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1.

感染症によって変化するこれからの外食産業

福岡県立城南高等学校３年

傘6―A班　　天野 成花　高村 里音　大場 日菜子　中山 順平　廉田 悠人　

１　はじめに
　新型コロナウイルスの感染が世界中で広がる今

日、私たちは外出自粛を呼びかけられている。そ

れに伴い私たちの生活様式は一変し、日本経済に

も大きな影響を与えた。その中でも特に打撃を受

けたであろう外食産業に注目し、感染症に対応で

きる方法はないのか、人々が安心して外食に行け

る工夫はできないのかと考えた。そこで、外食産

業の新たな形式を考えたいと思い、調査を実施し

た。

２　研究内容
　【調査1】カッパ・クリエイト株式会社、焼き

鳥お々田、株式会社物語コーポレーション、きた

うら善漁、株式会社一蘭、株式会社プレナス、個

人経営和菓子店、個人経営居酒屋（店主の希望に

より店名を伏せる）の8つの外食企業に2020年3

月〜10月までの期間を対象としたアンケートを実

施した。

〈アンケート内容〉

①売り上げ状況の変化

②テイクアウト商品の売り上げ状況の変化

③コロナウイルスによるマイナス面・プラス面

④コロナウイルス対策

　【調査2】城南高校2年生の生徒59人に休校中（

2020年3月〜5月）の期間を対象としたアンケート

を実施した。

〈アンケート内容〉

①外食の回数

②テイクアウトや宅配サービスの利用頻度

③コロナウイルス対策

３　結果
①図1 売り上げ状況の割合

（2020年3月〜10月）　　　減った　37.5　　　　

　　　　　　　　　　　　非常に減った　37.5

　　　　　　　　　　　　　増えた　12.5       　

　　　　　　　　　　　　　無回答　12.5

②図2 テイクアウト商品の

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

テイクアウト商品の

　　　　　　　　　　　　  売り上げ状況　　　

　　　　　　　　　　　　（2020年3月〜10月　

　　　　　　　　　　　　　増えた　  50.0

　　　　　　　　　　　       非常に増えた　33.0

　　　　　　　　　　　　　無回答　18.0

②コロナウイルスによるマイナス面・プラス面

〈マイナス面〉

・客数減少による売り上げ低下

・休業、営業時間の短縮

〈プラス面〉

・手洗い、消毒の徹底

・テイクアウトの拡充、宅配サービスの増大
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④コロナウイルス対策

・アクリルボード、消毒液、検温用サーマルカメ

　ラの設置

・予約数の調整、客席縮小

・換気の実施

・手洗いの徹底

【調査３】

①図3 外食の回数

（2020年3月〜5月）

　　　　　　　　　　　　　  0回　50.8   　　　

　　　　　　　　　　　　　 1〜3　42.8

　　　　　　　　　　4〜6　5.1

　　　　　　　　　　　   7〜10 1.7

　　　　　　　　　　　　　　

②テイクアウトや宅配サービスの利用頻度

　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　

　　　           　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 増えた　42.4　

　　　　　　　　　　　　　 利用していない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　39.0

　　　　　　　　　  変わらない　18.6

③コロナウイルス対策

・マスクの着用

・消毒液を持ち歩く

・手洗い、うがい・外出自粛

４　考察
　新型コロナウイルス感染拡大により、３密を避

けるため人々は外食を控えるようになり、テイク

アウトの需要が高まった。多くの企業はテイクア

ウトの導入によってこの需要に応えようとした。

しかし、人手不足や商品が持ち帰りに適していな

いなどの問題によって、テイクアウトを導入でき

ない企業も多く存在した。これにより、もともと

営業形態がテイクアウトに特化している企業や、

テイクアウトを導入できる企業と導入できない企

業との間で経済格差が広がった。そこで、多くの

外食企業は少しでも多くの利益をあげられるよ

う、独自でアクリルボードや消毒液の設置、客席

縮小、マスクの完全着用など様々な感染症対策を

行い、新しい生活様式に対応していったと考えら

れる。

５　今後の展望
　アクリルボードや1人席・個室の増設、換気、

消毒、タッチパネルでの注文などの感染症対策は

これからも多くの店舗で継続されると思う。しか

し、長い目で見るとこれらの感染症対策では人々

の安全を確保しきれない。そこで、次にいつ何ら

かの感染症が流行しても対応出来る新しい対策を

取り入れていくべきだと思う。新しい感染症対策

の具体的な案として、お店の入り口に全身消毒が

具できる機械を設置する、店内の来客人数をリア

ルタイムで誰でも把握できるアプリなどが挙げら

れる。一見大げさに思えるが、本当に感染症を防

ぐには、必要なことではないだろうか。したがっ

て、このような対策でどのくらい密を防ぐことが

できるのか、どのくらい感染症を防げるのかとい

うことを詳しく調査していきたい。
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国によっての時間の感覚の違い

福岡県立城南高等学校３年

傘６−Ｂ班　戸川　夕菜　小川　陽菜　瀧口　愛久　豊枡　瑞歩

１　はじめに

先日、テレビで日本人が海外に行く番組を

見ていた時、ある国のバスが時刻表通りに動い

ていないにも関わらず、現地の人は「当たり前

だ」と答えた。日本人であればこれはとても困

ることであるはずなのに、一体どういうことな

のであろうか。

　私は国によって時間の感覚が違うのであろう

という仮説を立てた。これを調べることにより

私たちは国によって違うあたりまえが分かれ

ば、それについての偏見や差別を無くすことが

できるのではないかと考えた。

　　
２　研究内容
　私たちはまず国による感覚の違いを知るため

に日本にいる外国人留学生の方にアンケートを

とった。内容は、

①貴方は9:00に待ち合わせをしています。何分

前に着くようにしますか。

②待ち合わせ時間になっても相手が来ません。

何分間待ちますか。

というものであった。

アンケートはGoogleフォームによって1度行

い、8カ国の国の留学生から回答を得ることが

できた。また、文献によって国ごとの歴史を調

べ過去の生活方法、状況等を調べ時間との感覚

との関係性を調べた。

　調査方法は大学の論文や書籍等を拝見しそれ

によって得られたデータを総合的に評価した。

内容としては日本や世界時間の感覚の歴史、時

間についての世界ランキングなどである。　　

３　結果
　①.②によって得られた結果は下の表のように

なった。

　①の結果は中国人が8:30と1番早い結果となっ

た。逆にマレーシア人が9:00と1番遅い結果と

なった。また②の結果から韓国人が0-30分間と

いちばん短く、マレーシア人が60-180分間と1

番長い結果となった。このことからマレーシア

人は比較的時間にルーズなのではないかと考え

た。

　そこで文献によりマレーシアの歴史を調べて

みた。マレーシアはかつて植民地帯であり強い
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政府にすることを重視してきた。そのためひと

つの目標に対して協力体制がとても強いMタイ

プに分類される。(Mタイプ:時間にルーズ。P

タイプ:時間にきっちり。)Mタイプの国は利益

を1番に考えるため、利益を得るためならば一

度決めたものを柔軟に決め直す傾向がある。

　よって責任感はあるが利益第一なため時間に

ルーズと言われることが多い。しかし、マレー

シアは多国籍国家であるため、中国系、インド

系、マレー系などにより多少の違いは出てく

る。

　次に韓国人について文献調査とアンケート結

果から検証できることをまとめる。アンケート

結果より韓国の人は時間に厳しいという印象を

持つが、文献によると韓国もMタイプに分類さ

れる。韓国のバスや電車には基本的に時刻表は

存在せず、職場にはタイムカードが存在しない

ところが多い。電車に関してはしばらく待って

いれば来るのでは、というスタンスだという。

時刻表などがない理由としては事故などの不慮

の状態が起こった時に混乱等が起こりにくくす

るためである。しっかりと決まった時間が守ら

れなければ守らなかったものだけでなく他の場

所にまで混乱が及ぶ場合がある。そういった事

態を避けるために時刻表などは作られていない

という。よって韓国は、時間は守るが決定を柔

軟に変えるためルーズに見える。

　これらの柔軟に決め直す傾向は韓国の歴史に

も関係がある。韓国は儒教的伝統国家であり、

縦の関係の尊重がされていた。その原因として

併合などにより日本などからの支配を受けてい

たことが挙げられる。支配を受けていた過酷な

状態が続いた結果、韓国人内での団結力が高

まった。そのことからその時々を大切にして人

との交流を大切さにする意識が根付いた。人々

との交流を大事にするため複数のことを同時に

進行する傾向が高まり、時間的スケジュールは

目標となるような柔軟な予定配分が行われるよ

うになった。この2つの国からわかるように現

在の国々の時間の感覚は国ごとに歴史が大きく

関係していることが分かる。

時間を守る国についての時間ランキング

・特徴

順位　　国名　　　　　説明

１位　　スイス

２位　　ドイツ　　　少なくとも１０分前到着

３位　　日本

８位　　イギリス　　遅れるのが普通だがビジ

　　　　　　　　　　ネスでは時間厳守

１３位　ロシア　　　時間を守ることは重視さ

　　　　　　　　　　れない

１５位　メキシコ　　３０分遅れも普通

１８位　中国　　　　１０分以内の遅刻は遅刻

　　　　　　　　　　ではない
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・分布図

地図中の塗りつぶしが上位１０カ国、ドット柄

が下位１２カ国となっている。

４　考察

・日本は時間の感覚を国ぐるみで変えたため、

　時間に厳格な習慣がついたが、他国は日本と

　同じ政策を行っていないため、各国の人々の

　感覚の違いが出たのではないか。

・国によっての時間の感覚が違うのは、歴史も

　関係しているのではないか。

５　今後の展望

・国によっての時間についての感覚の違いや、そ

　の感覚と歴史の因果関係についてより深く調べ

　る。

・国によっての時間の感覚の違いを観光業やバス

　ツアーの時間の調節に活用する。

(例）時間にルーズな国は集合時間に余裕をもた　

　 せる

・これからのグローバル社会で海外の人々との交

　流が増えていくうえで、国によっての時間の感

　覚の違いを知ることができていれば、偏見や不

　平等、差別をなくすことができる。

　これはSDGsの第１０項「人や国の不平等をな　

くそう」につなげることができる。

６　参考文献

・経済界コミュニティ「経済界倶楽部」

　https://net.keizaikai.co.jp 2020年9月29日

・「九州大学　大学院人間環境学部」

　www.hues.kyusyu-u.ac.jp 2020年9月29日

https://net.keizaikai.co.jp
http://www.hues.kyusyu-u.ac.jp
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偉人の映像から学ぶ良い印象を与えるスピーチのコツ

福岡県立城南高等学校３年

傘6―C班　山口真紀　波多江琴弓　簑原真由　渡邊陽介　中村陽和

１　はじめに
自分を表現することが重視されてきた今、他の

人とどうやって差をつけるかを考えた。例えば、

プレゼンテーションである。高校、大学受験や就

職活動における面接で話すことは、つまり自分に

ついてのプレゼンテーションである。それは、自

分を魅力的にPR できるかで決まる。そこで、自

分を表現する中で相手の視覚、聴覚に良い印象を

与えるにはどうすればよいかということを知りた

いと思い、この研究を行った。誰かの心に残るス

ピーチは実際に聞いている人に感銘を与えたもの

だと思う。したがって、これまでで言葉の力に

よって歴史を大きく動かした偉人のスピーチを分

析してみ ることにした。
２　研究内容

はじめに、偉人のスピーチを学ぶ前と後の変化

を比較するために、 before として班内で2人の生

徒が一分程度のスピーチ動画を撮影した。2人の

生徒は原稿を暗記して目線をカメラの方に向けて

スピーチをした。1人目の原稿の内容は、環境問

題についてのスピーチ、2人目の原稿の内容はIT

化についてのスピーチである。

次に、演説やスピーチで有名な7人の偉人の動画

をYouTubeで視聴した。7人の偉人は、スティー

ブ・ジョブズ、アドロフ・ヒトラー、ドナルド・

トランプ、ジョー・バイデン、田中角栄、バラ

ク・オバマ、マーティン・ルーサー・キング・

ジュニア(キング牧師)である。アメリカ大統領選

の後であったこともあり、政治家を多く選んだ。

政治家は年齢、性別などに関係なくより多くの人

を対象に話すことが多いためあえて選択した。傘

6-C班で動画を視聴して、それぞれの偉人のス

ピーチの特徴を挙げた。 ex)強調、間の取り方

そして、偉人たちの中で共通した特徴をまとめ

た。 偉人のスピーチから学んだポイントを取り入

れて、afterのスピーチを撮影した。スピーチの原

稿は、間をとるために、一回目の原稿を加筆修正

したものである。また、スピーチは原稿を見なが

ら、ジェスチャーを取り入れ、声に抑揚をつけ、

より真剣な表情で行った。

撮影したbeforeとafterの動画を城南高校の教師

15人に視聴してもらい、アンケートを記入しても

らった。環境問題のスピーチのbeforeをA、

afterをB、IT化についてのスピーチのbeforeをC

、afterをDとして、A・C / B・Dそれぞれどちら

が良いスピーチと思ったかを選択してもらい、選

んだ理由を記入してもらった。そして、アンケー

トの結果をを集計した。
３　結果

図1は、YouTubeで視聴した7人の偉人のス

ピーチの特徴をグラフにまとめたものである。全

ての偉人のスピーチにはジェスチャーが取り入れ

られていた。また、この他にも表情や呼びかけも

特徴に挙げられた。

アンケートの結果

・A(環境問題についてのスピーチbefore) 1人

・B(環境問題についてのスピーチafter) 14人

・C(IT化についてのスピーチbefore) 3人

・D(IT化についてのスピーチafter) 12人

Aを選んだ人の理由には「原稿をみていないか

ら」が挙げられた。Bを選んだ人の理由には

「ジェスチャーをしているから」「声が大きいか
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ら」「目線の配り方がいいから」「表情がよいか

ら」「抑揚があるから」「大事なキーワードの後

に間があるから」「ハキハキ話しているから」

「語りかけるような話し方だから」が挙げられ

た。Cを選んだ人の理由には「視線が定まってい

るから」が挙げられた。Dを選んだ人の理由には

「抑揚があるからから」「ジェスチャーをしてい

るから」「目線の配り方がよいから」「声が大き

いから」「他者に伝えようとする姿勢が良いか

ら」「語りかけるような話し方から」「感情がこ

もっているから」が挙げられた。afterを選んだ人

の方が多かった。その理由のほとんどは偉人のス

ピーチの共通点と一致していた。反対に、過度な

力強さ、抑揚はスピーチの内容には合っていない

と記入した人もいた。
４　考察
動画の結果から文を短くしたり強調したりする

点から印象に残るスピーチになるということ、呼

びかけるという点から聞き手に関心を持たせるこ

とができることが考察できる。またアンケートで

beforeを選んだ理由に原稿を見ずに正面を見てい

るところがよいとあった。それは聴衆がいる前提

でスピーチをしていることを伝えていなかったた

めだと考えられる。また、自分たちの思うスピー

チの重要な点を強調したスピーチで、意図してい

た結果が得られたため、自分たちの推測していた

重要な点はあっていたと考えられる。これらのこ

とから私たちが最も重要だと思うことは相手に伝

えようとする姿勢である。調べてきた偉人のス

ピーチの共通点はその姿勢を伝えるための手段に

すぎず、それをただ行うだけでは良い印象は与え

られない。スピーチをする際、自分がどんな相手

に、どんなことを伝えたいかを明確にしておく必

要がある。自分の考えを明確にした上で日頃から

経験を積み重ねると良い。その時に、今回調べた

「偉人から学ぶ良い印象を与えるスピーチのコ

ツ」を意識することで歴史に残るスピーチを作り

上げた偉人に近づけるだろう。
５　今後の展望

コロナの影響で、映像を使ってのアンケート

だったため実際に人前でスピーチをしたい。そし

て、今回参考にした偉人の動画にはアジテーショ

ンやプレゼンテーションなども含まれていたた

め、スピーチの形態を一つに絞ることでより洗練

されたその場に適したスピーチを行えるようにな

るだろう。また、今回調べたスピーチのコツを活

かして英語など様々な言語を使い世界に通用する

スピーチを行いたい。
６　参考文献
　HISTORY CHANNEL (2016) .「【日本語

字幕】キング牧師「私には夢がある」〜Martin

Luther King “I Have A Dream”(Japanese

Subtitles)https://youtu.be/HqgrHRrssP02020

年11月3日起業家の実話 (2015)「田中角栄 1972

年 街df頭演説」

https://youtu.be/3F-uOs8fZ3U2020年11月3日

TBS NEWS (2020)「【ノーカット】トランプ

大統領 未明の演説、事実上の勝利を主張」

https://youtu.be/0gTodSz-fGI2020年11月3日

TBS NEWS (2021)「【ノーカット】バイデン

新大統領 就任演説 (同時通訳あり)」

https://youtu.be/0uiurzzR8-g2020年11月3日

HISTORY CHANNEL (2020)「ヒトラー演説

“世界は我々を裁けない！”-Hitler Speech

“The world cannot judge us!”」

https://youtu.be/tIYsrBPG8Jo2020年11月3日

佐々木勇士 (2016)「オバマ大統領就任演説(日本

語字幕付き、完全版)」

https://youtu.be/QJG10RJJwzE2020年11月3日

TubeGishi (2008)「iPhoneを発売するスティー

ブ・ジョブズ (日本語字幕)」

https://youtu.be/L0XeQhSnkHg2020年11月3

日
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脱・東京が首都！

福岡県立城南高等学校3年

傘６―D班　簑原　ななみ　松井　美慧　坂本　大空　箱田　文哉

１．はじめに
　現在、新型コロナウイルスは世界各地で猛威を

振るっている。しかし、感染者数は各都市によっ

て大幅に違う。このことから、首都と都市でどの

ような違いがあるのか、首都にどのような特徴が

あるかを調べようと思った。また、以前先生か

ら、福岡が首都の立候補にあがった話を聞いて、

どこを改善すれば福岡が首都になれるのかと疑問

に思い、私たちの班は「福岡が首都になるにはど

うしたらよいか」という問いを立てた。さらに、

この研究によって、これからの福岡の都市開発に

ついても考えられると思ったため、これについて

調べることに決めた。

２．方法
　私たちはまず、首都の条件を考えた。班の中で

は、人口に比例して発展しているため、交通、公

共設備、その県に出入りする人の多さに比例して

感染者が多い傾向があるため、新型コロナウイル

スの対策の３つの観点があがった。その３点につ

いてどう思っているのかを知るために、私たちは

城南高校の２年生３９５人、先生方３０人にアンケー

トをとった。アンケートの項目は、

①どの市に住んでいるか②福岡県の地下鉄、電

車、バスそれぞれの公共交通機関について良いと

ころ③悪いところ④福岡県の道路（歩道、車道な

ど）について良いところ⑤悪いところ⑥以前、他

県に住んでいたかどうか⑦その県と比較して福岡

県の良いところ⑧悪いところ⑨福岡県の新型コロ

ナウイルス対策の良いところ⑩悪いところ⑪福岡

県の公共設備の良いところ⑫悪いところ、とし

た。

　次に、世界の首都に何か共通点があるのではな

いかと思い、学校の図書室の本やインターネット

を使って、それぞれの首都について調べ、Ａ：〇

〇の中心、Ｂ：歴史的に定められた、Ｃ：その他の３

つのタイプに分けた。

　さらに、日本の首都・東京都と福岡県の決定的

な違いは何か見つけるために、その都市の財政状

況や人口などが反映されやすい鉄道に注目した。

それぞれの都市の地下鉄の路線数・駅数、バスの

停留所数・台数・営業所数をインターネットで調

べ、面積１平方キロメートル当たりの駅数を算出

した。

３．結果
　アンケートの結果は、（一部を抜粋）

②地下鉄：清潔、本数が多い、速い、渋滞がな

い、ダイヤが正確　電車：運賃が安い、長距離移

動に便利、渋滞がない、本数が多い　バス：電車

が走っていない地域は便利、本数が多い、悪天候

でも運行している

③地下鉄：空港線と七隈線がつながっていないの

で不便、密である、地震や洪水で被害が出やす

い、市内のみしかない　電車：学校の近くにな

い、天候に左右されやすい、本数が少ない　バス

：時間通りに来ない、混雑の原因、渋滞に巻き込

まれやすい

④清潔、幅が広くて安心、車線が多い、整備され

ている

⑤車が多いのに狭くて混むところがある、歩道が

狭い、自転車が通りにくい、電柱が多い、横断歩

道が少ない、整備されていない道がある

⑦商業施設が多い、バス・電車の本数が多い、自

然が豊か、住みやすい、物価が安い

⑧交通マナーが悪い、車がないと不便、車やバス

の渋滞、子育て支援が少ない、運転が荒い

⑨市独自の緊急経済支援策を行なっている、市の

動きが早い、マスク着用の呼びかけが早かった

⑩買い占めや品薄状態の解消の遅さ、県と市の連
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携が取れていない、経済を優先して強い対策を

取っていなかった、情報が分かりにくい、事業者

への経済支援が足りない

⑪充実している、小さな公園は設備が整ってい

る、質の高い教育の維持が出来ている　

⑫管理が行き届いていない公園がある、教育にあ

まりお金をかけていない、wi-fi環境が整ってい

ない、遊具が古い、整備に格差がある

となった。　

各国の首都をタイプ別に分けると、（括弧内は

理由）

タイプA：大韓民国/ソウル（文化・経済・教育の

中心）、スウェーデン/ストックホルム（政治・商

業・金融の中心）、アイルランド/ダブリン（政

治・経済・文化の中心）、クロアチア/ザグレブ

（交通産業の要所であり、南スラブ民族が自立を

目指したイリュリア運動の中心）、キューバ/ハバ

ナ（政治・工業・商業の中心）、メキシコ/メキシ

コシティ（文化・輸送・観光・商業・工業の中心）

タイプB:オーストラリア連邦/キャンベラ（メルボ

ルンとシドニーの首都争いの妥協案として中間地

点に置かれた）、ニュージーランド/ウェリントン

（イギリスに北島と南島が分割管理されるのを危

惧して南北の中間に置かれた）、中華人民共和国/

北京（永楽帝による遷都）、コスタリカ共和国/サ

ンホセ（元々の中心地・カタルゴと主導権を握り

たいサンホセが争い、サンホセが勝利）、ジャマ

イカ/キングストン（地震で元首都・ポートロイヤ

ルが壊滅し、代替地として置かれた）、イタリア/

ローマ（十九世紀のイタリア統一後に遷都され

た）、インドネシア/ジャカルタ（オランダ東イン

ド会社の基地であったため置かれた）

タイプC：キプロス共和国、北キプロス・トルコ

共和国/ニコシア（双方の国から首都に指定され

た）、日本国/東京（正式に規定はされていない）と

なる。

　それぞれの都市の地下鉄の路線数は、

福岡：３路線、東京：１３路線（東京メトロを含む）

駅数は、福岡：３６か所、東京：２８７か所、

面積１平方キロメートル当たりの駅数は、

福岡：約0.0072か所、東京：約0.4614か所。

それぞれのバスの停留所数は、

福岡：８９１２か所、東京：１５４７か所、

台数は、福岡：２８３６台、東京：１５１３台、営業所数

は、福岡：４３か所、東京：１２か所、面積１平方キロ

メートル当たりの駅数は、

福岡：約1.8か所、東京：約0,７か所

であった。

４．考察
　まず、今回のアンケートにより、交通の面で

は、清潔感や運賃の安さが挙げられる一方で、自

然災害への対策が足りていないと思ったり、地方

では交通の便が良くないと感じたりする意見もあ

る。公共設備の面では、概ね充実していると答え

ているものもあるが、道路の整備や行き届いてい

ない地域もあり、地域間に格差があることが分か

る。新型コロナウイルス対策の面では、福岡市の

取り組みは全国でも取り上げられるほど動き出し

が早く、その点については評価されているが、福

岡県との連携については課題があると感じる意見

もある。

　次に、タイプ別に分けた世界の首都の共通点

を探したが見つけられなかった。これは、各国が

独自の歴史を築いてきたからであり、それに伴い

首都も各国の特徴が色濃く出るからであると考え

る。

　次に、福岡県と東京都の地下鉄を項目別に比較

すると、東京都の数値の方が圧倒的に大きかっ

た。これは、東京都では地下鉄の利用者数が多

く、東京都内外からさまざまなところへ通勤や通

学、出かけたりする人たちのニーズに合わせて発

展していったからだと考える。しかし、福岡県と
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東京都のバスを項目別に比較すると、福岡県の数

値の方が圧倒的に大きかった。これは、戦後、鉄

道会社が鉄道よりもバスの普及に尽力したからで

ある。高度経済成長期に突入した福岡県は、人口

が急増し、交通網の整備が急務となった。その中

で、鉄道の新設計画があったが、物資高騰や時間

がかかることから、バス網を整える計画に変更に

なった。現在、福岡県でのバスの利用者はとても

多く、このバス網の規模は、東京都の地下鉄の規

模と大差ないと考える。

　すべてを通して、経済や商業などの中心が首都

になっている国もあることから、福岡県が日本の

首都になるためには、東京に集中しているさまざ

まな分野の中心を福岡に移し、発展させることが

最善であると考える。そのために、今回の研究で

得られたアンケート結果などをもとに、福岡を住

みやすい街にし、企業を福岡に誘致すれば、経済

の中心となり、人口が増加する。それにより、さ

まざまなニーズに合わせて、交通網なども発展す

るので、海外からの人や企業も呼び込みやすくな

り、国際都市として、福岡県のブランド化ができ

る。その結果、首都移転の候補地に福岡県が挙が

るのではないかと考える。

５．今後の展望
　福岡県にアンケート結果、並びにこの研究論文

を提出し、福岡県のより住みやすい街づくりに役

立てていただきたい。また、東京都民に同様のア

ンケートを行い、福岡県のものと比較したり、外

国の方に福岡県の現状について聞いたりして、よ

り深い考察をしたい。そして、最終的にはSDGs

の11：住み続けられるまちづくりを の取り組みに

貢献できれば良いと思う。

６．参考文献
・都市の魅力研究会（2013年）．

『世界の首都２０４が1冊でわかる本』．

中径の文庫．

・地球の歩き方編集室（2021年）．

『地球の歩き方　ヨーロッパ』．

学研プラス．

・東京メトロ（2015）．

『路線・駅の情報|東京メトロ』．

www.tokyometro.jp

2021年2月17日

・東京都交通局（2020）．

『東京都交通局』．

www.kotsu.metro.tokyo.jp.media₋guide₋02.pdf.

