の羽の面積は16㎠ に

統一した。

　それぞれのプロペラを用意し、🅰モーターに

つながる導線の先を電流計、または電圧計に繋げ

プロペラに1メートル離したところから扇風機の

風を当て、電流、電圧がどのくらい生じるのかを

調査した。その際、風を均一にプロペラに当てる

ため、風洞装置を通して風を当てた。また、🅱

モーターを電池に繋げプロペラを回し、風速計を

用いてどのくらい風を発生させることができるの

かを調べた。（この時も風洞装置は使用する。）

https://books.google.co.jp/books?hl=ja&lr=lang_ja%7Clang_en&id=FYRpBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC&ots=PGQ_e3NeiK&sig=PemGGCsjrVm_7Uwx-2lG8aTGCPY
https://books.google.co.jp/books?hl=ja&lr=lang_ja%7Clang_en&id=FYRpBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&dq=%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC&ots=PGQ_e3NeiK&sig=PemGGCsjrVm_7Uwx-2lG8aTGCPY
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３　結果
同じ形に揃え、枚数のみを変えた時の発電量と

風速(実験①）　　

ｍA ｍV ｍ/s mW

3枚羽 5.0 73 1.2 365

4枚羽 6.0 90 1.3 540

5枚羽 4.5 61 1.1 274.5

6枚羽 5.0 73 0.70 365

　4枚羽が最も発電量が大きい。枚数が増える

たびに発電量が大きくなるわけではないことが

わかる。

同じ面積に揃え、形状のみを変えたときの発電

量と風速(実験②）

🅰ｍA 🅰ｍV 🅱ｍ/s 🅰mW

1.4 102.0 1.4 142.8

1.0 60.7 1.0 60.7

0.9 48.5 0.90 43.7

1.0 72,3 1.0 72.3

0.6 61.7 0.60 37.0

　半径が小さいプロペラほど発電量や風速が大き

くなっていた。
４　考察
　今回の実験では、プロペラの羽の質量を正確に

測れていなかったり、羽を曲げる角度を厳密に設

定したりということが出来ていなかったので、対

照実験の条件が正しく設定されていなかった。羽

を曲げる角度が変わることで羽に当たる風の垂直

面積が変わってしまうので、それによって結果に

も影響された。

　これはいわゆる過失誤差に当たるもので、測定

者の経験不足や誤操作が招く誤差である。つま

り、実験環境をもっと完璧に整えるとより正確な

値を算出でき、明確な違いを出せるので、次の実

験では一つ一つの条件を細かいところまで気をつ

けながら揃えて実験を行いたい。

　また、プロペラの半径が大きくなると質量の大

きくなり回転力が落ちてしまうため、羽の枚数が

多ければ良いという訳ではなく、プロペラ全体の

バランスや重さとの兼ね合いを考えなければいけ

ない。

５　今後の展望
　今回の実験では対照実験になっておらず、大き

な誤差が生じたり、正確な値が取れていなかった

かもしれない。今の現状では、風力発電は毎秒

6.5m以上の風流がある場所にしか建てることが

できない。さらに、費用対効果の低さ、耐久性･

安全性の不完全さなどがあり、あまり普及が進ん

でいない。しかし、この研究が進んでより良い羽

の形が開発されて、風力発電がもっと普及してい

けば、海に囲まれていて風が豊富にある日本に

とっては火力発電などに変わる重要な発電源とな

るだろう。

６　参考文献
　2016年　12月11日「ファンプロペラの効率

アップ  -風を変えるシンプルな表面加工-筑波大

学」tukuba.ac.jp

2017年　指導教授　瀬川久志教授 東　康行

小型風力発電ビジネスの現状と課題

repository. tokaigakuen-u.ac.jp
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　　　　　　　　　　アリの好む色と匂いの関係性について

福岡県立城南高等学校３年

傘3―B班　勝野美彩子　園田萌花　富山颯斗　待鳥有希子　

１　はじめに
　家にあった甘い食べ物や良い匂い（＝一般的に

甘い香りと感じるもの）のする食べ物にアリが

寄ってきたため、もしアリの好む色や匂いを知る

ことができれば、アリによる家屋の被害への対策

ができると考えた。

　また、昆虫は黄色に集まりやすいと言われてい

るため、アリは黄色に集まると考えられる。

（『イエローパントラップ』と呼ばれるハチ、ハ

ナアブなどのさまざまな昆虫を集める際に用いら

れる黄色のトラップが実際にあるため。）今回は

実際にアリが黄色に集まるのか調べる。調べるこ

とでイエローパントラップのアリへの有効性を実

証できると考えた。また、他にアリが集まりやす

い色が黄色以外にあるのか調べることにした。

２　研究内容
　色によるアリの集まり方の違い（実験1）と、色

と匂いによるアリの集まり方の違い（実験2）を調

べる実験を行った。

〈実験1〉　折り紙（赤、青、黄緑、桃、紫、橙、

黄の7色）を用意し、アリ（名称不明）の巣の近く

（旧部室棟付近）に並べて置いた。それぞれの折り

紙の上には、アリが来やすいようにするために砂

糖を置いて、15分ごとにアリの数とアリが集まっ

た折り紙の色を調べた。これを

合計２時間行った。

　

〈実験2〉　実験1のアリの集ま

り方の結果を用いて実験2を行っ

た。実験1では折り紙と地面の間

にアリが集まってしまったため、間をなくすため

に装置を作り実験を行った。また、アリの種類に

ばらつきがあったため事前にアリ（クロナガアリ

→左下写真）を１３匹用意しておいた。装置の中に

は、実験1で調査したアリが最も集まった黄緑、

次に集まった橙、最も少なかった赤の3色の折り

紙にコーヒー（苦い）、バニラエッセンスをしみ込

ませたものと何もつけてないものをそれぞれ3枚

ずつ合計9枚用意して装置に貼った。（下図）折り

紙の上にはアリが来やすくなるように砂糖を置い

た。装置の壁には、アリが逃げないように、アリ

が登れなくなる効果があるベビーパウダーをつけ

た。15分ごとにアリの数とアリが集まった折り紙

の色を調べた。これを合計２時間行った。

↑実験装置
３　結果
〈実験1〉

時間（分） 赤 青 黄 黄緑 桃 紫 橙

15分 0 0 0 0 0 0 0

30分 0 0 0 0 0 0 0

45分 0 0 0 0 1 1 0

60分 0 0 0 5 1 0 0

75分 0 3 5 4 0 0 7

90分 0 0 0 9 0 0 4

105分 0 0 0 5 0 0 2

120分 0 0 2 6 1 1 2

合計 0 3 7 29 3 2 15
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2時間調査を行った結果、黄緑色、橙色の折り紙

に多く集まった。

〈実験2〉

アリの集まりは見られなかった。

このことから、アリの好む色と匂いには関係は無

かったと言える。

４　考察
　アリが集まらなかった原因として、実験装置の

不備やアリの生態についての理解が不十分であっ

たことがあげられる。実験装置の不備としては、

実験1と実験2を行った場所が異なり、条件に違い

があることや、同じ場所に刺激の強い匂いのバニ

ラエッセンスとコーヒーをしみ込ませた折り紙を

置いてしまったことから装置内で匂いが混ざり、

アリが混乱してしまったということがあげられ

る。このようなことから、結果が明確に正しいと

は言えない。

　匂いの観点から考察を行うと、調べた結果、ア

リは高性能な嗅覚を持ち、特に良い匂いを嗅ぎつ

ける能力が高いので、アリが好む良い匂いに寄っ

てくると考えられる。しかし、今回実験で使った

コーヒー、バニラエッセンスはアリにとって刺激

が強すぎる刺激物であったことや、食欲を促す化

学物質が含まれていなかったことからアリは寄っ

てこなかったと考えられる。

　色の観点から考察を行うと、人間の可視光線（

380～800nm）に対して、昆虫は人間が見ること

が出来ない紫外線（250〜380nm）を感知すること

ができる。よって、アリは人間と可視光線が異

なっていると考えられる。しかし、アリが感知し

た紫外線をアリが色として認識しているのか、ア

リと人間の色の認識に違いがあるのではないかと

いうことを考えると、折り紙を用いて調査を行っ

たが、アリが好む色ははっきりとは分からないと

言うことができる。

５　今後の展望
考察から、コーヒーとバニラエッセンスの匂い

はアリが好まない匂いと考えられるので、これら

を用いることでアリによる被害を減らすことがで

きると考えられる。今回の実験では不備があり、

明確な結果が出なかったので不備を見直し、条件

を変えて実験をしたい。例えば、折り紙の色の並

べ方や折り紙の色を家の外壁の色に近いものにす

るなどの条件を変えたい。また、人間とアリの色

の認識の違いを調査したい。もし、アリの生態や

アリの集まり方とにおいや色の関係性が分かれば

アリによる家屋の被害を減らすことが期待できる

ため、SDGsの「住み続けられるまちづくりを」

につなげることができるかもしれない。

６　参考文献
霜田政美（2014.10.04）p594 独立行政法人 農業生

物資源研究所 昆虫化学研究領域 昆虫相互作用研

究ユニット

「昆虫の光に対する反応と害虫駆除への利用」

http://jppa.or.jp/archive/pdf/68_10

2021年2月17日

害虫駆除110番の運営のアリ駆除navi

「【アリの食べ物20種類】甘いものか好きな理

由・嫌いな食べ物まとめ」

http://www.arikujo-a.com/column

2021年3月3日

セイコーアイウェイ株式会社　快適視生活応援団

（2021）　「人間と動物では、色の見え方が違うの

でしょうか？」

https://www.kaiteki-eye.jp/qa/131/

2021年3月3日

http://jppa.or.jp/archive/pdf/68_10
http://jppa.or.jp/archive/pdf/68_10_15.pdf
http://www.arikujo-a.com/column
https://www.kaiteki-eye.jp/qa/131/
http://jppa.or.jp/archive/pdf/68_10_15.pdf
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ネギの再生栽培

福岡県立城南高等学校３年

傘3―C班　奥谷晃生　三好悠一郎　山道大誠  栁澤香都  増岡友佳里
１　はじめに
　現在、世界では６人に一人が貧困で苦しんでい

る。本研究では、この貧困問題を解決する手段の

一つとして、ネギの再生栽培を検討した。再生栽

培とは、根に水を浸したり土に埋めたりなどし

て、栽培すると食べられる部分が再生する野菜を

育てることである。今回は、根を水に浸すことに

よるネギの再生栽培を行った。この再生栽培を

様々な条件下で行うことで、成長の様子を記録

し、最も優れているものを調べた。

２　研究内容
　ネギの再生栽培を行うために、水の入った容器

とネギの根がついた茎盤を用意した。茎盤とは、

ねぎの葉と根の間にある茎の部分のことである。

水の入った容器に異なる条件のネギの茎盤を５本

ずつ入れた。その際の条件は、茎盤の長さが6cm

のもの（➀）、8cmのもの（➁）、4cmのもの(➂)、

茎盤の長さが6cmで光を当てないもの（➃、茎盤

の長さが6cmで、水の代わりに液体肥料を用いた

もの（➄）である。液体肥料はネギの成長を促進す

ると考え採用したそれぞれ用意して屋外で育て、

1週間おきに成長の経過を調べた。長さは5本の平

均を記録した。期間は2020年9月23日から、2020

年10月21日の間の4週間で調査回数は4回で、

使った水は学校の水道水である。

➀、➁、➂を比べることで、茎盤の長さによる成

長の異差を調べ、➀、➃を比べることで、光の有

無による成長の異差を

調べ、➀、➄を比べる

ことで栄養を与えるこ

とによってどのような

異差が生まれるかを調

べた。(資料は1週間・

おきに新たに成長した

部分を切り離した。)

３    結果

今回の研究結果を下のグラフにまとめた。グラフは

その週までの成長量の合計を表している。

　　　　　 ① ② ③ ④ ⑤

9/30 7.04 8.50 6.88 11.9 5.61

10/7 6.33 5.15 5.90 6.86 6.26

10/14 3.86 4.21 5.11 3.96 4.60

10/21 2.67 1.43 1.35 0 4.70

①（6cm）、②（８cm）、③（4cm）を比べると、成長

量の変化はほとんどなかったが、茎盤が短いものほ

ど根と茎盤が早く腐っていた。・・・[1]

①(6cm)、④(6cm光なし)を比べると、④は最初の

2週間は常に①より成長量が大きかったが3週目から

徐々に腐り始め4週目には完全に腐ってい

た。・・・[2]

①(6cm)、⑤(液体肥料)を比べると、⑤(液体肥料)

はどの週においても①より成長量の合計が劣ってい

た。さらに、⑤はかなり藻が発生して、食用として

食べられる状態ではなかった。・・・[3]

➁(8cm)は突出して伸びたわけではないが、安定し
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て伸びており状態も良かった。・・・[4]

➃は光を当ててないにも関わらず最も伸びていた。

また他のネギと比べると茎盤の色素が薄く、茎が細

かった。・・・[5]

４　考察
結果の[1]よりネギの再生栽培において、ネギ

の茎盤の長さと、ネギの成長量の関連性は低いと

いう事がわかった。しかし、茎盤の腐る早さにつ

いて見ると、茎盤が長い方がより丈夫に育ち長持

ちするので、再生栽培には向いていると言える。

結果の[2]よりネギの再生栽培において、光を当

てない方が単純な成長量は大きかった。しかし、

光を当てなかったネギは色も薄く、再生栽培の開

始から2週間程度で腐り始めたことから、食用と

しては優れているとは言えないだろう。成長量が

大きかったのは、ネギの白い部分は光を当てない

方が成長しやすいという特性が原因であると考え

た。また、早く腐ってしまったのは、光を当てな

かったことで、ネギの葉で光合成が行われず、栄

養が十分に作られなかったからだと考えられる。

結果の[3]より、ネギの再生栽培において、液体

肥料よりも水が優れている事が分かった。このよ

うな結果になった理由として、今回は原液の液体

肥料を1000倍に希釈した物を用いたが、水温が上

昇し、水と比べて栄養を多く含むため、富栄養化

が起こって藻の繁殖に適した環境となったことか

ら、実験途中で藻が発生し、根にダメージを与

え、成長が妨げられたからだと考えられる。

また、⑤のネギも④と同様に、再生栽培の開始か

ら2週間程度で腐り始めたので、食用には向いて

いないと考えた。

　これらの結果と考察から、食用として最適な再

生栽培の条件は、水で育て、光を当て、茎盤の長

さを長く残す条件だと言える。

５　今後の展望
　今回は、1週間に一度のみしか記録をとること

ができなかったので、1日ごとに記録を取りたい

と思った。また今回は、9月や10月に実験を行

なったので、より気温の高い7月や8月、より気温

の低い11月や12月に栽培して、ネギの成長にどの

ような変化があるのかを調べたい。また、液体肥

料を入れると藻が生えて成長しなかったため、藻

が生えないように液体肥料の濃度を調整したり、

水での栽培以外に土壌栽培に挑戦してみたいと

思った。土壌栽培では、対照実験の比較対象とし

て、今回の水耕栽培で行った実験に加え、固形肥

料と液体肥料の比較や畑の土、市販の育苗土、赤

土を使った時の比較をしたいと考えた。また現在

世界中の中で深刻なのは主にアフリカの国々であ

る。だから食料問題を解決するためにはアフリカ

の国々の土壌でも育つ野菜をつくることが重要で

ある。今回はネギで実験をしたが、厳しい土壌で

も、育つ野菜、そして、ネギは世界中で食べられ

ているメジャーな食べ物ではないので、世界中で

食べられている野菜、例えばトマトなどを育てて

みたい。

６　参考文献
ユニセフ地球上のあらゆる形の貧困をなくそう

https://www.unicef.or.jp./kidomo/sdgs/17goals

/1-poverty

株式会社ハイポネックスジャパン

https://www.hyponex.co.jp/item/62/?tmid=59

ネギ調査方法

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research

/hanayasai/04hana_yasai_info/02youryou/veg

etable/10welsh/10welsh.pdf

農業協同組合新聞

https://www.jacom.or.jp/yasai/news/2018/11/

181127-36753.php

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/04hana_yasai_info/02youryou/vegetable/10welsh/10welsh.pdf
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/04hana_yasai_info/02youryou/vegetable/10welsh/10welsh.pdf
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/hanayasai/04hana_yasai_info/02youryou/vegetable/10welsh/10welsh.pdf
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海水を電気分解して次亜塩素酸水を作る

福岡県立城南高等学校3年

傘3-D班　杉谷 美柚　紺谷 和明　田中 祥敬　入部 翔太　栗山 美音

１　はじめに
　現在、新型コロナウイルスが世界中で流行し

ている。この影響により、消毒液の需要が増加

し、エタノール不足になった。そこで多くの人

が次亜塩素酸水という消毒液に注目した。次亜

塩素酸水は食塩水の電気分解によって作ること

ができ、除菌力、消毒力、経済面、安全性、環

境面に優れている。

　今回の研究の目的は、海水を電気分解して次

亜塩素酸水を作り、学校で使用している市販の

消毒液と同程度の消毒殺菌作用のある次亜塩素

酸水を作ることだ。

２　研究内容
〈実験1〉本校で使用している消毒液の分析

　まず、実験1として、本校で使用している消

毒液の分析を行った。

　調べた消毒液は、班員の在籍するクラスに配

布されている各クラスの次亜塩素酸水と、掃除

時間に使用している100倍で薄めた塩素系漂白

剤である。そして、それぞれの有効塩素濃度、

pH、塩分濃度の3つの項目を測定した。

〈実験2〉自作の次亜塩素酸水の分析

　次に、実験2として、実際に海水から作成し

た次亜塩素酸水の分析を行った。

　最初に行ったことは、次亜塩素酸水の作成で

ある。実際に海から採取してろ過した海水

500mlずつを炭素電極、モバイルバッテリー等

を用いて30分、1時間、2時間、3時間、4時間

とそれぞれ電気分解を行った。そして、電気分

解後に実験1と同様に、各溶液の有効塩素濃

度、pH、塩分濃度を測定した。

　海水を電気分解すると、次の表1のように、

陽極では塩素が発生し、陰極では水素が発生す

る。そして、このとき生じた塩素が水に溶ける

ことにより次亜塩素酸水ができる。

　表1.  海水を電気分解した時の反応式

反応式

陽極 2Cl⁻→Cl2＋2e⁻

陰極 2H2O＋2e⁻→H2＋2OH⁻

塩素と水 Cl2＋H2O⇄HCl＋HClO･･･①　

HClO⇄H+＋ClO⁻･･･②

３　結果
　表2.  消毒液の分析結果

次亜塩素酸水 希釈した

塩素系漂

白剤
2−1 2−2 2−7

有効塩素濃度

(ppm)

84 111 89 564

pH 5.5 4.6 5.7 11.3

塩分濃度(％) 0 0 0 0.04

　実験1の結果はこのようになった。

　厚生労働省は消毒作用が十分ある次亜塩素酸

水の基準として、有効塩素濃度が80ppm以上で

あることと示している。

　このことから、学校で使用している次亜塩素

酸水は80ppmを超えていることがわかる。

　表3. 電気分解した時間とppmとpH

電気分解時間

(h)

0.5 1 2 3 4

有効塩素濃度

(ppm)