2021年2月17日

・NIKKEI STYLE(2015)．

『福岡市、なぜ「バス王国」？鉄道とバスの会社

が統合｜NIKKEI STYLE』．

https://style,nikkei.com.

2021年2月17日
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日本における死因の変化と悪性新生物の多様化

福岡県立城南高等学校３年

傘6―E班　永井 智久　丸茂 智也　井上 稜太　小山 宗悦　新冨 昌和

１　はじめに
　近年、頻繁に報道される芸能人の死亡ニュー

ス。普段テレビなどで目にしていた芸能人の

「死」は、私たちに「死」という現象を身近に感

じさせた。それを受け、今まで何となくのイメー

ジでしか考えてこなかった「死」について向き合

うことが大切だと意識する。そして、これまで日

本ではどのような要因で、人々が命を落としてき

たのか、さらにこれからの未来、それらはどのよ

うに変化していくのかを知ることで、改めて

「死」を見つめ直し、限られた人生をできるだけ

長く生きることに役立つと考え、このテーマを設

定した。

２　研究内容
　1960年代から2010年代の間の約50年間での日

本国民の死亡原因の推移の調査を行う。さらに、

得られた死因上位5位のデータから1位の悪性新生

物にフォーカスし、種類やその特徴、割合につい

て、厚生労働省によるデータに基づいた調査を加

えて行う。得られた情報をもとに今後の死因の変

化の仮説を立てる。

３　結果
　１９４７年から２０１１年の間の死亡率の推移を分析

すると結核による死亡率は以前、日本の死亡率で

一番大きかったが、１９５０年ぐらいから急激に減

少し、最近では、ほぼ０になっている。また、自

殺、肝疾患、不慮の事故（公害なども含む）は、多

少の変異はあるが、ほぼ横ばいであるる。さら

に、悪性新生物は、１９５０年代頃から着々と増加

を続け、現在では日本の死亡率で１位である。そ

して、肺炎と心疾患はやや増加傾向で長期にわ

たって日本の死亡原因の上位を占め、脳血管疾患

はやや減少傾向だがまだ大きな割合を占める。

以上より、現在の日本では悪性新生物が最も多く

死亡率を占めている。

　よって、これより悪性新生物に注目する。

　

　　　　　　　－グラフ①－

　胃がんは、グラフ①より分かるように横ばい。

今後は減少傾向になると考えられている。

　　　　　　　　　－グラフ②－

　肺がんはグラフ②②より分かるように増加傾

向。

今後は、減少傾向になると考えられている。
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　　　　　　　－グラフ③－

　肝臓がんはグラフ③より分かるように減少傾

向。今後も、減少傾向になると考えられている。

　　　　　　　　　－グラフ④－

　膵臓がんはグラフ④より分かるように増加傾

向。今後も、増加傾向になった上で減少傾向にな

ると考えられている。

　

　　　　　　　　　－グラフ⑤－

　前立腺がんはグラフ⑤より分かるように増加傾

向。今後も、しばらく増加傾向だが、その後緩や

かに減少傾向になると考えられている。

４　考察
　日本の主な死亡率の基づいて、悪性新生物に注

目する。

他の主要な死亡原因に比べ、悪性新生物が死亡

率の大きい割合を占めるのは、他の死亡原因に比

べ悪性新生物には絶対的な治療方法が確立されて

いないということが考えられる。グラフにもある

結核や、昔多くの死者を出した天然痘など、不治

の病とされていたものも、治療法の確立により、

今では治る病となった。しかし、悪性新生物に

は、治療方法はあるが、発見が遅れたり、転移が

進んでいたりといった場合、死亡確率が一気に肥

大する。つまり今はまだ確実に近いといえる治療

方法は存在しない。また、他の病に比べ、発病率

がとても高いことも原因だと考えられる。

また、各がんの種類によって死亡率の推移に差

がある。胃がんは、医療技術の発達、特にICD普

及で、減少傾向になると考えられている。

　膵臓がんは、膵臓という治療が難しいとされて

いた器官の手術が必要だが、医療技術の発達に伴

う治療方法により、将来的には、減少傾向になる

と考えられている。

悪性新生物には様々な種類が存在し、全体を通

して治療が難しいことには変わらない。そのため

近未来において悪性新生物による死亡例は今と変

わらず存在し続けると考えられる。しかし、いつ

の日にか、悪性新生物が根絶することも確信でき

る。そしてその日が来るまで、我々は悪性新生物

が発病してから治すことよりも発病しないように

予防し、もし発病した場合は、早期発見早期治療

をすることが大切であると感じた。

５　今後の展望
これらの研究により今後は、人生を長く歩む為

に、悪性新生物との共生がカギになると考えられ

た。そのため、これからは早期発見に努める為の

検査体系、患者が安心して治療できるような、が
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ん保険といった、社会的なシステムを模索できる

と考えられる。

６　参考文献

「日本における死因別死亡数の動向予測」

//www.tokyo-

eiken.go.jp/assets/SAGE/SAGE20171.pdf

「我が国のこれまでのがん対策について」

厚生労働省健康局がん・疫病対策課

http://www.mhlw.go.jp/fille/

05-Shingikai-10904750-Kenkoukyoku

Gantai sakukenkouzousinka0000213276.pdf

SG　ホールディングスグループ健康保険組合

「がんの動向」

http://www.kenpo.gr.jp/sgh/contents/03ho

uken/cancer/gan/02.html

東京都健康安全研究センター企画調整部健康危

機管理情報課

http://www.tokyo-eiken.go.jp/

がん情報サービス

http://ganjoho.jp/public/dia-tre/knowledge

/basic.html
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制服改革〜城南生が喜ぶ制服のジェンダーレス化〜

福岡県立城南高等学校３年

傘６－F班　吉本 丈京　鐘ヶ江 芽生　中尾 夏菜　松本 望愛

１　はじめに
　現在、世界中で「性的差別」や「男女不平等」

が問題視され、よくニュースや新聞記事で取り上

げられているのを誰もが目にしたことがあるだろ

う。日本でも新しいものといえば女性に対する差

別的発言をしたとして多くの人々からの批判を招

いた、元東京オリンピック・パラリンピック競技

大会組織委員会会長の森喜郎氏の失言があった。

同時に、「LGBT」の問題についても重要視され

ている。私達の研究動機はこれらのようなジェン

ダーレスが求められている今、城南高校の現在の

制服では自分の性に合わせて制服を選択すること

が難しいと感じたからだ。また、全国の高校でど

れほどジェンダーレス化への取り組みが進んでい

るか興味を持ったからである。
２　研究内容
　研究内容としては、インターネットを活用した

調査と城南高校の同学年へアンケートを実施し

た。
３　結果

各地域10校ずつの制服のジェンダーレス化を調

査した結果、九州・沖縄、中国・四国、中部・近

畿の3地域は特に取り組みは行われておらず、関

東は2校、北海道・東北は1校、どちらの地域でも

女子のスラックスの選択が可能となっていた。ま

た、アンケート調査でそれぞれが思う「ジェン

ダーレスな制服とは何か」を聞いたところ、「上

半身は学校指定の男女統一のものを、下半身はズ

ボンやスカート、スラックス等の選択性のものが

良い」といった意見が大半であった。「どのよう

な制服が着たいか」という質問には様々な意見が

寄せられたが、多かった意見として「男女共通の

ブレザー着用、スラックスの選択を可能にする」

「男女ともに学生服」といったものが挙がった。

４　考察
　このような研究結果から、ニュースや記事等で

ジェンダーレスについての活動や話題が最近よく

取り上げられている割に、実際の全国の高校での

ジェンダーレス化に伴う動きが少ないのではない

かと考えられる。その原因の1つとして、まず全

国の学校の校則から見直すべきではないかと考え

る。メディアでよく｢ブラック校則｣という言葉を

耳にすることがある。これは、一般社会から見れ

ば明らかに疑問を抱かれるような校則や学校独自

のルールを総称して定義されている言葉である。

このブラック校則により、髪色や髪型、服装等で

辛い思いをしている人が何万人といるのだ。この

問題点から、ジェンダーレス化の活動に至る前

に、まずは根本的な基盤となる部分から固めてい

く必要があると考えた。2つ目の原因としては、

ジェンダーレス化に向けての全体的な認知と協力

が薄いではないかと考えた。例を挙げると、城南

高校を卒業されたOBの方々との協議がなされて

いることだ。このような場でジェンダーレス化に

向けてより強く協議して頂くためには、私達だけ

がジェンダーレスについて考えるのではなく、社

会全体の問題としてすべての人に認知してもらう

ことが必要である。そのために、より一層ジェン

ダーレスについての情報を社会全体に発信しなく

てはならないと考えた。
５　今後の展望
　全国的にジェンダーレスについてより考えるよ

うになるよう、今回の結果を公表したい。
６　参考文献
株式会社イトクロ「みんなの高校情報」

https://www.minkou.jp/hischool/2020年9月23

日

https://www.minkou.jp/hischool/
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コロナ禍での女性リーダーの活躍

福岡県立城南高等学校３年

傘６―G班　小野崎 茉央　角畑 友哉　中野 陽菜　野元 菜名

１　はじめに
　ESD課題研究に取り組むにあたって、研究当初

は、新型コロナウイルスの感染状況が減少傾向に

ある国々の対策から見られる共通の対策や対応に

ついて調査していたが、それらを調べる中で数多

く”女性リーダーの活躍”という言葉が目に留ま

り、男性とは違った視点で執られる指揮について

興味を持ち、コロナ禍の女性リーダーの政策や対

応について、調査することにした。

２　研究内容
　新型コロナウイルスの対策が早期に奏を功した

国の女性リーダー５人の対策、対応について調査

した。

３　結果

【ジャシンダ・アーダーン首相】

　　　　　　　　　　（ニュージーランド）

　早期に国内のロックダウン（都市封鎖）に踏み切

り、４月２０日「市中の封じ込めに成功した」と宣

言。

【アンゲラ・メルケル首相】（ドイツ）

　感染者は多いものの、医療体制を整えて、致死

率を低く抑え、経済的な打撃を受けた文化芸術へ

の速やかな支援を行った。

【カトリン・ヤコブスドッティル首相】

　　　　　　　　　　　　　　（アイスランド）

　早期の積極的なコロナウイルス対策や感染経路

の調査、感染が疑われる人の隔離措置の実施。大

規模な検査によって、ウイルスがどの程度広がっ

ているのかを把握した。

【サンナ・マリン首相】　

　　　　　　　　（フィンランド）

　SNSのインフルエンサー1500人を通じて正確

な情報を発信し、誤った情報の拡散を防いだ。

【蔡　英文総統】（台湾）

　1月に感染拡大防止に向けた124の措置を発表

し、結果的に他の国で取られた封鎖措置を回避。

感染症の爆発的に拡大する可能性があったが、早

期の検査によって感染症の封じ込めに成功。

４　考察
　・リスクマネジメント

　ここで調べた人々は、新型コロナウイルスのパ

ンデミックの厳しい現実を直視し、国民に対して

も同様の姿勢を促して、経済活動よりも人名を優

先した。

　・リーダーシップのスタイル

　ここで調べた人の多くは、子ども向けの記者会

見を開いたり、医療従事者の検査を優先したり

と、より共感的で民主的な参加型スタイルを取っ

てきた。「リスクと共感に対する姿勢や冥界で断

固たるコミュニケーションが重要となった今回の

状況」下では、愛と慈しみを持った女性のリー

ダーシップに優れたコロナウイルス対策に繋がっ

た。

５　今後の展望
　随時変化する社会情勢に臨機応変に対応する女

性リーダーの新たな活動について情報収集を行

う。

　SDGｓ８働きがいも経済成長も（すべての人々の

ための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを

推進する）
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に繋がると考えられる。

６　参考文献
Avivah forbesjapan-Cox(2020/10/04 18:00)

　「女性リーダーの優れたコロナ対策、実証する

研究結果発表」

http://forbesjapan.com/articles/detail/37299

/1/1/1

http://forbesjapan.com/articles/detail/37299/1/1/1
http://forbesjapan.com/articles/detail/37299/1/1/1
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オンライン授業の実用性と将来性

福岡県立城南高等学校３年

傘６―H班　庄部 遥介　松永 幹也　藤田 凪　原口 岳

１　はじめに
　2019年後半から世界中に広く蔓延した新型コ

ロナウイルス（covid-19）の影響で、私達も登校し

て普通に授業を受けることができなくなった。こ

のような状況に全国が見舞われ、徐々に広く普及

していったのが、オンライン授業である。そこで

私達は歴史というテーマにしたがって、日本にお

ける学習方法の変化について知りたいと思った。

その変化を調べる中で、私達は現在行われている

普通の対面式の授業と、オンラインでの授業はど

ちらの方が生徒の理解度が高いかという疑問を

持った。この問いに対して私達の意見を持つとと

もに、オンライン授業の実用性・将来性について

考えていこうと思った。

２　研究内容
　この研究で、私達は大きく２つの活動をした。

どちらの活動でも、大きく教科を「実践的教

科」、「暗記系教科」で分けて、班員を２つに分

けて授業を行った。被験者に授業を見てもらっ

て、アンケートを集計した。

｛活動1｝

活動1ではオンライン授業の撮影をした。双方向

に教師役と被験者が対話できるものではなく、需

要に応じていつでも同じ内容を見られるもの（録

画のもの）にした。動画は実践的教科とした数学

を3分28秒、記憶系教科とした日本史を2分47秒

のものとした。

数学：問題文のみ予め板書しておき、画面上の教

師が解く課程を書いていった。内容はFocusGold

のベクトルの問題を引用した。

日本史：授業内容はすべて予め板書して、画面上

の教師役が指し示しながら説明していった。内容

は中世前期の土地制度の変化について取り扱っ

た。

｛活動2の準備期間｝

録画した動画をアプリで編集して、数学の解法を

書き並べる時間や、説明を行う際の言葉の詰まり

などスムーズな学習の邪魔になりうる箇所を取り

除いた。また、アンケートを作成した。

｛活動2｝

ここでは被験者を無作為に20人選び、対面式の授

業に参加してもらった。

・数学、日本史ともに自分たちが｛活動1｝で録画

したオンライン授業の形式と同じ形式の授業を実

際に対面式で行った。

数学は三角関数の問題を、日本史はオンライン授

業で取り扱った土地制度の中世前期の終わり頃か

ら前期にかけての流れを取り扱った。

・数学、日本史の順番で対面式の授業を行ったあ

と、数学、日本史の順でオンライン授業をディス

プレイで見せた。
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○終了後、次のようなアンケートを実施し、その

場で回収した。

○被験者は同時制の授業をうけた、無作為に抽出

された２学年の生徒２０名である。

３　結果
結果は次のようになった。

表からわかるように、「オンライン授業と対面

式授業、どちらがわかりやすかったか」と「どち

らが集中できたか」では、オンライン授業よりも

対面式の授業のほうが優れているという結果に

なった。

「オンライン授業で数学と日本史はどちらがわか

りやすかったか」という項目では、日本史のほう

がオンライン授業に向いているということがわ

かった。

　最後に、「今後受けるならどちらが良いか」と

いう質問について、対面式授業のほうが優れてい

るという結果になった。
４　考察
　まず、対面式授業とオンライン授業では、対面

式授業のほうがわかりやすく集中できると答えた

人が多かったことから、画面越しよりも対面での

授業のほうが学力向上につながるのではないかと

考えた。

　また、アンケート全体の結果からオンライン授

業で授業のすべてを完全に理解することは難し

く、対面授業を行ったあとオンライン授業を復習

に使えば良いのではないかと考えた。
　
５　今後の展望
　これらの研究で得られた結果から「通常授業の

ほうが、伝わりやすく理解しやすい。」というこ

とが分かったから、今行われているオンライン授

業はどのような利点があり、どのような教科に向

いているのかなどオンライン授業についての課

題、現状での有用性、オンラインが将来の学習方

法にもたらすと考えられる可能性について調べて

いく。

また、この先オンライン授業が学習のあり方をど

のようにかえていくのかについても調べていく。

SDGｓの「質の高い教育をみんなに」という目標

達成に向けてオンライン授業がどのように問題を

解決する手助けになるのかについても考えてい

く。
６　参考文献
個別指導スクールIE (2020/7/27)

schoolie-net.jp2020年8月26日

寺田拓司(2020/9/30)

Kobetsu.co.jp2020年9月9日
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多言語国家の言語政策から考える日本におけるグローバル化への対応

福岡県立城南高等学校３年

傘6―I班　大菅 佑真　大渡 玲奈　小泊 彩希　下野 爽来

１　はじめに
　今日のグローバル化社会で共用語として用いら

れている言語は英語であり、母国が英語圏でない

人には相当なハンデがある。私たちの住む国、日

本も例外ではない。グローバル化社会に対応して

いくには英語が不可欠であるが、日本人で英語を

自在に操ることができるという人は多くはないだ

ろう。グローバル化に対応していくためにはどの

ような言語政策が必要になってくるのか。そこ

で、ひとつの国のなかに異なる言語を第一言語と

する人々が共存している国、いわゆる「多言語国

家」に注目した。多言語国家を国際社会の縮図と

捉え、異なる言語を話す人々同士のコミュニケー

ションの取り方や国の言語政策を調査し、そこか

ら日本がとるべきグローバル化への対応や姿勢の

ヒントを得ようと思った。

２　研究内容
　インターナショナルスクールに通う方々にアン

ケートを採った。質問内容は以下の通り。

①出身国

②出身国が多言語国家か

③使用できる言語の種類

④言語の取得方法

⑤母国の看板、広告に用いられている言語の種類

その後、アンケートの回答を元にインターネット

で文献調査を行った。

３　結果
29名からアンケート結果を得ることができた。

その中でも、義務教育で複数の言語を習得したと

いう回答をしたマレーシア出身の2人のアンケー

ト結果に注目した。その2名のアンケート結果は

以下の通り。

1人目 2人目

③ 中国語、英語

マレー語、広東語

日本語

中国語、英語

マレー語、日本語

スペイン語

④ 英語、マレー語、

中国語は義務教育

広東語は家族との

会話

英語、マレー語は

学校の必修科目

中国語は家庭内

スペイン語は独学

⑤ マレー語、英語 マレー語、英語

マレーシアの公用語はマレー語であるが、国民

の英語力はアジア内でも屈指の高さである。国際

的に活躍できる人材育成の教育を行っている組

織、EFが毎年調査している英語能力指数ランキ

ングでは、2020年マレーシアは100ヶ国中30位、

アジアの中では3位となっていた。日本は100ヶ国

中では55位、アジアの中では9位となっているた

め、マレーシアの国民の英語力は日本人よりも大

幅に高いと言える。

マレーシアはマレー系、華人系、インド系、そ

の他の少数民族から成る多民族国家である。その

中でもマレー系民族が過半数を占めるという構成

になっているが、マレーシアのビジネスシーンで

一般的に使用されるのは英語である。1人が2言語

以上を話せることは珍しくないというマレーシア

でカギとなっているのは言語政策であろう。マ

レーシアの初等教育はマレー系の子供が通う国民

小学校と、その他の民族が通う国民型小学校の2

種類に分けられている。その教育内容は以下の通

り。
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国民小学校 国民型小学校

生徒の在学年齢 6～11歳 6～11歳

教育用語 マレー語 英語、中国

語、タミル語

のいずれか

教育課程 政府の規定によ

る英語が必修

中国語、タミル

語学習可

政府の規定に

よるマレー語

が必修

中学校では民族関係なくマレー語を使用して授

業を行うため、UPSRという小6時に行われるマ

レー語のテストで基準を満たしていなければ中学

校には進学せず1年間の予備課程を受けることに

なっている。

普段の生活においては先述したように、ビジネ

スシーンでは英語、同民族間ではそれぞれの母語

というように使用する言語を臨機応変に使い分け

ていることが多い。また、店の看板、標識、映画

の字幕等では英語やマレー語、中国語など数ヶ国

語が併記される。さらに、テレビニュースも時間

帯を分けて英語、マレー語、中国語、タミル語で

放送される。

４　考察
　マレーシアでは、 少数民族や少数言語を保護

するための言語政策が行われていた。 特に、 教

育機関における言語教育はマレーシアに住む人々

の言語状況に多大な影響を与えている。 初等教

育からの本格的な言語教育は、多言語国家内での

コミュニケーションを取りやすくするため、 さ

らに多数派言語の人々と少数派言語の人々の経済

格差の是正を図るというのが本旨であると考え

た。 マレーシアという多民族、多言語といった

国家の特色により言語政策は著しく発展してい

き、 英語力の向上に繋がっていったのだろう。

日本は島国という風土上、 これまでグローバル

化には遅れをとってきたように思える。また、他

の国の人と比べ外国文化及び外国語に触れること

に抵抗を感じる人が多いのではなかろうか。その

ディスアドバンテージを埋めるためにも幼少期か

らの言語教育は他の国よりも一層重要になってく

るはずである。

５　今後の展望
日本の教育では近年、大学入試における英語のリ

スニングの割合の増加や、これまで小学校5年次

からであった英語教育が、 2020年からは小学校3

年次から外国語活動として設定されるなどの改革

が行われている。 このような表面的な改革に合

わせ、授業内容など内部の改革も必要だと考える

ので、より実用的な英語を取得するための教育の

あり方を模索していきたい。

６　参考文献
齋藤　光代（2005）

融合文化研究　第5号　p204−219「マレーシアに

おける言語政策についての考察」

https://ishcc.stars.ne.jp/bulletin/05/5028.pdf

丸山　洋子（2018年6月8日）

「マルチリンガルの国マレーシア」

https://jfac.jp/partners/voice/blog/2018-05-

20/　2021年2月17日

EF EPI　2020

EF　英語能力指数

https://www.efjapan.co.jp/epi/
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雑草から作った紙と洋紙の強度の違い

福岡県立城南高等学校３年

傘７―A班　　以南凛　野田鈴帆　小泉耀介　市村美理

１　はじめに
　現在、地球温暖化の一因として森林伐採が問題

視されており、また森林伐採の原因として、製紙

目的の伐採が挙げられる。

　そこで私達は、その対策として木材以外から製

紙用のパルプを作ることを思いついたため、実際

に実験を行うことにした。具体的な実験内容とし

ては、まず雑草を素材として使用して製紙を行

い、その後に雑草からできた紙（以下雑草紙とす

る）の性能を測る実験をする。今回は引張強度に

ついての強度実験を行う。
２　研究内容
○作業１

　まず、製紙実験を行う。素材として、シロツメ

クサ、ヒメジョオン、タンポポを用いた。

※時間短縮のために、漂白工程は省いている。

＜工程＞

①植物を適当な大きさに切って水洗いをした。

②アルカリ水溶液で煮た。

③ミキサーに入れてまぜた。

④紙漉枠の中に流し込み均一の厚さにした。

⑤乾燥させた。

　実際にできた雑草紙は厚さにばらつきがあり、

また洋紙よりも繊維がはっきりと確認できた。タ

ンポポについてはうまく紙にならなかった。

○作業２

　次に強度実験を行った。

＜手順＞

①装置に調査１で製作

　した紙を取り付けた。

②ペットボトルに水を

　入れた。

③紙が破れた時の水の　　　

　重さを記録した。　　　　  　装置の画像

備考

　それぞれの紙において、湿潤強度と乾燥強度の

両方を記録している。また、前述の通り雑草紙に

は厚さにばらつきがあった。そのため乾燥強度の

測定は三回行っている。

３　結果

シロツメ

クサ

ヒメジョ

オン

セイヨウ

タンポポ

洋紙

乾燥１ 450g 650g 200g 900g

乾燥２ 600g 600g

乾燥３ 400g 600g

湿潤 100g 60g 50g

強度実験の結果

　強度実験の結果は上記の通りである。乾燥1〜3

の項目に関しては、乾燥強度の値を示しており、

湿潤の項目に関しては、湿潤強度の値を示してい

る。表中から、乾燥時の結果だけならば洋紙のほ

うが強度面でかなり優れていることが分かる。し

かし、湿潤強度に着目すると雑草紙のほうが優れ

た結果を出している。また、タンポポの測定が一

回しか出来ていないのは、製紙実験が失敗したた

めである。

４　考察
　雑草紙と洋紙との間には、水による影響のしか

たが変わる何かしらの違いがあると考えられる。

そして私達は、その違いが紙の構成成分の比率で

あるのではないかと考察した。

　紙は木材などの植物体から分離された繊維（パ

ルプ）を基本として構成されている。その主成分
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はセルロース、ペントザンなどのヘミセルロース

やリグニンであり、その他にマンナン、樹脂、カ

ルシウムなどの無機成分が少量ふくまれている。

基本的には洋紙も雑草紙も構成成分の種類は変わ

らないが、洋紙と雑草紙の成分量は大きく異な

る。また、紙が濡れることによって自身の強度を

低下させる理由は、紙の繊維同士を分子レベルで

結びつける役割を担っている水素結合を、水分子

は簡単に解いてしまうからである。

　以上のことから、雑草紙が水に強かったのは、

水による紙の繊維の破壊を阻害するような成分が

多く含まれていたり、そもそも水が作用しにくい

成分が含まれたりしていたことが理由だと私達は

考えている。

　　　　〈製紙工程における失敗の理由〉

・ミキサーをかけるときに水を入れすぎてうまく

固まらなかった。

５　今後の展望
　今回考察したことについて立証するために、ま

ずは水を吸った場合について、より細かい強度実

験を行う。より細かい単位で数値を記録し、そし

て新たな項目として濡らしてからの時間ごとに

データをとっていこうと思う。また、顕微鏡を用

いて、水で濡らす前後の紙の状態を観察すること

で、雑草紙と普通の紙との間に生まれた差異につ

いて、より詳しいデータが得られるだろう。

　この研究が進めば、紙を作る新たな素材とし

て、雑草が候補に入るかもしれない。雑草紙の方

が洋紙より優れている項目が１つでもあれば、そ

れが必要とされる分野では雑草紙が選ばれること

もあるからだ。そうやってごく一部でも雑草紙が

利用されることがあれば、我々の当初の目的であ

る森林伐採への対策として、効果が見られるはず

だ。

６　参考文献
小川　誠（発行年不明）｢みどりの工作隊　雑草で紙

をつくろう｣　

<https://museum.bunmori.tokushima.jp/ogawa/

kami/default.htm>
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身近なもので撥水効果を上昇させる方法