193 239 335 450 670

pH 7.0 6.7 6.8 7.0 7.9
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　実験2の結果はこのようになった。

　学校で使用している次亜塩素酸水と比較する

と、pHに大きな差があったため、pHと有効塩

素濃度の関係を調べたところ、pHによって消

毒作用の強さが異なることが分かった。

グラフ1　遊離有効塩素の化学平衡とpHの関係

　

　このグラフから、pHが4〜6付近では、有効

塩素濃度の中の、次亜塩素酸の濃度が約100%

で、pHが高くなるほど次亜塩素酸イオンの濃

度が高くなっていくことが分かる。

　このグラフと今回自作した次亜塩素酸水の

pHを比較してみると、次の表のような結果に

なった。

　表4.電気分解した時間とHClO濃度

電気分解時間

(h)

0.5 1 2 3 4

有効塩素濃度

(ppm)

193 239 335 450 670

pH 7.0 6.7 6.8 7.0 7.9

HClO存在率

(%)

75 85 82 75 28

HClO濃度

(ppm)

145 203 274 330 188

　この表から、今回自作した次亜塩素酸水はす

べて、有効塩素濃度が80ppmを超えていたため

消毒作用が十分であると考えられた。

４　考察
　実験2でpHが高くなった原因として、陰極で

生じた水酸化物イオンの影響が考えられる。

　参考文献から、次亜塩素酸水の解離成分であ

る次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン、塩素はいず

れも殺菌作用を持っており、これらを総称して

遊離有効塩素ということがわかった。したがっ

て、私たちの測っていた有効塩素濃度は、次亜

塩素酸のみの濃度ではなく、他の物質も含まれ

た濃度であった。

　また、次亜塩素酸水の主成分は次亜塩素酸

で、酸化作用をもつ物質である。一方で、塩素

系漂白剤の主成分は次亜塩素酸ナトリウムであ

り、水溶液中で電離してナトリウムイオンと酸

化作用を持つ次亜塩素酸イオンを生じる。これ

らのことについて、文献を調べると、次亜塩素

酸の殺菌力は次亜塩素酸イオンよりも約80倍と

高いことがわかった。よって、次亜塩素酸水

は、塩素系漂白剤と比べても十分に殺菌力を持

つと考えられる。

　電気分解時には、①の式と②の式の平衡が成

り立っている。②の式から、溶液のpHが大き

くなると平衡移動によって次亜塩素酸の電離が

進み、次亜塩素酸イオンが増加すると考えられ

る。教室の消毒液はpHが5付近であり、ほぼ

100％が次亜塩素酸として存在していた。しか

し、自作の次亜塩素酸水はpHが7〜8付近で

あったため、自作の次亜塩素酸水は次亜塩素酸

の割合が少なくなっている。

　今回の実験では、次亜塩素酸水の消毒作用を

調べる指標として、有効塩素濃度を使用した

が、有効塩素濃度は次亜塩素酸以外の塩素や次

亜塩素酸イオンなども含めた濃度の値を示すた
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め、次亜塩素酸だけを調べる指標としては適し

ていないと考えられる。

＜実験1,2より＞

　教室の次亜塩素酸水は、pHが4〜6程度だっ

たので、有効塩素濃度とHClO濃度が一致す

る。自作の次亜塩素酸水のHClO濃度は、実験

1で調べた教室の次亜塩素酸水の値と、厚生労

働省の基準80ppmを、どちらも超えていた。十

分な殺菌力をもつと考えられる。

　また、グラフ1よりpHが高くなるほど有効塩

素濃度の中の次亜塩素酸の存在率は低くなるこ

とが分かった。長時間電気分解を行うとHClO

濃度が高くなるとは限らない。

　その他の問題点として、塩分濃度が高いため

使用感が悪くなったり、金属などに使うとサビ

やすくなったりすることが挙げられる。

５　今後の展望
　今回研究して見つかった課題は5つある。

　1つ目は電気分解を行う時間を細かく設定し

有効塩素濃度とpHの関係をさらに探ること。

　2つ目は海水を希釈して電気分解を行った場

合どのような値が得られるのかを調べること。

　3つ目は考察で述べた、有効塩素濃度以外で

消毒液としての性能が比較できる指標を考える

こと。

　4つ目は自作の次亜塩素酸水を実際に使用し

てみて、金属がどのくらいサビるのかの実験を

行うこと。

　5つ目は自作の次亜塩素酸水のpH調節を行う

こと。

　また、このように海水から手軽に消毒液を作

ることができれば、SDGsの3.「すべての人に

健康と福祉を」や、11.「住み続けられるまち

づくりを」の達成に繋がるだろう。

　さらに、今回は触れなかったが、海水の電気

分解の際に発生した水素についても気になる。

今現在、石油や電気に変わる動力源として水素

が注目されている。発生した水素を収集して利

用できれば、資源の少ない国々での動力源の確

保や途上国の産業の発展にも繋がっていくだろ

う。この研究が、新型コロナウイルスの少しで

も早い終息と社会問題、環境問題の解決にも繋

がることを願う。

６　参考文献
・啓林館「化学 改訂版」

・第一学習社「スクエア最新図説化学」

・厚生労働省HP　

・株式会社安全環境研究所 http://s-e-l.jp

・株式会社ハ－テック https://heartec.co.jp

・福﨑 智司「次亜啓塩素酸による洗浄・殺菌

機構と細菌の損傷」『日本食品微生物学会雑

誌』　2009年 26巻 2号 pp. 76-80
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バナナのおいしい保存方法〜環境別におけるバナナの糖度変化〜

福岡県立城南高等学校３年

傘３―E班　　八城凜　石村彩恵　小池上龍一　松枝菜々子

１　はじめに
　研究背景として，近年、自然災害が増加してお

り、そのような災害時に停電等で冷蔵庫が使えな

い場合，乾パンやレトルト食品に比べ青果類は保

存が効きにくい。また、ビタミンなどの栄養素を

失ってしまったり腐ってしまったりする恐れがあ

る。そこで、バナナ等の果物や野菜をより長く美

味しく保存する方法を調べることで、SDGｓの⑫

「つくる責任つかう責任」に貢献しようと思っ

た。

２　研究内容
　研究内容としては、まずバナナを７個の異なる

環境下で６日、１０日、１４日間の３回に分けて放置

してそれぞれ変化を調べた。主に、①糖度（糖度

計）②見た目③エチレンガス量を調査した。

　まず、バナナにA〜Hまでのアルファベットを

ふり、それぞれ異なる保存方法でダンボールに入

れて保存した。このとき、リンゴとアボカドはそ

れぞれバナナと一緒に保存した。ここで、バナナ

等の果物が出すエチレンガスという果物や野菜の

熟成を促す効果のある気体を測定した。また、リ

ンゴやアボカド、脱臭炭を使用した理由はリンゴ

はエチレンガスを多く放出する果物、また、アボ

カドと脱臭炭は逆にエチレンガスを吸収するもの

であり、バナナの熟成スピードに影響を及ぼして

くれるのではないかと考えたためである。

　そして、ガムテープでダンボールの隙間を密閉

し、３階中央ホールにて放置した（通気性がよく、

直射日光に晒されないため）ダンボールには、そ

れぞれ一個づつバナナを入れ、ダンボール内の壁

や段差に干渉しないようにした。

FW①：６日間放置

A：柄にラップを巻いたバナナ

B：何もしていないバナナ

C：チャック付き保存袋に入れたバナナ

D：脱臭炭と一緒に保存したバナナ

E：アボカドと一緒に保存したバナナ

F：バナナスタンドにつるしたバナナ

G：変化観察前のバナナ

H：柄を新聞紙で巻いたバナナ

これらのバナナを６日間放置したあと、糖度と見

た目を観察した。

FW②：１４日間放置

A：柄にラップを巻いたバナナ

B：何もしていないバナナ

C：チャック付き保存袋に入れたバナナ

D：脱臭炭と一緒に保存したバナナ

E：アボカドと一緒に保存したバナナ

F：バナナスタンドにつるしたバナナ

G：変化観察前のバナナ

H：リンゴと一緒に保存したバナナ

これらのバナナを１４日間放置したあと、糖度と

見た目、エチレンガス量を調べた。

FW③：１０日間放置

A：柄にラップを巻いたバナナ

B：何もしていないバナナ

C：チャック付き保存袋に入れたバナナ

D：脱臭炭と一緒に保存したバナナ

E：アボカドと一緒に保存したバナナ

F：バナナスタンドにつるしたバナナ

G：変化観察前のバナナ

H：リンゴと一緒に保存したバナナ

これらのバナナを10日間放置したあと、糖度と見

た目を調べた。
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３　結果

以下のような結果になった。

※エチレンガス量は１４日間放置したバナナの測

定のときしか使えなかった。

※ダンボール内のエチレンガス量はすべて０％で

あった。しかし、チャック付き保存袋の中のエチ

レンガス量は１．０１％あった（ダンボールの密閉不

足により、エチレンガスの大部分が漏れ出してい

たため）。

４　考察
　バナナは時間の経過とともに表面が黒くなって

いた。また、シュガースポット(熟成の進行につ

れ細胞内のポリフェノール類がポリフェノール酸化

酵素により酸化され褐色になった斑点)が確認で

きた。このシュガースポットはバナナがダンボー

ルや他の材質に触れていた面に多く出来ていたこ

とから表面にダメージがある所が無いところに比

べ、シュガースポットが出来やすいのではないか

と考えられる。

　またチャック付き保存袋で保存したCのバナナ

は全体的にカビの発生が確認できた。これは保存

袋で密封されていたために自らの水分が袋中の湿

度を上昇させ、カビの発生する環境を作ったため

だと考えられる。

　今回の実験では時間の経過とともに糖度が下

がった個体と上がった個体があることが分かっ

た。

データより、A,B,F,Hが７日目前後で糖度が最も

高く、D,Eが１４日目で最も糖度が高くなった。

この結果より，短期間で糖度を保ったまま保存で

きるのは，バナナ表面のダメージが少なく，エチ

レンガスが多い状態を保てるA:柄をラップで包む

B:何もしないF:スタンドに吊るすH:リンゴと保

存方法だと考えられる。

　また，長期間糖度を高い状態で保てるのはエチ

レンガスを吸収するD:脱臭用の炭E:アボカドと保

存の方法だと考えられる。

　１０日後の糖度の値が低いのは実験期間の平均

気温が２月頃であったために低く，エチレンガス

があまり発生しなかったためと考えられる。

　Cのチャック付き保存袋で保存はカビの発生と

糖度の値が低かったことから良い保存方法とは言

えない。

　よってバナナをより甘く保存する方法の特定は

できなかったが，バナナの保存期間の長さごとの
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効率的な保存方法を考察することができた。

５　今後の展望

　ダンボールの隙間を塞いではいたが完全に密閉

できていなかったため、エチレンガスの測定がう

まくできなかった。　また、気温を調べていな

かったので今後はより気密性の高い容器で保存

し、気温も正確に測定したい。２つ目に、市販の

バナナは同じ木から取れた個体ではない可能性も

あったため個体差が生まれる原因となった。

　今後はこのような誤差の生まれないような環境

下で実験を進めていきたい。（同じ木から収穫さ

れた房を用意する等）これらの改善点を改善して

いくことにより、実験をより充実したものとし、

SDGsのつくる責任つかう責任を果たしていきた

い。

６　参考文献

・大久保 増太郎(昭和62年)

「暮しのセミナー

　『野菜とくだもののちょっといい話』」

　誠文堂新光社

・平宏和（平成１８年）食品図鑑

女子栄養大学出版部
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雑草を枯らすために適している食品

福岡県立城南高等学校３年

傘３-F班　船木野杏　荒武和花   梅津昂大　関隼人  河原畑侑生

１　はじめに
　雑草については、定義として「作物に直接また

は間接的な害をもたらし、その生産を減少させる

植物」や「人類の活動と幸福・繁栄に対して、こ

れに逆らったりこれを妨害したりするすべての植

物」などが挙げられる。我が校でも景観保全の観

点や他の植物の生産性を減少させないよう、日々

除草作業を手で行っている。よって、除草作業の

効率化や必要性を無くすことはこれからの課題と

なる。解決策の１つとして除草剤が挙げられる。

しかしながら、除草剤による健康被害があった

り、自治体によっては使用禁止令もある。このよ

うに除草剤が決して最善策とは言えない。

　今回私達は、人体への悪影響が少ないものは環

境にも悪影響が少ないと考え、使用する材料を食

品に絞って除草に関しての研究を行った。

２　研究内容
[① 水溶液下での実験]

　実験したい食品を水溶液に溶かして(食品が液

体の場合はそのまま)ペットボトル容器に入れ

て、引き抜いた雑草の根を浸した。そのペットボ

トル容器を日光が十分に当たる所定の場所に設置

した。また、観察を毎朝行い、水溶液が蒸発した

ら予備の水溶液で補充した。水は対照実験として

行い、使う食品や濃度を変えて2回行った。

[②プランターでの栽培]

　 プランターに土を入れて引き抜いた雑草を植

えた。 ①、②の実験結果で特に枯れた水溶液を

選んでプランターにそそいだ。

1回目 2回目 3回目

期間 9日 6日 11日

雑草 ハマスゲ ベチバー セキショウ

食品 食塩5%、重曹5%、酢5%緑茶、

熱湯、コーヒー、水

食塩2.5% 5% 10% 、牛乳

重曹2.5% 10% 、水

酢2.5% 10%

砂糖2.5% 5% 10%

食塩2.5%、砂糖10%、

重曹2.5% 、酢10%、

牛乳、 水

[③pH実験]

　 ①、②の実験結果を踏まえて雑草の枯れ具合

とpHには関係性があると考察した。

重曹、食え塩、酢、砂糖、牛乳の水溶液のpHを

pH試験紙を使って測定した。

[④紫玉ねぎを用いた細胞観察]

　 ①〜③の実験結果を踏まえて重曹に除草効果

があったのは重曹が植物の細胞に何らかの影響を

与えたからなのではないかと考察した。そこで、

紫玉ねぎの表面を剥ぎ取り、重曹5%、重曹10%、

水のそれぞれに10分間浸した。次に溶液に浸した

表面をスライドガラスに取り、カバーガラスで挟

みすぐに顕微鏡で観察した。紫玉ねぎを使用した

のはアントシアニンという色素を含んでおり、細

胞における変化が観察されやすいと考えたからで

ある。

３　結果
[実験①ペットボトル容器での水耕栽培]

1回目
1位 重曹5% 全体的に黒くなった

2位 食塩5% 青々しさがなくなり、しおれた

3位 酢5% 黒・茶色になった

4位 コーヒー 細い葉だけ茶色くしおれた

4位 緑茶 細い葉だけ茶色くしおれた

5位 湯 水と変わらない
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2回目
1位 食塩10% 全体的に色が薄くなり、しおれた

2位 重曹2.5% 根元が黒色になり、細い葉がしおれた

3位 酢10% 全体的に色が薄くなり、半分しおれた

4位 砂糖5% 全体的に色が薄くなり、細い葉がしおれた

5位 牛乳 ☆全体的に白っぽくなった、葉の先端がしおれた

6位 重曹10% 根元が一部茶色、重曹が付着、☆

7位 食塩2.5% ☆

8位 酢2.5% あまり変化なし

☆は同様の実験結果を示す

[実験② プランターでの栽培]
1位 食塩2.5% 茶色になり枯れた

2位 重曹2.5% 茶色になり枯れた

3位 砂糖10% 先端が茶色になった

4位 牛乳 薄茶色になり細い葉だけしおれた

5位 酢10% 細い葉だけしおれた

↑重曹

[実験③pH測定]

　重曹水　pH9

　酢水　　pH3.5

　その他　pH7

[実験④紫玉ねぎを用いた細胞観察]

普通　　　　　　         水道水     　　

重曹2.5%　　　　　　重曹水5%

４　考察
[実験①②]

　班員で考察した結果、雑草を枯らすことのでき

る水溶液の順位を以下のようにまとめた。

1位　重曹水【濃度:1位5%  2位2.5%   3位 10％】

2位　食塩水【濃度:重曹水と同様】

3位　酢水【濃度:1位10%  2位5%  3位2.5%】

[実験③]

　ほとんどがpH7となったため、雑草を枯らすこ

とに水溶液のpHは関係していないと考えた。

[実験④]

　重曹水によって紫玉ねぎの細胞が原形質分離を

起こしていることが分かった。よって、原形質分

離によって細胞中の水分が排出されることによっ

て雑草が枯れると考えた。

※原形質分離とは植物が浸透圧を一定にするため

に細胞膜を縮小させる現象のことである。

[全体を通して]

　雑草を枯らすのに適しているのは重曹水、食塩

水と考えた。しかし、食塩水にはまいた所に植物

が生えなくなる塩害や住宅基礎やコンクリートへ

のダメージがあるなどのデメリットがある。重曹

も塩害の原因となる塩化物を含むが、その塩化物

は環境基準を下回っている。そのため雑草を枯ら

すのに1番適しているのは重曹だと考えた。

５　今後の展望
　本当に重曹にデメリットがないのか、重曹で大

量の雑草を除草する際にどのくらいのコストがか

かるのかを調べていき、実用化へ繋げていきた
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い。また、今回使用していない食品でより安全で

効果的な食品やコストが抑えられて効果のある食

品があるのか調査していきたい。

　今回の研究を応用することでより快適な街づく

りにつながると思う。よってSDGs11番の｢住み

続けられる街づくりを｣につながると考える。

６　参考文献
・三浦励一「ドメスィケーションとは何か : 雑草

とは何か : 特にドメスティケーションとの関係に

おいて」『国立民族学博物館調査報告』第84巻、

2009年3月、 35-50頁。

・農業生産活動における化学物質の人体への影響

に関する研究　若月 俊一

・鈴木孝仁監修(2020)　「生物図録」ｐ28、2

数研出版株式会社発行

・植物の耐塩性について | みんなのひろば | 日本

植物生理学会 (jspp.org)
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身近な水のpHと導電率の関係について

福岡県立城南高等学校３年

傘3―G班　田代 はるか　樋口 杏那　室原 一仁　吉岡 瞬

１　はじめに
　日本では毎年地震や台風、豪雨などの災害に

見舞われている。その中でよく断水したという

ニュースを耳にする。また、この福岡では過去

に昭和５３−５４年福岡市渇水という渇水が起こっ

ている。水は生命維持に不可欠であるが、この

ように災害が発生した際は水を得られなくなる

可能性も高い。そこで水道水以外の身近な水が

生活用水として利用できるのかを調査すること

にした。

２　研究内容
　班員4人がそれぞれの自宅で雨や雪が降った

際にバケツ等の容器で採取した。また、災害発

生時、断水した場合に使用すると予想される自

宅付近の川、用水路から水を採取した。その、

雨水、雪どけ水、用水路、川の水を用いて実験

を行った。pH測定器でpH、導電率計で導電率

を調べた。次に、パックテストと分析器を使用

して、酸性雨の原因となる硫酸イオン、硝酸イ

オン、亜硝酸イオンの濃度を調べた。下の図

は、班員の自宅付近の状況である。

　　　　　　　　　　