福岡県立城南高等学校３年

傘7―B班　尾上 楓果　井坂 千瑛　大嶋 雄貴　坂田 大空　

１　はじめに
　近年、南海トラフ地震の発生が予測されてお

り、発生する避難者の数は950万人とも言われて

いる。多くの避難者の発生や被災地の混乱によっ

て、傘やレインコートといった雨を凌ぐものが不

足する事態も予測される。

そこで、私達はそれらの代用品を作成するため

に、身近なもので布の撥水効果を上げることはで

きないだろうかと考えこの研究を行った。
２　研究内容
　初めに、３種類の布(ポリエステル、ウール、リ

ネン)を用意した。

上記のものを５等分し，それぞれABCDEとし

た。Aには加工は施さず、BCDEには身近にある

以下のものをそれぞれ塗った。

　B→日焼け止め

　C→スティックのり

　D→はちみつ

　E→オリーブオイル

容器を用意し、ABCDEのそれぞれを被せ、ガム

テープで固定した。そして、メスシリンダーで水

を1000mL計り、布の上に100mLの水をかけた。

その水が完全に容器に落ちきるまでの秒数を測定

した。

３　結果
結果は以下の通りとなった

水が落ちるまでの時間（S）

A B C D E

ポリエステル 30 168 162 70 ○

ウール ○ 52 240 ○ ○

リネン 80 180 64 ○ ○

※300秒経過した時点で容器に水が落ちなかった

場合を”○”と表記した。

布の撥水効果としてはウール、リネン、ポリエス

テルの順で効果が高かった。

また、物質の撥水効果としては、水が落ちきる

のが遅い方が撥水効果が高いとすると、オリーブ

オイル、はちみつ、スティックのり、日焼け止

め、無加工の順で効果が高かった。

　ウールは日焼け止めとの組み合わせのみ、他の

組み合わせよりも撥水効果が明らかに低くなって

いた。
４　考察
　結果から、オリーブオイルとウールがそれぞれ

高い撥水効果を持つことがわかった。
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オリーブオイルの撥水効果が高かったのは、油

分と水が同じ分子同士で引き合う力によって集ま

り、表面をできるだけ小さくしようとする性質で

ある表面張力が働いたからであると思われる。

ウールは動物由来であり、化学繊維であるポリ

エステルや植物由来のリネンよりも油分を多く含

む。そしてウールの油分は高い撥水効果を持つと

されるロウに近似した物質のため撥水効果があっ

たのだと思われる。

これらのことから、撥水には油分が大きく関

わってくることがわかった。 また、ウールと日

焼け止めの組み合わせの撥水時間が短かったの

は、日焼け止めに含まれる紫外線吸収剤や紫外線

散乱剤がウールと何らかの反応を起こした、もし

くは実験の際に人為的ミスが起こった、という可

能性が考えられる。
５　今後の展望
　今回の実験では身近にある布や物質で撥水効果

の高いものに共通する成分を見つけ出すことがで

きた。今後は、同じ「ウール100%」と商品名に

書かれているものでも、全く手触りが違うものが

あったので、同じ素材同士でも撥水効果に違いが

あるのか比較してみたいと思う。また、市販の防

水スプレーの主成分はフッ素だったので、油分と

フッ素の撥水効果の比較も行っていきたい。　　

　ウールと日焼け止めの組み合わせのように、そ

れぞれの相性が撥水効果を変化させる可能性も今

回の研究で出てきたので、今後検証していきた

い。そして、撥水時間の伸ばし方や撥水効果を上

げる方法を、今回行った実験方法のみならず、そ

れぞれの布の繊維の組成など、よりミクロな視点

からも研究をし、従来のものよりも身近な物で簡

単に作成できる撥水素材をつくり、レインコート

や傘などに応用していきたいと思う。

６　参考文献
　津島毛織工業組合（2015）

　「ウールの秘密/毛織物紹介」

http://tsushima.ivory.ne.jp/keori/secret.html

2021年4月2日

　東京都クリーニング生活衛生同業組合

　「あたたかな繊維　羊毛（ウール）について」

https://www.tokyo929.or.jp/column/fiber/post

_156.php

2021年4月2日

　droproof　株式会社そらのした（2015）

　　「羊毛がもつ天然の撥水効果が、海の男たち

を救った」

https://droproof.com/column/452/

2021年2月17日

マスダ株式会社（2020）

　「”生地屋”の機能性解説　〜撥水（はっ水）

素材とは？防水素材との違い〜」

https://masuda-tx-ap.co.jp/column/

2021年4月2日

http://tsushima.ivory.ne.jp/keori/secret.html
https://www.tokyo929.or.jp/column/fiber/post_156.php
https://www.tokyo929.or.jp/column/fiber/post_156.php
https://droproof.com/column/452/
https://masuda-tx-ap.co.jp/column/function
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身近なもので泥水をろ過するには何が適しているか

福岡県立城南高等学校３年

傘7―C班　野見山 千栞　津村 和弥　今井 彩恵　河原 直斗

１　はじめに
　今日世界では、異常気象が多く起こっている。

福岡県でも、台風や激しい雨を降らせる積乱雲が

連続して発生し、線状降水帯によって発生する集

中豪雨や台風などの大規模な災害が発生してい

る。このような災害によって、孤立してしまう集

落があり、水の確保が困難であるというニュース

を目にしたことがある。そこで泥水を使って、生

活用水に変え、自分たちで簡単に水の確保をする

ことができないかと思い、この研究テーマにし

た。

２　研究内容
FW1

用意したもの

・2Lのペットボトル・・・3本

・砂・・・15g

・水・・・1L

・布・・・2種類

・ティッシュペーパー・・・3枚

・透視度計(500mLのペットボトルを半分に切断

し、底にペンで印をつけたもの)

手順

①500mlの水に城南高校の砂場の砂15gを入れ、

混ぜ合わせて泥水を作った。

②布2種類とティッシュペーパー3枚を使用して、

　①で作った泥水の濾過を行った。

③透視度計に濾過した液体を入れ、それぞれの透

　明度を比べた。

　

FW2

FW1を踏まえて水があまりきれいにならなかっ

たため、よりきれいにできる方法をインターネッ

トで検索して毛細管現象を用いて濾過をすること

にした。

用意したもの

・FW1で使用したもの

・台

・ビーカー

手順

①FW1と同じように泥水を作った。

②高さ8cmの台の上に泥水を入れたペットボトル

を置き、その下にビーカー(30mL)を置いた。

③布2種類とティッシュペーパー3枚を筒状に丸め

て、その両端をそれぞれペットボトルとビー

カーに入れ、※1 毛細管現象を利用して濾過を

行った。

④30mLの液体がビーカーに溜まったら実験終了

とした。

※1毛細管現象・・・細い管状物体の内側の液体が

管の中を上昇(場合によって

は下降)する物理現象のこと。

３　結果
布a→きめ細かさが大きい、綿100%

　布b→きめ細かさが小さい、布とポリエステル

　　　  の混紡

FW1　　　　　　　　　　　　　　　　　

表1

使用したもの ※2高さ

布a 12cm

布b 15cm

ティッシュペーパー 6.5cm

※2高さ・・・透視度計に濾過した液体を入れ、

ペットボトルの底につけた印が上か

ら見た時にはっきりと見えるように

なった高さのこと。
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写真１

チンダル現象を用いた測定の様子。光の道筋が見

えなくなるほど不純物が取り除かれていることが

わかる。

FW2

表2

使用したもの 時間※3

a ｰ

b ｰ

ティッシュ 5分

※3 時間…濾過を行った液体がビーカーに30ml溜

まるまでにかかった時間。

表2より布a、布bは2時間以上濾過を行った

が、30mlに達することがなく布で濾過をする場

合には毛細管現象は不適切であることがわかっ

た。ティッシュは5分で濾過が完了し最も短かっ

た。濾過を行った液体の透明度を比較したとこ

ろ、ティッシュ→a→bの順に綺麗にすることがで

きた。

４　考察
　濾過により多くの時間がかかるほど泥水をきれ

いにすることができたことから、長い時間フィル

ターに通すことで多くの不純物を取り除くことが

でき、材質の密度が大きい方がきれいに濾過でき

たため、繊維が複雑に絡んでいるもので濾過を行

うと良いと考えた。同じ材質の布では吸水性の高

い布の方がより濾過に適している。また布を使用

して濾過するときは、色落ちしてしまうため、白

い布を使用した方がよい。

５　今後の展望
各材質で1回ずつしか実験行わなかったが、複数

回行いそれぞれの平均をとるべきだった。また、

濾過をした液体を飲料水にするにはどのようにす

れば良いのか、飲料水の基準はどのようなものが

あるか把握していなかった。水に溶かす物質を砂

だけでなく他の物質でも試してみたい。また

ティッシュペーパーの種類や枚数を変えたら結果

に差が生まれるのかや濾過を行う回数を増やすこ

とによって、より綺麗にすることができるのかを

調べたい。さらに濾過を行った水を飲めるように

するために、目で見ることができない細菌やウイ

ルスなどが混入していないか調べるためにはどの

ような作業が必要なのか調べたい。

６　参考文献
野村正則 有吉明朗 衛藤大青（2013）

「簡易ろ過装置によるろ過効果の検証」

http://repo.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/d

ownload.php?file_id=688732(2013)

2021年5月12日
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豪雨から身を守ろう！〜身近なものを使った防災対策〜

福岡県立城南高等学校３年

傘７―Ｄ班　國方美月　重はるか　今原舞乃　吉武凛士郎

１　はじめに
　「令和２年７月豪雨」において、死者の八割が

溺死であることを知り、豪雨時に身近に浮くこと

ができるものがあれば、溺死の原因である「逃げ

遅れ」を防げるのではないかと考え、研究を行う

こととした。

　研究を深めていけば、被災者の不安や死者を減

らすことができると考える。

２　研究内容
　実験1では、綿で作られた布、台所用スポンジ

の下部の材料であるポリウレタン、同じく台所用

スポンジの上部の材料であるポリエステル、ペッ

トボトルを対象とし実験を行った。まず、波、

風、雨を再現するために、波は高さ５６cmから２５

０gのおもりを落とし,風は手持ち扇風機を用いて

対象物にあて、雨は高さ７０cmから、じょうろで

水をかけた対象を一つずつ順番に水に浮かべるこ

とを条件とした。最初に、対象を一つずつ水に浮

かべた。次に、条件のもとで対象の上に乗せた２

０gのおもりが落ちるまでの時間を計測した。

　実験2では、実験１と同じ台所用スポンジの下部

の材料であるポリウレタン、上部のポリエステル

を輪ゴムで束ねポリウレタンと同じ大きさにした

もの、綿の布を折りたたみポリウレタンと同じ大

きさにして輪ゴムで束ねたもの、ペットボトル

(本体)を切りポリウレタンと同じ大きさに重ね合

わせたものを対象として実験を行った。波と雨を

再現するため、波は高さ７５ｃｍから５００ｇのおもり

を落とし、雨は高さ１２０ｃｍからじょうろで水を

かけた。

３　結果
実験１（単位：秒）

PET 綿 ポリウレタン ポリエステル

波 ／ ✕3.63 ✕12.２ ✕19.6

風 ／ ○60.3 ○60.0 ○60.0

雨 ／ ／ ○28.0 ✕2.85

風＋波 ／ ／ ✕1.00 ✕3.00

波＋雨 ／ ／ ✕4.23 ✕2.42

雨＋風 ／ ／ ✕5.43 ✕12.0

すべて ／ ／ ✕3.00 ✕3.00

／：データなし　○：1分間耐えた　✕：落下

　長方形が１番長く浮き、吸水性はポリウレタン

が１番小さいことが分かった。しかし、風が弱く

実験時の影響がほとんどなかった。また、対象の

形がバラバラであった点と、ポリエステルは条件

を変えるたびに取り替えたが、ポリウレタンは取

り替えなかった点で対照実験でなかった。さら

に、ポリエチレンテレフタラートは、おもりが安

定しなかったので実験できなかった。この反省点

を改善して、実験２を行った。

実験２
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ポリエス

テル

ポリウレ

タン

綿 PET

波 ／ × ／ ×

雨

おもり：

50秒

物質：○

○ ○ ×

波

+

雨

×
おもり：

2.00秒

物質：○

○ ×

／：データなし　○：１分間耐えた　✕：落下

　ポリウレタンは、長時間浮くことができたが、

おもりがすぐに落ちたことから、安定感が小さい

とわかった。ポリエステルは、長時間の雨や波に

耐えられなかった。また、ペットボトルの材料で

あるポリエチレンテレフタラートは、切って加工

すると沈んだが、ペットボトルの時のように空気

を含む状態だと浮いた。

４　考察
吸水性が高いと、水を早く吸ってしまい物体が

重くなり沈みやすくなる。また、物体の形や大き

さにばらつきがあると記録を正確に取れなかった

ことから、水と接する面が大きいほど安定するこ

とがわかった。実際に、実験1ではポリウレタ

ン、ポリエステルが安定して浮いた。実験２では

ペットボトルとしてなら浮くはずのPETだが、一

枚だけ水に浮かべると沈んだことから、物質の種

類による密度の違いではなく、物質が含むことが

できる空気の量が物質の浮きやすさに関係してい

る事がわかる。

５　今後の展望

SDGｓ⑬気候変動に具体的な対策を

　考察から、浮き輪、ペットボトルをビニル袋に

まとめたものや、ランドセル（取っ手のあるバッ

グ）の中にペットボトルを入れたものなどが豪雨

時により安全に浮くことができると考える。ここ

で得た知識をSNSを使い発信していき、新しい

アイデアを取り入れながら防災グッズを制作した

り、災害時の身近なものを使った対処法をより多

くの人が知ることができるよう努めていき、異常

気象による豪雨災害においての具体的な対策に繋

げ、SDGｓ⑬に貢献していきたい。

６　参考文献
石巻日日新聞(2019)「住吉小着衣水泳ランドセ

ルも浮き具に」石巻市7月15日

西日本新聞(2020)「熊本豪雨の死者、8割が溺死

熊本県が64人の死因を公表」

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/62556

5/2020年7月20日
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チョークの再生

福岡県立城南高等学校３年

傘7―E班　 栗田 航乃介　 福島 千央　 石嵜 渉　 須内 洸至

１　はじめに
　日本の学校ではチョークが多く使われており、

チョークを使用する段階で大量の粉も発生する。

私たちは、クリーナーに溜まっていたチョークの

粉を見て、これらを削減することは環境に優しい

と考え、粉からチョークを再生することは可能な

のかと疑問に思ったため、実際に調査した。

２　研究内容
　未使用の白チョークを砕いて作成したものを

case1、クリーナーの粉から作成したものを

case2とする。case1は折れてしまったチョーク

を再生するため、case2は使い切ったチョークの

粉から再生するために実験対象とした。それぞ

れ、水:粉を1:5,2:5,3:5の3パターンで混ぜ、水を

少量足しつつこねて、2,3日乾かして完成とな

る。case1、case2それぞれで水:粉が2:5のものが

最も完成度が高かったのでそれを書きやすさ・耐

久性・構造・見やすさの4つの項目で比べた。書

きやすさ・耐久性は学年の先生方に実際に書いて

もらい、アンケートをとった。構造は、顕微鏡を

用いて断面図を観察した。見やすさは実際にどの

くらい見えやすいのか、さらに消した後の色の残

り具合はどの程度なのかを比較した。

３　結果
まず2種類のチョークの見た目は、case1の色は

ほぼ新品と等しい白色であったのに対し、case2

の色はベージュ色であった。次に、先生方にアン

ケートをとった結果についてである。case1のア

ンケート結果の平均は男性4.7、女性4.9、全体

4.8であるのに対してcase2の結果の平均は男性

4.0、女性4.5、全体4.3だった。しかし、この結

果のまとめ方には問題があった。

評価基準：五段階評価

(実物にどれくらい近づけているか否か)

6　実物を超えている

5　実物と同じ　　

4　普通に書きやすい

3　まあまあ普通

2　物足りない

1　全然ダメ

それは段階評価を平均で表したことである。平均

では外れ値を考慮することができないためだ。こ

れについては今後改めていくつもりである。しか

し、全体的にcase2よりもcase1の方が評価が高

かったのは事実であった。また、男性に比べて女

性の方がcase2を高く評価した。女性の中には、

本物よりも書き味が好ましいというコメントも

あった。これらの原因は、男女の腕力、指の力が

関係していると考えられた。次に、構造を調べた

結果から、case2はcase1よりも耐久性で劣るこ

とが分かった。これにより、case2はcase1より

も弱い力で書くことに優れているため、基本的に

男性よりも女性に好まれるという結果につながっ

たと考えられた。そして、構造について調べた実

験の結果である。
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case1(左)は空洞が少なく白い粉のみで構成され

ていたのに比べて、case2(右)は空洞が多くあ

り、白い粉の他に赤や黄色などの粉が含まれてい

た。これが、見た目の差や耐久性の差に繋がった

と考えられた。最後に、見えやすさ消しやすさに

ついての実験結果である。黒板に書いた時の色は

チョークの見た目と同様にcase1は白色であり

case2はベージュ色であった。大差がある訳では

無いが、より実用性を高める上で、改善すべき点

であると考えた。

消しやすさは、case1(上)、case2(下)、本物と

も数回消すことで十分に色を落とすことができた

ため、使用する上で満足する結果となった。

４　考察
　これらの結果から考察されることは、チョーク

内の密度、空気の有無がチョー ク再生の明暗を

分けるということである。 都合上、写真を掲載

することは出来なかったが、やはり実物のチョー

クと私達が再生し たチョークとでは密度に差が

見られた。 しかし、アンケート結果から僕たち

が作った再生チョークは比較的評価が高く、書き

やすさ、見やすさ消しやすさなどの点から、

チョークとしての役割を十分に果たすことができ

ると考えた。以上の理由から、チョークの再生は

可能であったと言える。

５　今後の展望
　今後の展望については、2つある。

　1つ目は、より密度を高めたチョークを生成

し、耐久性を高めることができる生成方法を確立

することである。 結果から分かるようにチョー

ク内の密度は非常に大切なポイントである。 そ

のため、チョークの作り方を見直し、どうすれば

密度の高いチョークを再生できるのかを突き詰め

る。

　2つ目は、チョークの色をより白へと近づける

ことである。実物と再生では多少の差があった。

現実的に再生チョークを使用するとなった場合、

普段見ている色とは異なる色で板書された文字は

見ている人に違和感を生じさせかねない。 実際

に私達は白の絵具を混ぜることによって白に近い

チョークを再生しようと試みたが、失敗に終わっ

たから何が悪かったのかを分析し、より良い

チョークを再生させる。

６　参考文献
第52期ESD課題研究傘9.8班(2014)

「チョークの粉でチョークを

　　　　　　　　　作ることができるか」

jstsciencechannel(2005)

「THE MAKING 175

　　　　　　　　黒板とチョークができるまで」

https://youtu.be/TALaSN-cMVQ

https://youtu.be/TALaSN-cMVQ
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飛沫やウイルスに対するマスクの防御効果

福岡県立城南高等学校３年

傘７―F班　川内 海音　藤江 志優　黒木 七海　砂川 菖

１　はじめに
　2021年1月16日、日本国内初の新型コロナウイ

ルス感染者が確認されてから今日まで、感染者は

増え続け2021年4月3日現在483293人となった。

現在、私達はマスクをつける生活を強いられてい

る。様々なマスクが出回っている中、どのような

マスクをどのように利用すれば、この現状に打ち

勝つことが出来るのだろうか。まず私達は、普段

人々がどのようなマスクをつけているのか調べる

ために、福岡県立城南高等学校第56期生400人を

対象にアンケート調査を実施した。その結果、

66.7％の生徒が布マスク、29.3％の生徒が不織布

マスク、4.0％の生徒が手作りマスクを利用して

いることが分かった。そこで、私たちは布マスク

は他のマスクより飛沫やウイルスを防止するのか

ということを調べるために次のような実験を行う

ことにした。
２　研究内容
　私達はまず、ウイルスを煙に見立てて実験を行

うために、水蒸気の煙発生装置を用意した。実験

①では、首の後ろに穴をあけた顔型の発砲スチ

ロールにマスクを装着し、後ろから煙を噴射して

どのくらいマスクが煙を通すのか、飛沫を防御す

ることが出来るか実験し、動画の撮影を行った。

マスクは、布マスク、一般的な不織布マスク、花

粉を水に変えるマスク（不織布）、ダチョウ抗体マ

スク（不織布）、アベノマスクの種類を使用した。

実験②では、実験①での結果をもとに、同じマス

クでもつけ方によって飛沫の防御効果は変わるの

かという効果的な利用方法を調べるためにマスク

の内側にフィルターとしてキッチンペーパーを挟

む、不織布マスクの折り目を横折りから縦折りに

する、この2つに加工したものを使い、実験①と

同様に煙を噴射し実験を行った。

３　結果
実験①マスクの煙の拡散度合いを比較

　　　布マスク　　　　　一般的な不織布マスク

　アベノマスク　　　　　　改良版アベノマスク

ダチョウ抗体マスク　　花粉を水に変えるマスク

実験②　マスクを加工して比較
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加工①　キッチンペーパーをマスクの内側に挟　

　　　　み、層を増加した場合

布マスク

　　　なし　　　　　　　　あり

不織布マスク

　　なし　　　　　　　　　　あり

加工②横折りから縦折りに変化した場合

不織布マスク

　　横折り　　　　　　　　　縦折り

４　考察

　実験①②から不織布マスクが飛沫を防御するの

に最適なマスクであることが分かり、さらにキッ

チンペーパーを挟みマスクの層を増加、折り目を

横折りから縦折りに加工することでより飛沫防御

効果が高まることが分かった。横折りより縦折り

のほうが不織布が重なる面積が大きく、また通過

した飛沫が上下に流れるような構造になっている

ため、正面からの飛沫の空気伝播が低下したと考

えられる。
５　今後の展望
　今回の実験で使用した煙は10㎛の水蒸気の煙発

生装置であったが、約0.1㎛のウイルスとは大き

さが異なるため、実験結果に影響が生じたのだと

思う。今後は、実際のウイルスに近い大きさの約

0.1㎛の粗大塩化エアロゾル粒子発生装置を用い

て実験を行っていきたい。不織布とキッチンペー

パーの二重構造で縦折りのマスクを作成したい。
６　参考文献
日本国内の新型コロナウイルス感染症第一例を契

機に検知された中国武漢市における市中感染の発

生」http://www.niid.go.jp2月17日

http://www.niid/
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暗記力と音環境の関係　〜城南高校の現状を踏まえて〜

福岡県立城南高等学校３年

傘７ーG班　中川 陽太　増本 陸汰　濵地 椋太　中原 蒼介

１　はじめに
　中学生や高校生は日々の定期テストで暗記をす

ることが多いのではないだろうか。暗記の際、効

率よく暗記をすることができれば、余った時間を

他の勉強や休息に使うことができる。しかし、効

率よく暗記ができなければ、テストまでに十分な

勉強ができないこともある。我々は、生徒が短時

間で暗記をすることができるような方法を見つ

け、より効果的な学習を行えるようにするため

に、音環境に着目して活動を行った。

２　研究内容
　今回、我々は暗記時の音環境に関するアンケー

トと暗記テストの２つに分けて活動を行った。

➀アンケート

　Googleフォームアンケートを用いて、城南生

118名にアンケートを実施した。アンケートの内

容は、「文系か理系か」「暗記時に音楽を聴くか

聴かないか」「聴くと答えた人はその音楽に歌詞

はあるか」「あると答えた人はその歌詞は日本語

か英語か」の４つの質問である。

➁暗記テスト

　５×５の計25マスの中に数字や漢字、記号などを

無作為に入れ、それをテストとする。そのテスト

を４分間で暗記し、２分間で解くという条件で実

験を行った。暗記時及びテスト時の音環境を①音

楽なし②歌詞のない音楽あり③歌詞（日本語）のあ

る音楽ありの３種類に分けて、班員４人のうち、１

人がテストを作成し、残りの３人がテストを解く

というサイクルで、班員４人✕３回の計12回テス

トを繰り返した。

３　結果
　①アンケート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

②暗記テスト

４　考察
　テストの結果から、平均的に、音楽なし＞歌詞

がない音楽＞歌詞がある音楽の順番で点数が高

かったため、音楽がない時の方が集中できる環境

であると考えられる。また、既知の曲を使用した

際、点数が下がったため、曲を知っているかどう

かで、テストへの集中力が大きく変化する。
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５　今後の展望
　アンケートの結果から、文系と理系によって聴

く音楽の言語の違いが明らかになったので、なぜ

そのような違いが出たのかを確かめたい。また、

今回の実験では音楽の歌詞にしか着目できていな

かったので、曲のテンポやジャンル、環境音など

についても調べたい。これらを調べ、勉強に適し

た環境を提供することができれば、学力の向上に

つながる。

６　参考文献
国富総一郎 他（2014）「音楽と勉強効率の関係

性」

http://www.amaki.okayama-c.ed.jp/SSH_201

4/afp/H24/0302.pdf

（閲覧日:2021年３月３日）

小林洸（2013）「音環境の変化が人間の短期記憶に

与える影響」

http://www.ias.sci.waseda.ac.jp/GraduationT

hesis/2013_summary/1w100196_s.pdf

（閲覧日:2021年３月３日）

http://www.amaki.okayama-c.ed.jp/SSH_2014/afp/H24/0302.pdf
http://www.amaki.okayama-c.ed.jp/SSH_2014/afp/H24/0302.pdf
http://www.ias.sci.waseda.ac.jp/GraduationThesis/2013_summary/1w100196_s.pdf
http://www.ias.sci.waseda.ac.jp/GraduationThesis/2013_summary/1w100196_s.pdf
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声の通り方と素材の関係性

福岡県立城南高等学校３年

傘７―H班　河地悠希　井上佑成　安野結月　田原百花　

１　はじめに
体育大会時、コロナウイルス感染予防のために

リーダーたちがマウスシールド、マスク等を装着

して指示を出していた際に聞き取りづらいと感じ

たことから、マウスシールドやマスクはどのくら

い音を通すのかという疑問が浮かんだ。またコロ

ナ禍の現在、感染予防のために日常的なマスクの

着用が求められる状況で円滑にコミュニケーショ

ンを行うために、音の通り方が重要な要素になる

と考えたため、声の通り方と素材の関係性につい

て研究を行った。
２　研究内容
実験方法

　顔型マネキンの口部にスピーカーを埋め込んだ

状態でスピーカーから音源を流して測定を行っ

た。また測定距離はフィジカルディスタンスをも

とに２ｍと設定し、スピーカーから２ｍの地点に

音量測定アプリが起動してあるスマートフォンを

設置して測定した。

実験１

　マネキンの口部に「何も装着していない状態」

「不織布マスクを装着した状態」「マウスシール

ドを装着した状態」の３パターンで測定した。ま

た「何も装着してない状態」は他の状態との比較

のために計測した。

実験２

　「アクリル板」「スポンジ」「ダンボール」そ

れぞれをスピーカーの前に設置した状態で測定し

た。この３つの素材は、日常的に利用されている

物の中からマスクに利用できそうだと考えた素材

である。

３　結果
表１.実験１の結果

（dB） 無し 不織布マスク マウスシールド

AVG 53 52 52

MAX 64 63 63

＊AVGとMAXは計測アプリが自動算出した

　１０秒間の平均値と最大値である

　AVG、MAXともにどちらの数値にもあまり

差は見られなかった。

表２.実験２の結果

（dB） アクリル板 スポンジ ダンボール

AVG 52 53 52

MAX 57 64 59

　どの条件下においてもMAXの数値には差が見

られたが、AVGの数値にはあまり差が見られな

かった。
４　考察
　口元に空間のあるマウスシールドの方がマスク

に比べ音が通りやすいと予想していたが、実験１

の結果よりAVG、MAXの数値にはあまり差が

見られないことがわかった。これはマウスシール

ドの内側で音が反射し、上向きに進んだため、結

果として音が計測部にあまり届かず数値に差が見

られなかったと考えられる。

　実験２の結果では、AVGの数値には差が見られ

なかった。したがって今回実験に用いた素材には

音の通りやすさに差がないと考えられる。また

MAXの数値に差が見られたことの原因として、

スポンジには内部に他の素材と比べて空間がある

ことが挙げられる。またこのことから素材選考に

誤りがあったと考えられる。
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５　今後の展望
　今回用いた素材には密度に大きな差があったた

めに正確なデータが得られなかったと考えられる

ため、次回の実験では密度がある程度同じ素材を

選んで実験を行うとにより正確なデータが得られ

ると考えられる。また今回使用することのできな

かった精密な測定器を用いて実験を行い、更に精

度の高いデータを得る。実験の測定基準を今回用

いたdBではなくHzに変更して実験することで、

音の高低に関するデータがとれ、それを用いて年

齢別の適切なマスクの素材を見つけることができ

ると予想される。また、被験体を募り実際に人が

聞いた感覚を基準に実験を進めることで、より実

用的で日常生活に応用しやすい素材を見つけるた

めのデータが得られると考える。

６　参考文献
　使用したアプリ

販売元．Vlad Polyanskiy

「デシベルメーター―ノイズと音量の測定」
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生ごみの燃焼と塩分の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘7―I班　吉本萌々花　力久颯太　小澤ななせ　北郷琉夏
１　はじめに
　生ごみは可燃ごみの４割を占めている。生ごみ

の水分率は80%と高いため、生ごみに含まれる水

分を減らすことで可燃ごみの排出量や燃焼に使う

エネルギー量、燃焼によって生じる排出ガス量を

減らすことが期待できる。また、水分を減らすこ

とで単位重量当たりの発熱量が増加することが試

算されている（金子と天野 2018）。

本テーマでは家庭で行うことのできる可燃ごみ

減量の手段のひとつとして、食塩の浸透圧作用で

野菜屑の脱水が可能かどうかを検証した。
　
２　研究内容
　食塩を添加したサンプル、食塩を添加していな

いサンプルとで対照実験を行った。サンプルには

キャベツ（結球葉、外葉）、バナナ（果皮）、極早生

ミカン（果皮）、チャ（茶葉）の４種類を選定した。

　実験手順は次の通りである。まず、サンプルを

１cm 角に揃えて条件の異なる３群に分け、三角

コーナに別々に保存した。条件は次の通りであ

る。何もしないものをA群、三角コーナの上から

手で絞ったものをＢ群、食塩３ｇを添加して三角

コーナの上から手で絞ったものをＣ群とした。そ

して、それぞれの質量を計測し、１５分間加熱し

た。最後に、熱が冷めるのを待ってから加熱後の

質量を計測した。

　加熱は、燃焼皿の上にアルミホイルを敷き、ガ

スバーナーで行った。

実験は二回行った（FW1とFW2：FWはフィー

ルドワークの略称である）。FW2はFW1よりも

サンプルの平均質量が小さかった。

　私達は、Ａ群、Ｂ群、Ｃ群の順に水分量は減少

すると予想した。Ｂ群は手で絞る処理を施してい

るため、無処理のサンプルより水分量が減少する

のは明らかだろう。また、Ｃ群はそれに塩分を加

えている。浸透圧の差により水分が減少する原理

を鑑みて、Ｂ群よりＣ群の方が水分の減少が大き

いと考えた。

３　結果

品目 条

件

加熱前

の質量（

g）

加熱後

の質量（

g）

前後差 100gあ
たりの減

少量

FW1
キャ

ベツ

A 91.24 78.23 13.01 14.26

B 78.92 61.94 16.98 21.52

C 77.34 68.99 8.350 10.80

ミカン

A 70.37 59.23 11.14 15.83

B 66.27 59.08 7.190 10.85

C 70.87 63.00 7.570 10.68

バナ

ナ

A 72.37 63.02 9.350 12.92

B 66.12 59.70 6.420 9.710

C 62.36 59.05 3.310 5.308

FW2
キャ

ベツ

A 61.78 57.73 4.050 6.556

B 60.55 57.13 3.420 5.648

C 60.41 58.57 1.840 3.046

ミカン

A 60.77 57.74 3.030 4.986

B 61.48 57.54 3.940 6.409

C 63.03 59.50 3.530 5.601

チャ
A 62.49 58.43 4.060 6.497

B 59.57 58.28 1.290 2.166

C 62.23 59.93 2.300 3.696

４　考察
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　結果より、多くの食材において水分を絞った方

が（B群）、更にそれに塩分を加えた方が（C群）、

燃焼に要するエネルギー量を減少させられると考

えられる。だが、これに反する結果もいくつか得

られた。

　FW1のキャベツは、Ａ群よりもＢ群の方が加熱

による水分の減少量が多かった。原因として、加

熱に使用したサンプルが多量であった故に、全体

に加熱が行き渡らなかったことが考えられる。　

FW2の茶葉においては、Ｂ群よりもＣ群のほうが

加熱による水分の減少量が多かった。FW2で

は、前述のFW1のサンプル量過多の反省として

サンプル量を減少させた。しかし、これによって

サンプル量が返って不十分となり、手で絞る処理

が十分に施せなかったと分析した。

　興味深いのはミカンの結果で、ＦＷ１のミカン

の水分量がほとんど変化していない点である。ミ

カンの果皮には保護のために表面にワセリンが塗

布されていることがある。そのため表面に薄く塗

布されたワセリンが食塩と細胞の間で壁となって

浸透圧作用を阻害した可能性がある。

５　今後の展望
　ＦＷ１でのミカンの結果から、塩分の浸透圧作用

を用いた脱水は油分を多くほとんどでの効果につ

いて検証する必要があると考えられる。

　また今回の実験では、生ごみへの塩分の添加に

よる処理が実際にどれほどのごみを減らすかとい

う試算等は行わなかった。生ごみへの塩分の添加

による処理と、ごみ処理場での乾燥処理をした場

合や各家庭に生ごみ処理機が普及した場合で比較

することが望まれる。加えて、家庭で行える乾燥

処理に、天日干しも挙げられた。今回は時間不足

により実施できなかったため、それによる生ごみ

の燃焼への影響も調査したい。

6　参考文献

　江東区ホームページ.ごみ組成調査～資源とごみの

分 別 に ご 協 力 く だ さ い ～ .

HTTPS://WWW.CITY.KOTO.LG.JP/381104/K

URASHI/GOMI/KATE/5584.HTML

JIS K 0067-1992. 化学製品の減量及び残分試験方法

文部科学省（ 2015 ） . 日本食品標準成分

表.

HTTPS://WWW.MEXT.GO.JP/A_MENU/SYO

KUHINSEIBUN/136

5419.HTM.2021 年 4 月 4 日閲覧

金子　栄廣、天野　光（2018）.”生ごみ等の水分低減

等による可燃ごみ削減対策の効果”.廃棄物資源循環学

会研究発表会甲演習 29(0),11

光田　恵、磯田　憲田、大迫政浩（1998）.”生ごみ臭

の発生特性と影響要因に関する研究：第１報-生ごみの

貯留状態の影響”.空気調和・衛生工学会 論文集

23(69),19-27
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紫外線を最もカットする素材の調査と検証

福岡県立城南高等学校３年

傘7―J班　川原侑大　中尾芳香　初田幸清　永末光咲

１　はじめに
　私たちの研究動機は班員の1人に唇の紫外線に

よる日焼けがひどい班員がいたことだ。日焼けを

防ぐ方法を考えたとき、まず日焼け止めを考えた

が唇に日焼け止めを塗るのは難しい。だから、今

私たちが日常的に着用しているマスクで紫外線を

防げるのではないかと考え、一般的なマスクが紫

外線を防げるのか調べたところあまり防げないこ

とが分かった。そこで、紫外線を防げるマスクを

作るために、紫外線を防げる素材を調査し検証し

た。

２　研究内容
実験1

　布の紫外線を防ぐ量を測定した(屋外)。

　布の種類はポリエステル(黒・白)、ナイロン

(黒・白)、レーヨン(黒・白)を使用した。布は一

般的に紫外線を防ぐといわれているものを選ん

だ。白と黒を用いた理由は、黒が紫外線を吸収し

防ぎやすいと事前の調べで分かり､黒の反対色で

ある白を用いることで対照実験になると考えたか

らである。

(計測方法)

　最初に段差に紫外線測定器を立てかけたて数値

の見える場所にスマホを置いて動画を撮った。

　それから少しの時間を置いて布を巻きそのまま

人は離れて少しの時間がたって布を外した。これ

らの操作を各布で繰り返した。

　動画を撮った理由は、布をまく前の紫外線量の

計測のためで、人が離れるのは、人の影での数値

の変動防止のためであり、時間をあけたのは安定

した数値を得るためである。

（マスクの作成）

1番結果の優れていたポリエステル(黒)を使用

した。マスクの型を作り､型に合わせて布を裁断

して、裁断した布を重ねて縫い、ゴムひもを通し

た。

実験2

不織布マスクと作成したマスクの紫外線を防ぐ

量を実験1と同様の手順で調べた。

３　結果
実験1

布の

素材

布

の

色

前
(μＷ/㎡)

後
(μＷ/㎡)

差
(μＷ/㎡)

ポリエ

ステル

黒 2457 23 2434

ポリエ

ステル

白 2419 147 2272

ナイロ

ン

黒 2196 33 2163

ナイロ

ン

白 2132 652 1480

レーヨ

ン

黒 2113 50 2063

レーヨ

ン

白 1990 37 1953

※前後とは生地を機械につける前と後

※μW/㎠とは1平方あたりに降り注ぐ紫外線の強

　さ１cm²に降り注ぐ紫外線量500μWから日焼け

　する。

　結果から、紫外線を防ぐ量はポリエステル

(黒),ポリエステル(白),ナイロン(黒),レーヨン

(黒),レーヨン(白),ナイロン(白)の順で多かっ

た。
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実験２

マスクの

素材

前
(μＷ/㎡)

後
(μＷ/㎡)

差
(μＷ/㎡)

不織布 3659 521 3138

ポリエス

テル

3761 30 3731

　不織布マスクよりポリエステルマスクのほうが

紫外線を防ぐ量が多かった。

４　考察
　実験１によりポリエステル（黒）が最も紫外線を

防ぎ、どの布でも白より黒の布の方が紫外線を吸

収し、防ぐことが分かった。

　実験２の結果により市販の不織布マスクよりポ

リエステルマスクのほうが紫外線を防ぐことが分

かった。また、不織布マスクをつけたときの紫外

線を通す量は521μW/㎡、ポリエステルのマスク

をつけたときの通す紫外線の量は30μW/㎡なの

で500μW/㎡から皮膚の日焼けが始まることよ

り、不織布マスクでは日焼けをしてしまうがポリ

エステルのマスクでは日焼けを防ぐことができ

る。

５　今後の展望
　今回の実験で作ったマスクは紫外線を防ぐこと

だけを求めて作ったので、通気性や肌触りを考慮

してマスクを作成し、マスク着用前後の心拍数の

変化を確認する実験をし、日焼け対策以外にも役

に立つマスクを作成する。

６　参考文献
　山冨ラボ（2019/06/18）.

「UVカットされている生地ってどんな生地？紫

外線カットの秘密とは」 .

yamatomi.biz . 2020年9月16日

　SewQuirrel（2019/02/16）.

「紫外線を通さない生地素材、UVカット効果に

ついて」 .

sewquirrel.com . 2020年9月16日

　nunocoto fabric（2020/05/01）.

「【無料壁紙あり】20分で完成！立体マスクの作

り方」　.

book.nunocoto-fabric.com . 2020年11月11日
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飛沫を通さないマスクの素材についての研究

福岡県立城南高等学校３年

傘8―A班　井上 航平　大石 七歩　神河 柚希　首藤 野々花

１　はじめに
　2020年新型コロナウイルスという誰もが知らな

い感染症が世界中を襲った。そのコロナウイルス

の流行によって当たり前に手に入れる事ができた

マスクの入手が困難になり世界中の人々が困惑し

た。このようなマスク不足の世の中を自分たちの

手でどうにかしたいと考え身近に手に入る素材の

布で飛沫を通さないマスクを作ろうと決意した。

先行研究ではマスク不足の際にキッチンペーパー

と輪ゴム、ホッチキスでマスクをつくることがで

きるとあったがそれよりも飛沫を通しにくいマス

クを作りたいと思った。またSDGsの「すべての

人に健康と福祉を」というテーマを目標に研究を

行った。
２　研究内容
（１）フィールドワーク１では、

A　ポリエステル１００％

B　ポリエステル１００％のサテン※１生地

C　ガーゼ※２

D　ナイロン系５０％

E　ナイロントリコット※３

の５種類の布（すべて横１５センチ縦９センチの長方

形に切ったもの）を用意し、違う種類の布を２種類

縫い合わせた。そして、それらに色水を霧吹きで

吹きかけて、色水が飛んだ距離や面積を測った。

※１サテン生地とは、「朱子・繻子織り」のこと

を言い、たて糸、よこ糸のどちらかが表面に長く

浮いている、という構造だ。

滑らかな肌触りだが吸水性と吸湿性が低い。

※２ガーゼとは、粗い織り方で平織りにした絹織

物のことで、吸収性と吸湿性に優れていて、１枚

が軽く柔らかい生地である。

※３生地は大きく分けて「編物」「織物」の２種

類からなる。編物は、緯編（よこあみ）と経編（た

てあみ）に分類されていて、トリコットは経編の

分類の１つだ。経編とは経方向に連続したループ

を形成させることにより作成した生地になる。

（２）フィールドワーク２では、同じ種類の布を２枚

縫い合わせて、フィールドワーク１と同じ作業を

した。また、霧吹きの色水では分子が大きく飛沫

を再現できていたか分からなかったので、スモー

クマシーンを使用して飛沫を再現した。スモーク

マシーンを使用した理由は安全かつ正確に煙の測

定ができるからである。
３　結果

1回目

(cm)

2回目

(cm)

濡れた

面積c㎡)

AB ０ ０ ―

AC ０ ０ ６

AD ０ ０ ０

AE ０ ４ ３８.５

BC ０ ０ ―

BD ０ ０ ５２.５

BE ０ ０ ９７.７５

CD ０ ０ ４８.５

CE ２６ ２９ 全範囲

DE ７２ ３８ ７２

４　考察
　ナイロントリコットが一番飛沫を通したのは、
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トリコットの構造が織物や緯編よりも隙間がある

経編だったためであるとわかった。また、サテン

生地は表面は滑らかいが吸水性と吸湿性が低いた

め、マスクには向いていない。逆にガーゼは吸水

性と吸湿性に優れている上に生地が柔らかく肌触

りがいいのでマスクに向いている。

　したがって、ガーゼとナイロン系５０％の組み

合わせのマスクが一番飛沫を通さないことが明ら

かになった。
５　今後の展望
　今回の研究では予算の都合上、布を５種類しか

用意することができなかったため、機会があれば

今回の経験を活かしてより多くの素材を調査、比

較し自分たちでよりよいマスクを作ってみたいと

思う。最後に、今回の研究は、SDGsの3番であ

る「すべての人に健康と福祉を」に関連してい

る。昨今猛威を奮っている新型コロナウイルスに

私達の手で何かできることがないか、身近なこと

から見つけていきたいと今回の研究を通して感じ

た。
６　参考文献
「サテン生地ってどんな生地？生地の特徴を解

説」

http://book.nunocoto-fabric.com/12023

「ガーゼってどんな生地？生地の特徴を解説」

http://book.nunocoto-fabric.com/11477

http://book.nunocoto-fabric.com/12023
http://book.nunocoto-fabric.com/11477
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城南生の規範意識を高めるには

福岡県立城南高等学校３年

傘8―Ｂ班　野口 万椰　江上 天斗　大野 香純　徳重 百華

１　はじめに
　私たちは、城南生の規範意識がどのような現

状にあるのかについて調べました。城南高校

は、真面目や、しっかりしているというイメー

ジがあると私の知り合いが話していたけれど、

先生方や地域の方々に注意されることが多い気

がするので、実際はどれほど城南生は規範意識

や注意力があるのか実証したいと思いました。

そこで学校の中央ホールに同じ掲示物が長期間

貼ってあるのを見て、新しい掲示物に気づくの

か、それをどれほど見ているのかについて気に

なりました。そこで、「昨年度の先輩の城南生

は男女どちらが流されやすいのか」という研究

を参考にして、研究しました。注意力は規範意

識を高めるためにも大切な事だと考えます。だ

から私たちは、城南生の注意力について詳しく

研究しました。

２　研究内容
　①４つのイラストの書かれたポスターを一階

と中央ホールに一週間掲示を覚えているかどう

か、アンケート調査しました。＊一応Google

フォームでもアンケート調査しましたが、10人

くらいしか回答されていなかっため、フィール

ドワーク中にアンケートを取りました。また、

この絵の並びを覚えているかどうか、4通りの

並び方を掲示して、アンケートをしました。

②自転車の鍵をかけているかを抜き打ち点検し

ました。全学年の自転車を班全員で調査しまし

た。

③呼びかけありでの点検(1週間後に生徒会がし

ていたのでそのデータを引用)

３　結果
①180人中64人(第2学年のみ)

→第1回フィールドワークで手の空いている方

にアンケートを取りました。また、男女や、理

系文系は分けていません。

　また、意外にもみんな、インパクトの強いと

いうキャラクターがあったのはわかるけど、配

置までは覚えていないということでした。

②1022人中383人(全学年)25％

→カウンターで数えたが、1日しか調査してい

なかったため、本来自転車だが、自転車以外の

手段を使って投稿した人も含まれていると思い

ます。

③685人中174人(全学年)13%

４　考察
　この結果から呼びかけたら一部の人は改善で

きるということが分かりました。

　つまり全員が改善できているというわけでは

ありません。私は城南高校の1人でも守れない

人が城南生にいれば全体的に、注意されたら改

善はできるけど、注意力などは少し劣っている

ように感じました。また、この結果より注意さ

れないと出来ないという欠点や、注意されても

全て改善されるわけではないという事がわかり

ました。

　①では、どれだけ周りが見えているか、自分

の興味の有無関係なく、変化に気づけるかとい

うことを調査しました。これは、これから社会

に出ていく私たちにとって必要な力だと考えま

す。

　②③では、もしもの時に備えて、細心の注

意を払えるか、また注意されたあとどれだけ

できる人がいるのかについて調査しました。
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結果より城南生は注意力が欠けているが、注

意されれば学校という大きな集団になって

も、結果的には守れないと考えます。した

がって、私たち城南生は学校全体で成長する

には全員が力を合わせないと本当に成長する

ことが出来ないと思います。この結果が全て

の生徒に当てはまるわけではないですが、学

校全体の傾向として見ていいと思います。そ

して、より良い学校にするためにも、社会人

になるためにも、一人一人の生徒が考えて行

動するべきだと考えます。

5 今後の展望

　今回対象人数や、対象者にバラツキがあっ

たということが課題だと思います。大まかな

傾向はわかったけれど、正確な数値が出せな

かつたことはとても残念です。また、

55.56.57期生にしか調査できていないという

ことになるので、何か他の調査方法で正確か

つ「城南生」に当てはまる調査をしたいで

す。

　今回はイラストで調査したけれど、もう

少し生活において実用的な内容の調査にして

いきたいです。発表の際、元々イラストのポ

スターは重要性を感じないため、靴箱にあっ

ても見ないのでは？、何ヶ所も貼ってあった

ら気づいたのでは？というアドバイスを頂き

ました。また、規範意識についての定義が曖

昧だったため、研究内容に沿った適切な調査

方法を実施していなかったので、定義を最終

確認をして最終調査に入りたいです。城南生

だけの規範意識なのか、社会としてみた規範

意識なのかもはっきりさせたいです。

6 参考文献
城南高校54期ESD課題研究より
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学生が利用しやすいお菓子のパッケージ

福岡県立城南高等学校３年

傘8―C班　白水 佑依　池口 莉々亜　尾関 幸太郎　深田 優花

１　はじめに
　売店を利用する際に、クッキーを選ぶときの

パッケージに不便さを覚えた。その理由は主に２

つある。１つ目は、再包装が出来ず持ち運びにく

いということ。２つ目は、パッケージが全て同じ

デザインのため、一目でクッキーの種類が分かり

づらいということだ。このことがきっかけで、消

費者が利用しやすいパッケージのデザインについ

て調べることにした。ここでは、パッケージデザ

インの要素として、形状と色について考える。た

だし、ここで言う消費者は学生とする。

２　研究内容
　この研究では２回の調査を実施した。調査１で

は４つのお菓子を無作為に抽出し、運搬・開封・

消費のタイムラインに沿って、以下の項目ごとに

班員が評価し、パッケージデザインの特徴につい

て明らかにした。調査２では４色のクッキーと２色

の牛乳のパッケージを用意し、買いたいと思う色

のパッケージを選んでもらうことで、パッケージ

の色と中身との関係性について調べた。

【調査１】

この調査では、無作為に抽出した４つのお菓子

すっぱムーチョ・じゃがりこ・ポッキー・果汁グ

ミを用いた。

［評価項目］

・運搬　①大きさ②重さ③丈夫さ

・開封　①密閉性②開けやすさ

・消費　①取り出しやすさ②処理しやすさ

　　　　③再包装

（例）①大きさ １　②重さ ３　③丈夫さ ５

　　　これらの平均３を運搬の評価とし、同様に

開封と消費についても評価を行った。

【調査２】

この調査ではクッキーの中身は変えずパッケージ

の色を茶・赤・青・紫の４色に変更し、アンケー

トを行った。

調査対象：無作為に抽出した城南高校２年生

　　　　（2020年当時）206人を対象とした。

　牛乳についても同様にアンケートを実施した。

調査対象：無作為に抽出した城南高校生19人を

　　　　　対象とした。

３　結果
クッキーのようなパッケージは、茶や赤のよう

な暖色が多く選ばれ、牛乳は青が最も多く選ばれ

た。一般的に青は食欲をそそらないと言われる。

クッキーは青を選ぶ人が最も少なかったが、牛乳

は青が最も票を得ていた。このことから、色のイ

メージではなく、中身によってイメージする色が

左右されると考えられる。以上の研究より、パッ

ケージの色と中身には関係性があると言うことが

わかった。

４　考察
　調査１

結果よりパッケージはそれぞれ重視することの違

いによって形状が異なるとわかった。

①大勢で食べることを想定する場合、開け口は大

きいが、再包装が不可能であり、持ち運びにくい

パッケージのものが多いこと。

②持ち運びやすさを重視する場合、再包装は可能

であるが、開け口が小さく、大勢で食べるのに適

していないこと。

　調査２

一般的に青色は食欲をそそらない色と言われるこ
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とが多いが、牛乳では最も多くの票を得ていた。

それに比べてクッキーでは青色の票が最も少ない

という結果になった。このことから、色のイメー

ジではなく中身のイメージによってパッケージの

色が決定されると考えられる。

　
５　今後の展望
今回の調査では、形状や色のみを調査したので、

さらにフォントや画像が消費者反応にどのような

影響をもたらすのかについても調査したい。そし

て、それぞれのお菓子に適したパッケージを作る

ことで、SDGsの目標である「産業と技術革新の

基盤をつくろう」に繋がると考えた。また、評価

基準が曖昧で、評価する人数が少なく調査の正確

性にかけていたので、評価基準を明確にし、評価

する人数を増やせば、より正確な調査になると考

えた。

6　参考文献

なし
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童話「三匹の子豚」における耐風性能の高い家づくりの実現