↑金武　　　　　　　　　　　　　　↑花畑

実験方法は、下記の通りである。

【実験１】pHの測定

①校正測定器の測定部に溶液１ｍLを滴下する。

②数値が安定したところで記録する。

③測定器の測定部を蒸留水ですすいでキムワイプ

で拭く。

④①～③を繰り返す。

【実験２】導電率の測定

①溶液５ｍLが入ったビーカーに校正をした導電率

計の測定部を浸す。

②数値が安定したところで記録する。

③測定器の測定部を蒸留水ですすいでキムワイプ

で拭く。

④①～③を繰り返す。

【実験３】デジタルパックテストによる各イオン

濃度の測定

①試料を各イオンの試薬と混合し（「測定液」と

する）同時に測定開始ボタンを押す。

②測定液1.5mLをセルに入れて、そのセルをセル

ボックスに入れる。

③画面上に表示された数値を記録する。

④硝酸イオン濃度が測定できなかった場合のみ亜

硝酸イオンの濃度を測定する。

なお、コントロールには蒸留水（pH７、導電率
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０、各イオン濃度０）を用いる。

※導電率…物質中における電気伝導のしやすさを

表す物性量である。この数値が高ければ、試料中

のイオン量が多いことがわかる。

※雨水のpHは5.6を標準とし、一般的にこれより

低ければ酸性雨となる。

３　結果
《雨水について》

No.
採取場

所

無降水

期間 pH
導電率

(μ/ｓ）

1 大野城 0日 6.2 9.6

2 花畑 4日 5.3 10

3 花畑 0日 5 9.2

4 糸島 0日 6.1 5.2

5 花畑 0日 5.1 11

6 金武 6日 5.8 7.7

7 花畑 6日 5.2 10.8

8 大野城 6日 5.6 7.8

9 糸島 6日 6.7 44.2

10 大野城 5日 5.8 19.2

11 糸島 10日 6.2 38

12 金武 11日 5.3 56.8

No.
硫酸

(mg/L)
硝酸

(mg/L)
亜硝酸

(mg/L)

1 Under Under Under

2 Under Under Under

3 × × ×

4 Under Under Under

5 × × ×

6 × × ×

7 5 1.7 Under

8 Under 1.5 ×

9 × 2 ×

10 × × 0.06

11 × × 0.06

12 × 2.3 ×

・前回の降水から期間が短いとpHが高くなり導

電率は小さくなった。

・花畑はpHが５前半、導電率が１０前後と数値が

安定していた。

《雪どけ水について》

採取
場所

採取
日

無降
水期
間 pH

導電
率(μ/
ｓ）

硫酸
(mg/
L)

硝酸
(mg/
L)
亜硝酸
(mg/L)

花畑 1/7 4 5
143.
2 7

Und
er 0.27

花畑 1/8 0 4.9 432 7
Und
er 1.48

花畑 1/9 0 5.5 317 16
0.02
2 Under

・雨水と比較すると雪どけ水のほうがpHは５前後

と低く、導電率、各イオン濃度は大きかった。
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《川の水、用水路の水について》

採取場所 pH
導電率

(μ/ｓ）
硫酸

(mg/L)
硝酸

(mg/L)
亜硝酸

(mg/L)

樋井川の水

（花畑） 7.5 239 12 Under 1.45

用水路の水

（糸島） 7.9 491 19 0.097 Under

・川の水、用水路の水のpHは７後半と高かった。

４　考察
・花畑のpHと導電率が安定していたのは、近

くに高速　道路があり、常に空気中の車から排

出される排気ガスを含んでいるからではないか

と考えられる。

・前回の降水からの期間が短いとpHが高くな

り導電率は小さくなったことから、降水は大気

の浄化作用があると考えられる。

・雨水雪どけ水で導電率が大きくpHも低いに

も　関わらず含まれるイオン濃度が小さかった

ことから、調査したものとは別のイオンが含ま

れている可能性がある。

・雨水と比較すると雪どけ水のほうがpHは低

　く、ほかの値は大きかったことから、雪のほ

うが大気を浄化する作用が大きいことが考えら

れる。

・川や用水路の水のpHが高いのはアルカリ性

の洗剤などが排出されているからではないかと

考えられる。

・今回調査した資料で生活用水（飲料水）に適し

ている順に並べると

　雨水＞川の水＞雪どけ水＞用水路の水

・雨水を使用する場合は前回の降水から期間が

短いときのほうが良い。

５　今後の展望
　季節風や黄砂の影響で雨水のデータは季節に

よって異なる可能性がある。今回は秋のデータ

しかないため、今後は年間を通しての雨水の

データの測定を行っていきたいと思う。また、

全ての水で煮沸することで水中のイオンが大気

中に出ていき、ｐHや導電率が変化する可能性

があるため、煮沸した際のデータも測定した

い。生活用水として採取した水はすぐに使用す

るとは限らず、暫時保管する可能性がある。大

気中には様々な菌類や細菌類がいるため、水を

保管した際の菌類細菌類の増殖率も調査した

い。今回は身近な水は生活用水として利用でき

るのかというテーマだったが、生活用水は飲水

からトイレの水まで幅広いため、それぞれどれ

ほどの値であれば使用可能かなのかについても

検証していきたい。雨水などが生活用水として

使用できるという科学的根拠を示せば被災地や

発展途上国で水の確保がしやすくなり、救える

命も増えると思うため、引き続きこの研究を続

けていきたい。

６　参考文献
現代高校保健体育　改訂版　大修館書店

国土交通省気象庁各種データ・資料　　　　　

(https://www.ima.qo.ip/ima/menu/menure

port.html)
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果物から出る”エチレンガス”によるブロッコリースプラウトの変化
福岡県立城南高等学校３年

傘3―H班   麻生 雅貴加藤 隼也  中村 華理   林 れな
１　はじめに
　現在世界には、深刻な食糧問題がある。世界の

飢餓人口は、WFPを主とする16機関が2021年5

月5日に公表した、「食糧危機に関するグローバ

ル報告書」によると、2020年は調査対象の55カ

国・地域で1億5500万人が急性飢餓に陥ってい

た。過去5年間の調査で最も深刻で、地域別で最

多のアフリカでは9800万人と全体の3分の2を占

めていた。（https://ja.wfp.org参照。）

　ある日テレビ番組で、身近な果物が出すエチレ

ンガスが作物の成熟を促進させると聞いた。そこ

で、エチレンガスを用いれば、早い段階で様々な

作物が収穫、出荷を行うことができ、いち早く食

糧問題に直面している国々・地域に食料供給を行

うことを可能にするのではないかと考えた。

先行研究では、私たちの班が実験に使用したブ

ロッコリースプラウトと同じ役割を担う、もやし

やカイワレ大根などが使われ、各果物から出るエ

チレンガスの量と成長した長さの関係について調

べていたが、その中でカイワレ大根が太く育った

という結果が出ており、それについて深く考察さ

れていなかったため、各果物から出るエチレンガ

スの量によってブロッコリースプラウトの茎の太

さに関係があるのかという問いで研究を進めた。

２　研究内容
　エチレンガスが植物に与える影響を調べるため

に、2回実験（実験①、実験②）を行った。

使用した植物は、ブロッコリースプラウトで、エ

チレンガスを放出させるためのものとして、リン

ゴ、バナナ、リンゴジュースを用意した。

日本農研機構(https://www.naro.go.jp/）による

と、リンゴが最も多くエチレンガスを放出し、次

にバナナがエチレンガスを多く放出するものとし

て記載されていた。今回、エチレンガスを放出す

るリンゴを加工したリンゴジュースでも同様に、

エチレンガスを放出するのか、疑問に思ったた

め、リンゴジュースも実験に用いた。

主な実験内容は、4つの密閉した空間を作り、そ

れぞれの密閉空間内に、

①ブロッコリースプラウトのみ

②ブロッコリースプラウト＆リンゴ

③ブロッコリースプラウト＆バナナ

④ブロッコリースプラウト＆リンゴジュース

を入れて、①～④それぞれのブロッコリースプラ

ウトに毎日同量の水をやり、1日ごと、計7日に

渡ってそれぞれのブロッコリースプラウトの変化

を観察した。

・写真１　実験①の様子

なお、一回目の実験では、ダンボールを用いて密

閉空間を作ったが、不備があり、完全に密閉した

ものを作れなかったため、2回目の実験では、よ

り密閉した空間を作るため、ジップロックを使用

した。
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・写真2  実験②の様子

加えて、2回目の実験では、より正確な値を測定

するため、気体検知管を使って①～④それぞれの

空間内のエチレンガス量を2日に1回、計4回測定

した。(気体検知管の数に限りがあったため、毎

日測定することはできなかった。）

３　結果
＜一回目の実験＞

一回目の実験では、対照実験の基準となるスプ

ラウトのみで成長させたものが十分に育たなかっ

た。そのため、それぞれのスプラウトの変化を比

較することができなかったので、一回目の実験は

失敗となってしまった。育たなかった理由として

水の量の不足が考えられた。また、ダンボールで

の密閉空間は密閉性が低い可能性があるとも思わ

れた。しかし、スプラウトの成長が見られた、リ

ンゴと、バナナと一緒にしていたものを比べてみ

ると、リンゴと一緒にしていたもの方が茎が太く

育っていたという結果が得られた。

　＜二回目の実験＞

　二回目の実験では一回目での２つの改善点と結

果を踏まえて実験を行ったことで、それぞれのブ

ロッコリースプラウトに明確な変化が見られた。

はじめに、気体検知管で測定したそれぞれの密閉

空間内のエチレンガス量の大小関係は以下の通り

になった。　

リンゴ＞バナナ＞スプラウトのみ＞りんごジュース

この結果を見ると、先行研究通りリンゴのエチレ

ンガス放出量は大きいことがわかる。

　次のグラフはそれぞれの空間内のスプラウトの

茎の太さの一日毎の変化量の推移をまとめたグラ

フである。なお、写真を拡大して、被写体の長さ

を図ることができるスマートフォンアプリを用い

て、計測されたものである。

このグラフから、それぞれのスプラウトは、リン

ゴと一緒にしていたもの、バナナと一緒にしてい

たもの、それ以外のもの、という順番でより太く

育っていたことがわかる。

また、エチレンガス量の多い空間内で育てたもの

ほど、渦を巻くように育っていた。

４　考察
　１回目の実験でスプラウトがよく育たなかった

のは、与える水の量が少なかったためであると考

えた。

2回目の実験では、ジップロックを使うこと

で、エチレンガスの量を調べることができた。エ

チレンガスの量を気体検知感で調べると、リンゴ

の方がバナナよりも多くエチレンガスを出すこと

が分かった。従って、果物の種類によって、排出

するエチレンガスの量が異なることが分かった。
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スプラウトの成長の変化を調べると、エチレンガ

スを出した果物と一緒に入れたスプラウトは、太

く育った。一方、その他のスプラウトは茎が他の

ものと比べて、細く育った。リンゴとバナナで

は、リンゴと一緒に入れたスプラウトの茎の方

が、太く成長した。これらのことから、エチレン

ガスが多い環境で育ったスプラウトの方が太く育

つことが分かった。

　
５　今後の展望
　エチレンガスの影響下に置いたスプラウトが巻

いて育っていたが、その理由を解明することが出

来なかったため、調べたい。

　また、早い段階での食糧供給ができるのではな

いかという仮定で今回実験を行ったが、エチレン

ガス下で育った植物は先行研究から、短く、ま

た、私たちの研究から、太く成長するということ

が分かったので、エチレンガスは早い成長を促す

のではなく、質の良い植物を作るのではないかと

考えた。しかし、エチレンガスが収穫時期を早め

るのかどうかがはっきりしなかったため、収穫時

期が決まっている作物で同様の実験をして、エチ

レンガスが収穫時期を早めるのかどうかを調べた

い。

　そして、収穫時期を早めたのならば、私たちの

目指す早い段階での食糧供給は可能になるだろ

う。

　今回の実験では調べられなかったエチレンガス

による味や食感などの目に見えない変化も調べた

い。

　今回の結果が作物の生産効率の向上にどのよう

に繋げていけるかなど、SDGsの「産業と技術革

新の基盤を作ろう」という観点から、エチレンガ

スを利用できる方法を考えたい。

６　参考文献
・日本農研機構(https://www.naro.go.jp/）

・植物の体の中では何が起こっているのか動かな

　い植物が生きていくためのしくみ（2015年　ベ

レ出版）

嶋田幸之・萱原正嗣
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色の違いによる表面温度と紫外線透過量の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘3―I班　高山匠己　裏西玄汰　杉本凛　山城将矢

１　はじめに

　近年の地球温暖化による世界的な温度上昇、

オーストラリアやニュージーランドで問題視され

ているオゾン層の崩壊による紫外線量の増加など

により、地球の環境はより厳しいものとなってい

る。私達は、身近にある何かを変えることで、そ

れらの問題を解決できないかと考えた。そこで私

達は、厳しい紫外線と暑さを防ぐ手段として、私

達が普段から身につけている衣服の色について着

目した実験を行った。

２　研究内容

〈実験1〉

（使用したもの）　服（黒１着、白１着）、段ボー

ル、非接触型体温計、霧吹き

（方法）　黒と白の服を日光に当て、30秒ごとに表

面温度を非接触型温度計で、合計8回4分間測定し

た。その後、時間をおいてから使用した服を霧吹

きで湿らせ、もう一度同じ操作を行った。また、

測定の際、地面の熱の影響を受けないように、段

ボールを立て、その上に服を置いて、測定を行っ

た。

〈実験2〉

（使用したもの）　カラーセロハン（黒、半透明、

ピンク、青、黄、緑、赤）、紫外線測定器、

非接触型温度計

（方法）　上記の７種のカラーセロハンを、日光に

当て、温度を非接触型温度計で30秒ごとに、合計

4回2分間測定した。その後、紫外線測定器の上に

上記のカラーセロハンを置き、セロハン越しの紫

外線量を測定した。

３　結果

〈実験1〉

　·表1.服の最高到達表面温度

色                   最高到達表面温度（℃）

　   　白                              28.5

　白（水）                       21.6

　　黒                              40.7

黒（水）                       26.2

　

　表1は、８回の測定のうち、最も温度が高かった

時の数値をまとめたものである。最高到達温度の

単位は、セルシウス温度を用いている。

　この表から、白の服より黒の服のほうが温度上

昇が大きく、霧吹きで湿らせただけで、大幅に温

度上昇を抑えることができると分かった。

〈実験2〉

·表2.カラーセロハンの表面温度

色                    最高到達表面温度（℃）

半透明                        21.7

ピンク                        24.7

青色                           25.2

黄色                           24.4

緑色                           26.4

赤色                           26.6

黒色                           33.6

·表3.カラーセロハンの紫外線透過量

色                     紫外線透過量（μW/㎠）

半透明                        1690

ピンク                        1390



第３学年　ESD課題研究

青色                           1210

黄色                            827

緑色                            850

赤色                            325

黒色                             15

　　　　　

　7種のカラーセロハンのそれぞれ計4回の測定の

うち、最も高かった表面温度の数値(最高到達温

度)まとめたものが表2である。一方、7種のカ

ラーセロハンのそれぞれの紫外線透過量をまとめ

たものが表3である。また、グラフ1は表2及び表3

を散布図で表したものである。縦軸が紫外線透過

量、横軸が最高到達温度であり、六角形が半透

明、三角形がピンク、正方形が青色、星型が黄

色、ひし形が緑色、五角形が赤色、円形が黒色の

セロハンと対応している。単位は、最高到達温度

に関してはセルシウス温度、紫外線透過量に関し

てはマイクロワット平方センチメートルを用いて

いる。

　グラフから、赤色と黄色を除いた5色は、大ま

かに直線になっており、最高到達温度が高いほ

ど、紫外線の透過量が少なくなっていることがわ

かる。

４　考察

　実験1の湿らせると温度の上昇を抑えることが

できるという結果は、水分の蒸発に熱が使われ、

水が気化する際に熱が奪われたことが原因と考え

られる。

　また、実験2の結果から紫外線透過量と最高到

達温度について相関係数を算出したところ、数値

は−0.86となり、紫外線透過量と最高到達温度に

は高い負の相関関係が見られると分かった。これ

は、透過しなかった分の紫外線が吸収され、熱へ

と変換されたのではないかと考えた。また、散布

図において赤色と黄色を除く5色はほぼ直線上に

並んでいるのが、赤色と黄色はその直線より左下

に位置していることから、今回使用した7色の中

で、この2色は、太陽光からの影響を他の5色に比

べて受けにくいのではないかと考えた。

　今回の２つの実験から、最高到達温度の割に、

透過する紫外線の量が少ない赤色、黄色の服を着

て、衣服を軽く湿らせることが、夏の暑さ、紫外

線から私達を守るのに適しているのではないかと

考えた。

５　今後の展望

　今後の展望としては、なぜ今回用いた色の中で

黄色だけが、最高到達温度が高いほど、紫外線の

透過量が少なくなるという点に当てはまらなかっ

たのか、また、黄色の他にこの点に当てはまらな

い色はあるのかを調べてみたいと思った。

　そして、透過しなかった紫外線が本当に全て吸

収されたのか、もしくは一部が反射したことに

よって失われたのか調べたい。今回は７色のみで

の実験であったが、より多くの色で実験をするこ

とができれば、夏の暑さや紫外線の対策に役立て

ることができると考えている。

６　参考文献

　著者(2004年).『新しい科学の教科書』.