福岡県立城南高等学校３年

傘８―D班　永野 来実　野間口 千織　二木 日菜子　丸山 莉穂　

１　はじめに
　イギリスの有名な童話に「三匹の子豚」という

ものがある。この物語では、貧しい子豚の三兄弟

が藁、木、レンガでそれぞれ家を建てる。しかし

藁と木の家は狼の息によって吹き飛ばされ、二匹

の子豚は食べられてしまう。これは現代の日本で

も有名なおとぎ話であるが、歴史は深く18世紀後

半に物語が出版されている。ここで私達は、「狼

に吹き飛ばされてしまった藁と木の家は、18世紀

後半の建築技術で建てられている」という点に注

目した。そこで、現代の建築技術を駆使すれば、

藁や木材のみであっても狼の息に吹き飛ばされな

い丈夫な家を作ることが可能であるのではないか

と考え、この研究に至った。また、この研究を進

めることで、災害大国である日本で役立つ家作り

に繋がるのではないかと考えた。
２　研究内容
　この研究では木を使って3つ、藁を使って5つ、

計8種類のミニチュアハウス(図1〜 8)を作った。

また、絵本の中で壊れなかったレンガの家のミニ

チュアハウスを比較用として1つ作った。

①藁、木、レンガそれぞれで大きさを揃えたミニ

　チュアハウスをつくり、土を敷いたトレーにの

　せた。

②大型扇風機の風を①のミニチュアハウスに当て

　た。

③ミニチュアハウスの様子を観察した。

④ミニチュアハウスが倒れたり動いたりすれば構

　造を工夫し①〜③を繰り返した。

このようにしてより風に強い構造を導いた。

※狼の息を大型扇風機の風で代用

　　弱：5m/s　強：9m/s

※大型扇風機からトレーの距離は75cmで固定

※ミニチュアハウスの大きさは9×7×7cm

・使用した道具

　藁、木、レンガ、大型扇風機、土、トレー、　

ボンド、新聞紙、割り箸、のこぎり、メジャー、

はさみ、牛乳パック、輪ゴム、風速計、

重り(180g)

・ミニチュアハウスの構造

A、C、Hは木材、D～Gは藁、Bはレンガを用い

て作ったミニチュアハウスである。

　　
A(図1)　　　　　　　　B(図2）

　　　C(図3)　　　　　　　D(図4)

　　　　E(図5)　　　　　    F(図6)

　　　 G(図7)                        H(図8)
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A：板を4枚並べる※絵本の家の構造を再現

B：レンガを積む※絵本の家の構造を再現

C：10束の藁を紐でくくる※絵本の家の構造を再

　　現

D：Aの内側に割り箸で作った柱を立てる

E：Cの内側に割り箸で作った柱を立てる

F：Cの内側に四角形の柱を立ておもり(消しゴム

　　180グラム)をつける

G：Dに割り箸の柱のテント状につけた

H：木のブロックをレンガ状に積む

３　結果
はじめに三匹のこぶたの物語の信憑性を確かめ

るために、A、B、Cで実験した。結果は、藁の

家であるCは弱で壊れ、木の家であるAは弱では

動かなかったが強で壊れ、レンガの家であるBは

強でも壊れなかった。このことから、レンガ＞木

＞藁の順で耐風性能が高いことが立証され、絵本

と同じ結果となった。

次にD、E、Fを実験した。結果はAに柱をつけ

たDは弱では壊れなかったが、強では動いてし

まった。また、Cに柱をつけたEは弱で壊れた。E

を四角形にし、おもりをつけたFは強でも壊れな

かった。

最後にGとHを実験した。結果は、2つとも弱

でも強でも壊れず、動かなかった。

この結果をまとめた表が以下の表である。

A B C D E F G H

弱（5m/s） ○ ○ ✕ ○ ✕ ○ ○ ○

強（9m/s） ✕ ○ ✕ △ ✕ ○ ○ ○

４　考察
　これらのデータに基づき次の事を考察した。

〇藁の家の耐風性能を高めるには

・使用する藁の質量を増やし、揺れた時の衝撃を

　吸収させる

・屋根などによって家の表面積を大きくし、加わ

　る力を分散させる

〇木の家の耐風性能を高めるには

・柱をただ立てるだけでなく、格子状に組み、横

　方向から吹く風に抵抗する力を大きくする

・木でもレンガのようにずらして積むことで、土

　への摩擦抵抗が大きくなり、上部の荷重が下部

　へ分散されて、構造を安定させる

５　今後の展望
　2021年現在、日本には毎年のように大型の台風

が接近または上陸し、住宅の崩壊などの被害が相

次いで発生している。今回の研究をさらに深める

ことで、台風による住宅の被害の減少を実現した

いと考える。

　また、世界では様々な災害により、たくさんの

人々が家をなくし苦しめられている。そのため、

私たちが行った研究が、より早く、より丈夫な仮

設住宅の設置を可能にし、人々の生活を手助けで

きることに繋がるのではないかと考える。

６　参考文献
空想科学研究所＠KUSOLAB

https://www.youtube.com/channel/UCASv6

OgFsfqV03b7TDOrsDA　2021年4月2日
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普段使う色の中で最も記憶に残りやすい色は赤なのか

福岡県立城南高等学校３年

傘8―E班　芦田 楽　亀井 陽生　山﨑 さくら　碇祐奈　

１　はじめに
　「暗記する」というのは学生にとって必ずしな

ければならない行為であり、様々な生徒が自身の

工夫のもとに挑戦している。また、教員も学生が

覚えやすいように配慮をして板書などを行う。そ

のときに様々な色を用いて、見やすいように、覚

えやすいようにそれぞれが丁寧にまとめ、後でそ

れを見返すことで暗記に取り組む。その際、とて

も重要な箇所にはしばしば赤が用いられる。なぜ

他の何色でもなく、赤を選ぶのか。疑問に思った

我々は、赤が暗記することに対して最も有効であ

るのではないかという仮説を立て、その真偽を調

べた。
２　研究内容
　普段私たちが目にすることのなく、スペル数の

多い英単語を５つ選び、英単語とその意味を赤

色、緑色、黒色で紙に書く。被験者に３分間で暗

記をしてもらいその後に単語テストをしてその結

果をまとめて研究・考察する。なお、視覚的な暗

記をしてもらうために、紙に書いて暗記すること

を禁止した。また、第２回フィールドワークから

は、聴覚的な暗記を制限し、より正確な視覚的暗

記のしやすさを研究するために暗記のときに声を

出すことを禁止した。
３　結果

　第１回フィールドワーク

各色６人ずつ計１８人の被験者を集めて英単語を

暗記してもらい、５点満点のテストを行った。

被験者数 平均点 最高点 最低点

黒色 6 2.0 4 0

赤色 6 2.3 5 0

緑色 6 2.5 5 0

　第２回フィールドワーク

第１回フィールドワークで出た反省を活かして被

験者を１６０人に増やし、第１回フィールドワーク

とは別の英単語を５つ暗記してもらい、５点満点

のテストを行った。

被験者数 平均点 最高点 最低点

黒色 56 2.1 5 0

赤色 51 2,8 5 0

緑色 53 2.3 5 0

結果として赤色の平均点が最も高かった。この

結果は第１回フィールドワークよりも被験者数が

多いことにより外れ値の影響を受けづらく、信憑

性がより高い結果になった。
４　考察
　第１回フィールドワークにおいて、我々の仮説

とは異なる結果になった。その原因として、調査

人数が少ないことによる外れ値の影響の大きさ

や、仮説に対する条件の不十分さが考えられる。

今回は、書くことのみを制限したが、発声による

聴覚的刺激によって、目的の"色"という観点に

絞った研究はできなかった。

　これらの反省を活かした第２回フィールドワー

クでは、赤の平均点が一番高いという結果になっ

た。これは我々の仮説が成立することを示す。こ

のような結果になったのは、改善の内容が的を射

ていたためだと考えられる。

　また、注意書きや標識に赤が多く使われるの

も、このことが関係していると考えられる。
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５　今後の展望
　実用化の例として、教科書などで重要な語句に

赤色を用いたり、プレゼンテーションを行う際に

最も伝えたいことを赤色の文字にしたりするなど

の活用が可能である。

　また、この研究はSDGｓの４番の「質の高い教

育をみんなに」と９番の「産業革新の基盤をつく

ろう」に基づいており持続可能な開発目標に貢献

する。

　今後同じような実験をする機会があった際には

被験者を増やして、より正確な結果を出したい。

また、中間発表の際に「青色も暗記に適した色

だ」という意見が多く見られたので今回研究で使

用しなかった青などの他の色も同様に実験を行い

たい。
６　参考文献
伊藤雅敏(2018)｢文字種類の違いによる記憶への

影響と忘却率の変化｣

横浜市立大学 30-32



第３学年　ESD課題研究

丈夫でよく飛ぶ紙飛行機とは？

福岡県立城南高等学校３年

傘8-F班　竹田葵　田代蒼波　平石真菜　瀧内彩未

１　はじめに
　子供の頃、いかに紙飛行機を遠くまで飛ばすこ

とができるか、折り方や飛ばし方を試行錯誤した

思い出がある。高校生になった今でも、よく飛ぶ

紙飛行機はあまり分かってない。そこで、あらか

じめよく飛ぶ紙飛行機の作り方を知っていれば、

思う存分飛ばすことを楽しめるのではないか。ま

た今日の世界では森林破壊や、家庭ゴミの大量廃

棄などの地球温暖化が問題になっている。そこで

よく飛んで、かつ丈夫な紙飛行機を作ることが出

来れば、何度も折り直す必要がなくなるため、紙

資源の節約にもつながるのではないかと思い、こ

の研究を行おうと思った。
２　研究内容
〈研究①〉

　折り紙・コピー用紙・画用紙・半紙の4種類の

材質、へそ折り・ギネス折り・アロー折りの3種

類の折り方で紙飛行機を作成した。各種、班員4

人で各3回、計12回飛ばした。実験は体育館で

行った。

写真1 折り方の種類

写真2 実際に飛ばした紙飛行機

〈研究②〉

　研究①を踏まえて、紙飛行機の強度を上げるた

め、紙飛行機の先端にテープ（セロハンテープ・

マスキングテープ・ガムテープ）をつけた。紙飛

行機の紙の材質を、4種類から折り紙だけの1種類

に絞った。風の影響があったため、実験場所を体

育館から多目的ホールに変更した。
３　結果
〈研究①〉

表1 紙の素材と飛行距離の関係

（m） 折り紙 コピー

用紙
半紙 画用紙

へそ

折り
10.7 5.5 5.9 7.9

アロー

折り
7.3 8.2 7.5 8.1

ギネス

折り
9.3 8.4 6.9 8.4
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〈研究②〉

表2 テープの材質と折り方の関係

距離（m）

時間（s）

潰れた長さ

（cm）

セロハン

テープ

ガム

テープ

マスキング

テープ

へそ折り

9.4

3.1

0.0

4.5

1.7

0.0

4.5

2.6

0.1

アロー

折り

6.0

1.1

0.1

6.9

1.5

0.1

8.1

1.5

0.1

ギネス

折り

7.9

2.0

0.1

6.3

1.1

0.1

6.9

1.5

0.2

４　考察
　〈研究①〉

　風の影響により正しい結果が得られなかった。

飛ばす回数が増えるにつれて紙飛行機の先端部分

が劣化し、飛行距離や飛ばす時の安全性などが低

くなった。

〈研究②〉

　ガムテープは先端が重くなり、飛行距離が短

くなった。セロハンテープは飛び方が安定し、飛

行距離が長くなった。また、セロハンテープは劣

化を防止する効果があった。
５　今後の展望
　今回の実験の改善点として、紙飛行機を飛ばす

人の身長・飛ばす角度・力の強さの違いを正確に

データとして記録していなかった。次回の研究で

はこれらの改善点を生かし、多くの人が丈夫で遠

くまで飛ばせる紙飛行機を制作できるようにした

い。そのためには、今回の研究を多くの人に知っ

てもらうことが大切であると思う。また、この研

究はSDGsの12番(つくる責任、つかう責任)の項

目と結びつけられると思う。この研究によって、

少ない資源で紙飛行機を作ること、補強によって

長く使える紙飛行機にすることができると思った

からだ。
６　参考文献
いいじまみのる(2011).『やさしい紙ヒコーキ』.

いかだ社

株式会社エフ(2014).

｢これはめっちゃ飛ぶ！ギネス世界一の紙飛行機

を作ってみた｣.

https://www.e-f.co.jp/blog/44/

ウェザーニュース(2020)

｢2〜3分で完成！よく飛ぶ紙飛行機の作り方｣

https://weathernews.jp/s/topics/202004/300

085/
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不快な音と心地良い音の違い

福岡県立城南高等学校３年

傘8―G班　杉谷亮太　有吉直人　平石凜　山地桃加

１　はじめに
　日常生活を過ごす中で、「音」は私達にとって

身近なものである。黒板を引っ掻いたり、蚊が飛

んでいる音などの不快な音や、オルゴールや水が

流れる音などの聴いていて心地よいと思う音など

がある。そこで、人が不快だと思う音や、心地よ

いと思う音にはどんな違いがあるのか、また、音

の大小に関わらぬ原因はあるのか疑問に思い、研

究のテーマとした。
２　研究内容
　私達は、2つの研究を行った。

[実験1]

　聴力測定器を用いて、人は周波数によって音を

不快だと感じるのか調べた。周波数は

250,500,1000,2000,3000,4000,6000Hzの順に上

げていった。被験者は、耳に不自由のない城南高

校56期生を対象とし、15人に音を聴いてもらっ

た。

[実験2]

　私達が日頃不快だと感じられる音や、心地良い

と感じられる音を鳴らして、その波形をオシロス

コープを用いて調べた。不快だと感じられる音に

は、サイレント、黒板を爪でひっかく音、心地よ

いと感じられる音には、焚き火の音を使用した。

３　結果
[実験1]　

[実験2]

焚き火

黒板

サイレン
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４　考察
　　〈調査１〉より、不快だと感じる音ほど周波

数は高かったため、音の周波数、高さが大きく関

係しているのではないかと考えた。しかし、個人

差が大きく現れてしまったため、より条件を揃

え、正確な結果が出しやすい調査をするべきで

あった。〈調査２〉より、心地よい音の波形は、

比較的安定しており、不快な音の波形はガタガタ

と不規則な波形であることがわかった。この不安

定な波形が人を不快にさせるのではないかと考え

た。また、強弱をつけることによって、人はより

不快に感じるのだと考えた。よって、〈調査１〉

〈調査２〉より、人が不快に感じる音には、周波

数が高いこと、不規則な波形、強弱が極端である

という特徴があるのだと考察される。
５　今後の展望
　今回の実験から、音が高く、波形がガタガタで

あるほど、人は不快に感じるという考察が得られ

た。不快な音についてのこれらの特徴は、騒音問

題の軽減につながる可能性がある。また、〈調査

１〉では、確実な結果が得られなかったり、年齢

や性別ごとのデータの違いなどの違いをえられる

ことができなかった。より確実で論点にも沿った

調査を行う必要がある。他にも、人間にとって心

地よいとされる音について高い音と低い音が重

なったときの感じ方、人の身体の影響についても

班の中で疑問が上がった。その点も含めて環境や

人間の精神面、身体面へより良い働きを見つけら

れる調査をしたいと思う。

6　参考文献

なし
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脱・真っ黒大作戦!　〜性能・安全性において最も優れた日焼け止めとは〜

福岡県立城南高等学校３年

傘８―H班　楠原 裕花　浦 ほのり　植木 嘉乃　真鍋 桜

１　はじめに
　近年、温室効果ガスの影響でオゾン層の破壊が

進んでいることによって、私達が以前よりも多く

の紫外線を浴びていることを学んだので、普段か

ら使用している日焼け止めには、どのような効果

があるのかについて研究しようと考えた。
２　研究内容
　〜実験１〜

・バナナの皮（紫外線によって黒くなるのを利用

する）に日焼け止め７種類（フェイスパウダー、

NIVEA、SKINAQUA、ALLIE、トーンアッ

プスプレー、ANESSA、メンターム）を１円玉２

枚分ずつ薄く広げて塗った。（バナナの日焼け止

めを塗っていない皮の部分はアルミホイルを巻

き、結果が分かりやすいようにした。）

（図１）

・それを陽の当たる場所に６時間放置し、回収後

ダンボールの中に移してまた放置し、２日後バナ

ナの皮の色の変化を観察した。

　〜実験２〜

・実験に使用した日焼け止めに入っている共通の

成分を調べた。

　〜実験３〜

・実験１の結果をもとに、日焼け止めをどれだけ

ムラなく塗ることができるかを調べるために、メ

ンタームとトーンアップスプレーを黒い上に塗っ

て比べた。
３　結果

〜実験１〜

色の変化が見られた（日焼け止めを塗った部分が

日焼けしていない）ものを○、見られなかった

（塗った部分も日焼けしていた）ものを✕とした。

【SPFとは...UVB（皮膚の表皮まで届く紫外　　

　　　　　線）を防ぐ効果を表す指数で、1〜　　

　　　　50+までの数値がある。

　 PAとは...UVA（皮膚の真皮まで届く紫外　　

　　　　　線）を防ぐ効果を表す指数で、4段　　

　　　　階の+マークで表示される。】

日焼け止め ○or✕

フェイスパウダー

SPF15 PA++

✕

NIVEA

SPF35 PA+++

✕

メンターム

SPA50+ PA++++

✕

SKINAQUA

SPA50+ PA++++

○

ALLIE

SPF50+ PA++++

○

ANESSA

SPF50+ PA++++

○

トーンアップスプレー

SPF50+ PA++++

○

特にANESSAは塗った部分と塗っていない部分

の色の違いがはっきりしていた。

　〜実験２〜
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NIVEAとメンタームは紫外線吸収剤(皮膚への

負担が大きい)のみが入っていて、他の日焼け止

めは紫外線散乱剤（皮膚への負担が小さい）も成分

に含まれていた。

〜実験３〜

メンタームよりもトーンアップスプレーの方がム

ラなく塗ることができた。

（写真１）

４　考察
　〜実験１〜

SPFとPAの数値が高い日焼け止めの方が日焼け

を防ぐ効果があると考えられた。トーンアップス

プレーとメンタームはSPFとPAの数値が同じで

も、結果に違いが出ていたので、成分や塗る時の

ムラに違いがあると考えられた。

　〜実験２〜

紫外線吸収剤と紫外線散乱剤の両方が含まれてい

る日焼け止めが、日焼けを防ぐ効果があると考え

られた。

　〜実験３〜

ムラなく日焼け止めを塗れた方が、日焼けを防ぐ

効果があると考えられた。
５　今後の展望
　今回の研究では、バナナの皮だけでなく、人の

皮膚において、日焼け止めの効果があるかどうか

については結果を出すことができなかったので、

今後日焼け止めが人体が及ぼす効果について研究

を発展させたいと考える。そして、より効果のあ

る日焼け止めを選んで使い、私達が健康な生活を

送っていくことを、SDGsの17の目標の3番、

「すべての人に健康と福祉を」に繋げていきた

い。

　また、日焼け止めによって守られる物質には限

りがあるので、オゾン層の破壊が今よりもさらに

進行し、これ以上有害な物質が地表に届くことが

ないようにするために、オゾン層破壊のそもそも

の原因である地球温暖化を防ぐ行動をしていくこ

とで、SDGsの17の目標の13番「気候変動に具体

的な対策を」につなげていきたい。
６　参考文献
　R.M.横山　（2006）.

「生物実験室13」.

https://www2.tokai.or.jp/seed/seed/seibutsu

13.htm . 2020年8月20日

https://www2.toka.or.jp/seed/seed/seibutsu13.htm
https://www2.toka.or.jp/seed/seed/seibutsu13.htm
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言葉の表現の違いと周囲の環境の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘8―I班　山田 良誠　横光 思歩　吉川 理沙子　小島 凜香

１　はじめに
　私たちは日常生活の他者との会話の中で、相手

との言葉の表現の違いに気づき、そこから、同じ

言葉なのになぜさまざまな呼び方があるのかとい

う疑問を抱いた。また、同じ地域で生まれ育ち、

同じ方言を使っているはずである人との間にも言

葉の表現の違いが生じるのは何故なのかという疑

問も抱いた。これらの疑問を解決するために｢同

じ言葉でも呼び方が異なるのには何が関わってい

るのか」という問いを立てて研究をすすめること

にした。私たちは、家族や友人など周囲の人が

使っている言葉や表現、ふだん使用しているもの

など周囲の環境による影響が大きいのではない

か、という仮設を立てた。

２　研究内容
　この研究では、城南高校の２年生を対象にアン

ケートを取り、調査を行った。

＜アンケート内容＞

・アンケート①

ふだん使っている絆創膏の商品名とその呼び方を

聞いた。

・アンケート②

イラストを見てもらい、その動作の呼び方を聞い

た。

＜予想＞

・予想①

絆創膏の呼び方は、家庭でふだん使用している絆

創膏の商品名に影響されると考えるため、呼び方

とふだん家庭で使用している絆創膏の商品名は一

致するのではないか、また、熊本県にリバテープ

を製造しているリバテープ製薬があることから、

同じ九州地方である福岡県にもリバテープが多く

流通しており、家庭でもよく使用されていると考

えるため、「リバテープ」と呼ぶ人が多いのでは

ないかと予想した。

・予想②

「なおす」という言葉は主に西日本で使われてい

る方言であるため、「なおす」と呼ぶ人の割合が

約80％を占めるのではないか。

（実際のアンケート）

３　結果
・結果①
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・ふだん家庭で使用されている、主な絆創膏の商

品名は、バンドエイド、ケアリーヴ、救急ばんそ

うこう、傷パワーパッド、リバテープであった。

・バンドエイドを使用している人が最も多かっ

た。

・リバテープを家庭で使用している人も、「リバ

テープ」と呼ぶ人も最も少なかった。

・家庭でどのような種類の絆創膏を使用していた

としても、「ばんそうこう」と呼んでいる人が最

も多かった。

・絆創膏の呼び方と家庭で使っている絆創膏の商

品名が一致している人の割合は5.39％であった。

・結果②

・方言である「なおす」という言葉を使っている

人の割合は全体の約50％であった。

・「なおす」以外の標準語を使っている人の割合

も全体の約50％であった。

４　考察
・考察①

　グラフからバンドエイドを使っている人が最も

多かったのは、学校周辺の薬局でバンドエイドが

最も多く売られていたことと関係があるのではな

いかと考えた。また、リバテープを使っている人

も、呼んでいる人もほとんどいなかったのは、薬

局ではほとんど売られておらず、呼び方も普及し

ていないからではないかと考えた。このことか

ら、絆創膏の呼び方は使用している絆創膏の商品

名に影響されているとは言えないと考える。

・考察②

　方言である「なおす」と呼ぶ人の割合は約80％

ではないかという私たちの予想に反して、その割

合は約50％であり、標準語を話す人が多かった。

これは、SNS上での会話が増えたことに関係す

るのではないかと考えた。その根拠として、

SNS上では直接的な会話よりも、方言を使う機

会が少なく、また、様々な地域に住む人と簡単に

コミュニケーションをとることができるので、

様々な地域の方言の影響を受けやすいということ

が挙げられる。

５　今後の展望
　今回の調査により、言葉の表現の違いは周辺環

境に影響されるとは一概には言えないということ

がわかった。また、ものの呼び方は、使用してい

るものに関係していなかったので、他の周囲の環

境である家族などの人との関わりが呼び方に関係

しているのかを調査してみたいと思った。考察②

で考えたSNSと方言の関連性については、今後

より詳しく調査をしてみたいと思った。また、自

分の地域の方言を知り、伝えていくことで地域を

活性化し、住み続けられるまちをつくることがで

きるのではないかと考えた。

６　参考文献
柳田　國男(1980)　『蝸牛考』岩波文庫

河西　秀早子　『言語生活354』p５２〜５５

リバテープ製薬株式会社　

『ばんそうこうの呼び方マップ』

https://libatape.jp/about/namemap.html



学生に人気のマンガ・アニメ

福岡県立城南高等学校３年

傘８―J班　野村 栞　小林 恵衣　西島 太一　山本 叡宗　

１　はじめに
　今日の社会ではSNSの普及が進み、最新の情

報を即座に手に入れることが容易となっただけで

なく、共通の趣味を持つもの同士でコミュニ

ティーをつくり、情報やそれに対する意見を共有

することも可能になった。こうした環境のもと

で、アニメやマンガについての情報も多くの人の

目に触れるようになり、そうして人気が出た作品

が大きな経済効果をもたらしている。例えば「鬼

滅の刃」はマンガ・アニメ・映画の全てであらゆ

る世代から大きな反響を呼んだ。そこで若い世代

に人気のマンガ・アニメ作品の共通点などを調査

し、その傾向を捉えることで今後経済活動の中心

となる彼らの間、ひいては国際社会における日本

のマンガ・アニメの存在感を高めたいと思い、研

究を始めた。
２　研究内容
　私たちは校内、校外（城南中学校）を含む調査を

主に研究を進めた。調査はアンケート方式を採っ

て中学2年生（34人）、高校1年生（32人）

2年生（31人）の1クラスずつに対して行い、97人

から回答を得た。調査に関する項目には、「数を

問わずに好きなマンガ・アニメを挙げる」と「

SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）」

を設置した。
３　結果

男子 女子 総合

学年総合

（票）

ONE

PIECE 11

五等分の

花嫁

名探偵　

コナン

鬼滅の刃

　　　  4

ハイキュ

ー！！12

鬼滅の刃

約束のネ

バーラン

ド　    11

名探偵　

コナン 10

ONE

PIECE 17

ハイキュ

ー！！

鬼滅の刃

15

名探偵　

コナン 14

　好きなマンガ・アニメの題名を記入する項目に

は特別な制限を設けなかったため、予想以上に多

くのデータを収集することができた。しかし1

人・2人など少数の生徒からのみ回答があった作

品については「人気」だと言い切ることができな

いと考えて考慮せず、2票以上を集めた作品のみ

を最終的な結果として表示した。また、SNSの

利用についての項目では、すべて「利用してい

る」という回答があった。そのため考察では

SNS利用の有無を考慮しない。このアンケート

の結果の詳細は（表）を参照。もっとも多くの票を

獲得すると予想していた「鬼滅の刃」は意外にも

全体の順位は2位中学2年生の総合順位ではなんと

4位であった。「鬼滅の刃」の他にも「ONE　

PIECE」や「名探偵コナン」など、票の獲得が

事前に予測できた作品とは別に、「五等分の花

嫁」（中2男女）、「ハイキュー！！」（中2、高1,

高2、総合女子全てでランクイン）など特定の層で

強い人気を誇る作品もあった。また、多くの票を

得られなかったためランクインはしなかったもの

の、回答にはマイナーな作品も多く含まれてい

た。無回答のものはほとんど無かったことから

も、学生にマンガ・アニメが広く浸透しているこ

とが推測される。中でも、中学2年生は男女とも

に「好きなマンガ・アニメ」の項目で多くの作品

を挙げていた。

４　考察
　アンケートの得票率から、「少年マンガ（アニ

メでは原作）」、その中でも「戦闘系(バトル、ア

クション)」が最も多くの学生に支持されている

ジャンルだということが判明した。ここでは、

「戦闘系」作品に人間同士が戦うスポーツ漫画

(ハイキュー!！など)も含めて考察を行った。ま

た、「ダークファンタジー」の要素を持つ作品も



戦闘系作品に次ぐ人気のジャンルとなった。ダー

クファンタジーとは、ファンタジー作品で、重苦

しい雰囲気や悲劇的展開など、登場人物にとって

不条理な世界観に重きをおいているで、(表１)で

主なものには「鬼滅の刃」「進撃の巨人」「約束

のネバーランド」などがある。ところで少年マン

ガ(アニメ)が人気だと前述したが、表中には唯一

の少女マンガ(アニメ)、「ちびまる子ちゃん」が

ある。この作品は毎週決まった時間に放送されて

きた長寿番組であり、目に触れる機会が多く、そ

れゆえ票が集まったのだろう。しかしその唯一の

少女マンガ(アニメ)でもランキングに入っていた

のは高校一年生女子だけである。やはり主流の少

年マンガ(アニメ)に対して少女マンガ(アニメ)が

性別に関わらず人気を得るためにはかなり高い

ハードルを超えなければならないのだろう。少女

マンガ(アニメ)には恋愛を主題にした作品が多い

が、表中の作品は殆どがいわゆる「戦闘系作品」

なので、学生の需要が少女マンガ(アニメ)で満た

されることが少ないのも一つの原因だと思われ

る。その他に特徴的な作品の考察をすれば、女子

生徒に高い人気を誇る「ハイキュー!!」はアン

ケート実施時に連載が終了していた(2020年7月)

ものの、アニメの四期を放送していたこともあ

り、新規読者を獲得したのだと考えられる。この

作品とは対照的に男子生徒からの人気が極めて高

い「ONE PIECE」は、1997年から現在まで連

載されている作品だ。長寿作品であり、学生から

の人気の高さを見ると連載当初からの読者に加え

途中からマンガやアニメを見始めた新規のファン

も取り込んできたと見える。しかしこれら2作品

の人気にこれほど男女差があるというのは甚だ疑

問である。ここで考えられるのは、「ONE

PIECE」はバトルとファンタジーで男子生徒の

冒険心を、「ハイキュー!!」はリアルな高校生の

心情を描き女子生徒の共感心を掴んだのだろうと

いうことだ。ところで「五等分の花嫁」は中学二

年生からのみ男女ともに人気があった作品だ。男

性視点のラブコメディであるにも関わらず、魅力

的な女性キャラクターによって男女に人気が出た

のだろう。中学２年生からのみ票を獲得したの

は、単なるクラス内での流行か、クラス内のマン

ガ・アニメ好きの多さによるものだと考えられ

る。

５　今後の展望
　マンガ・アニメの流行の変遷には目を見張るも

のがある。このアンケートは2020年9月に実施さ

れたものだが、もし時期が違ったら結果も変わっ

ていくだろう。この推測から、今日の流行の移り

変わりが急速に進んでいることが分かる。また、

緊急事態宣言下での巣ごもり需要とともに電子書

籍がさらなる飛躍を遂げた。こうしてSNSの普

及によりマンガ・アニメ作品を消費者が手軽に楽

しめるようになり、その分、人気の作品が突出し

た売上を誇っている。そこで流行を掴んでみよう

とはじめた研究であったが、今回行ったアンケー

トは、母数が少なく世代も学生(中学生と高校生)

のみであったため、全世代に人気の作品などを調

査することがあれば、若年層から高齢層に至るま

での世代で大規模な調査を行うべきだ。加えて、

調査対象の一つ、高校二年生の男女比がかなり

偏っていたため、正確なデータを収集できなかっ

た可能性がある。この研究を発展させて考えると

SDGｓの中では「働きがいも経済成長も」　「質

の高い教育をみんなに」の２つがあてはまる。前

者はマンガ・アニメの経済効果、後者はマンガ・

アニメによる言語教育の可能性に焦点を当てたも

のである。
6　参考文献

なし
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「集団」と「孤独」における作業効率の関係性

福岡県立城南高等学校３年

傘9―A班　冨田崇仁　田中海響　濱田悠悟　登古紘平

１　はじめに
　勉強をするとき、果たして一人でするのが良い

だろうか、集団でするのが良いだろうか。人に

よって、また、何をすることを目的とする勉強か

によって、答えは様々であり、一様にどちらが

良いか決めることは容易ではない。そこで、異

なる複数の作業形態において、それぞれの作業

効率を調査することで、作業効率という観点か

ら見てどちらがより優れているのかについて調

べることができると考え、調査をした。

２　研究内容
　　「集団」の環境をつくる方法として、教室

に机と椅子を並べ、被験者には、自由に椅子に

座ってもらい、お互いの様子を見られ、会話が

出来るような状態にする方法を取った。「孤

独」の環境をつくる方法としては、机と椅子を

それぞれ1つずつ用意し、それらをパーテー

ションで囲って内側から外が見えないようにし

(図1)、被験者にはその中の椅子に座ってもら

う方法を取った。

　　　　　　　

　　　　　(図1)

作業効率の調査の方法としては、①暗記能力の

調査として、漢字検定1級相当の漢字を、「孤

独」と「集団」2つに分けてそれぞれ20種類ず

つ、漢字とその読み方を書いたプリントを用意

し、5分間で覚え、その後10分間書き取りを行

わせ、正確に書き取れた漢字の数を記録した。

また、②単純作業能力の調査として、15cm四

方の折り紙を5枚用いて折り鶴を5羽折らせ、全

て折り終わるまでに要した時間を記録した。さ

らに、③思考能力の調査として、ナンバープ

レートを「孤独」と「集団」でそれぞれ異なる

1問を解かせ、解き終わるまでに要した時間を

記録した。これらの調査の被験者として、城南

高校2年生を参加させ、「孤独」と「集団」の

それぞれに分け、それらを男女別に分けて調査

の結果を記録した。また、参考記録として、

「孤独」と「集団」の両方の記録を取った人と

して、「A君」と「B君」を「孤独」と「集

団」の結果とは別に記録した。

３　結果
① 漢字の暗記について、覚えることのできた

漢字の数は以下の表1のようになった。
表1

男子 女子 A君 B君

孤独 10.4 11.0 8.0 6.0

集団 9.1 9.3 13.0 8.0

　　　　　　　　　　　　(単位:個)
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②折り鶴を折るのに要した時間については、以

下の表2のようになった。

表2

男子 女子 A君 B君

孤独 13分51
秒

16分54
秒

12分57
秒

16分04
秒

集団 10分03
秒

11分02
秒

9分53
秒

7分41
秒

③ナンバープレートに関しては解き終えること

が出来なかった人が多く、正確な値を取ること

が出来なかったため、調査途中で実施を取り止

めた。

４　考察
　①漢字の書き取りにおいては、男女ともに

「孤独」の方が覚えた漢字の数が14％以上多い

傾向が見られたため、暗記は「孤独」の方が進

むとわかった。②折り鶴においては、男女とも

に38％、53％と「集団」の方が記録時間が短

かったため、単純作業は「集団」の方が進むと

わかった。これらにより、作業内容によって環

境の向き・不向きがあるとわかった。

５　今後の展望
　今回の調査では、③思考能力と環境の関係に

ついては調べることが出来なかったので、それ

を調べることでより環境と作業効率の関係性を

より詳しく調べられると思う。また、被験者の

数が少なく、記録に偏りがある可能性もあるた

め、被験者を増やすことでより正確な結果を得

ることができると思う。また、「孤独」の環境

作成のために使用したパーテーションが青色

だったので、異なる色に変えることで異なる結

果が得られる可能性があると思う。最後に、こ

の研究が進めば、SDGs17の目標の「4　質の

高い教育をみんなに」における、質の高い教育

のための環境づくりに生かせると思う。

６　参考文献

Usataro　(2019).

「漢字検定1級の漢字一覧表」.

https://mojinavi.com/d/list-kanji-kanken-01#i.　　
2020年9月23日

https://mojinavi.com/d/list-kanji-kanken-01#i.2020
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環境がWi-Fiに与える影響はどのようなものか

福岡県立城南高等学校３年

傘9―B班　福留 裕大　村口 寿哉　丸山 瑛　古本 裕太郎

１　はじめに
　現在、Wi-Fiはインターネットへの接続や

様々な機器の遠隔操作などに使用され、私たち

の生活に不可欠なものとなっている。しかし、

周囲の環境によっては通信速度の低速化や遅延

などが発生し、行っている作業に影響が出るこ

とがある。そこで私達は、様々な環境における

Wi-Fiと端末との通信速度を計測・比較して調

査を行った。

２　研究内容
　使用した素材は以下の通りである。

①木材･･･幅30cm、奥行き30cm、高さ10cmの空

洞。厚さ1.3cm。側面のうち大きいほうの一つが

吹き抜けになっている。

②発泡スチロール･･･幅30cm、奥行き30cm、高

さ10cmの空洞。厚さ2cm。以下同上。

③アルミホイル･･･幅20cm、奥行き15cm、高さ

25cmの空洞。飯ごうのような形で、ほぼ完全に

囲っている。割り箸を支柱とした。

④アクリル水槽･･･幅50cm、奥行き25cm、高さ

35cmの空洞。直方体の水槽。

　今回の調査ではiPhoneのテザリング機能(イ

ンターネット共有)を用いて発信源とした。

　水平距離での測定方法は、校舎３階の廊下に教

室用の机の上に発信源としてiPhoneXRを置

き、そこに各素材で作った箱型の覆いを被せ、

測定する側とは逆側に吹き抜けを向けた。発信

源から0m、15m、30m、45m離れた地点で受信

機としてiPhone11を手に持ち、通信速度計測ア

プリ(アプリ名:Fing)を用いて計測した。

　鉛直距離での測定は、校舎ロビーの吹き抜け

を使い１階と２階で発信機としてiPhone11、受信

機としてiPhone12を使いそれぞれ測定した。素

材の箱は用いなかった。

　階段による高低差の測定は、中央階段で３階

に各素材の箱を被せた発信源としてiPhoneXR

を置き、４階でiPhone11を手に持ち、測定し

た。

３　結果
　以下が結果のグラフである。

　それぞれのグラフから分かるように、ほとん

どの場合でWi-Fiルーターとの距離が離れるほ

どレイテンシが増加し、逆にアップロード速度

とダウンロード速度は低下している。遅延は値

が小さいほど、下り速度と上り速度は値が大き

いほど快適な通信ができるといえる。また、各

素材で計測を行っていたところ、アルミについ

ては15m離れた時点でWi-Fiと端末との接続が

切れたため、計測することが出来なかった。

図1

　図2
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図3

図4

図5

図6

図7

図8

図9

４　考察
　今回の調査では、Wi-Fiの通信速度はルー

ターと端末との距離が離れるほど悪化し、また

ルーターの周囲の材質によっても変化すること

が分かった。また、アルミが及ぼす影響は特に

大きく、少し離れただけでも通信出来なくなる

ほどだった。

５　今後の展望
　今回の調査では数種類の材質についてしか調

査を行うことができず、また時間の都合で十分
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なデータを得ることが出来なかった。また、実

験中にルーターと端末との間で人の往来があり

正確な測定が行えなかった可能性がある。

　そのため今後は、人が割り込んでこない場所

で行う、Wi-Fiルーターを囲む素材の種類を増

やすなどの環境を用意し実験を行うことで、よ

り正確なデータを取り、より安定した通信環境

を構築することができるようにしたい。

６　参考文献
・TIME&SPACE 　家のWi-Fiが遅いつながり

にくい…考えられる原因とすぐできる対処法を

紹介

time-space.kddi.com/it-technology/20200424

/2897

2020年9月23日

・踊るびあほりっく 　[ping値]ネット回線の

「応答速度(ms)」を測定する方法とスコアの目

安は？おすすめの良レスポンス光回線など。

odorikoblog.net/entry/sourceforge-speedtest

/

2020年9月23日

・セキュアSAMBA　通信速度はどれくらいあ

れば快適？目安と測定方法を紹介

securesamba.com/media/8648/

2020年9月23日



第３学年　ESD課題研究

スマートフォンの入力方式と入力速度の関係

福岡県立城南高等学校３年

傘９―C班　後藤 慧　遠藤 佑太朗　光永 建希　大島 成樹

１　はじめに
　近年、新型コロナウイルスによりリモートワー

クやリモート授業などのインターネットを介した

様々なコミュニケーションが急増してきている。

さらに、最近フィンランドのアールト大学により
「Smartphone typing speeds catching up with
keyboards」というスマートフォンによる文字の

入力速度がパソコンなどの物理的なキーボードに

追いついてきているという内容の論文が発表され

た。これらを踏まえて、スマートフォンによる文

字の入力をより速く、快適におこなえるものにし

たいと思い、どうすれば速くなるのかを調べるた

めにこの研究を行った。

２-Ⅰ　研究内容
　実験１では、普段日本語入力の人、普段ローマ

字入力の人、各４人ずつの計８人に①アルテロー

マ字入力 ②PC配列 ③GODAN ④日本語入力（図

１） の４つの入力方式でスマートフォンを用いて

「無線LANが商品化された当初は同一メーカー

であってもラインナップの異なる製品間では相互

接続は保証されていなかった」という文章を1回

打ってもらい、タイム、ミス数、長所・短所など

を調べた。また①と③の入力方式は共通点が多い

ことから、慣れによるタイム差をなくすために被

験者ごとに入力する順番を入れ替えてに実施し

た。

２−Ⅱ　結果　
（表１）

普段日本語入力の人 平均値

① 2’33 3’27 1’19 2’52 2’32

② 1’14 1’52 1’56 1’54 1’44

③ 3’36 3’50 3’15 4’15 3’44

④ 0’49 0’57 1’14 1’28 1’07

　普段ローマ字入力の人 平均値

① 3’31 2’53 2’05 2’57 2’49

② 1’59 1’30 1’00 1’18 1’29

③ 3’24 3’26 2’21 3’10 3’03

④ 3’29 3’30 2’42 2’02 3’13

　実験１の結果は以上（表１）のようになった。こ

の実験ではミス数が入力速度と関連性がなかった

ため結果から省いた。全ての入力方式で被験者か

らの意見として、慣れれば打ちやすいや慣れるま

で時間がかかるなどがあった。それ以外の長所と

しては、③のGODANは母音が一目で見やすい、

①のアルテローマ字入力は③のGODANより母音

が打ちやすい、というものがあった。短所は①の

アルテローマ字入力は小さい文字を探すのが難し

い、②のPC配列は両手を使わないと打ちづら

い、③のGODANは一番上の列が手が届きづらく

打ちづらいというものがあった。
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３-Ⅰ　研究内容
　実験１より、私たちは①と③の入力方式が似て

いるにも関わらず被験者による入力タイムに大き

な差が出たことから、文字の入力速度を向上させ

る要因がこの２つの入力方式の違いにあると考え

た。そこで母音の位置に着目した。

　　　　　　　　　　　（※黒丸は母音の位置）

　図２より①のアルテローマ字入力のほうが母音

が下に集まっていることがわかった。そこから母

音をより下に集めた⑤のオリジナルの入力方式を

作成した（図３）。　

　　　　　　　　　　　（※黒丸は母音の位置）

　実験２では、実験１から得られた結果より、①

アルテローマ字入力と⑤のオリジナルの入力方式

を用いて普段日本語入力の人、普段ローマ字入力

の人、各4人ずつの計8人にスマートフォンを用い

て「じょうなんこうこうにねんせいです」という

文章を1回打ってもらいタイムを測った。ここで

新たに文章をひらがなで作成したのは文字変換時

にかかるタイムロスをなくすためである。

３−Ⅱ　結果
（表２）

普段日本語入力の人 平均値

① 0’25 0’45 0’31 0’30 0’32

⑤ 0’25 0’33 0’25 0’20 0’25

　

普段ローマ字入力の人 平均値

① 0’45 0’30 0’36 0’45 0’39

⑤ 0’18 0’16 0’22 0’25 0’20

　実験２の結果は以上（表2）のようになった。⑤の

オリジナルの入力方式のほうが速く打てるという

ことが分かった。

４　考察
　実験１、実験２の結果より母音の位置が文字の

入力速度に大きくかかわっていた。母音は日本語

の文字を打つのに必須であり、その母音を打ちや

すくすることで全体的な文字入力のスピードも向

上すると考えられる。

５　今後の展望
　改善点として被験者を増やすこと、子音の使用

頻度を調べそれもキーボードの配置に考慮するこ

と、左利きや右利きや手の不自由など関係なしに

打ちやすい入力方式を考えることなどがある。

　これらの点を踏まえて様々な人が使いやすい入

力方式を開発することでインターネットを介した

教育を受けやすくなり、SDGsの4番の「質の高

い教育をみんなに」につながると考える。

６　参考文献
Antti Oulasvirta,Sunjun Kim(2019).

「Smartphone typing speeds catching up with

keyboards」.

https://www.aalto.fi/en/news/smartphone-t

yping-speeds-catching-up-with-keyboards.

2020年8月26日.
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感情判断において顔の各部位がもたらす効果と違い

福岡県立城南高等学校３年

傘９―D班　石橋 咲乃　山口 優音　桑原 大雅　本田 義弘

１　はじめに
　昨今の社会では、新型コロナウイルスの感染拡

大によりマスクを着用することが習慣化した。そ

こで我々は、マスクの影響で表情の伝わり方に違

いが発生するのではないかと考えた。また、北海

道大学結城雅樹教授の論文の一節に「日本人は目

で感情を伝え、欧米人は口で感情を伝える。」と

あることから、「日本人は目で感情を伝える」と

いう仮説を立てた。そして、このESD課題研究に

おいて「マスクの有無と感情伝達の因果関係」を

調査、研究した。

２　研究内容
　この研究を行うにあたって、我々は3つの調査（

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）を行った。また、今回の実験におけ

る「６感情」とは、喜び・怒り・嫌悪・悲しみ・

驚き・恐怖を示す。そして、被験者として異なる

城南高校５６期生男女２０名を３グループ用意した。

Ⅰ「口を隠した（マスク着用）状態での調査」

　被験者１グループに対し、男性のモデルの６感

情の顔写真（実験写真）の口を隠した状態で被験者

に見せ、６枚の各々の写真がどの感情に該当する

か答えてもらった。

Ⅱ「目を隠した状態での調査」

　Ⅰとは異なるグループに対し、目を隠した実験

写真を見せ、同様の調査を行った。

Ⅲ「素顔の状態での調査」

　何も隠していない実験写真（素顔）をⅠ、Ⅱ、と

は異なるグループに見せ、同様の調査を行った。

３　結果
それぞれの実験の結果を以下の様な表に示した。

（凡例）

喜び 怒り 嫌悪 悲しみ 驚き 恐怖

喜び １０ ←喜びに対して10人が正解した。

「実験Ⅰ（口を隠した）」

喜び 怒り 嫌悪 悲しみ 驚き 恐怖

喜び １５ ３ ９

怒り ９ ４ ５ １

嫌悪 ３ ９ ９ ５

悲しみ ７ １ １ １

驚き １８ ３

恐怖 ２ ７

正答率

７５ ４５ ４５ ３５ ９０ ３５（％）

表からは、喜び・驚きの正答率が高いことが分か

る。

「実験Ⅱ（目を隠した）」

喜び 怒り 嫌悪 悲しみ 驚き 恐怖

喜び ２０

怒り １１ ７ １ １

嫌悪 ４ １０ ３ ２

悲しみ ４ １１ ７

驚き ２０

恐怖 １ ３ ５ １０

正答率

１００ ５５ ５０ ５５ １００ ５０（％）

実験Ⅰに比べ全体的に正答率が高くなった。

「実験Ⅲ（何も隠さない状態）」

喜び 怒り 嫌悪 悲しみ 驚き 恐怖
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喜び ２０

怒り ２０ ０ １

嫌悪 １９ ２

悲しみ １ １８

驚き ２０ ２

恐怖 １７

正答率

１００ １００ ９５ ９０ １００ ８５（％）

素顔の状態では、全ての感情において正答率が高

かった。また、各実験における正答率は次の通り

になった。

「正答率の比較」
喜び 怒り 嫌悪 悲しみ 驚き 恐怖

実験Ⅰ 75 45 45 35 90 35

実験Ⅱ 100 55 50 55 100 50

実験Ⅲ 100 100 95 90 100 85

４  考察
　結果からは、目を隠したときよりも、口を隠し

たときの正答率が低かったことが分かる。このこ

とから、マスクを着けていると感情は伝わりにく

くなり、顔だけでなく身振りや手振りも感情判断

において重要な要素となることが考えられる。ま

た、今回の結果は仮説として参考にした北海道大

学発表の論文に反している。このことについて

は、「日本人はコミュニケーションを取る際に常

に相手と視線を合わせている訳ではなく、無意識

のうちに視線を時折ずらしているため、目よりも

口を感情判断の要素として用いている」と考察し

た。また、今回の調査で一部の被験者が提示した

感情と正反対の感情を判断していた。このこと

は、「全員が口で判断している訳ではなく、目で

感情を判断する人が一定数存在し、口を隠される

と正常に判断ができなくなる。」と考えた。

５　今後の展望
　今回は高校二年生男女という限られた年齢層に

対する調査だったため、機会があれば子供や高齢

者など様々な年齢層にも調査をしたい。また、日

本人だけでなく世界の様々な国籍の人に対しても

調査をし、日本との違いを見つけ、コロナ禍でも

感情を正確に判断できる方法も模索していきた

い。このことはSDGsの17番目の目標である

「パートナーシップで目標を達成しよう」に繋が

ると考えられる。

６　参考文献
北海道大学　教授　結城雅樹

Are the windows to the soul the same in the

East and West? Cultural difference in using

the eyes and mouth as cues to recognize

emotions in Japan and the United States.
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ネットパトロールから考えるSNS問題増加の原因

福岡県立城南高等学校３年

傘9-E班　古石　倫大　伊藤　巧　吉谷　美咲　吉永　桃子

１　はじめに
　近年、ネット環境が広く普及したことによる多

種多様な弊害が学生を襲っているが、特に顕著な

のがLINE、Instagramをはじめとする SNSに起

因する犯罪が増加傾向にあることである。

出典：朝日新聞デジタル（2020年3月12日）「子ど

ものSNS犯罪被害、過去最多　大人にできるこ

とは」

このグラフによれば確かにSNSを通じた事件に

巻き込まれる学生は増加しているようだ。しか

し、このグラフには様々な疑問が浮かぶ。例え

ば、高校生の割合が高く、小学生の割合が極端に

低いのは、単にスマートフォンの所持率などが原

因なのではないかということだ。このような疑問

を解決するために私たちは多角的な視点からこの

問題について考察しようと考えた。

２　研究内容
　小学生75人、中学生77人、高校生80人を対象

に、ネットパトロールを誰に行ってほしいか、ス

マートフォンの所有の有無についてアンケートで

回答してもらった。

　①スマートフォンの有無

　②小・中・高の学生にネットパトロールを誰に

行ってほしいかについてアンケートを行った。

【選択肢】

1  親　2  PTA役員　3  先生　4  地域の人

5  ネット監視サービス会社の人　6  国の役員

３　結果
本アンケートの結果

①スマートフォンの所持率

調査人数(人) 所持率(％)

小学生 75 38

中学生 77 78

高校生 80 99

　　②ネットパロールを行ってほしい対象

　　小学生

全体 持って

いる

持って

いない

親 74% 76% 73%

PTA 0% 0% 0%

先生 3% 0% 4%

地域の人 4% 6% 2%

ネット監視

サービス

10% 14% 9%

国の役員 3% 4% 2%
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中学生

全体 持って

いる

持って

いない

親 55% 64% 47%

PTA 0% 0% 0%

先生 0% 0% 0%

地域の人 4% 0% 7%

ネット監視

サービス

32% 32% 33%

国の役員 9% 4% 13%

高校生

全体 持って

いる

持って

いない

親 18% 19% 0%

PTA 0% 0% 0%

先生 1% 1% 0%

地域の人 4% 4% 0%

ネット監視

サービス

58% 57% 100%

国の役員 25% 26% 0%

４　考察
　第一に、冒頭のグラフと結果①から相対的に小

学生がSNSに起因する犯罪に巻き込まれる割合

は低いと考えられる。第二に、小学生から高校生

になるにつれてネットパトロールを行って欲しい

対象が自分に身近な親から離れていき、他人に

行ってもらいたいと思うようになっている。これ

らのことから、なんらかの原因があって周囲に自

分のことを相談しづらくなったのではと考えられ

る。原因については、自分の投稿を見られたくな

いといったことから、自分は大丈夫だろうという

安心感など様々な要因が挙げられるだろう。ま

た、このことは、きちんと相談や情報共有さえで

きていれば多くの犯罪を防ぐことができるので

は、とも考えられる。

５　今後の展望
　SNSは今後も留まることを知らず、急速に多

様化していくだろう。しかし、SNSを起因とし

た犯罪の増加には歯止めをかけなければならな

い。今回の研究で見えてきたSNS問題解決の可

能性と周囲に相談しやすい環境の形成方法につい

てより深く探っていきたい。

６　参考文献

https://www.asahi.com/sp/articles/ASN3D5

251N3BUTIL02T.html

https://www.asahi.com/sp/articles/ASN3D5251N3BUTIL02T.html
https://www.asahi.com/sp/articles/ASN3D5251N3BUTIL02T.html
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電子黒板使用時における生徒全員が見えやすい条件について