文一総合出版
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超伝導体における誘導電流の蓄電能力の有無についての調査 

福岡県立城南高等学校３年  金栗 雅翔 

１．はじめに 

現在、発展途上国の多くは火力発電に頼ってお

り、エネルギーロスが多いだけでなく、脱硫等の

設備も不十分なことが多い。仮にこの超伝導体に

誘導電流を蓄電することができれば、発展途上国

等に蓄電時の電力をそのまま送ることができる。

これと並行して、日本を含む先進国が発展途上国

に脱硫等の技術を伝えていくことで SDGs にある 

「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」を

含めた多くの環境問題の解決に繋がるのではない

かと考えている。そこで、今回の問いは「超伝導

体内の誘導電流が与える完全反磁性効果の変化

は？」とし、超伝導体における誘導電流の蓄電能

力の有無についての調査をすることにした。 

今回の実験で用いた超伝導体（組成式：

Bi2Sr2Ca2Cu3O10）は、約９０Ｋで電気抵抗がゼロ

になる超伝導状態を示し、液体窒素冷却によって

この超伝導状態にすることが可能である。また、

この状態下で磁束線を侵入させることで誘導電流

が生じ、電気抵抗がゼロであるために流れ続ける

（図１）。そして、流れ続ける誘導電流がフレミ

ングの左手の法則により、侵入しようとした磁束

線を反発する向きに磁束線を発生させる。この現

象を完全反磁性効果と呼ぶ（図２）。 

 

 

２．研究内容 

 はじめに、実験①として、超伝導薄膜のコイル

をプラスチック容器で保護した実験器具（以後、

超伝導体）とネオジム磁石を用意した。次に、図３

のように超伝導体に液体窒素冷却を行い、超伝導

状態にした後に磁石の上に浮上させ、浮上時間を

計測した。 

その後、超伝導体の低温状態を維持しながら、

複数回Ｓ極側からネオジム磁石をくぐらせ（図５）

磁石の上を浮上させ、くぐらせた回数（以後、磁場

侵入回数）と浮上時間の関係を調査した。 

 

また、実験②では、侵入する磁束線の向きを変

えての実験を行った。まず、実験①のときと逆向

き（Ｎ極側から）の磁場を複数回超伝導体に侵入

させ、浮上時間を計測した（図６）。（便宜上、この

逆向きの磁場の侵入回数をマイナス、もとの磁場

の侵入回数をプラスとして考える。） 

 

 
図１ 

超伝導状態による誘導電流 

 
図２ 

完全反磁性効果の様子 

 
図４ 

浮上する超伝導体の様子 

 
図５ 

磁石をくぐらせる様子 

 
図６ 実験②の方法についての模式図 

 
図３ 実験①の方法についての模式図 
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３．結果 

実験①の結果は図７のようになった。 

磁場侵入回数０～１０回の間においては、一定

の相関関係がみられるのに対し、磁場侵入回数１

５回のときでは、全データの中で、最大値が最も

大きい値をとってはいるが、値にばらつきがみら

れ、平均値が磁場侵入回数５回の時と同じ値にな

っている。これは、連続して低温状態を保ちなが

ら、磁場侵入させる動作を１５回行うことが難し

く、実験データの正確性が損なわれるという結果

になったと考えられる。つまり、磁場侵入回数が

０～１０回までの間、浮上時間は増加傾向にあっ

たこと、また、何らかの影響が働き、回数を重ねる

ごとに増したことが考えられる。これらのことか

ら、磁場侵入回数が０～１０回のとき、誘導電流

を蓄電したと推測できる。しかしながら、磁場侵

入させる動作を１５回連続して行うことが難しく、

実験データの正確性が損なわれるという結果にな

ってしまった。そのため、低温状態を保ち続ける

ことができれば、磁場侵入回数１５回のときであ

っても、近似直線の一般性が保たれるのか、とい

う疑問が生じた。この疑問においては、実験②で

考えたいと思う。 

 次に実験②では、表１-１、表１-２（まとめて表

１とする）のような結果となった。また、表 1 を

グラフ化したものが、図８である。しかし、今回の

実験は時間の確保が難しく、磁場侵入回数–５回の

ときの２８．０ｓが外れ値であるかの判定をする

のに必要なデータを十分に取ることができなかっ

た。それを踏まえたうえで、実験結果や考察につ

いて考えたいと思う。（以後、この２８．０ｓは外

れ値でないものとして扱う。） 

 

 

これらの表やグラフから、磁場侵入回数にマイ

ナスが含まれると、浮上時間が短くなったこと、

また、磁場侵入回数をマイナスにすることで、プ

ラスのときと逆の影響を受けていたことが分かっ

た。これらのことから、実験①とは逆向きの誘導

電流を蓄電していると考えられ、蓄電する誘導電

流の流れる向きは、侵入する磁場の向きに依存す

ることが分かった。 

 

 

表１-１．磁場侵入回数と浮上時間の関係 

 
 
 

-5回 14.8 15.4 28.0 13.6 28.0
-5回、+5回 10.7 14.8 10.3 14.5 14.6

0回
* 24.1 20.0 8.42 25.3 12.9

　

磁場侵入回数 浮かんだ秒数（ｓ）

…外れ値(明らかに浮上の挙動が不自然だった）
*…実験①のデータから引用した磁場侵入回数が0回の浮上時間

 

図８ 磁場侵入回数と浮上時間の関係 

 
図７ 磁場侵入回数と浮上時間の関係 

 

-5 回 

-5回、+5回 0 回 

表１-２．磁場侵入回数と平均浮上時間 

 

-5回 20.0
-5回、+5回 13.0

0回
* 20.6

磁場侵入回数 外れ値を抜いた平均値(s)
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４．考察 

今回の実験では、超伝導体に一定方向の磁場侵

入を行った。レンツの法則から、棒磁石を超伝導

体にくぐらせても、図９のように、誘導電流が打

ち消されるはずである。しかし実験の結果では、

誘導電流が蓄電していると考えなければ、浮上時

間が短くなったり、長くなったりした理由が考え

られないのも事実である。そこで、超伝導体にお

いて、図９のような、レンツの法則による誘導電

流と磁束線の関係が成り立たないと仮定し、今回

の結果では、超伝導体内に誘導電流が蓄電してい

ると考える。 

 実験①では、磁場侵入回数０～１０回の間では、

浮上時間が磁場侵入回数に対して正の相関関係が

あったため、蓄電できるという結果を得た。考察

として、浮上時間が長くなったのは、磁場侵入を

反発する磁場が、図１０のように、浮上する際に

磁石からの磁束線を受け流すように働いたからだ

と考えられる。 

実験②では、磁場侵入回数がマイナスになった

場合、磁場侵入回数がプラスの時に比べて、浮上

時間が短くなったことから、前回の実験と逆向き

の電流を蓄電できるという結果を得た。考察とし

て、浮上時間が短くなったのは、磁場侵入を反発

する磁場が、図１１のように、浮上する際に磁石

からの磁束線を超伝導体へ押し付けるように働い

たからだと考えられる。 

 

５．今後の展望 

 今回の研究では、超伝導体における誘導電流の

蓄電能力の有無についての調査をすることを目的

として、以下の知見を得た。 

・磁場を一定方向に侵入させることで誘導電流を

蓄電できること。 

・蓄電する誘導電流の向きは侵入する磁場の向き

に依存すること。 

・磁場侵入回数の増加に従って、誘導電流は蓄電

していくこと。 

つまり、超伝導体に外部から一定方向に磁場を

侵入させると、誘導電流を超伝導体に蓄電できる

ということが本研究から導き出せた。 

しかし、超伝導体への空気からの熱伝導に関し

て十分に調査することができなかったことから、

今後は周辺の温度と浮上時間の関係を調べること

で、磁場侵入回数 1回あたりの超伝導体における

誘導電流の蓄電効率について考えていきたい。こ

れらのことを調べることで、レンツの法則による

誘導電流と磁束線の関係が分かるのではないかと

思う。 

 
図９ レンツの法則に基づいた超伝導体に 

磁石をくぐらせたときの誘導電流と磁束線の挙動 

相殺されて
誘導電流ゼロ？

：超導伝体からの磁束線

：磁石からの磁束線

：超伝導体内の誘導電流

 
図１１ 超伝導体に磁束線を押し付けている模式図 

 

図１０ 超伝導体外に磁束線を受け流している模式図 
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６．参考文献 

JCOAL（発行年不明）.「石炭 Q&A」. 

http://www.jcoal.or.jp/intern/cucoal/ . 

2021年 2月 24日.北澤宏一（1998）. 

「高温超伝導体の発見から現在まで」. 

公益社団法人 応用物理学会. 
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傘４  運動 

４－A 短時間で体を柔軟にするストレッチ 

４－B タイヤの溝のドライ面とウェット面の効果の違い 

４－C マスクの性能と脈拍・血圧の関係性 

４－D 運動と記憶力の関係 

４－E 現実と VR の自分に向かってくる球の見え方の違い 

４－F パラシュートにおける頂部通気孔の数と 

落下時間及び揺れの様子の関係 

４－G 熱中症とスポーツドリンク 

４－H 人間が意識しやすい色、形、模様 

〜現代の生活と照らし合わせて〜 

４－Ｉ 運動におけるジェンダー平等の実現 

４－Ｊ 柔軟性の向上とストレッチの関係性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第３学年　ESD課題研究

短時間で体を柔軟にするストレッチ
　　　　　　　

福岡県立城南高等学校３年

傘4―A班　星野 舞実　北川 耀子　近藤 優菜　堤 大成

　　　　　　　　　　　
１　はじめに
　まず、問いを決定するために身近な事柄から考え

た。そこでやはり一番に班員が口を揃えて言ったの

は、コロナで多くの影響を受けている今の世の中で

ある。この現状を踏まえた上で問題を考えると運動

不足というのがあがった。コロナ禍で家にいる機会

が多く、運動する機会が減っている。しかし、適度

な運動は健康を保つ上で、必要不可欠である。その

ため、私達は気軽に家で体を動かせるストレッチに

注目することにした。実際どんなストレッチが体の

柔軟性を高めるのに最も適しているのかについて気

になり、ストレッチ方法について調査することにし

た。その中でも多くの人が一度は身体測定などで

行ったことがある長座体前屈やテレビ番組などでよ

く利用されている開脚が今回の調査で利用しやすい

と考え、この２つについて調べることにした。
２　研究内容
　調べたストレッチの中で効果がありそうなものを

長座体前屈と開脚でそれぞれ４つずつ選んだ。長座

体前屈は、①太もも裏ストレッチ、②膝曲げ前屈ス

トレッチ、③膝曲げ仰向けストレッチ、④お尻歩

き。開脚は、①割座、②足ブラブラ、③パタパタス

トレッチ、④合蹠のポーズ。

長座体前屈、開脚のストレッチの中から１人各１つ

ずつ割り当てた。

・長座体前屈

１．何も行わない状態で長座体前屈を行い、測定器

による結果を記録する。

　※このとき壁に背をつけた

２．長座体前屈で選んだストレッチを行った。

３．もう一度長座体前屈を行い、先程の結果との差

を求めた。

　　　　　　　　　　　　

①　　　　　　　　　　　　　②

③　　　　　　　　　　　　④

・開脚

１．何も行わない状態で足を開いてもらいその時の

足の位置に印をつけた。

　※この時、ストレッチ場所が変わらないように　

お尻の位置に印をつけた。

２．開脚で選んだストレッチを行った。

３．もう一度足を開いてもらい、その時の足の位置

と先程の印の位置との差を求めた。

○調査対象

城南高校の生徒４０人

一人につき開脚のストレッチから一つ、

長座体前屈から一つ振り分ける

（各ストレッチ１０人ずつ）

○調査時間

３０秒ずつ

（片足ずつ行うストレッチは片足１５秒）

○統計方法

同じストレッチを行った１０人の結果を平均した。

①　　　　　　　　　　　②
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③　　　　　　　　　　　④

３　結果

４　考察
　関脚では、股関節を動かすストレッチ方法が大き

い。関節は足の筋肉の問題ではなく、体の柔軟性と

骨盤の可動域の問題で１位と２位のストレッチが今

回行った４つの中で骨盤を動かし、可動域を広げる

ものだったためこのような結果が表れたと考えられ

る。

　長座体前屈では、もも裏を伸ばすストレッチが効

果が大きい。長座体前屈は、お尻の大臀筋や太もも

裏のハムストリングを伸ばすものなので、その部分

が一番伸びたとされるストレッチが１位、２位と

なったと考えられる。

　これらのことからストレッチ方法によって即効性

に差があることが分かった。

５　今後の展望
　一部の部位だけの調査になってしまったので、上

半身の柔軟性についても調べたい。この研究が発展

すると、例えば、運動を行う前にその競技に最も適

したストレッチ方法を見つけることができ、即座に

技術向上につなげることができる。そして人々の健

康的な体づくりに役立つ１つのヒントになると考え

た。これはSDGｓの３「すべての人に健康と福祉

を」につながる。

６　参考文献
　オガトレ(2020).「オガトレの超・超・超かたい

体が柔らかくなる３０秒ストレッチ」.ダイヤモンド

社
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タイヤの溝のドライ面とウェット面の効果の違い

福岡県立城南高等学校３年

傘4-B班   松本 珠実　 眞部 清美　松井 伊織   村中 咲和子

１　はじめに
　今日、自転車の事故は多発しており、城南高校

の生徒の通学中の事故も多い。そのため私達には

自転車を購入する際には自転車の保険に入ること

が義務化され、自転車を運転する際に求められる

責任は大きくなっている。

そこで私達は自転車事故を減らしたいと考え

た。特に雨の日に自転車事故が多いことに気づ

き、事故の理由を考えていく中で、自転車の中で

地面に接しているタイヤの溝の性質に注目した。

発明当初は木製で溝のないタイヤが使用されてい

たが、技術の発展に伴ってゴム製で溝のあるタイ

ヤに変わっていった。

　先行研究によると、車の溝の形には大まかに4

種類、リプ型・ラグ型・リプラグ型・ブロック型

のものがあることがわかった。この4つを元にし

て自転車のタイヤには溝が必要であるのか、必要

でないのかを知りたいと思った。

２　研究内容　

実験1

使用した道具 : 消しゴム、アクリル板、角度の測

定器、水 、 彫刻刀

1.最初に、消しゴムにA〜Gの形の溝を彫刻刀で

彫った。

2.水をこまめに流し濡れた状態を保ったアクリル

板を用意して斜面をつくり、A〜Gの溝の形を

彫った消しゴムをアクリル板の先に置いてアクリ

ル板を傾けて、消しゴムがが滑り始める角度を測

定した。

2.斜面を50度に設定し、斜面を消しゴムが滑り終

わった秒数を測定した。

(使用消しゴム縦50mm×横22.5mm×厚み11mm)

(重さは掘ったので差有り。)

実験2

使用した道具 : 角ゴム、氷の板、定規、彫刻刀

1.実験1と同様 実験2では角ゴムを用意し、A〜G

の形の溝を彫刻刀で彫った。

2.濡れた状態を常に保つために氷の板を用意し、

その上に「1」をのせて氷の板の先に角ゴムを置

き、角ゴムが滑り始めたときの高さを調べた。
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(使った角ゴム縦70mm×横70mm×厚み70mm)

(同じ角ゴムの側面それぞれに彫ったため重さに

差無し。)

３　結果

　実験１

A B C D E F G

1 3.0 0.6 0.9 0.6 1.6 52

2 1.4 10 1.3 0.9 5.9 61

3 1.3 12 2.6 1.2 11

4 1.2 12 2.6 1.2 11

角度 29 38 45 33 32 39

実験２

A B C D E F G

高さ 16 16 20 19 18 17 21

13 21 18 22 20 17 20

12 18 19 20 16 18 17

平均 13.6 19 19 20.3 18 17.3 19.3

４　考察
実験1ではB、Eの中央部には溝の形が複雑で

あったため中央部に水が溜まってしまい排水性が

悪かったため滑りやすかったと考えた。

　C、Fは溝の形が単純なものであったため排水

性が良く滑りにくかった。この結果から排水性が

悪いものが滑りやすく、排水性が良いものが滑り

にくいものだということがわかった。

　しかし、素材が消しゴムということもあり、ア

クリル板上の水を吸ってしまったため、AやGの

ように測定ができなかったり、外れ値が出たりし

て実験がうまくいかなかった。実験1の失敗を通

して、実験2で同じ失敗にならないようによりタ

イヤの性質に近づけた角ゴムを用意し、常に濡れ

た状態を保つためにも氷の板を事前に準備して更

に実験を行った。

実験2ではAは排水性が悪かったため滑りやす

かった。Dはリプ型で排水性が高かったので、滑

りにくかった。Gはラグ型で前に対するグリップ

力が大きかったので、滑りにくかった。

以上から、ラグ型・リプ型が一般道で適してい

ることが分かった。

５　今後の展望
今回、実験でどの種類の溝がどの地形などに適

するのかを調べることができなかったため調査し

ていきたいと思った。この調査により、結果を発

信して、自転車のタイヤを適切な性質のものに変

えたり、乗る人の意識を変えたりすることによっ

て、自転車に乗る際に起こる事故を未然に防ぐこ

とができる。その結果、安全で安心できる環境を

作ることができると考える。これはSDGs11の

「住み続けられるまちづくりを」に繋がって行く

と思う。

　
６　参考文献
BRIDGESTONE タイヤサイト(2020)｢タイヤの

基礎知識|タイヤを知る」

https://tire.bridgestone.co.jp/

about/knowledge/pattern/gndex.html

https://tire.bridgestone.co.jp/


マスクの性能と脈拍・血圧の関係性

福岡県立城南高等学校３年

傘４−C班　具嶋　春桜　　田畑　由衣　　一木　美月　　町田　昂大

１　はじめに
　2019年12月に中国の武漢で発生して以来、現

在でも世界中で感染者が増加しているCOVID-19

やその変異ウィルス。感染防止のためマスクを着

用し、自転車での登下校や階段の登り下り、会話

などの運動をしていく中で、マスクの種類によっ

て運動のしやすさに違いがあることに気づいた。

そこで、どの種類のマスクを使うと運動しやすい

のか、また、運動のしやすさに関与するマスクの

性能について調べた。

２　研究内容
　この研究では、２つの項目に絞って調査を行っ

た。本実験では、不織布マスク、ガーゼマスク、

ポリエステルマスクを使用した。

　※なお、〈調査Ⅰ、Ⅱ〉で同じ種類のマスクを

用いる。

【調査Ⅰ】　運動と血圧の関係について

　被験者は４名（男子１人、女子３人）とし、

３分間走、５０ｍ走、声出しの３項目を実施した。

（ⅰ）３分間走タイマーで時間を計り、グラウン　

　ドを走った。走り終わったあと、すぐに血圧　

　計で脈と血圧を測定した。

（ⅱ）５０ｍ走では、巻尺で直線５０ｍを測り、　　８

秒台のスピードで走った。走り終わったあ　　と

（ⅰ）と同様に測定を行った。

（ⅲ）声出しでは、声を出す人から、１０ｍ離れ　　

た場所でスマホアプリ「音量測定器」を起動　　

させ、７０ｄｂ以上の声を出した。その条件　　

で、１０秒間（息継ぎ２回）声を出し続け　　　た。

その後は、（ⅰ）と同様に測定を行っ　　　た。

【調査Ⅱ】　マスクの性能について

（ⅰ）顕微鏡を使って、マスクの観察とスケッチ　

　を行った。また、インターネット等から目の　

　細かさを調べた。

（ⅱ）マスクの厚さをものさしで測った。

（ⅲ）それぞれのマスクを水に浸す前と浸した後　

　に電子天秤で計った。その差から、吸収性の　

　違いを調べた。

（ⅳ）水に浸した後、水滴が落ちない程度に軽く　

　絞り、風通しの良い日陰でマスクをハンガー　

　にかけて干した。30分おきに電子天秤でマ　　

　スクの重さを測り、干し始める前の重さとの　

　差を出し、速乾性を調べた。

３　結果

　上のグラフから、血圧には波があり、脈には波

がないことがわかる。（＝マスクは血圧に影響す

ることがわかる。）

　3分間走では、個人差はあるもののガーゼマス



クの値が高い。

　50m走では血圧の変化があまりなく、声出しで

は不織布マスクの血圧が高い。

　ガーゼマスク、ポリエステルマスク、不織布マ

スクの順に吸収性が大きい。また、不織布マス

ク、ポリエステルマスク、ガーゼマスクの順に速

乾性が速いことがわかった。

不織布 ポリエステル ガーゼ

マスクの厚さ

(mm) 0.1 0.1 4

　また、厚さは不織布マスクが0.1mm、ポリエス

テルマスクが0.1mm、ガーゼマスクが4mmで

あった。

　下のグラフは、縦軸は元の状態を1とした時の

水が含まれた割合を、横軸は時間を表した。0分

のところから、吸収性はガーゼマスク、不織布マ

スク、ポリエステルマスクの順に大きく、速乾性

は1の状態に戻った速さから、不織布マスク、ポ

リエステルマスク、ガーゼマスクという順番に

なった。

４　考察

　上のグラフからマスクなしのグラフと比べ

て、三種類のマスク全てのグラフは傾きが緩やか

になっており、脈拍の上がり度合いに比べて、血

圧はあまり上がっていないという結果になった。

通常、脈拍が上がるほど血圧も上がっていくため

正しい結果が得られていないと判断した。調査Ⅰ



のグラフからも、平常時より血圧が下がっている

ため、血圧に関しても正しい結果が得られてない

ことがわかる。その理由にまず、被験者の人数不

足で結果に個人差が大きく反映されていることが

挙げられる。また、休憩時間はとったものの疲労

回復が十分でなかったために測定結果が正確に取

れなかったことが挙げられる。

　運動の種類ごとの変化に着目すると、50m走で

は、血圧に変化はなく脈拍も大きな差が出なかっ

た。これは、50m走は無酸素運動なのでマスクの

有無は関係がなかったと思われる。3分間走で

は、脈拍に大きな変化が出た。これは3分間走が

有酸素運動で呼吸を多く行ったため、マスクの目

は大きかったが厚みがあり、速乾性が最も低かっ

たガーゼマスクの脈拍が大きくなった。

　マスクが運動に影響を与える要因は、マスクの

厚さと目の細かさ、速乾性、吸収性だと考え、速

乾性が高いものが運動に適していると予想し、結

果も速乾性が一番高い不織布マスクが運動に与え

る影響が少なかった。

５　今後の展望
　今回の課題は、4人で行ったため、時間内で役

割を分担して活動するとなると、疲労が溜まった

り、本来やりたい運動に集中できなかったりし

た。そのため、個人差がデータに大きく影響し

た。そのことから人数を増やし、データを多く出

すことによって時間にも余裕がもて、より集中で

きると考えた。また、より正確な数値が得られる

とも考えた。

　また、マスクの種類だけでなく、形状や肌触り

などそのほかの要素は脈、血圧の値にどのような

影響を与えるのか調べたい。グラウンド調査の

50m走や3分間走では風や天候によって実感が異

なった。これは、数値に現れないものである。だ

から、室内の風のない場所で同じ調査をすると、

今回の結果と違うデータを得ることが出来ると考

える。SDGsの３番「すべての人に健康と福祉

を」を目標に従来の性能を維持したまま人体に影

響が少なく、より快適に生活できるマスクの開発

をしていきたい。
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運動と記憶力の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘４―D班　三好 桜　北川 羽留奈　平田 潤真　