福岡県立城南高等学校３年

傘9―F班　勝本隼丞　永岡東子　西田夏帆　小田真也　杉江隼也

１　はじめに
　現在、城南高校では社会科や英語等の授業時に電

子黒板が用いられている。その際に窓から入る外の

景色が液晶に反射し、画面が見えにくいという生徒

の声が多数あった。そのことから、どのような条件

であれば生徒全員がよく見えるのか、条件によって

見え方に違いはあるのかなど、電子黒板の適切な使

用方法を知りたいと思い、調査を始めた。

２　研究内容
・調査に使用したもの

　教室１部屋(8×7ｍ)、電子黒板1つ(65in)、分度

器、ビニールテープ、布カバー(光を遮るもの)

・調査手順

　1つの教室を用いて教室の右前方に電子黒板を設

置し、被験者は図1の①〜⑤の位置に座った。生徒

が座った位置をこの５箇所に設定した理由は、これ

らの箇所から見えればその内側の人も見えると仮定

したため。また、教室内の電気は消し、カーテンは

全て閉めて行った。調査した時間帯は、正午過ぎか

ら二時間程度である。

　調査①　電子黒板の角度を変えて見やすさを調べ

た。電子黒板を教室の黒板に対して平行かつ生徒側

に液晶を向けた時を０度とし、黒板側の足を軸とし

て15度ずつ90度まで回転させ(図1参照)、①〜⑤に

座った被験者が液晶に映し出された画像の見えやす

さを調べた。このとき使用した画像は図2である。

ただし、図2の画像の背景は白であり、境界線・数

字の色は黒、数字の書体は明朝体にした。

　調査②　図2の画像の数字部分を黒、赤、青、

緑、黄、橙、紫の7色に変えた。調査①と同様の条

件下で、後述する調査①の結果より、電子黒板の角

度は45度に固定して調査した。

　次に文字についての条件を変えて、電子黒板の見

やすさを調べた。調査①・②で使用した画像から変

更し、図3のような文字のみの画像に変更した。　

　ただし、図3の背景は白にし、文字の色は黒にし

た。画像を変更した理由は授業で使用する際には文

字の画像が多く、授業と似た環境にするために班員

で協議した結果である。電子黒板の設置位置、被験

者が座った位置、教室内の電気等の条件は調査②と

同様である。

　　　　　　

　　　　　　　　　　　図2 調査①で示した画像

図1 被験者の位置

　図3　　調査③で表示した画像

　調査③ 図3の画像を用いて文字の大きさ、文字の

書体を変えて見えやすさを調べた。

　図3の文字の大きさを40pt(10行)、24pt(15行)、

16pt(20行)に変えた。この時、それぞれの大きさ

で文字の書体を明朝体、ゴシック体、教科書体の三

書体に変えて見やすさを調べた。

・分析方法

〇→読める　△→部分的に読める　×→読めない

の三段階で判定した。
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３　結果
　調査①の結果は次のようになった。

表１　席の位置と角度の関係

0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

① ○ ○ ○ ○ ○ × ×

② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④ × △ ○ ○ ○ ○ ○

⑤ × × △ ○ ○ ○ ○

　調査②の結果は次のようになった。

表２　席の位置と色の関係

黒 赤 青 緑 黄 橙 紫

① ○ ○ ○ ○ × △ ○

② ○ ○ ○ ○ × △ ○

③ ○ ○ ○ ○ × △ ○

④ ○ ○ ○ ○ × △ ○

⑤ ○ ○ ○ ○ × △ ○

　これらの結果より全員が見えやすいと言える電子

黒板の角度は45度～60度であった。また、色の見

えやすさは黒・赤・青・緑・紫が〇で橙が△、黄が

×であった。この時、被験者に意見を聞くと、特に

黒と赤の2色が見えやすいことが分かった。

　調査③の結果は次のようになった。

表３　文字の大きさと書体の関係

　ゴシック体 明朝体 教科書体

40pt ○ ○ ○

24pt ○ △ △

16pt △ △ ✕

　この結果より

・40pt　どの書体も読むことができ、明朝体、ゴ　

　　シック体、教科書体の順に見やすかった。

・24qt　ゴシック体が最も見やすく、全ての文字を

　　読むことができた。対して、明朝体・教科書体

　　は画数の多い漢字等、一部読めなかった。

・16pt　どの書体も読めない部分が殆どであった　

　　が、ゴシック体・明朝体は一部読めて、教科書

　　体は全く見えなかった。

４　考察
　結果から以下の条件に気を付ければ電子黒板が見

やすくなるのではないかと考えた。

　1点目は、電子黒板の向きを45度から60度にする

ことである。結果の表1から分かる通り45度、60度

の2つの向きの時のみ、5箇所全てから文字が読め

た。時間帯によって日差しの向きが変わるため多少

の変化はあるだろうが、おおよそこの2つの向きの

間が、教室全体で見やすい条件だと考えられる。

　 2点目は、橙、黄の文字は使わないことである。

結果の表2から分かる通り7色の中でこの2色が特に

見えにくく、文字が読みづらくなると考えた。

　3点目は、文字の大きさが大きい時(約40pt以上)

は文字の書体を明朝体にし、小さい時(約24pt以下)

はゴシック体にすることである。結果の表3から分

かる通り40ptの時と24ptの時を比べると明朝体とゴ

シック体の見やすさの順が入れ替わっている。これ

は明朝体は線が細い書体であるため文字が大きい時

は読みやすく、小さい時は線が太いゴシック体の方

が見えやすいためと考えられる。教科書体は文字が

細すぎて、見えるほどではなかったため、電子黒板

に映し出すには不適切であると考える。

５　今後の展望
今回の調査では背景色はすべて白を使用したため、

背景色との関係も調査してみたい。また、文字の

数、書体の種類、文字の大きさのどれもが数が少な

かったので、さらに多くの調査を重ねていき、見や

すくなるための条件の関連性を見つけ出したいと思

う。これらの実験を踏まえて、電子黒板を使用する

際のガイドライン等を作成すれば、SDGsの「質の

高い教育をみんなに」の達成に近づくだろう。
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周囲の環境による勉強効率の違い

福岡県立城南高等学校３年

傘9―G班　延命哲行　堀光矢　中原准斗　古賀玲志　

１　はじめに
　研究動機は日々の限られた時間の中、最大限に

効率の良い学習方法や環境はどのようなものなの

か、という疑問を模索すべく、「周囲の環境に

よって学習効率に違いが出るのだろうか？」とい

う問いを設定し、実験を行った。

２　研究内容
　全被験者73人を4人1組に分け、教室で計算問

題と英単語テストを受けてもらう。最初に英検準

1級レベルの6文字以上の英単語（参考文献②より

抜粋）と、その日本語、15語が黒、赤、青、緑の

色で書かれている紙を被験者に渡し、5分間暗記

する時間をとる。この際、ペンで書きながらの暗

記は禁止とする。その後、紙を回収し暗記した色

と同じ色で書かれたテスト用紙を配り、2分30秒

で解いてもらう。このテストでは、日本語から英

語に直すテストを、暗記した15問の中からランダ

ムに10題出題した。

　テスト用紙回収後、英単語テストと同じ色で書

かれた36マス計算の用紙を裏返しで配る。計算の

内容は2桁の自然数の足し算である。このテスト

を合図とともに解き始め、30秒での正解数を比較

する。計算問題が終わり次第、テストを終了す

る。

　この実験を通して、被験者をbpm150以上の速

いテンポの音楽を聴くグループ、bpm100以下の

遅いテンポの音楽を聴くグループ、無音で行うグ

ループの3グループに分ける。なお、音楽を流す

グループは、被験者が全員着席して流し始め、テ

スト終了後被験者が全員教室を出たときに止め

る。

　被験者を色別に4つ、音別に3つにグループ化

し、結果の違いをそれぞれ比較する。

３　結果
73人の被験者で実験を行い、速いテンポの音楽

（bpm150以上）を流すグループ、遅いテンポの音

楽（bpm100以下）を流すグループ、無音で行うグ

ループの3種類に分けて、色別、音別の結果につ

いてそれぞれ箱ひげ図で表すと次のようになる。

色別の英単語の点数分布

色別の計算テスト点数分布

速度別の英単語点数分布
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速度別の計算テスト点数分布

○範囲の大きさについて

＜英単語＞　　

・速度別

最も範囲が広かったグループは音楽無しのグルー

プで最も範囲が狭かったグループは遅いテンポの

グループだった。

・色別

範囲に差がはっきり表れなかった

＜計算テスト＞

・速度別

最も範囲が広かったグループは音無しのグループ

で最も範囲が狭かったグループは遅いテンポのグ

ループだった。

・色別

最も範囲が広かったグループは赤と黒で最も範囲

が狭かったグループは緑だった。

４　考察

　ここで音や色によって点数の範囲に大きく差が

出た理由を考える。まず36マス計算の色別結果で

は、赤と黒と青の範囲が12,緑の範囲が8となって

いる。これは、赤には刺激的な印象があり、それ

により集中できた人と集中を乱された人がいると

考える。一方、緑は落ち着いた印象があり、それ

によりリラックスして大方の人が安定した点数を

出せたのではないかと考える。

　次に音に関しては、テンポの速い音楽が最も範

囲が大きく、遅い音楽が最も範囲が小さかった。

これは赤と青の関係に似ていて、速いリズムに

よってテンポよく作業できた人と、逆に集中を乱

された人がいて、遅いリズムでは安定して落ち着

いてテストを受けられた人が大多数であり、この

ような範囲の別れ方になったと考察する。

5　今後の展望
　今回の実験では被験者が73人とあまり多く取れ

なかったことから、人数を増やして実験を行い新

たな傾向を探る。実験環境を改善し、より正確な

結果を導き出す。色や音の波長や性質など、両方

の関係について深く掘り下げる。この３点を特に

意識して行きたい。さらに、SDGs 4番　「質の

高い教育をみんなに」においてこの研究を活用

し、より良い学習効率の発見、探求に発展させ

る。そして日々の限られた時間の中で、試行錯誤

しながら勉強効率の向上を図る多くの人々へのア

ドバイスとなるようにしたい。

６　参考文献
①https://iro-color.com/episode/about-color/

②ＴＥＸ加藤（著）

TOEIC L & R TEST 出る単特急 金のフレーズ

(TOEIC TEST 特急シリーズ)

③https://iro-color.com/episode/about-color/gr

een.html

https://iro-color.com/episode/about-color/
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スマートフォンの使用時間〜画面の色との関係性〜

福岡県立城南高等学校３年

傘９―H班　市川 香那　山内 和香　清見 健太  中尾 早希　三井 優季　

１　はじめに
　コロナ禍の中、特に我々学生は家で勉強する機

会が増えている。家で勉強することにおいて我々

の勉強を妨げとなっているものの一つにスマート

フォンの仕様があげられる。そこで、スマート

フォンの利用時間を減らすことができれば、勉強

の妨げが減り、学びの質を向上させることができ

るのではないかと考えた。

２　研究内容
　我々はあらかじめ2学年の生徒400人を対象に

スマートフォンの使用時間、1番使っているアプ

リ等のアンケートを行った。回答してくれた人数

は153人、そのうち娯楽目的での使用時間が3時

間以上の生徒は82人であった。これらの人の中か

ら無作為に50名選出し、実験への参加を依頼し

た。画面の色を変更する方法としてはスマート

フォン内の機能であるカラーフィルターを用いる

ことにした。色に関しては赤、黄、青、白黒、ク

ラシック（画面の色を反転させるフィルター）の全

5パターンを用意し、無作為に選んだ生徒から10

名ずつ各色のフィルターの被験者となってもらっ

た。（以下、この十名のグループをそれぞれ赤、

黄、青、白黒、反転と呼ぶ）また、色彩の強度は

設定からアクセシビリティ、画面表示とテキスト

サイズ、カラーフィルターに進み、カラーフィル

ターをオンにすることで変更することができ、被

験者には１番強い色を100％としたとき、全ての

フィルターを等しく80％に指定した。被験者には

以下の通り実験を行ってもらった。

［実験内容］

１．カラーフィルターを各色指定した色と強度に

変える。

２．通常通りの生活を行う。

３．実施した前の週と実施した週のスクリーンタ

イムの平均時間を報告してもらう。

４．送ってもらったデータから各色ごとの平均

値、中央値、最大減少率を算出し、そこから書く

色ごとの傾向を考察した。

３　結果
　表1に示したように、最大減少率に関しては反

転が最も大きかったが、中央値、平均値の値が大

きいのは白黒という結果となった。被験者に実験

の感想を聞いたところ、主に以下のようなものが

挙げられた。

・赤、青は最初は違和感があったが、時間が経過

するにつれて慣れてきた。（期間に個人差あり）

・黄色は目への負担がそこまで大きく感じられな

かった。

・白黒は見る意欲があまりわかなかった。

・反転は普段との差が大きく、気分が悪くなっ

た。

表１.色ごとの減少の傾向

減少

人数

最大

減少率

平均

変化率

中央値

赤 7 44% -9.1% -4.5%

黃 6 38% -9.1% +0.5%

青 4 14% +0.13% -9.1%

白黒 8 36% -13.7% -20%

反転 6 68% -10.1% -7.5%

(注）最大減少率とは各色ごとの被験者のうち、最

も減少した割合の大きい人物のものである。

４　考察
　最大減少率が最も小さかったのは黄色で、最も

大きかったのは反転である。しかし、平均値、中
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央値を参照してみると。最も大きいものは白黒で

ある。しかも、反転に関しては差が大きく気持ち

が悪くなるといった意見も挙げられているため、

これらの事柄を総括して考えると、スマートフォ

ンの使用時間を減らすために最も適している色は

白黒であると考えられる。黄色が最も効果が薄

かった原因として考えられるのは、 被験者から

の意見でも挙げられていたように、目への負担が

最も小さかったからではないかと思われる。可視

光線の範囲において、人間の目への負担が最も小

さいとされるのは緑色である。今回用意した赤、

黄、青の3色のうち、最も波長が緑に近いものは

黄色である。現に、iphoneにはnightshiftという

機能があり、この機能は画面の色を暖色系にする

ことでブルーライトを軽減し、目への負担を軽減

する機能である。この機能を設定するとわかる

が、 スマホ画面が全体的に黄色がかるのであ

る。 これらの理由のため、黄色フィルターは減

少率が小さかったのではないかと考えられる。次

に白黒について、WIREDの記事によると、人間

の脳は明るく、輝かしいものに魅了されるという

特性があるため、画面上から色彩がなくなった場

合、ゲームをプレイしたり、メディアを閲覧する

意欲を低減させることができる。そのため、白黒

フィルターは他のフィルターのように不快感を与

えることで意欲を低減させるのではなく、人間の

本能的な面によって意欲を低減させているため、

他フィルターよりも大きい効果が得られたのではな

いかと考える。赤、青についても考えてみると、ま

ず赤色は、人間の交感神経を刺激するため、目への

負担が他の色より大きいため、使用時間が減少した

のではないかと考える。青色は、人間の可視光線の

中でも波長が短い色であり、等しい使用時間でも他

の色に比べ目へと透過する光の量が多いため、目の

負担が大きくなり、使用時間が減少したのではない

かと考える。しかし、赤、青の減少と白黒の減少の

間に差があるのは、赤、青は目に負担をかけて減少

させているのに対し、白黒は脳の本能的な麺による

無意識化での減少であるため、効果に差が見られた

のではないかと考える。以上より、画面の色を変え

ることによりスマートフォンの使用時間を減らすに

は、画面の色を白黒にすれば最も大きい効果が期待

できるのではないかと思う。

５　今後の展望
　今後の展望としては、今回の実験では5色の

み、期間は一週間という条件であったが、前述し

た考察でも述べた通り、目に対する刺激が最も小

さいと考えられる緑等の色の種類を増やしたり、

数週間、数ヶ月と長期的に実験を行うなど、今回

行ったものとは異なる条件下での実験を行い、よ

り効果が得られるものはどのようなものか調査し

ていきたい。またこの研究を発展させれば、無意

識下でのスマートフォン使用時間の削減により勉

強の質が向上し、SDGsの4.「質の高い教育をみ

んなに」へと繋げていくことも望めるのではない

かと考える。

６　参考文献
緑が目にいいって本当？

https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp

/s/topics/201905/200125/amp.html 2021/3/20

スマートフォンへの依存を減らすにはグレイスケー

ルが効果的？

https://wired.jp/2020/01/30/grayscale-ios-androi

d-smartphone-addiction/ 2021/3/20

https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp/s/topics/201905/200125/amp.html
https://www.google.co.jp/amp/s/weathernews.jp/s/topics/201905/200125/amp.html
https://wired.jp/2020/01/30/grayscale-ios-android-smartphone-addiction/
https://wired.jp/2020/01/30/grayscale-ios-android-smartphone-addiction/
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多くの情報を含む文章の伝達

福岡県立城南高等学校３年

傘9―I班　野中萌璃  山村莉子  中原佑都  西村和貴

　

１　はじめに
　現代社会では、メールやSNS、普段の会話に

おいて、簡潔に情報の伝達が行われることが多

い。しかし、この現象の中で勘違いが起こりトラ

ブルに発展することが多々ある。そこで、長い文

章の中で重要な所の特徴は何かを詳しく調査し

て、この勘違いが起こる過程を知ることで、問題

解決に繋がるのではないかと考えた。また、でき

るだけ簡潔に重要なことを伝えるためにはどうす

ればよいかを調べた。

２　研究内容
　会話と文面では勘違いにも差があると思い、文

面での場合を除き、会話を想定して伝言ゲームを

行った。

　実験はフィールドワークごとに条件を設定し

て、伝言ゲームを行った。2回のフィールドワー

クともに事前に用意した4つの文章の物語（200文

字程度）をそれぞれ4人1グループを計3回行い、

フィールドワーク一回ごとに12グループ計48人

の被験者を用意した。実験の内容は携帯端末の録

音機能を用いて録音し、実験後に確認して結果を

まとめた。

“フィールドワーク1”

　1人目に用意した文章を45秒で覚えてもらっ

た。次に、覚えた文章を2人目に時間無制限で伝

えた。これを4人目まで繰り返し、最後の人が伝

えられた内容を実験監督に伝えて実験終了とし

た。

“フィールドワーク2”

　1人目に用意した文章を45秒で覚えてもらっ

た。次に、覚えた文章を2人目に45秒の制限をつ

けて伝えてもらった。この時間は、班員で模擬実

験を行った結果、最適であった時間制限である。

これを4人目まで繰り返すが、情報の伝達途中の

聞き直しを原則禁止とした。また、伝達時間30秒

ごとに呼びかけを行った。そして、最後の人が伝

えられた内容を実験監督に伝えて実験終了とし

た。

３　結果
“フィールドワーク1”

・文章の修飾語が消えやすかった。

　例:すごく、大きい、多い…など

　　 (24グループ中24グループ)

・似ている意味の言葉に変換された。

　例:仔牛→牛、母親と兄→親子、

ものすごく→とても、冷たい→さむい

魚がかかる→魚が釣れる…など

　　 (24グループ中24グループ)

・ジェスチャーを使って伝えようとする人がい　

た。　例)

　　(24グループ中4グループ)

・同音異義語の間違いがあった。

　例:漁師と猟師　(12グループ中12グループ)

　　 城  と 白       ( 6グループ中  1グループ)

(文章の例）

元の文 変化後の文

腕利きの猟師がそのすご

い馬を仕留めてやろうと

山に入る。

腕利きの漁師がそのすご

い馬を仕留めてやろうと

山に入る。

・文章の原因、状況、理由などが伝わるうちに、

結果だけが残った。（24グループ中22グループ）

(文章の例）
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元の文 変化後の文

・山に何日も雪が降り

続き、食べ物がなく

て、腹の好かせた狐が

里に降りてきた。

・山の中にすごく立派

な野生の馬がいるとい

う噂を聞いた腕利きの

猟師がそのすごい馬を

仕留めてやろうと山に

入る。

・狐が里に降りてき

た。

・腕利きの猟師が山に

入る。

問題点としては、1人目の記憶力の差で大きな結

果の違いが生まれた。また、条件の少なさから曖

昧な結果になった。

“フィールドワーク2”

結果はフィールドワーク1とほぼ変わらず、条件

を変えたがそこまでの違いは見受けられなかっ

た。

４　考察
　同音異義語の間違いが100%である理由として

は“りょうし”と聴いて、“猟師”よりも“漁

師”の方が身近である人が多いためにこのことが

起こっていると考えられる。例えば、“漁師”は

テレビなどのマスメディアで見かけることがある

と思うが、“猟師”はテレビなどで見かけること

も実際経験する人もなかなかいないだろう。その

ため、“漁師”と勘違いする人が多かったのでは

ないだろうか。

　また、フィールドワーク1とフィールドワーク2

で条件を変更したものの、結果に大きな違いが見

られなかった理由としては、伝える側はより分か

りやすく、聞く側は一度で聞き取れるようにより

心がけたため、変化が見られなかったと考える。

　そして、文章の原因、状況、理由などが伝わる

うちに、結果だけが残った理由としては、一文章

の前後の文から判断できるものから消滅していっ

たのではないかと考える。

５　今後の展望
　今回の実験で行った伝言ゲームは、１人目が文

章を暗記して２人目以降に伝えるといった流れで

で行ったが、実験監督が１人目に文章を伝え、そ

れを２人目、３人目に伝言していくという流れで

伝言ゲームをしたら、違った結果が得られた。　

　また、伝言する際にジェスチャーを多用したグ

ループがいたため、ジェスチャーの使用を制限す

ることで、より正確な結果が得られた。　　　　

　結果だけでも内容が伝わることから、「結論を

先に言って、内容を後に言う方法」を、ニュース

の報道や広告などの分野に活用していきたい。

６　参考文献
　古里紅子(2011)

「まんが日本昔ばなし〜データベース〜」

http://nihon.syoukoukai.com

上記より、①しっぽの釣り

　　　　　②怪しい虫

　　　　　③千里の靴

　　　　　④雪女

http://nihon.syoukoukai.com
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日本の観光客を増やすために外国から学べることはなにか

福岡県立城南高等学校３年

傘10―A班　吉本 禅　田中 佑樹　真境名 美南　梅本 史佳　町田 朱嶺

１　はじめに
　新型コロナウイルスの影響により、海外からの

観光客は大幅に減少し、観光業界へ強い打撃を与

え、日本経済は滞った。事実、2019年には3180

万人だった観光客数が2020年には411万人まで下

がった。そこで、コロナウイルス収束後、以前の

ように観光業が回復するのかという疑問がある。

このような状況の中で観光客を取り戻し、以前に

も増して観光客を誘致するためにはどうすればよ

いか他国の取り組みからこのような題について考

えた。

　訪日外国人客数の推移

２　研究内容
１　日本と同じ条件の国（他国と面していない国）

であるニュージーランド・アメリカ（ハワイ）・イ

ギリス・オーストラリア・フィリピンの５カ国が

観光客を増やすために行っている取り組みをイン

ターネットと本で調べた。

２　日本が過去に観光客を増やすために行ってい

た取り組みをインターネットで調べた。

３　１で調べた他国の取り組みを参考にし日本で

の観光客誘致につながる取り組みを考えた。

３　結果　
　１　５ヵ国の取り組み　　　　　　　　　　

　・ニュージーランド　　　　　　　　　　　

ニュージーランドでは、10月から３月に観光客が

集中しているため観光客の分散化を進めている。

中高年、ハネムーン、教育旅行、家族旅行にター

ゲットを絞りインバウンド観光のマーケティング

に取り組んでいる。旅行ルートのブランド化によ

り、８街道４シーズンつまり32の旅行プランの提

案をし、観光客誘致していた。　　　　　　　

　・アメリカ（ハワイ）　　　　　　　　　　　レ

スポンシズム・ツーリズム（責任ある観光）を推進

していた。これは、旅行者にも責任があるという

考え方である。旅行者が地元の考え方や行動を共

有し、それを尊重することで、地元に根付いた観

光を可能にしていた。

・イギリス

ハリーポッターのロケ地など有名な聖地を推すこ

とで観光客を誘致していた。

・オーストラリア

観光客一人に多くのお金を使わせる、National

Long-Term Tourism Strategy という取り組み

を行っていた。

・フィリピン

「もっと楽しいフィリピン」キャンペーンを展開

しており、国の観光地保存に協力する責任をもっ

た観光客になるように訪問客に呼びかける取り組

みを行っていた。
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４　考察
・ニュージーランドの取り組み「8街道4シーズ

ン」を参考に、日本を5ブロック（九州、中国・四

国、関西、関東、東北・北海道）に分け、季節ご

との旅行案の提案。計２０通りの旅行プラン。

ex)summer in 九州　〜避暑地めぐり〜

　・百合ヶ浜

　・高千穂峡

　・稲積水中鍾乳洞

　・屋久島

　　summern in 東北　〜三大祭りめぐり〜

　・青森ねぶた祭

　・秋田竿燈まつり

　・仙台七夕まつり

・ハワイの取り組み「レスポンシズム・ツーリズ

ム」を参考に、観光地周辺の住民にアンケート調

査する。

５　今後の展望
　今回考えた旅行プランを、どのようにして海外

に発信するのかについて考えることや、現在観光

客があまり多くない地域にたいして、どのような

プランを立てれば良いのかについて更に考えてい

きたい。

６　参考文献
https://www.newzealand.com/jp/

令和２年１月１０日発行

データブック・オブ・ザ・ワールド　２０２０年版

https://www.tourism.jp/

https://www.australia.com/ja-jp　

https://www.allhawaii.jp/malamahawaii/

https://www.newzealand.com/jp/
https://www.tourism.jp/
https://www.australia.com/ja-jp
https://www.allhawaii.jp/malamahawaii/
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グローバル化社会における

日本の文化を活かしたチップの渡し方について
福岡県立城南高等学校3年

傘10―B班　　松尾　日陽　村川　和泉　宮本　静生　荒田　胡桃
１．はじめに
　グローバル化が進んでいる現在において、日本

人が外国人と交流する機会は増加している。とり

わけ2021年は東京オリンピックの開催も予定され

ており、日本の文化がより一層国際的な関心を集

めることが予想される。そこで私たちは、諸外国

で用いられているチップ制度に着目し、海外の方

にとって身近なチップ制度を通じて、相手を気遣

う日本のおもてなし文化をどのように知ってもら

えるか調査した。

　今回の調査では、海外で日本人が接客を受ける

際に、日本人が外国人にチップを渡すことを想定

している。また、お祝儀袋のように、日本では金

銭を渡すときは伝統的に袋に包んで渡すことや、

袋を作りそれで包むという動作を経ることでより

相手を気遣う気持ちが伝わるのではないかという

考えから、今回はチップを渡す際に袋で包むこと

とし、この袋の形状や材質についての調査を行っ

た。

２．研究内容
　5つの形状が異なるお金を入れる袋を作り、そ

れぞれの袋に抱いた感想や、形状、材質が与える

印象について、本校の生徒(n=250)と外国の方

(n=11)にアンケートを行った。アンケートは本

校生徒に対しては紙面上で、外国人に対してはイ

ンターネット(Google forms®)を利用して行っ

た。質問事項は以下の通りである。

1. 本校生徒向け

①一番作りたいものはどれですか。

②一番日本らしさを感じるものはどれですか。

③一番上げたいものはどれですか。

2. 外国人向け

①Which do you want to receive the most?