１　はじめに
　城南高校では、昨年度から毎日7限授業が実施

されている。私たちは、日々の予習や復習に加え

課題に追われ、忙しい毎日を過ごしている中、部

活動に所属している生徒は体力的にもさらにハー

ドな日々を過ごしている。しかし、友人との会話

の中で運動部に所属している生徒は記憶力が良い

のではないかということが挙がった。実際に日々

の小テストも合格している人も多い。このことか

ら、私たちは運動と記憶力には何らかの関係があ

るのではないかと思い、本研究に取り組んだ。
２　研究内容
〈実験①〉　　　　　　　　　　　　　　　　　

実験実施日　2020年9月29日（火）　　　　　　実

験場所　体育館　　　　　　　　　　　　　　使

用道具　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・紙

　・マッキーペン（10色1セットを8セット）

　・ストップウォッチ

被験者23名が3組に分かれて実験を行った（1組目

8名　2組目8名　3組目7名）

①紙にランダムな色で書かれたランダムな数字を

　30秒で暗記した。色は赤、青、黒、緑、橙、　

　桃、黃、紫、黄緑、水色の計10色、数字は11〜

　30で紙には20文字の数字が書かれていた。

②1人1セットマッキーペンをもらい、白紙の紙に

　①で覚えた数字の順番と色の組み合わせを回答

　した。

③体育館を息が上がるくらいのペースで走った。

　（１往復４０メートルを１０往復）

④１分後①、②と同様にテストを行った。

⑤③と同様のコースを全力で走った。

⑥１分後①、②と同様にテストを行った。

※①、④、⑥の数字の順番と色の組み合わせはす

　べて違う

〈結果〉

　全ての組の平均点は走った後の方が走る前より

高くなった。しかし、④と⑥のテストの平均点に

はあまり差がなかった。また、人によって個人差

もあった。

　　　　　　　図1　テストの平均点

〈実験②〉

実験実施日  2020年11月11日（水）

実験場所  体育館（バスケット）

グラウンド（サッカー）

使用道具

・紙

　  ・マッキーペン（10色1セットを8セット）

　  ・ストップウォッチ

・バスケットボール

・サッカーボール

被験者32名（バスケット11名、サッカー21名）が

実験を行った。

①紙にランダムな色で書かれたランダムな数字を

60秒で暗記した。色は赤、青、黒、緑、橙、

桃、黃、紫、黄緑、水色の計10色、数字は0〜

10で紙には20文字の数字が書かれていた。

②1人1セットマッキーペンをもらい、白紙の紙に

①で覚えた数字の順番と色の組み合わせを回答

した。

③それぞれの競技の運動をした。
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〈バスケット〉

2人1組でパスしながらゴールに行きシュートし

た。（10本）

〈サッカー〉

2人1組でゴールまでパスやドリブルをしながら

ボールを運び、最後にシュートした。（10本）

④運動後1分あけて①、②と同じようにテストを

した。

〈結果②〉

　

図2　テストの平均点

　　　　　　　図３　バスケの点数

図４　サッカーの点数

　どちらも運動をした後のほうが記憶力が高く

なった。実験①と同様に個人差が見られた。

3　考察
　私たちは以上の実験より以下のような考察を立

てた。

・走る、バスケット、サッカーのすべての種目に

おいて運動後のテストの点数の平均点が上がっ

た。

→運動すると記憶力が上がる。

・運動の激しさを変えてもテストの平均点の差は

ほとんど無かった。

→運動の激しさと記憶力の向上は比例するわけで

はない。

　これらの考察より、適度な運動が記憶力の向上

に効果的であることが分かる。

4　今後の展望
　私たちは今回の研究より以下のように発展させ

たいと考えた。

・自転車、徒歩通学の奨励

→朝から体を動かすことで1時間目の授業から記

憶しやすくする。

・体育の授業の後に暗記科目を入れる

→体育をした後は記憶力が上がるため。

・昼休みに体を動かす

→5時間目の授業の記憶力を上げるため。

これらはSDGsの「質の高い教育を」につなが

る。さらに、運動によって上がった記憶力の持続

性を調べたいと思った。

5　参考文献
国立大学法人  筑波大学（平成30年）「短時間の

軽運動で記憶力が高まる！」
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現実とVRの自分に向かってくる球の見え方の違い

福岡県立城南高等学校

傘４−E　大高宏太　福村幹汰　白土朱音

1.はじめに

　現代のグローバル社会で、機械化が進む中、唯

一機械化されないのはスポーツである。e-スポー

ツなどの機械を用いた新しい競技が誕生しても、

すでに存在するスポーツが機械化されることはな

い。しかし、コロナウイルスの出現により、大会

の開催、その練習ですら感染のリスクが懸念され

制限がされており、これまでの形態での練習が難

しくなっている。そこで、人と接することなく練

習やトレーニング方法の一つとして、VRに焦点

をおいた。そして、VRで行う練習をより現実に

近づけるために、どのような工夫が必要であるか

を調べた。また、必要な条件を調べるために、ソ

フトボールを例として研究を行った。

2.研究内容

①グラウンドにて、被験者を椅子に座らせ、

1m手前に防球ネットを置いた。

②被験者から15mの位置にソフトボール用の

ピッチングマシンを置き、発射した球が被験

者の顔付近に向かうよう調整し、時速100km

の球を発射した。

③その後、室内にて被験者にVRの映像を見

せ、「速さ」と「怖さ」についてのアンケー

トに答えてもらった。

※映像は「unity」を用いて作成。

図1     VRの映像
3.結果

　図２

図3

4.考察

図２において、「VRが速いかつVRが怖い」(21%)

と「現実が速いかつ現実が怖い」（53%）に注目する

と、「VRが速いかつ現実が怖い」（14%）「現実が

速いかつVRが怖い」（12%）と答えた人のほうが多
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い傾向にあった。これらのことから、現実とVRの

「速さ」と「怖さ」の感じ方の関係は一致しやす

いと言えるだろう。

　また、図3よりVRよりも現実の方が速いと答

えた人が多かった。よって、VRでの速度を現実

よりもあげることで、より現実に近づけることが

できるのではないかと考えられた。

5.今後の展望
今回の調査では、単に被験者を集めただけで

あり、男女での違い、経験での違い、運動部と

文化部での違いなど調べることができなかっ

た。なので、様々な分類や観点からひとつの結

果ではなく、複数の結果を出しより強く根拠付

けをしたい。

　また、バッティングも加え、VRで練習を行

い、実際に現実で打つことは可能なのかという

研究もしていきたい。

　また、より現実に近づけるためにその場の音

や風、気圧、気温も考慮して実験を行いたい。

　また、この研究の発展により、プロに関わら

ず野球選手やソフトボール選手の練習やシュミ

レーションに活かすことができる。

　今回の調査、実験はSDGs９番「産業と技術

革新の基盤を作ろう」につながり、大きく社会

に貢献できるだろう。
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　　　パラシュートにおける頂部通気孔の数と落下時間及び揺れの様子の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘４―F班　渋谷実花　山田優奈　堺桃華　金子拓実

１　はじめに
　西日本豪雨で自衛隊が被災地で被災者を救助し

ている様子を見た。そこで、自衛隊が普段どのよ

うな訓練をしているか調べたところ、パラシュー

トを使う訓練があることを知り、写真を見るとす

べてのパラシュートに穴が開いている事が分かっ

た。そこで、パラシュートの穴がなぜ開いている

のか、そして穴の数と落下の様子の関係を調べる

ことで、より多くの場面でパラシュートを活用で

きるのではないかと考え、本研究を行った。

２　研究内容
　ビニール素材の正八角形であるパラシュートを

５種類（気孔なし、気孔１、気孔５、気孔７、気孔９）

作った。また、気孔の総面積は９π平方センチメー

トルに統一した。正八角形の各頂点に７５センチ

メートルの凧糸と重さ７グラムの重りを吊るし

た。完成したパラシュートを無風の室内で高さ３

１８．５センチメートルから落下させ、落下時間の

測定と正面と横の２方向からの撮影を各種類１０回

ずつ行った。

３　結果
　落下時間は気孔なしを除いて、気孔の数が増え

るほど遅くなることが分かった。また、気孔なし

は気孔９とほぼ同じ時間であることが分かった。

落下の様子は、気孔なしは一定方向に傾き、落下

地点が遠くなった。気孔１は揺れがほぼなく、着

地点のずれは小さくなった。気孔９は揺れが大き

く、落下地点が遠くなった。

揺れ 着地点 速さ

気孔０ 一定方向に傾く 遠い 遅い

気孔１ ほとんどない 近い 速い

気孔９ 多い 遠い 遅い

４　考察
　１回目の実験では、完全に無風の状態ではな

かったことやおもりにセロハンテープを用いたた

め多少の偏りが生じたこと、パラシュートの形が

正八角形ではなかったことにより、落下時間また

着地点に差が生じたと考えた。

　２回目の実験では、１回目の実験の失敗をもと

にパラシュートの改善・条件にあった場所を確保

して同じように実験を行ったところ、気孔の数が

多いほど１つ１つの気孔が小さくなったため、パ

ラシュート内の空気が逃げにくくなりパラシュー

ト内に空気がたまることによって揺れが大きく

なったと考えられる。また、気孔がないとパラ

シュート内の空気が逃げる道が塞がれ、パラ

シュートの端から逃げることとなり、着地点が落

下させた場所の真下から大きく離れてしまったと

考えられる。
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５　今後の展望
　気孔の位置による空気の抜ける量の違いを調べ

る。また、１つの気孔でもその気孔の大きさが変

わると落下の様子や落下時間にどのように影響を

与えるのかを調べる。そして、今回は室内という

こともあり高い地点からの落下ができなかったた

め、より実際にパラシュートを使うときの高い地

点から落下させたときの様子を調査し、災害時の

救助のために自衛隊が飛行機から落下する際に、

より安全に落下できるパラシュートの形状を作り

たい。

６　参考文献
　宮崎康平　福岡県立城南高校

　　「パラシュートってどんな形がいいか〜パラ

シュートの形と滞空時間の関係〜」
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熱中症とスポーツドリンク

福岡県立城南高等学校３年

傘４−G班　外尾　翠　　荒金　拳史郎　　平川　大翔　　永友　日菜子

１　はじめに
　近年、地球温暖化が進んでいる。その影響で気

温も上昇し、夏には熱中症で命を落とす人も少な

くない。そこで、一人でも熱中症になってしまう

人を減らすための対策として適切な水分補給が大

切だと考えた。また、私達の班は全員運動部に所

属しているが、活動の際に飲んでいるスポーツド

リンクが異なっていた。そこで、熱中症対策にも

なりスポーツをする際にも有効なスポーツドリン

クを調査したいと思い、この研究を行うことにし

た。

２　研究内容
　まずアンケートを２回に分けて行った。質問内

容と選択肢、調査対象は以下の通りである。

（１）アンケート調査

Q1,運動後に飲みたいと思うスポーツドリンク

①アクエリアス  ②ポカリスエット　③ポカリイ

オンウォーター　④グリーンダカラ　⑤その他

Q2,Q1での答えを選んだ理由

①甘いから　②甘すぎないから　③さっぱりして

いるから　④フルーティーだから　⑤その他

Q3,運動部(校外のクラブ）に所属しているか　

①している　②していない

Q4,普段の生活で飲みたいと思うスポーツドリン

ク

①アクエリアス　②ポカリスエット　③ポカリイ

オンウォーター　④グリーンダカラ　⑤アクエリ

アスゼロ　⑥ソルティライチ　⑦水　⑧お茶

対象･･･城南高等学校56期生　163人

（２）糖度、塩分濃度、pH測定

　アクエリアス、ポカリスエット、アクエリアス

ゼロ、ポカリイオンウォーター、ソルティライ

チ、グリーンダカラの糖度、塩分濃度、pHを測

定した。

〈測定に使用したもの〉

　スポーツドリンク6種類、紙コップ、こまごめ

ピペット、糖度計、塩分濃度計、pH測定器

〈測定方法〉

　こまごめピペットでスポーツドリンクを採取

後、糖度計に２滴たらし、数値を読み取る。

３　結果
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４　考察
　塩分濃度の高いものは、普段の生活で飲まれやす

い。つまり、日頃から塩分不足なのではないかと考

えられる。このアンケートを実施したのも夏で、汗

をかきやすい季節なのでこの結果が出たと考えられ

る。また、糖度の低いものは、運動後、普段の生活

に共通して飲まれにくい。そのため、高校生は甘い

ものが好きな人も多いと考えられる。そして、運動

後は汗をかくので、塩分濃度の高いものを欲する。

アンケートは味の好みも出ると思うが、人間が本能

的に欲しているものが現れているのではないかと

思った。これらの結果から、運動後に飲むと良いス

ポーツドリンクはソルティライチだと考えた。

　５　今後の展望

　今回のアンケートでは、回答している人数が学

年の半数も満たしておらず、対象も城南高校の56

期生と限られていたので、もっと幅広い年齢層で

調査すれば高齢者や小さい子どもに起きがちな熱

中症の対策ドリンクとして活用できるのではない

かと思う。また、コロナウイルスの影響でできな

かったが、被験者に実際運動してもらってからス

ポーツドリンクを飲んでもらう方法で実験を行え

ば、より正確な実験結果が得られると考えた。

　６　参考文献

・サントリー公式ホームページ

　https://www.suntory.co.jp/

　2021年2月10日

・キリン公式ホームページ

　https://www.kirin.co.jp/

　2021年2月10日

・大塚製薬公式ホームページ

　https://www.otsuka.co.jp/

　2021年2月10日

・アクエリアス公式ホームページ

　https://www.aquarius-sports.jp/

　2021年2月10日

https://www.suntory.co.jp/
https://www.kirin.co.jp/
https://www.otsuka.co.jp/
https://www.aquarius-sports.jp/
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人間が意識しやすい色、形、模様　〜現代の生活と照らし合わせて〜

福岡県立城南高等学校３年

傘４−H班　堀江亮太　本田京碁　石橋愛深　本田沙絵

１　はじめに
　本校生徒の多くは自転車を利用して登下校して

いる。また本校は大きな幹線道路に挟まれた住宅

街にあり、交通量も多い。そのため、本校生徒が

関係する事故も多く、地域の方から交通マナーに

関するご指摘をいただくことも多い。その原因と

して、一旦停止違反や進入禁止を無視するなどの

交通ルールを守らない人が多いためであることが

考えられる。また、その中の多数の人が道路標識

をみていないということも考えられる。そこで私

たちは、人々が普段の生活でどの程度色や形に意

識を持って過ごし、実際にどのような色、形、模

様が目に止まりやすいかに疑問を持ち、それがど

のように標識に反映されているかを調査した。

２　研究内容
　フィールドワーク①では’もの’’と’’意識’’を照ら

し合わせた実験をした。

〈FW①方法〉

①果物がたくさん描いてある絵を10秒間見せた。

②その後、指定の果物の数を質問した。

　（例）赤い果物の数は何個か。

③再度①と同様の絵を10秒間見せた。

④②の時と果物を変えて質問した。

　（例）緑の果物は何個か。

⑤最後に最初に絵を見たときに何に注目したかを

質問した。

（被験者　男子：23人　女子:27人　計50人）

〈FW②方法〉

①色、形、模様がそれぞれ描かれた紙を8枚ずつ

　用意した。

②机に中心が空くように紙を8枚ずつ並べた。

③被験者に机の中心を見てもらった。

④その後、どれが一番最初に目に入ったかを質問

　した。

（被験者　男子:30人　女子：30人　計60)

３　結果
〈FW①〉
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〈FW②〉

４　考察
　FW①では、どのような質問をされるかわから

ない状態で行った1問目よりも、何が質問される

か予測ができる2問目の方が正答率が高かった。

このことより、人間は意識すると、そのものを注

目してみることができるが、意識をしていない状

態であると細かい部分までは見ることができない

ことが分かった。

　FW②では結果より、形は三角、色は黄色が多

かった。このことから、現代の生活と照らし合わ

せて考えると、標識として使われているものが人

の目に留まりやすいことがわかった。しかし反省

として、毎回の質問の際に、紙の並べ方を統一し

てしまったので、真ん中に置いてあったものが注

目されていた可能性があるので、紙の並べ方を変

えるべきであった。

５　今後の展望
　私達が行ったアンケート調査のアンケート内容

のバリエーションを増やしたり、反省点の改善を

行うことで、社会に役立つことができる。

　例えば、標識や看板に利用すれば、より人の目

に留まるようになり、事故を減らしたり店の広告

に役立つ。これはSDGsの11番の「住み続けられ

るまちづくりを」につながる。

６　参考文献
　柳瀬徹夫（1997年）

　　『色のイメージ（色彩感覚）』

　　可視化情報学会誌17巻64号p.18〜22
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運動におけるジェンダー平等の実現

福岡県立城南高等学校３年

傘４―I班　野嵜 未夢　本田 航　松尾 彩音　森 遥志樹

１　はじめに
　近年、男女間での待遇の差異をなくそうとする

姿勢や、国際連合の持続可能な開発目標、いわゆ

る、SDGsの17の取り組みの１つに「ジェンダー

平等を実現しよう」という目標がある。このよう

に現代社会では、ジェンダー平等を確立するため

に様々な取り組みが推し進められている。その一

方で、中学校と高等学校の体育の授業や部活動の

大会等においては、男女別で行われていることが

ほとんどである。そこで、スポーツの面において

も、ジェンダー平等は実現できるのかという疑問

を抱き、問いを立てて、調査することにした。
２　研究内容
　事前調査で、男女の体力測定等の結果について

インターネットを使用して調べてみたが、多くの

項目で男子が女子の結果を上回っており、筋力を

使った競技は難しいと考えた。そこで、三半規管

は男女差が少ないのではないかと考え、三半規管

を使う競技を自分たちで作り、実験を行った。

　〈FW①〉

　

　まず、カラーコーンを８個とカゴを１個用意

し、円形に並べた。被験者は手にボールを持ち、

円の中心に立って、目を閉じたまま、その場で２

０秒回った。その際、被験者は自分の心の中で２

秒に１周のペースを数えながら回った。２０秒が

経ったら、審判が「ストップ」の合図を伝え、被

験者はその場で回るのを止めた。そして、目を閉

じた状態のまま、ボールを投げてポイントを獲得

した。ポイントの内訳は、カラーコーンに当たっ

たときは１ポイント、カゴに当たったときは５ポ

イントを得ることができ、何にも当たらなかった

場合は、ポイントは無かった。

＜FW②＞

　FW②では、競技を創作して、被験者に実際に

体験してもらう形式で行った。まず、カラーコー

ンを４個用意し、スタート地点に２個、スタート

地点から１０メートル先に２個を置いた。次に、ス

タート地点から１０メートル先の２個のカラーコー

ンの間に、ペットボトルキャップを２個とドッジ

ボールとテニスボールを１個ずつ置いた。ドッジ

ボールとテニスボールを１つずつ置いた理由は、

（早く到達したほうが楽なテニスボールを選ぶこ

とが考えられるので）被験者の走力やボールを運

ぶバランス感覚の影響を少なくし、ぐるぐる回る

ことによる被験者の差をより鮮明にするためであ

る。実験は２名ずつ行い、競争相手が男女になる

ようにした。競技内容は、被験者２名がそれぞれ

のスタート地点のカラーコーンにつき、審判の

「スタート」の合図で、カラーコーンの周りをぐ

るぐるバットのように１５周周り、１０メートル先

にあるコーンまで走り、ドッジボールかテニス

ボールのどちらか一方をペットボトルキャップの

上に乗せ、スタート地点まで折り返し、これに要

した時間を測定するものだった。なお、ドッジ

ボールとテニスボールは１個ずつしか用意されて

いないため、より速く１０メートル先のカラー
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コーンに到達した者が、どちらか一方を選び、後

に到達した者は、先に到達した者が選ばなかった

方のボールをペットボトルキャップの上に乗せて

運んだ。また、１０メートル先のカラーコーンか

らスタート地点に折り返してくる際は、運んでい

るボールには触れず、ペットボトルキャップを指

先だけで持って運んだ。私達はこの競技を男女計

２８名に協力してもらい、１４回行った。
３　結果
＜FW①＞

男子が１９人中２人、女子が２０人中３人がボール

をコーンに当てた。男女のポイントに大きな差は

見られなかった。

＜FW②＞

1 2 3 4 5 6 7

男 57 38 53 39 52 77 45

女 48 60 58 66 48 50 52

8 9 10 11 12 13 14

男 49 40 32 31 30 49 34

女 57 42 52 39 34 31 34

（単位：ｓ　被験者：２８名）表１　測定結果

最速値 最遅値 平均値

男 30 70 46

女 31 66 47

(単位：ｓ）表２　男女差

最速値は男子で３０秒、女子で３１秒であり、男

子のほうが女子より１秒速かった。最遅値は男子

で７０秒、女子で６６秒であり、女子のほうが男子

より４秒速かった。平均値は男子で４６秒、女子で

４７秒であり、男子のほうが女子より１秒速かっ

た。なお、FW①とFW②の両方の実験では、運

動部の人にも文化部の人にも協力してもらった。

その測定結果に差は見られなかった。
４　考察
　FW①の結果から、男女ともに成功した者は少

なく、男女間での成功の割合に差は見られなかっ

た。また、FW②の結果から、最遅値は女子の方

が男子より４秒速いタイムであり、最速値や平均

値では男子のほうが女子よりわずか１秒の差で

あったことから、男女間で差はないと言える。以

上のことから、人が回るときに使っている三半規

管には、男女差が少ないと考えられる。このこと

から私達は、FW②の実験の競技のように、三半

規管を使った運動であれば、スポーツの面におい

てもジェンダー平等を実現する可能性があると考

える。
５　今後の展望
　今後は、今回の実験では男女間に差が見られな

かった三半規管を鍛えることは可能か、また、も

し鍛えられたとして、三半規管を鍛えることに

よって男女間に差が生まれるのかについて調査し

たいと考えている。この課題研究を通して私達

は、男女間で差がない競技を創作し、実際に体育

大会やクラスマッチ等で採用される内容になるま

で発展させていきたいと思っている。この競技を

実施することによって、今まで体育の授業や行事

等で男女間の力の差によって不快な思いを経験し

てきた人が、楽しく行事に臨むことができるよう

になると考える。また、この研究の発展は、国際

連合が掲げるSDGｓの持続可能な開発目標である

「ジェンダー平等を実現しよう」につながる。
６　参考文献　　　　　　　　　　　　
年齢別テストの結果

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/ho

udou/＿

icsFiles/afieldfile/2009/10/13/1285568_1.pdf
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柔軟性の向上とストレッチの関係性
福岡県立城南高等学校３年

傘4−J　安東柊香　福井美晴　萩野修輔　江間考暁

１　はじめに
　城南高校には多くの運動部が存在している。私

たち班員全員、運動部に所属しているが、最近部

活動中の怪我人が多くみられた。私達は、どうし

たら怪我人が減るかを考えた。体を柔らかくする

ことが怪我の防止につながると思い、怪我を防止

する効果的なストレッチが何であるかを調べた。

　そこで、インターネットで太ももは大きな筋肉

が集まっており、かつほとんどのスポーツで使う

部位であることを知った。また、そこで、どのス

トレッチが太ももに効果的なのかを検証した。こ

の研究を通して、本校運動部の怪我防止、および

更なるパフォーマンスの向上につなげたいと考

え、この研究に取り組んだ。

２　研究内容
　太ももの柔軟性について調べるにあたって、行

うストレッチによりどのくらい効果的なのかを数

値化してわかりやすくするために、長座体前屈の

記録を計測した。この実験では、30人の被験者に

協力してもらった。

　まず、何もしていない状態で長座体前屈の記録

をとった。次に片足前屈ストレッチ、前後開脚ス

トレッチ、アキレス腱伸ばし、両足前屈ストレッ

チ、の4つのストレッチをそれぞれ30秒ずつ行っ

た。各ストレッチが終わるごとに長座体前屈の記

録再度取った。

　その後、ストレッチ前の記録とストレッチ後の

記録をそれぞれ比較し、どのストレッチが1番記

録が伸びたのかを調べた。

３　結果

ストレッチ1　　　　　　　　+1,3cm

ストレッチ2　　　　　　　　+3,8cm

ストレッチ3　　　　　　　　+4,4cm

ストレッチ4　　　　　　　　+4,0cm

以上の結果からストレッチ3が最も記録が伸びた

ことがわかった。

４　考察
　実験から言えることは主に2つある。

1つ目はストレッチとストレッチの間の時間の不

徹底さである。

　それぞれのストレッチの間の時間が短かったた

めあとのストレッチになるにつれて結果が良く

なったと考えられることである。

　2つ目は実験方法が不徹底であったことであ

る。片足前屈ストレッチ、前後開脚ストレッチ、

アキレス腱伸ばし、両足前屈ストレッチがそれぞ

れ主にどこの筋肉をほぐすストレッチであるのか

を下調べを十分に行わずに実験を行ってしまっ

た。片足前屈ストレッチ、前後開脚ストレッチ、

両足前屈ストレッチは同じ筋肉を伸ばしている。

その同じ筋肉というのは、ハムストリングスであ

る。ハムストリングスというのは

「大腿二頭筋」「半腱様筋」「半膜様筋」の3つ

である。

大腿二頭筋・・・太ももの前にある筋肉

半腱様筋・・・太ももの内側にある薄い筋肉

半膜様筋・・・太ももの内側にある厚い筋肉

一方でアキレス腱はふくらはぎを伸ばしている。

このことから片足前屈ストレッチと前後開脚スト

レッチで同じ部位（ハムストリングス）を二度伸ば

し、その後にアキレス腱で違う部位（ふくらはぎ）
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を伸ばしたことにより脚全体が伸びたと言うこと

が言える。

　よって実験結果数値から、アキレス腱伸ばしが

1番伸びたとは言い難く私達はストレッチの順番

で実験結果が左右することもわかった。

５　今後の展望
　今回の実験ではストレッチをするのにあたっ

て、どこの筋肉を使うかなどの事前調査が不十分

だった。また、実験方法も不徹底だったため、今

後研究を行う際には、下調べを入念に行い比較対

象を明確にして怪我の予防に確実に繋げられるよ

うにする。

　今回行ったハムストリングスを伸ばすストレッ

チには、怪我の予防の他に以下の効果が期待でき

る。

・疲労回復

・パフォーマンスの向上

・腰痛予防

・基礎代謝の向上

またストレッチは子供から高齢者の方に至るまで

様々な人が手軽に行える運動である。そのため、

今研究を発展させ、それぞれが自分にあったスト

レッチをしたくさんの人の健康につながれば良い

と考える。よって私達の研究内容は、SDGsの3

番である、「すべての人に健康と福祉を」に当て

はまると言える。

６　参考文献
国立情報学研究所（https://ci.nii.ac.jp/）

「20秒間のスタティックストレッチングの即時効

果と持続効果の検討」

https://ci.nii.ac.jp/naid/130007694282
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教室の温度調節による集中力の変化

福岡県立城南高等学校３年

傘5―A班　園田 はづき　佐藤 里音　中村 みなみ　長友 彩夏

１　はじめに
　新型コロナウイルス感染症により、以前にも増

して換気をする機会が多くなった。城南高等学校

でも授業中の換気が呼びかけられ、授業開始後30

分に5分換気の時間を設けている。換気により教

室内の温度が変化し、授業を受けていて不快を感

じたり、逆に勉強がしやすく快適であると感じた

りしたので、勉強に適する温度があるのではない

かと考えた。

　教室の温度変化による集中力の変化を調べるこ

とにより集中力を最大限に引き出す室温がわかる

だろう。そうすれば快適に学習ができ、最終的に

は生徒の学力が向上すると考える。

２　研究内容
　温度を調節した教室にて(※)クレペリン検査を

行った。

(※)...隣り合う2個の数字の加算作業を短い休憩

を挟んで一定時間行わせ、その結果によって意志

的側面を判定する検査法。

方法

①教室内に10人座らせる。(5人は冷たい温度の

　ところ、他5人は温かい温度のところ)

②クレペリン検査を行う。

③4分間休憩

　(冷たい温度のところにいた被験者は暖かい温

　 度のところに、暖かいところにいた被験者は

　 冷たい温度のところに移動)

④クレペリン検査を行う。(30秒×10セット)

この手順を3回(合計30人)に行った。

【図1　実験の際の気温と湿度】

気温(℃) 湿度(％)

1回目 (暖)23.4 33.0

(冷)20.6 36.0

2回目 (暖)24.1 32.2

(冷)20.5 34.0

3回目 (暖)24.3 30.0

(冷)20.1 35.0

３　結果
　図2はクレペリン検査で時間内にいくつ計算が

できたかを平均したものである。

　なお図2は暖かい温度のところから冷たい温度

のところに移動した被験者であり、図3は冷たい

温度のところから暖かい温度のところに移動した

被験者の結果である。

【図2　暖→冷に移動した被験者が時間内に計算

　　　  できた数】
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【図3　冷→暖に移動した被験者が時間内に計算

　　　  できた数】

４　考察
　実験前、暖かい温度よりも冷たい温度のほうが

集中できるという仮説を立てていたが、実験から

はそうとは言えないとわかる。しかし、実験後の

被験者に対して聞き込みを行うと、「冷たい温度

のところのほうが解きやすかった。」「温かいと

ころのだと眠くなってしまう。」という声もあっ

た。また、図2、図3からわかるように休憩後の後

半のクレペリン検査のほうが計算が捗っている。

これは脳が計算に慣れて処理スピードが向上した

からだと考える。

５　今後の展望
　室温の調節による集中力の変化が実験結果に表

れなかったのは、事前に脳に計算を慣れさせるこ

とができていなかったためだと考える。今後実験

をする際は実験前に被験者に計算をさせておきた

い。また、休憩を挟んだ後室温を変えるのではな

く、一定の温度を保って実験をしようと考える。

　さらに、教科によって適温があるかどうかも調

べたい。

６　参考文献
　日本建築学会(2015)「学校における室熱・空

気環境に関する現状の問題点と対策」

https://news-sv.aij.or.jp/kankyou/s7/schoo_

air_guide.pdf

岩下剛，花田良彦，合原紗美(2004)

「室温の違いが作業効率の及ぼす影響」

日本建築学会環境系論文集第585号　55-60

https://news-sv.aij.or.jp/kankyou/s7/schoo_air_guide.pdf
https://news-sv.aij.or.jp/kankyou/s7/schoo_air_guide.pdf


第３学年　ESD課題研究

理想の通学バックとは

福岡県立城南高等学校３年

傘５―B班　吉村　歩　　工藤　菜月　　玉木　唯　　福澤　こころ

　
１　はじめに
　私達の毎日の通学の中で、城南バックの紐が肩

に食い込んだり、雨の日には教科書が濡れてし

まったりと、不便に感じる場面が多々ある。そこ

で、毎日の通学を少しでも快適かつ安全にするた

めに城南バックを改良しようと考えた。
２　研究内容
　この研究では、3種類の実験を行った。

〈実験1〉

・実験道具

　　4種類のバッグ（玄洋中のバッグ、リュック、

エナメル、城南高校のバッグ）

　　20㎏上限のばねばかり

　　ストップウォッチ

　　教材12.4㎏（城南バッグに入る最大限の量）

・手順

①廊下、階段の長さ、段数を測った

②何も持っていない状態と、教材が入った4種類

のバッグを持った状態で、廊下と階段を歩いた時

間を測定した

〈実験2〉

・実験道具

　　5種類の布（10cm×10cm）（フェイクレザー、

レザー、ポリエステル、コーデュラナイロン、ナ

イロン）

　　ガムテープ

　　ハサミ

　　＃60のやすり

・手順

①机に5種類の布をガムテープで固定した

②ヤスリを使い縦、横、斜めにそれぞれこすった

③50回区切りで破れたときの回数を記録した

〈実験3〉

・実験道具

　5種類の布

　絵の具（黒、白）

　スポイト

　紙コップ

・手順

①黒い布には白の絵の具で作った白い水、白い布

には黒の絵の具で作った黒い水を用意した

②1枚の布に1滴たらし、表面の様子を観察した

③布を12枚重ねて10滴の水を垂らし時間経過によ

る浸透を観察した

３　結果
3つの実験の結果は班員4人の平均をとった

〈実験1〉

何も持たずに歩いた時間と荷物を持ったときと

の差を記録した

表1

城南
バッグ

玄洋中
バッグ

リュック
サック

エナメル
バッグ

廊
下

11.55s 7.94s 3.12s 8.56s

階
段

5.20s 3.09s 2.41s 8.12s

リュックサックが１番差が小さかった
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〈実験2,3〉　

生地の種類 削った回数 表面の
様子

浸透した
枚数

ナイロン 50 ✕ 1

ポリエステル 100 すぐに
浸透

2

コーデュラナイロ
ン

250 1分後 1.5

レザー 500 ✕ 1

フェイクレザー 1000 ✕ 1

４　考察
　実験１より、リュックが体に対してのフィット

感がよく、負担がすくなくかんじられた。しか

し、この実験では個人の体力の差、感覚に頼り過

ぎてしまった。被験者が少ない上に一回しか実験

していないため、正確な値がでたとは考えにく

い。実験２より、フェイクレザーは耐久性がある

ため通学バックにむいていると考えた。しかし、

生地の組成や厚さを考えずに実験をしてしまっ

た。実験３より、ポリエステルは防水性がないた

め雨の日の通学バックとしては不適切であると考

える。３つの実験結果から、自転車のかごの中で

の衝撃や、長時間使っても破れない耐久性、高い

防水性が求められる通学バックには、、リュック

型でフェイクレザーがいいと考えた。しかし、防

水性、耐久性、形状の優れたバックにしても、通

学に優れたバックになるとは限らない。
５　今後の展望
　社会に出回っているたくさんのバックを参考に

しながら、SDGsの３番の「すべての人に健康と

福祉を」と、１２番の「作る責任使う責任」に該

当すると考えた。
６　参考文献

https://superclassic.jpかわるビジネス

リュック「ウルトラマンモデル」バ

リューイノベーション株式会社

２０２０年１０月１４日
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避難標識の認知度と、意味が認識しやすい避難標識のデザインの効果

福岡県立城南高等学校３年

傘５－C班　松田 綾音　大山 紗　長丸 翔　井上 京

１　はじめに
日本は世界的に見ても災害が多く、それに伴う

被害も多い。そのため、災害による被害を縮小で

きる方法はないかと考える中で、私たちは災害の

避難標識があることを知った。しかし、その避難

標識が何を表しているのか分かりにくかった。し

たがって、より認識しやすい避難標識のデザイン

を作成しようと考えた。

２　研究内容
　アンケート調査を3回行った。

●調査1:既存の5つの避難標識の表す意味が理解

できているかを調査した。

○研究対象:城南高校の2年生400人

1.洪水　　　2.津波　　　3.土石流

4.崖崩れ 　　5.大規模な火事

● 調査2：洪水、土石流、崖崩れ、災害用避難標

識の標識について、どれがもっとも意味が認識し

やすいか調査した。ただし、①は既存の避難標識

で、②、③は自分たちで作成した避難標識であ

る。

○研究対象：城南高校の1,2年生と先生方850人

　　洪水　　  土石流　　　崖崩れ　　避難標識

①　　　    ①  　　　     ①　　         ①　　　

②　   　     ②　　　　   ②              ②

③　　　     ③　　　　   ③　         　③　　　

　　

●調査3:避難標識の色の有無について、どちらの

ほうが分かりやすいか調査した。

３　結果
●調査1
①洪水の避難標識

1.津波（86人）

2.高潮（44人）

3.洪水（43人）

4.高波（28人）

5.地震（11人）

　

②津波の避難標識

1.津波（193人）

2.高波（31人）

3.高潮（17人）

4.荒波、波、波浪（各1人）
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③土石流の避難標識

1.土砂崩れ（122人）

2.噴火（26人）

3.土石流（24人）

4.河川の氾濫（20人）

5.火砕流、土砂災害

（各14人）

④崖崩れの避難標識

1.土砂崩れ（125人）

2.落石（62人）

3.崖崩れ（38人）

4.土石流(8人）

5.土砂災害(3人)

⑤大規模な火事の避難標識

1.火事（160人）

2.火災（55人）

3.台風（10人）

4.大規模な火事(6人)

5.放火(4人)

●調査２

●調査3
A:白黒 68人/373人 全体の18%

B:色あり 305人/373人 全体の82%

４　考察
　●調査1 　　　　　　　　　　　　　　

　・「津波」と「大規模な火災」は理解している

人が多かった。　　　　　　　　　　　　　

　・「洪水」と「津波」の標識が混濁している人

が多かった。　　　　　　　　　　　　　　　

　・「土石流」と「崖崩れ」に関しては「土砂崩

れ」と誤って回答している人が多かった。　

　よって「土石流」や「崖崩れ」という言葉はあ

まり普段聞き慣れないため、意味が分からないと

言う人が多かったのではないか。逆に「土砂崩

れ」は災害の際ニュースなどでよく耳にするた

め、回答が多かったのではないかと考える。　

　　　　　　　　

　●調査2　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・洪水、土石流、避難標識は班員がデザインし

た新しい標識の方が認識しやすいという人が多

かった。　

　・「崖崩れ」に関しては既存のデザインが最も

認識しやすいという回答が一番多かった。　　

　・色がついていたり、具体的な物（家や木）が

あった方が認識しやすいのではないかと考える。

　・あまりに情報が多いものは見づらくなってし

まうため認識しやすいという回答が少なかったと

考える。

　●調査3
・白黒よりも色ありの方が認識しやすい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
５　今後の展望
　今後、グローバル化の加速により、多くの外国

人が日本を訪問したり滞在すると予測される。今

回の調査の対象は日本人のみであったので、今
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後、外国人に対して調査を行い、他国にも通用す

る避難標識のデザインを考案し、よりグローバル

なものにしていきたい。

　また、｢色｣を使った方が標識の意味を認識しや

すいということが分かったけれど、カラー標識を

作成する際にかかる費用は、白黒の時に比べてや

はり高い。さらに、そもそもの標識の作成･設置

にも費用がかかるため、コスト面を考慮していき

たい。

　この研究を更に発展させることで、SDGs11番

｢住みつづけられるまちづくりを｣の目標を達成す

るとこができると考える。

６　参考文献
　一般社会法人日本標識工業会

「災害種別避難標識システムJI29098

防災標識ガイドブック」

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/pdf/s

ymbol-02.pdf.   2020年 2月17日.

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/pdf/symbol-02.pdf
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/zukigo/pdf/symbol-02.pdf
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安全といえる公園について

福岡県立城南高等学校３年

傘5―D班　 黒木琴葉　吉富愛実　岩瀬詩穂音　髙橋加哉斗

１　はじめに
　昨年、新型コロナウイルスの影響で自宅待機

を余儀なくされる事態が続いた。そのため、密

を避ける必要があり、子供たちが安全に遊ぶこ

とが出来る場所が、公園に限られてきていると

いうニュースを目にした。

しかし、全ての公園が安全とは言い難いのでは

いかと考えた。そこで、公園は子供たちにとっ

て本当に安全に遊べる環境にあるのか調査する

ことにした。

２　研究内容
（調査１）

　「遊具」と「外観」の２つの観点から危険と

なり得る点を計28個ピックアップし、学校周

辺の計6ヶ所の公園（茶山北公園、城南公園、七

隈1号公園、飯倉東公園、飯倉公園、荒江公園）

で調査を実施した。以下は、実際に調査を行っ

た項目である。これらの項目をもとに○、△、

✕で判定した。

①遊具

● 衝撃吸収材が敷かれているか

● 年齢表示ステッカーがあるか

● 破損がないか   等

②外観

● 外から見たときに内部は見えるか

● フェンスが破れていないか 等

（調査2）
　調査1の結果より、インターネットを使用

し、以下の点について調査を行った。

● 健康器具の数

● 砂場は衝撃吸収材として代用可能か

● 公園で実際に発生した事件・事故

● 金属製フェンスの強度

３　結果
（調査１）

①良かった点

● 健康器具が設置されていた

● ベンチが２つ以上設置されていた

● 年齢表示シールが遊具につけられてい

た

● 衝撃吸収材が敷かれていた

● 階段の隙間をふさぐ工夫がされていた

②改善すべき点

● 手、足が挟まりそうな箇所が多く見ら

れた

● 段差等により外から内部が見えない公

園があった

● フェンスが破損していた

● 年齢差がある子供同士での事故の危険

性があげられた
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（調査２）

● 北九州市において健康器具を設置して

いる公園の割合は10分の1だった

→研究テーマに沿わない調査だった

● 砂場は衝撃吸収材として代用可能で

あったが、砂遊びをしている子供と、

滑り台を滑ってきた子供との衝突等の

デメリットが多く考えられるため、完

全に適しているとはいえなかった

● 小学生が不審者に声をかけられる事案

が発生していた

● 金属製のフェンスの破損の原因とし

て、外部からの力によるものや、錆が

考えられた

４　考察
　 調査1と調査2の結果を踏まえて、衝撃吸収

材を砂場で代用すると、滑り台で遊ぶ子供と砂

場で遊ぶ子供の接触の危険性があると考えられ

た。砂場は代用可能ではあるが子供の安全性を

考える上では衝撃吸収材を使用した方が良い。

調査1で内部が見えないような立地の公園が

あったことから、調査2で得た結果のような事

件が起こると考えられた。

　国土交通省の安全指針に「物的ハザードが

あった場合には改良撤去を行う」と定めてある

が、実際には、公園でフェンスの破損が見受け

られ、穴が空いたままになっていたことから、

公園の管理が不十分だと考えられた。また、健

康器具と子供の安全性には関連がないことか

ら、研究内容には沿っていなかった。

５　今後の展望
今回の調査では、外観の観点に比べて遊具の

観点における調査が不十分な点があったため、遊

具の観点での調査を詳しく行う。福岡市の取り組

みとして、LINEアプリを活用した公園損傷報告

を行っていることがわかった。そこで実際に

2020年2月17日に報告を行ったところ、2020年2

月21日には既に対応がなされていた。

したがって、一人一人が日頃から公園に限らず地

域の環境について意識をすれば、住み続けられる

まちづくりを行うことができ、公園の環境の改善

が健康促進につながると考えた。よって、SDGs

の3「すべての人に健康と福祉を」と、11「住み

続けられるまちづくりを」に当てはまる。

６　参考文献
・キロフェンス専門店（2015年）

｢知っててよかった！金網フェンスの仕組み｣

https://www.fence-mitumori.com/blog/f

ence-wiremesh 2020年11月04日

・福岡市

「福岡市LINEを活用した市民からの通報を

受け付けます」．

https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuid

o/doroiji/hp/line.tsuho.htnl.2020年11月11

日.

・国土交通省（2014年）

「都市公園における遊具の安全確保に関する

指針」

https://www.milt.go.no/common/000022

126.pdf.2020年11月11日.

https://www.fence-mitumori.com/blog/fence-wiremesh/2020/1104
https://www.fence-mitumori.com/blog/fence-wiremesh/2020/1104
https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/doroiji
https://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/doroiji
https://www.milt.go.no/common/000022126.pdf
https://www.milt.go.no/common/000022126.pdf
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マスク着用と体温の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘５―E班　平田 陽香　西谷 侑樹　溝上 綾

　　　　
１　はじめに
　コロナウイルスの流行により、マスクをつける

機会が多くなった。今までは、夏にマスクをつけ

ることなどほとんどなかったが、今では、マスク

は私達の生活に欠かせないものとなった。実際に

熱中症患者が出ているというニュースを見た。ま

た、自粛期間中などに、マスクをつけてランニン

グをしていた。マスクをつけて運動をすると、普

段以上に息苦しさを感じた。マスクの種類を変え

てみると、種類によっては、息苦しさを感じない

ものもあった。そこで、マスク着用時に運動をす

ると、私達の体や健康に影響はあるのかと言うこ

とについて関心を持った。今回、私達はマスクを

つけて運動したときの体温変化に着目して実験を

行った。

２　研究内容
　この研究では、マスクを着用し、運動したとき

の体温変化を調べた。

　マスクを着用していない場合、着用している場

合に分け、マスクには、紙マスク、ポリウレタン

マスクを用いた。体温は、体温計で測るだけでな

く、サーモグラフィーカメラで皮膚体温の変化も

見た。

　研究は以下の手順で行った。

①体温を測り、サーモグラフィーカメラで写真を

撮る。

②5分間走る。

③すぐに体温を測り、記録し、サーモグラフィー

カメラで写真を撮る。

④15分休憩を取ったあと、再び体温を測り、サー

モグラフィーで写真を撮る。

⑤紙マスクを着用する。

⑥②、③、④を繰り返す。

⑦ポリウレタンマスクを着用する。

⑧②、③を行う。

３　結果　
【体温計】

表1・マスクなしの体温変化(℃)

A B C D E F

前 36.2 36.3 35.5 36.0 36.3 36.1

後 35.9 36.1 35.6 36.0 36.1 36.0

変化 -0.3 -0.2 +0.1 ±0 -0.2 -0.1

表2・紙マスクの体温変化(℃)

A B C D E F

前 36.2 36.3 35.5 36.0 36.3 36.1

後 35.9 36.0 35.7 35.9 36.3 36.1

変化 -0.3 -0.3 +0.2 -0.1 ±0 ±0

表3・ポリウレタンマスクの体温変化(℃)

A B C D E F

前 36.2 36.3 35.5 36.0 36.3 36.1

後 36.0 36.0 35.6 36.0 36.1 36.0

変化 -0.2 -0.3 +0.1 ±0 -0.2 -0.1
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【サーモグラフィー】　

(写真1)前

(写真2)後

・大きな体温変化は見られない。

・紙マスクの場合のみ皮膚体温の変化が見られ　

　た。

　→特にマスクをつけていた部分に温度の上昇が

　見られた。

４　考察
　今回の実験の結果より、マスクを着用しての運

動において、マスクを着用したことによる、主に

口周りの皮膚体温の上昇は見られたが、体内温度

への影響はあまりないことがわかった。その理由

として、マスクを着用した際、普段より呼吸がし

にくく、呼吸数が多くなった。また、マスクをし

たことで、吐き出した息がマスク内にこもってい

た。これにより、マスク内の温度が高くなったと

考えられる。皮膚体温に変化が見られなかった

り、体温が下がっていたりしたのは、運動をし、

体温が上がることで、体の温度を調節する役割で

ある、汗が出たからだと考えた。

　マスクをしての運動は、直接、体内温度が上が

ることはなかったが、紙マスク、ポリウレタンマ

スク、いずれの場合にも汗をかき、加えて、マス

クをしていることで、喉の乾きを感じにくい。こ

のことから、熱中症の危険が高まる。

　以上のことより、マスクをして運動をする際

は、水分補給や、休憩をこまめに取ることが重要

である。

５　今後の展望
　今回は被験者が少なく、マスクの種類も2種類

しか実験することができていない。また、マスク

の種類によっては性能も違う。どういう場面でど

ういうマスクが適切なのか調べていきたい。これ

からもマスクは私達にとって欠かせないものにな

ると思う。実際の体温変化が私達の健康に与える

影響についても調べていく。これらをより深く調

査することでSDGsの目標のうち「すべての人に

健康と福祉を」を解決できると考える。

６　参考文献
・古谷信之（2008/5)「体温・発熱を極める」

https://igaku.co.jp/pdf/resident0805-3.pdf

・藤原ゆみ「体の不調いつもの痛み」

https://www.yakult.co.jp/healthist/232/img/

pdf/p20_23.pdf

・TANITA「熱中症の原因と対策」

https://www.tanita.co.jp/health/exercise/hea

tstroke/

https://igaku.co.jp/pdf/resident0805-3.pdf
https://www.yakult.co.jp/healthist/232/img/p20_23.pdf
https://www.yakult.co.jp/healthist/232/img/p20_23.pdf
https://www.tanita.co.jp/health/exercise/heatstroke/
https://www.tanita.co.jp/health/exercise/heatstroke/
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少子化に対してできることは何か

福岡県立城南高等学校３年

傘５―Ｆ班　村井 穂香　舩越 紗衣　八尋 惇平　安藤 万桜

１　はじめに
　現在少子化が進んでいる日本で、少子化が進む

と経済が回らなくなると学んだ私達高校生だが、

身の回りの友達には「将来結婚したくない」「一

人で生きていきたい」などと言う人もいる。これ

からの日本の未来を背負う、私達の意識を変える

ためにできることは何かと考えていたが、少子化

について調べていく中でそれはなかなか難しいこ

とだとわかった。したがって、日本が少子化に対

してできることは何か、私達が調べた情報の中か

ら考えてみることにした。
２　研究内容
　本やインターネットの情報を基に少子化につい

て調べ、得た知識を共有し合い、議論を重ねて対

策を考えだした。
３　結果

まず、少子化の歴史として、戦前・戦後・現在

の3つに分けた。戦前は、男尊女卑の考え方が強

く、女性は子供を生むための道具として扱われて

いた。次に戦後は、医学の発展や電化製品の普及

による家庭内の家事の負担減少、女性の社会進出

の増加により、少子高齢化へ進んで行った。そし

て現在は、男女ともに未婚、晩婚化が加速した

り、人々が「子育て＝大変」という認識を持った

りしたことで結婚をせず、子供を産まないという

選択をする人が増えるようになった。

次に、少子化の原因として、大きく4つに分け

た。1つ目が、日本では結婚相手に経済的安定を

求める人が多いという点。働き方が多様化してい

る現代の日本を背景に、現在では正規雇用者より

も非正規雇用者の割合が増えている。また、欧米

では経済力より愛の方をパートナーに求めるとさ

れている。2つ目は、保育所・保育士の不足だ。

保育所を建てるほどの土地がなく、保育士は給料

が安いなどが理由である。3つ目は、仕事と育児

の両立が困難であるという点だ。歴史を紹介する

際にも触れたが、現在、女性の社会進出が進んで

いながらも育児休暇の制度は整っていないことが

懸念されている。4つ目は、「結婚＝人生の縛

り」であると考える人が増えている点だ。1人の

時間を大切にしている人や恋愛よりも仕事の方が

大切だという人が多いこと、また、LGBTQの考

え方が浸透し、パートナーの選び方が多様化して

きていることも理由としてあげられるだろう。

過去の日本の少子化対策は代表的なもので「エ

ンゼルプラン」「新エンゼルプラン」があった。

「エンゼルプラン」は1995〜1999年の5年間行わ

れ、主な内容として安心して子供を生み育てるこ

とのできる環境の整備、仕事と育児の両立を支援

する対策等が重視されていた。また、「新エンゼ

ルプラン」は2000〜2004年の5年間行われ、主な

内容として保育サービスなどの子育て支援サービ

ス、母子保健医療体制の充実が重視されていた。

少子化対策を成功させた国として、フランス、

スウェーデンを例にとった。フランスは、30種類

もの家族給付を作り、その中でも、第3子以上の

子を持った家庭に給付金を増やす制度は、国民の

経済的安定をもたらし、脱少子化を成功させた。

また、日本と比較すると、男性の育児休暇の取得

率が高く、育児休暇後の職場復帰による給与の低

下も禁じられている。次にスウェーデンは世界で

最初に育児休暇制度を作ったとされており、現在

では両親手当という世界初、男女共に取得できる

育児休暇制度がある。また、男性の育児休暇取得

率は80％以上あり、日本の取得率の6％と比べる

と遥かに高いことがわかる。

最後に現在の日本の少子化対策は大きく4つに
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分類される。1つ目は子育て支援だ。待機児童の

解消や保育所の整備を行っている。2つ目は経済

的基盤の安定だ。若年者や低所得者への経済的負

担の軽減を行う。3つ目は男性及び女性の労働意

識の改善だ。ワーク・ライフ・バランスに則った

職場環境の整備や多様な働き方の推進、また、女

性の継続就労やキャリアアップの支援を行ってい

る。4つ目は地域の強みを活かした取り組みだ。

地域少子化対策強化交付金等により取り組み支

援・先進事例を全国に展開している。
４　考察
　以上の結果を踏まえ、私達は政策にかかる費用

と、日本人の恋愛ないしは結婚に関する考え方の

2点において、自分たちなりの少子化対策へのア

プローチができるのではないかと考えた。

①たばこ税、ガソリン税の引き上げ

　日本では少子化の原因に経済的要素が大きく絡

んでいるように、政策実施をするための余裕ある

収入はない。一方、フランスやスウェーデンで

は、充実した政策を行うために税金によって収入

を確保している。だが日本で急激な増税を行うこ

とは難しいだろう。そこで、他の先進国と比べて

税率が低い上に、税率を上げることで健康や環境

問題の改善が期待できる（2019年度たばこ税の税

収：9975億円）。この新たな収入を活用すること

で、正規雇用者と非正規雇用者による軽税格差の

解決や、保育士などの育児従事者の給与の増加と

いうような、様々な少子化対策が行えるだろう。

②性教育の見直し

　少子化が進む原因を調べる際、欧米の恋愛に対

する捉え方に私達は注目した。愛の国：フランス

と言えるように、欧米では自由主義の考えが恋愛

観にも影響している傾向がある。対して日本では

人目が多い場所でのスキンシップを避けるなど、

「性＝恥ずかしい」という価値観が強いと考え

た。これは日本の性教育が不十分だからではない

だろうか。日本の性教育は小学校中学年頃から始

まるが、性への関心を持ち出すのは早い子どもな

ら5〜6歳からである。実際、海外には5歳くらい

から性教育を始めている国（オランダ、フィンラ

ンドなど）もある。更に、日本の性教育では性行

為や避妊器具に対して明確な説明が不十分なた

め、正しい性行為がわからなかったり、性に対す

る興味を持たないまま大人になる子どもも多い。

よって、学校での性教育をより一層充実させるべ

きである。
５　今後の展望
　今回はフランス、スウェーデンといった所謂、

少子化対策が成功した国をピックアップし、その

国で行われている政策と日本の現状を比べること

で、日本に「足りない」ものは何なのかを考えて

きた。しかし、韓国などの日本と同じように少子

化が進んでいる国はどうだろうか。今後は、少子

化が進んでいる国と比べて日本と似ている部分を

見つけることで、今までとは逆に日本の「省くべ

き」ものを見つけることが期待できるだろう。
６　参考文献
・柏木恵子（2011）.『父親になる、父親をする　

家族心理学の視点から』.岩波書店

・山田昌弘（2020）.『日本の少子化対策はなぜ失

敗したのか？結婚・出産が回避される本当の原

因』.光文社

・山田昌弘（2007）.『少子化日本　もうひとつの

格差のゆくえ』.岩波書店

・芦野由利子（1996）.『人工危機のゆくえ』.岩波

ジュニア書店

・河合雅司（2017）.『未来の年表　人口減少日本

でこれから起きること』.講談社

・西川潤（2008）.『データブック　人口（岩波ブッ

クレット）』.岩波書店

・『少子化対策：子供・子育て本部ｰ内閣府』.

・高橋美恵子（2007）『スウェーデンの子育て支

援』
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濡れにくい傘のさし方

福岡県立城南高等学校３年

傘５―G班　井島文音　沖田光祐　池田大成　手嶋高嶺

１　はじめに
・１−１背景・目的

　雨が降ったときに、雨を防ぐ方法として傘をさ

すことがあるが、実際、傘をさしても濡れてしま

うことがほとんどである。傘は４０００年前に生ま

れて以来、ほとんど形状としては進化しておら

ず、現在における傘も、その素材に違いはある

が、機能面での進化は今後も期待できないだろ

う。そこで、傘以外に雨を防ぐ方法がないとき、

傘を最大限利用し、できる限り雨を防ぐ方法が必

要であると考え、今回の実験に至った。

・１−２仮説

　雨粒が風などの影響を受けず直線的に降る状況

において、静止している人が傘をさすときについ

て考える。（傘の面＝傘が雨を防げる部分を平面

的に表したもの）この条件より、マネキンの下に

敷いた紙の濡れていない部分を求めることで、傘

が雨を防ぐことができた範囲を求められる。

　雨粒の降る角度に対して傘の面が垂直になると

き、傘が雨を受ける面積が最も大きくなる。した

がって、雨粒の降る角度に対して傘の面が垂直に

なるように傘をさしているとき、最も濡れにく

い。
２　研究内容
・２−１準備したもの

傘

マネキン

クレープ紙

養生テープ、粘着テープ

メジャー、分度器

シャワー、ホース

ブルーシート

木の板

撮影用スマートフォン

・２−２実験場所

シャワー室（セミナーハウス横）

（無風条件下で実験を行うため）

・２−３手順・操作

①マネキンに傘を固定

地面からの高さ110cmの位置に傘の持ち手の端が

来るよう、マネキンの胴部に添えた棒にテープで

固定した。

②シャワーをマネキン上部の天井に固定。

③地面の傾斜をなくすため一番下に板を置き、そ

の上にブルーシートを敷く。さらにその上にク

レープ紙を敷き、クレープ紙の中心に傘を固定し

た棒をあてて、マネキンを置く。20秒間シャワー

で、水をふらせた。

④下に敷いたクレープ紙の濡れなかった範囲を線

で囲み、面積を計測した。

＊２通りの雨の降る角度（地面に対して垂直、また

は６０度）を用意し、それぞれの角度で、傘を面が

垂直になるようにさす場合と面が垂直でないよう

にさす場合を調べる。
３　結果
①雨の降る角度が地面となす角６０度かつ

雨に対して傘の面は垂直でない

　　　　　　　　写真１
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②雨の降る角度が地面となす角６０度かつ

雨に対して傘の面は垂直

　　　　　　　　写真２
③雨の降る角度が地面と垂直かつ

雨に対して傘の面は垂直

　　　　　　　写真３
④雨の降る角度が地面と垂直かつ

雨に対して傘の面は垂直でない

　　　　　　　写真４

また、いずれの場合もマネキンが濡れることはな

かった。

結果で得られた値をまとめた表

雨の角度 濡れなかった
面積

雨と傘のなす
角

①60° 1645.5 垂直でない

②60° 1927.3 垂直

③90° 3054.2 垂直

④90° 633.62 垂直でない

４　考察
　結果で傘の面が雨の降る向きに対して垂直であ

るとき最も濡れなかった面積が大きかったことか

ら、実際雨でも、雨が風などの影響を受けずに直

線的に降る状況下では、雨の降る向きに対して傘

の面が垂直になるようにさす方法が、最も濡れに

くい角度の傘のさし方であるといえる。
５　今後の展望
　今回の実験で、風による雨粒の動きの変化がな

く、雨が直線的に降る状況下において静止してい

る人が傘をさすとき、最も濡れにくい傘のさし方

を調べることができた。しかし、実際に傘をさす

場面は歩いているときや風が強く吹いているとき

など多種多様であるため、今回の研究をもとに、

より様々な状況下においての傘のさし方も調べて

みたい。そして、それらの実験から得られた情報

は、今後の雨に関する研究や、新たな傘の開発な

どに役立つかもしれない。

６　参考文献
　なし
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機能で見る着用すべきマスク

福岡県立城南高等学校３年

傘5―H班　江島輝昭　香月慶　大鶴日向子　

１　はじめに
　 2019年12月に中国の武漢市で次々と発見され

た正体不明のウイルスは、2020年2月には

COVID-19と呼ばれるようになり、この未知との

ウイルスに対して私達は手指消毒、マスクの徹底

などの対策を講じた。花粉の飛ぶ季節や風邪をひ

いたときなどしかマスクをつけていなかったが日

常的につけるようになり、多くの種類のマスクが

売られ、その結果一人一人つけているマスクが

別々であった。そこでCOVID-19感染を防止しつ

つ、より良いマスクは何だろうかと考え、「機能

で見る着用すべきマスク」という問を立て調査す

ることにした。
２　研究内容
　 この研究では以下の6種類のマスクを用いて、

4つの項目について4人で測定及び得点化を行っ　

た。

《マスクの種類》

・国から支給されたマスク　※アベノマスク

・使い捨て不織布マスク

・手作り布マスク

・PITTA MASK

・BMCフィットマスク

・Air Rismマスク

《項目》

・コスト

手に入れた価格÷枚数を計算し1枚あたりの価格を

算出した

・重さ

電子ばかりで開封直後のマスク1枚の重さを計測

した

・脈拍数

手順1：各マスクを装着した状態で自身の30秒間の

脈拍数をタイマーを用いて計り、2倍して1　　　

　分あたりの脈拍数に換算した

手順2︰それぞれのマスクで50mを全速力で　　

　　走り、走り終わった直後から30秒間の脈　　

　　拍数をタイマーを用いて計り、手順1と　　

　　同様に2倍して1分あたりに換算した

　　※計測と計測の間には5分以上の休憩を　　

　　取り、マスクなしの平常時の脈拍数に　　　

　　戻ってから次のマスクで測定した

手順3：（手順2の値）−（手順1の値）で脈拍数の　　

差を算出した

・素材

豊橋技術科学大学年度第3回定例記者会見での資料

及び、それぞれの包装に記載してある製品表示を元

に考察
３　結果
　

コスト 重さ 脈拍数

の差

素材

国から

支給され

るマスク

0 10.00 40 綿

使い捨て

不織布

マスク

30 3.12 36 ポリエス

テル

手作り

マスク

250 11.73 38 ポリエス

テル

PITTA

MASK

219 2.35 34 ポリウレ

タン

BMC

フィット

マスク

43.6 2.56 34

ポリプロ

ピレン不

織布

Air

Rism

マスク

363 9.75 38

ナイロン

キュプラ

ポリウレ

タン
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４　考察
　PITTAマスクは脈拍数の差がBMCマスクと同

率で一番良いが、PITTAマスクはウイルスカッ

トできない素材でできているため、密を回避して

いない空間での着用はのぞまれない。それに比べ

てBMCマスクはウイルスをカットできるポリプ

ロピレンという素材でできているためどのような

状況下でも着用は推奨される。しかし、BMCマ

スクは一度きりの使い捨てタイプであるため、国

の定める２メートル以上離れている密でない空間

では、何度も使えるPITTAマスクを着用するほ

うが経済的に良いと思われる。
５　今後の展望
　今回は吐いた飛沫量、吸い込んだ飛沫量やそれ

ぞれのマスクの効果の持続性などを調べることが

できなかったので、より専門的な器具を用いて調

査したい。今回の研究をSDGsの「3.すべての人

に健康と福祉を」「12.つくる責任つかう責任」

の達成に繋げていきたい。
６　参考文献
https:www.tut.ac.jpdocs201015kisyakaiken.pdf

豊橋技術科学大学年度第3回定例記者会見

公開年日2010　アクセス2021年4月2日

　

https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature

/airism-mask/

ユニクロ｜エアリズムマスク｜公式オンラインスト

ア（通販サイト）

公開年日1989　アクセス2021年4月2日

　

https://www.nitori-net.jp/ec/product/8610936s

不織布マスク 50枚入通販 | ニトリネット【公式】

公開年日1992　アクセス2021年4月2日

https://www.arax.co.jp/sp/

製薬会社　アラクス

公開年日1998　アクセス2021年4月2日

　

https://www.bmc-natural.com/product/mask/0

1_fit/

株式会社BMC

公開年日1999　アクセス2021年4月2日
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車イス利用者が城南高校で快適に学校生活を送るためには？

福岡県立城南高等学校３年

傘5―I班　棚町　航太　寳城　匠　太田　有美　岡　千裕　

１　はじめに
　現在では多くの場所でユニバーサルデザインや

バリアフリーが取り入れられており、障がい者や

高齢者等も過ごしやすい社会になってきている。

そこで、私たちは車イス利用者に着目し、城南高

校でも車イス利用者が周りの人と同じように学校

生活を送ることができるのかと疑問に思いこの研

究に取り組んだ。研究の目的は城南高校で車イス

利用者が快適に学校生活を送ることができるかど

うかを調べることである。私たちの班では車イス

利用者にとっての快適な学校生活の定義を「周囲

に遅れを取ることなく移動することが可能であり

過度な疲労を感じないというもの」とした。この

研究が発展すれば、足の不自由な方や怪我をして

車イスを利用している方が安心して社会生活を送

ることにつながると考えられる。
２　研究内容
（FW①）　

　下記の①から④の経路を男女１回ずつ車イスに

乗って一人で運転し、往復移動時間を測定した。

また、一人で運転していて不便に感じた点をまと

めた。

①駐車場（駐輪場）→２−５教室

②２−５教室→メインアリーナ

③２−５教室→食堂

④２−５教室→多目的ホール

（FW②）

　FW①と同様の経路で男女１回ずつ往復移動時

間を測定した。ただし、車イスを後ろから押して

もらった。また、FW①で車イスを運転していて

不便に感じた点で自分たちで改善できる部分は改

善し、感じ方の変化を調べた。

３　結果
表１【男子】

① ② ③ ④

徒歩 3:46 1:25 1:25 2:42

車イス

(1人)

行2:20

帰2:11

行3:10

帰3:36

行2:42

帰2:24

行3:36

帰3:41

車イス

(押し)

行2:08

帰1:40

行2:37

帰3:21

行2:05

帰2:30

行3:15

帰3:03

表２【女子】

① ② ③ ④

徒歩 4:23 1:38 1:36 3:56

車イス

(1人)

行3:29

帰2:51

行4:30

帰4:06

行2:55

帰3:19

行4:35

帰4:27

車イス

(押し)

行2:18

帰2:00

行3:08

帰3:12

行2:13

帰2:23

行3:37

帰3:18

※徒歩のタイムは片道のものである。

《FW①で感じた点・気づいた点》

・腕の疲労感が大きい(長いスロープなど)

・ちょっとした段差が怖い

・自動販売機を使えない

・集団の中を通れない

・運動場に出るための通路が一つしかない

・自分で扉を開けられない

・エレベーターホールが狭いためエレベーター内

　に入りづらい

・食堂前の通路が傾いているため通りづらい
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《FW②で感じた点・気づいた点》

・FW①よりも腕の疲労が減った

・車イスを押してもらうことで、ドアの沓摺な　

　どが少し登りにくくなった。

・校内に車イスで通行出来ない道はなかった

・扉を両開きにすることで通りやすくなった

・押す側にも大きな負担はなかった
４　考察
　今回のFWの結果から城南高校では補助をして

くれる人がいれば身体の疲労が軽減されることが

分かった。また、ドアの開閉や、段差を超えるこ

とが容易になった。以上から補助があれば城南高

校で快適な学校生活を送ることができるのではな

いかと考える。また、学校以外の建造物において

も「バリアフリー法」により一定の基準が定めら

れているため、学校と同等の設備が備えられてい

ると考えられる。よって補助があれば建造物内で

あれば日々の生活を不自由なく送れるのではない

かと思われる。
５　今後の展望
　前に述べたようにこの研究が発展することで、

足の不自由な方や怪我をしていて車イスを利用し

ている方が安心して社会生活を送ることにつなが

ると考えられるので、SDGs３番の「すべての人

に健康と福祉を」と１０番の「人や国の不平等を

なくそう」を達成できると思われる。具体的な今

後の展望としては次の4点が挙げられる。

・校内の車イス利用者の生活改善を目的とした設

　備増設の提案。

《理由》　

　今回のFWで校舎内から運動場に出るための通

路が一つしかない等の不便な点を発見したため。

・普段から車イスを利用している人に校内を回っ

　てもらい、意見を集める。

《理由》　

　今回のFWでは普段から車イスを利用していな

い人が検証を行ったので普段から車イスを利用し

ている人との感覚のズレを埋めるため。

・車イスで通学する。

《理由》

　今回のFWでは通学面のデータを集めることが

出来なかった。よって、通学面のデータを集める

ため。

・車イスの方の補助を促す運動をする。

《理由》

　今回のFWで車イスでも補助があれば建物内で

快適に過ごす事が出来ると考えた。よって、補助

をしてくれる人を増やすことが大切であると思っ

たため。
６　参考文献
国土交通省(2016)

「第一部高齢者障がい者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律について」

www.mlit.go.jp

2021年2月17日

http://www.mlit.go.jp
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つまずきにくく、滑りにくい点字ブロックとは？

福岡県立城南高等学校３年

傘5―J班　日越 圭伸　伊勢 夕摩　一寸木 希歩　松尾 康生

１　はじめに
　昨今の点字ブロックに関して、あるニュースを

見た。「駅ホームからの転落死。点字ブロックの

高さのズレが原因か」というタイトルの記事で、

点字ブロックでのつまずきによる、駅ホームから

線路内への転落が考えられるニュースだった。そ

こで私たちの班では、点字ブロックに着目した研

究を行うことにした。

　点字ブロックとは、正式名称を「視覚障害者誘

導用ブロック」と言う。点字ブロックは普及とと

もに類似品も増えたため、2001年にブロック上の

突起の形状、寸法、およびその配列について、

JIS規格が制定された。点状突起は注意喚起、線

状突起は移動方向を表す。

　私たちは点字ブロックに関して、問題点をイン

ターネット上で探した。すると、先述したような

「点字ブロックでのつまずき」だけでなく、雨な

どで点字ブロックが濡れた際に、その上が「滑り

やすくなる」という2つの問題点が大きく挙げら

れた。したがって、私たちはこの2つの問題点の

改善のため、研究を行うことにした。

２　研究内容
①.”滑りにくさ”についての実験

実験の使用物

・牛乳パック×11・ヒノキ板×2

・アルミ板×3・ゴムシート（天然ゴム）

・布テープ・はさみ・サンダル（ゴム製）

実験の手順

　牛乳パックに水を浸して凍らせた、ブロック氷

を用いて、下の図のような装置を作った。

　ゴム製のサンダルを氷の上に置く。手で布テー

プを地面と水平な位置に配置し、そこから手を離

し布テープをサンダルにぶつけて、3種類の材質

（ヒノキ、アルミ板、ゴムシート）の上を進んだ距

離を、それぞれ10回ずつ計測した。

②.”つまずきにくさ”についての実験

実験の使用物

・ガーゼ・紙粘土・針金・カッター・ニッパー

・シャープペンシル・アルミ板・ドライヤー

実験の手順

　高さがそれぞれ違う点字ブロックを、点状と線状

の2種類、3個ずつ作った。また、突起の数について

はJIS規格の規定個数に則り、突起の高さは3個それ

ぞれ、0.5cm、1.5cm、2.5cm、で作った。次に、

目隠しをした状態の被験者に、これらの点字ブロッ

クの上を歩いてもらった。その後、被験者に「足裏

に感じたか（以下、足裏）」「つまずきそうになった

か（以下、つまずき）」「歩きやすかったか（以下、

歩き）」を、0〜3点で評価してもらった。被験者数

は、点字ブロック1つにつき11人、総計66人だっ

た。

３　結果
①”滑りにくさ”についての実験

　実験の結果について、以下の表1のようになった。

表1　サンダルの滑った距離

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目

アルミ 31.4 29.6 30.3 23.6 28.5

ヒノキ 19.0 18.0 27.6 30.0 23.3

ゴム 23.2 29.5 18.3 19.1 28.3

6回目 7回目 8回目 9回目 10回目

アルミ 36.7 26.9 43.4 28.9 25.0
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ヒノキ 20.7 31.1 29.3 21.3 31.9

ゴム 16.2 27.3 23.8 23.3 27.6

　滑った距離の単位は″cm″である。また、この結

果に関して、平均値と中央値を求めると、

どちらにおいても、ゴムが1番滑りにくいという

ことが言えるとわかった。

②“つまずきにくさ”についての実験

　被験者に実施したアンケートの点数をまとめた

ものが、右上の表3である。この表から、点状、

棒状ともに小さいサイズ（0.5cm）が1番適してい

るということが言える。

表3　被験者による評価

足裏 つまずき 歩き

点状　0.5 22 13 2

1.5 22 4 9

2.5 20 6 11

棒状　0.5 18 5 12

1.5 21 4 10

2.5 21 3 12

４　考察
①“滑りにくさ”について

◯結果からの考察

　実験前の考察と同じく、1番滑りやすかった材

質はアルミで、1番滑りにくい材質はゴムだっ

た。(平均値と中央値より)

◯うまくいかなかったところ

・氷が溶けた→実験をすばやくする

・氷が膨張しすぎた→入れる水の量を減らす

・摩擦の計算までできなかった

・実験に使用した材料が3種類だったため、完全

な研究結果とはいえない

②“つまずきにくさ”について

◯結果からの考察

　総合的に見ると、点状、棒状ともに0.5cmがベ

ストであった。

◯うまくいかなかったところ

・予算が少なく、点字ブロックを紙粘土を使用し

たため研究を進めていくうち壊れていった。ま

た、針金がむき出しのものもあった→頑丈な材料

を使用する、また手作り感が強い

　
５　今後の展望
　上記のとおり、さらに多くの材料を使用し、研

究、調査をの幅を広げたい。また、研究を発展さ

せることで、SDGsの発展にも繋がると考える。

また、つまずきにくく、滑りにくい点字ブロック

により、目が見えない、身体が不自由な人だけで

なく、全ての人に福祉を与えることができる。

(SDGs:No.3 すべての人に健康と福祉を)

さらに、この点字ブロックが街に広がることで、

誰でも住みやすいまちづくりを促進できる。

(SDGs:No.11 住み続けられるまちづくりを)

６　参考文献
1.「駅ホームからの転落死。点字ブロックの高さ

のズレが原因か」『NHK　ニュースサイト』参

照日：2020年7月1日

https://www.google.co.jp/news/html/2019101

1/K10012122211000.html

2.「点字ブロックが車いす使用者、高齢者、幼児

の移動にどの程度のバリアになってくるか」『構

成の指標』第57巻第1回　2010年1月

https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbu

n/all/201001-3.pdf

3.ブリタニカ国際大百科事典「点字ブロック」

https://www.google.co.jp/news/html/20191011/K10012122211000.html
https://www.google.co.jp/news/html/20191011/K10012122211000.html
https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/201001-3.pdf
https://www.hws-kyokai.or.jp/images/ronbun/all/201001-3.pdf
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