②Which do you think is the most

“Japanese”?

写真1. アンケートに使用した袋

A :封筒状（和紙製）

B :洋形封筒状（エンボス紙製）

C :ねずみをあしらった封筒状（折り紙製）

D :鶴をあしらった封筒状（和柄の折り紙製）

E :巾着袋状（布製）

３．結果
結果は以下の表の通りである。

1.  本校生徒向け(n=250)                              (%)

A B C D E

① 14.1 25.1 6.5 32.3 22.0

② 3.8 6.1 2.6 72.3 15.2

③ 13.3 18.4 12.1 40.2 16.0

2. 外国人向け(n=11)                                    (%)

A B C D E

① 0.0 22.2 11.1 44.4 22.2

② 10.0 20.0 10.0 50.0 10.0
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４．考察
Ａは本校生徒のうちの10％以上から1番作りた

い、1番あげたいという回答を得ているため、シ

ンプルさが生徒から評価されたのではないかと考

えられる。しかし、外国人からは1番受け取りた

いという回答を得ておらず、Ａの印象は日本人と

外国人で異なるのではないかと考えられる。ま

た、Ａが1番日本らしいと答えた本校生徒は3.8％

であるのに対し、外国人は10％が1番日本らしい

と答えているが、これについてさらなる調査が必

要である。

　Ｂは、1番作りたい、1番あげたいと答えた本校

生徒がともに20％前後いることから、整った形や

落ち着いた色合いが評価されたのではないかと考

えられる。外国人の22.2％が1番受け取りたいと

答えていることからもそう考えられる。また、外

国人の20％が、Ｂが1番日本らしいと答えている

のに対し、本校生徒でＢが1番日本らしいと答え

ているのは6.1％と差が見られるため、日本に対

する考えの違いが国内外であるのではないかと考

えられる。

　Ｃは本校生徒に対するアンケートでは全ての項

目においてパーセンテージが小さいため、ネズミ

のデザインが本校生徒には幼稚な印象を与えたと

考えられる。しかし外国人に対するアンケートで

は1番受け取りたい、1番日本らしいと感じると答

えた人がそれぞれ10％程度いるため、さらなる調

査が必要である。

　Ｄは本校生徒、外国人ともにすべての回答にお

けるパーセンテージが大きく、材質である折り紙

の和柄や、鶴をあしらったデザインが上品さや日

本らしさを感じさせたのではないかと考えられ

る。

　Ｅは1番作りたい、1番あげたいと答えた本校生

徒が20％前後ずつおり、1番受け取りたいと答え

た外国人も22.2％いるため、巾着の汎用性の高さ

や布の使い心地の良さが評価されたと思われる。

1番日本らしいと答えた人のパーセンテージが、

本校生徒と外国人ともに10％以上あるので、材質

ではる布が日本らしい印象を与えたと考えられる

が、さらなる検証が必要である。　

　これらのことから、チップを渡す際、相手の外

国人に喜んでもらい、日本の文化を伝えるには和

柄で日本を連想させるものがデザインされている

とよいと思われるが、さらなる調査が必要であ

る。

５．今後の展望
　アンケートを取る際、袋の形状と材質で選択肢

を分けていなかったため、次回は袋の形状と材質

で選択肢を分け、他の結果と対照できるようにし

たい。また、アンケートの質問文に抽象的な表現

が含まれていたため、より具体的かつ主観性を省

いた文章を用い、より正確なデータを得られるよ

うにしたい。さらに、本校生徒以外の日本人にア

ンケートを取っておらず、外国人にアンケートを

取った数が少ない上、接客業に従事している方に

アンケートを取っていないため、より多くの方の

声が反映できるようさらに規模を広げて調査を行

いたい。

６．参考文献
三井住友カード(２０１９)

「チップが必要な国は？押さえておきたいチップ

のマナー」

https://www.smbc-card.com/nyukai/magazin

e/tabisapo/knowhow/tip.jsp

2020年8月29日

https://www.smbc-card.com/nyukai/magazine/tabisapo/knowhow/tip.jsp
https://www.smbc-card.com/nyukai/magazine/tabisapo/knowhow/tip.jsp
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外国人と日本人が国ごとのトレンドの服装に抱くイメージの違い

福岡県立城南高等学校３年

傘10―C班　大山あす美　三角絵菜　那須野珠月

１　はじめに
　最近、ニュースや教育現場で制服の選択自由化

や、LGBTQの考えが社会的に受け入れられつつ

あるのを目にして、服装に対する様々な国の人に

よる印象を調べることにした。そして、その国に

よって人気のある服装や好まれている傾向が異な

ると感じたため、その人の性格が服装に表れてい

るのか、服装がその人の性格に影響を与えている

のかどうなのかを考えた。また、歴史的背景も民

族衣装に関係があると思い、そこが現代のファッ

ションにも繋がっていると考え、研究を行った。

２　研究内容
　城南生125名に、国ごとのトレンドの服装に抱

くイメージについてグーグルフォームで作成した

アンケートをQRコードで配布し、アンケートに

答えてもらった。また、アメリカ人17名、イギリ

ス人25名、韓国人10名にも同じ方法でアンケー

トに答えてもらった。城南生には、アメリカ人、

イギリス人、韓国人のそれぞれの国でSNSにあ

がっている数がもっとも多い服装を調べ、図１・

図２・図３の3枚の写真を各国の代表の服装とし、

これらの服装について「おおらか・真面目・個性

的・上品・明るい・優しい・スマート・のんび

り」の選択肢の中からイメージに合うものを選ん

でもらった。外国の方々には図1、図2、図3の写

真の中の自国の写真にのみ「おおらか・真面目・

個性的・上品・明るい・優しい・スマート・のん

びり」の選択肢の中からイメージに合うものを選

んでもらった。

　図１　イギリス人　　　　　図２　アメリカ人

　

　　　　　韓国

　図３　韓国人

３　結果
・城南生

韓国 明るい

66%

のんびり

12%

優しい

11%

アメリカ 個性的

53%

スマート

29%

明るい

15%

イギリス スマート

36%

上品

35%

明るい

13%
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・韓国人

韓国 明るい

50%

優しい

42%

個性的

8.0%

アメリカ 明るい

30%

個性的

30%

おおらか

上品

20%

イギリス スマート

30%

明るい

30%

個性的

20%

・アメリカ人

韓国 明るい

42%

優しい

41%

のんびり

12%

アメリカ のんびり

41%

個性的

24%

おおらか

18%

イギリス 優しい

24%

上品

24%

のんびり

まじめ

18%

・イギリス人

韓国 明るい

44%

優しい

40%

スマート

のんびり

8.0%

アメリカ のんびり

46%

おおらか

25%

明るい

13%

イギリス 上品

35%

まじめ

15%

明るい

スマート

15%

４　考察
・韓国人

　城南生と比べると、韓国人が韓国の服装に対し

て抱く印象は共に「明るい」が最も多かった。日

本と韓国は位置が近いこともあり、印象が似たの

ではないかと考えられる。

・アメリカ人

　城南生がアメリカの服装に抱く「個性的」とい

うイメージはアメリカ人が抱くイメージにおいて

上位ではあったが、1位の「のんびり」という印

象は城南生が一切抱かなかったイメージであっ

た。

・イギリス人

　城南生と比べると、アメリカ人に対する印象が

異なっていた。城南生は1位が「個性的」で

53.2%だったが、イギリス人はアメリカの服装に

対して「個性的」という印象は見られなかった。

５　今後の展望
　今回の調査の結果では、城南生と外国人で服装

に対するイメージはその人の性格と国ごとによっ

て一概に一致しないと考えられる。誰もが第一印

象だけでその人のことを判断してその人に対して

誤った印象を抱いてしまう可能性がある。今まで

の教育現場において数々の人権学習を受けてきた

が、その内容は「男女」や「障がい者」に対する

偏見や差別をなくそうといったものが多く「多国

籍」や海外に視点をおいて学んだことがなかっ

た。そこで、これからのグローバルな社会におい

てすべての国の人々が労働や生活をしやすい環境

を作っていくためにも、正しい知識を得て、それ

を教育現場で発信していけるようにしたい。そし

て、偏見が生じる原因を調べて、SDGｓの１０番に

掲げられている『人や国の不平等をなくそう』を

実現させたい。

６　参考文献
なし
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東京オリンピックに向けたコロナ禍におけるインバウンドの提案

福岡県立城南高等学校３年

傘10-D 荻野凌大　武末美海　寺師里桜　上野梨音

１　はじめに
　近年、日本を訪れる外国人観光客は毎年増加傾

向にあるとともに、「インバウンド：外国人が日

本を訪れる旅行の意」という言葉を主に旅行や観

光分野のキーワードとしてよく見聞きするように

なった。しかし、2019年冬頃から新型コロナウ

イルスが感染拡大し始め、2020年には全世界に広

がってしまった。このため、私たちの生活は一変

し、今まで盛んに行われていた渡航までも制限さ

れ、日本を訪れる外国人観光客の数は大幅に減っ

てしまった。それとともに、インバウンド産業は

瞬く間に衰退していくこととなった。また、2020

年に開催予定だった東京オリンピックは2021年に

延期され、未だに新型コロナウイルス終息の兆し

が見えず、感染対策も色々と考えられているとこ

ろだ。

そこで私たちは、コロナ禍で新しい生活様式が

取り入れられている今、どのようなインバウンド

が出来て、どのようなインバウンドが出来ないの

かについて、研究した。また、一方で今だからこ

そ出来るインバウンドは何かを研究し、東京オリ

ンピックが開催された時に日本を訪れる外国人観

光客を相手にできるような、コロナ禍における新

しいインバウンドを自分たちなりに考え提案し、

少しでも日本のインバウンド産業の復興と経済発

展を図りたいと考えた。

２　研究方法
　当初は、福岡空港で外国人観光客数十名に自国

のインバウンド政策で良いと思っているものと、

日本のインバウンド政策で好感が持てたものをイ

ンタビューする予定だったが、コロナ禍のために

実行出来なかった。そのため、インターネットを

駆使して日本と世界のインバウンド政策を沢山調

べ、調べたことを基にコロナ禍でも実施可能なも

のと不可能なものに分類した。また、班で新しい

インバウンド政策を考えて提示するとともに、そ

れを実施すると仮定した時のメリットとデメリッ

トも考えた。

　
３　結果
〜日本のインバウンド政策事例〜

■　スカイホップバス

⇒多言語対応、定額で乗り降り自由な観光名所を

効率良く見てまわれる２階建て観光バス。

■　フリーマガジン 「WAttention TOKYO」

⇒外国人観光客と東京在住の外国人にリーチする

　フリーマガジン。

■　エリアマップ  「TOKYO TRAVEL GUIDE」

⇒銀座・日本橋・新宿・渋谷・浅草などの人気の

　観光地の英語版エリアマップ。

〜世界のインバウンド対策事例〜

■　アメリカ

⇒ウェブサイトやSNSを使った情報発信

　Instagram、Facebookなど。

⇒コンベンション参加者に観光スポットの割引券

　を配布、ホテル料金を安く提供。

⇒「シアターウィーク」公演チケットを低価格で

　販売する週を作る。

■　韓国・シンガポール

⇒空港乗り継ぎ客に無料又は安価でトランジット

ツアーを提供。

■　スイス

⇒「スイスパス」決められた期間内であれば、

　国内のほとんどの鉄道、バス、湖船が乗り放題

　となるパス。
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４　考察
　①公共交通機関（バス、電車、タクシーなど）の

チケットを統一

メリット：外国人観光客が迷わずスムーズに公共

交通機関を利用して色々な場所に移動することが

出来る。

デメリット：どの会社が代表して統一チケットを

作り、販売するのかを決めるのが難しい。

②特にアジア圏の言語を用いた言語サービス・案

内の強化

メリット：日本を訪れている地域Ｎo.１のアジア圏

の国の人々が充実したサービス、案内を受けるこ

とが出来る。

デメリット：アジア圏の国の中で主にどの国の言

語サービスを展開していくのか、またどの言語

サービスを優先的に進めるのかという問題が生じ

てしまう。

③海外お土産品宅急便　

ex.福岡「博多豚骨ラーメン」「辛子明太子」

メリット：旅行に行った時普段では買えない、そ

の国の生鮮食品、壊れやすい伝統工芸品を簡単に

手に入れることが出来る。

デメリット：宅配先が遠距離になるほど、どんど

ん高額になってしまう。

④キャッシュレス、電子マネーの設備拡大とレ

シートの多言語化

メリット：外国人観光客でも母国と同じように

ショッピングがしやすくなり、存分に楽しむこと

が出来る。

デメリット：キャッシュレスや電子マネーの設備

を拡大するには多額の費用がかかる上に、レシー

トがとても長くなってしまい紙を大量に使用する

ことになる。　

　
５　今後の展望
今回の調査・研究ではコロナ禍であるため、福

岡空港で外国人観光客に直接インタビューするこ

とが出来なかった。しかし、もし機会があれば日

本のインバウンド産業についての良い点や悪い

点、意見や感想を聞き、今後の新しいインバウン

ド対策の提案に生かしていきたいと考えている。

また、今回は自分たちなりに新しいインバウン

ドを提案しただけだったが、次回は提案を実現す

ることが出来るようにしていきたい。そのために

提案の内容をより詳細にし、社会的背景も考慮し

ながら新しい提案も積極的にしていきたいと思

う。日本のインバウンド産業をコロナ禍に対応さ

せていきたい。そうすることで、東京オリンピッ

クや旅行で日本を訪れた外国人観光客に満足して

もらい再び日本を訪れたいと思ってもらえるよう

に、今より更に進化させたインバウンド産業を確

立していきたい。このことはSDGs(持続可能な

開発目標)の17の目標のうちの、8｢働きがいも経

済成長も｣や11｢住み続けられるまちづくりを｣を

達成することにつながる重要な基盤になると考え

ている。

６　参考文献
｢来日外国人動向2021-観光統計-JTB総合研究所｣

https://www.tourism.jp/tourism-database/sta

ts/ 2020年9月9日

国土交通省(2016)

｢イオンが海外おみやげ宅配便サービスの活用を

開始｣

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/spl

aat000000r8q0-att/splaat000000r92t.pdf

2020年9月16日

https://www.tourism.jp/tourism-database/stats/
https://www.tourism.jp/tourism-database/stats/
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/splaat000000r8q0-att/splaat000000r92t.pdf
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/splaat000000r8q0-att/splaat000000r92t.pdf
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休息と作業効率の関係性

福岡県立城南高等学校３年

傘１０−E班　山本 涼太　松山 由依　倉本 航　藤野 功暉　

１　はじめに
　新型コロナウィルスの流行により、私達の学習

環境は大きく変化した。当たり前にあった学校も

休校となり、家での学習時間が増える中で、より

効率のいい学習方法を見つけたくなった。より良

い学習方法を模索している中で、スペインには

「シエスタ」という長いお昼休憩を取るという習

慣があり、その休憩時間に昼食をゆっくり取り、

昼寝をして午後の仕事に戻るということを知っ

た。更に「シエスタ」について調べていくうち

に、昼に睡眠を取ると脳が活性化し、集中力が高

まるというメリットが得られることを知った。そ

の「シエスタ」にどのような条件を付加すれば、

より良い睡眠を取ることができ、作業の効率が上

がり、学習の質の向上につながるのかに興味を持

ち、研究を行った。

２　研究内容
　私たちはどのような条件下で休息を取ることで

作業の効率が上がるのかについて調べるために

「クレペリン検査」を用いた。

①　クレペリン検査を１０分間行う。

②　１０分間仮眠を取る。

③　再度クレペリン検査を１０分間行う。

　上記の手順で各実験で、被験者５人に対して実

験を行い、その際②の仮眠の条件を次のように変

えた。ここで言う仮眠とは、机に伏せた状態のこ

とを指す。

１．仮眠のみ

２．仮眠＋α波を分泌させる音楽（※１）

３．仮眠＋アロマ（※２）

４．仮眠＋クラシック音楽

５．仮眠＋ロック音楽

（※１）α波とは…

リラックスしているときや、集中している状態で

脳内に分泌される脳波のこと。

（※２）

ディフューザーを用いて部屋全体にジャスミンの

香りを放った。

３　結果
①で行ったクレペリン検査で、書き込んだ個数

から③に行ったクレペリン検査で書き込んだ個数

の上昇率を被験者A〜Eさん5人分を出し、その平

均を求めた。

表１：仮眠のみ

一回目 二回目 上昇率

A 60.0 70.2 1.30

　　  B 70.8 82.3 1.16

　C　 90.3 81.4 0.90

D 78.3 67.1 0.86

E 64.1 50.6 0.79

上昇率の平均→1.002

表２：仮眠＋α波を出させる音楽

一回目 二回目 上昇率

A 78.5 66,8 0.85

B 45.1 47.2 1.05

C 60.0 70.3 1.17

D 58.1 79.6 1.37

E 33.5 44.8 1.49

上昇率の平均→1.186
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表３：仮眠＋アロマ

一回目 二回目 上昇率

A 58.7 71.2 1.21

B 57.2 70.4 1.23

C 65.3 88.1 1.35

D 62.5 73.6 1.18

E 48.1 56.5 1.17

上昇率の平均→1.228

表４：仮眠＋クラシック音楽

一回目 二回目 上昇率

A 84.5 92.7 1.10

B 64.8 88.2 1.36

C 57.5 77.6 1.35

D 64.9 78.6 1.21

E 63.0 79.0 1.25

上昇率の平均→1.270

表５：仮眠＋ロック音楽

一回目 二回目 上昇率

A 56.8 72.6 1.28

B 54.9 69.8 1.27

C 37.2 47.8 1.28

D 57.1 70.4 1.23

E 70.7 90.4 1.29

上昇率の平均→1.250

４　考察
　実験の結果として、表１〜表３より、

アロマ＞音楽＞睡眠のみ　の順で上昇率が高くな

ることがわかった。また仮眠のみに加えてリラッ

クスできるように視覚や聴覚になんらかの刺激を

与えながら休息を取ることで作業効率が上昇する

と考えられる。

ロックを流した時とクラシックを流した時の上

昇率の変化の差が小さいことから、休憩中に流れ

る音楽の種類によって休憩後の作業効率の、変化

は小さいと考えられる。　

　これらの結果から作業効率を上げるためには何

らかの方法を用いて自分の五感を刺激しつつ仮眠

を取ることが重要になると考えられる。

５　今後の展望
　今回は聴覚と嗅覚を刺激することによる作業効

率の変化について実験した。今後の研究として

は、その他の味覚、視覚、触覚の三つの条件のも

とでどのような効果が得られるのか検証してみた

い。また、今回の研究を活かして、学習時間の合

間に家でアロマを炊いたり、音楽を聴きながら仮

眠をとれば学力向上につながるかもしれない。加

えて冒頭で述べたように、新型コロナウイルスが

収束せず、更に拡大し再びオンライン授業を実施

するようなことになれば、自分自身で学習の質を

より良いものにしていくためにも五感を刺激した

睡眠が必要になるかもしれない。今回の研究を深

めていくことで、SDGs「④質の高い教育をみん

なに」につながると考えられる。

６　参考文献
河野貴美子（2004）

.「ヒーリングミュージック聴取時の脳波等生理

指標変化」.

https://www.jstage.jst.go.jp./article/islis/22/

2/22_KJ00000786816/_pdf/-char/en

.2021年３月３１日

長田泰公(2002).「老人の午睡（シエスタ）が睡

眠、覚醒、作業効率、サーカディアンリズムに及

ぼす影響」.

https://www.jstage.jst.gp.jp/article/jhesj/9/2

/9_KJ00007030179/_article/-char/ja/

.2021年3月31日

https://www.jstage.jst.go.jp./article/islis/22/2/22_KJ00000786816/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp./article/islis/22/2/22_KJ00000786816/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.gp.jp/article/jhesj/9/2/9_KJ00007030179/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.gp.jp/article/jhesj/9/2/9_KJ00007030179/_article/-char/ja/
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グローバル化に対応した
世界共通の新しい通貨を作るとしたら

福岡県立城南高等学校３年

傘10―F班　大内田 果凜　吉武 紗彩　廣田 璃星　鬼丸 亮汰

１　はじめに
私たちがこの研究に至ったきっかけは、修学旅

行で当初行くはずだったオーストラリアに関係し

ていた。オーストラリアの通貨はもちろん日本と

は異なるため日本の円をオーストラリアのドルに

替える必要があった。その際に、海外のお金と交

換するとその通貨でどのくらいのものが買える

か、損をしているのではないか、という疑問を

持った。もし、世界共通のまったく新しい通貨が

出来たら旅行や貿易の際に生じる手間がどれだけ

省けるのかと考えた。そして、グローバル化する

世の中に対応した全く新しい通貨を作るとした

ら...という研究が始まった。

２　研究内容
　実際に共通の通貨を作るとなると、どういった

方法が良いのか班内で話し合った結果、有力だっ

た方法は、まず、対象を国際連合加盟国とし、国

連の会議で新しい通貨を導入することについて賛

成か反対かアンケートをとる。

　次に、どこの国がその新しい通貨を製造するか

決める。作った貨幣を国連が審査し運用する。と

いうものだ。

　しかし、この方法にはいくつかの問題点があっ

た。

問題点① 半強制的に導入せざるを得ない国が出

てくる

根拠:EUがユーロを導入した理由にヨーロッパ全

体で経済大国に対抗するというものがあった。こ

れは共通の通貨を導入することで経済力が上がる

ことを示しており、また導入国と非導入国の間で

大きな経済格差が出来ることも同時に示してい

る。そのため、実際に半強制的に導入せざるを得

ない国があったそうだ。

解決策:メリットを伝えて賛成で全会一致にす

る。例えば、EUがユーロを導入した理由の一つ

である、貿易摩擦が原因で起こる争いを無くすと

いうものを応用すれば、世界的に貿易摩擦が原因

で起こる争いが減り、少し世界平和実現に近づけ

るのではないかということや、現在、国際貿易を

するには11個の段階を踏まなければいけないが、

全世界が共通の通貨を用いるようになれば、11個

中6個の手間を省くことが出来るようになる。具

体的には、今までは両国の銀行をそれぞれ3往復

経由していたが、1往復の経由で国際貿易が可能

になるのだ。こういったメリットを伝え続けて、

全会一致にする。

問題点② どの国も新しい貨幣を作りたがらな

い。

根拠:お金を作るために時間や労力、多額の費用

がかかる。

解決策:①各国が各自で作り、質の不均一などを

国連が審査する。今私たちが考えられる解決策の

中では1番有力ではあるが時間がかかるだけでな

く審査の過程でミスが出ないとは考えづらく、ど

の国がどれだけ作るかなど問題が残る。

②仮想通貨を用いる。

仮想通貨は現在既に存在するため、かかる手間を

多少省略できたり、作るために費用がかからない

などのメリットがあるが、信用を得づらく、導入

に反対する国が増えることが容易に想像される。

③キャッシュレスにする。

キャッシュレスにしたとして、ものとしてのお金

が不要となるのかと言うとそういうことではな

く、キャッシュレスにしても新しい貨幣はものと

して製造しなくてはならないのでこの案では解決

することは出来ない。
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３　結果
現時点で最も有力な方法は、まず、国連で新し

い世界共通の通貨を導入することについて賛成か

反対かアンケートをとる。ただし賛成で全会一致

になるまで導入は認めないこととする。次に、各

国が各自で貨幣を製造し、製造した貨幣の質の不

均一などを国連が審査する。そして、全ての国が

審査し終えたら運用する。というものだ。

４　考察
お金を共通にするためにはたくさんの問題点が

生じる。しかし、共通にした時のメリットとし

て、SDGs16番「平和と公正をすべての人に」の

解決や、経済の活性化があげられるなど、社会的

にも経済的にも大きな利益をもたらすと考えられ

る。

５　今後の展望
　今考えている方法も、生じる問題に対する解決

策も現実的に不可能に近いものばかりのため、極

力実現可能な状態に近づけたい。例えば、全会一

致にすることなどはどれだけメリットを伝えたと

しても相当難しいと容易に考えられる。また、そ

もそもお金だけでなく、物の価値が国によって違

うことや、貧しく新しい通貨を作る余裕が無い国

もある。そういった問題を限りなくゼロに近づけ

ていきたい。そして最終的に現実的かつメリット

がデメリットを大きく上回る方法を考えなくては

ならない。

６　参考文献
相澤幸悦  (2009).『図解ビジネス最新世界経済

の基本と仕組みがよ〜くわかる本』.秀和システ

ム

外務省.｢EUにおける通貨統合｣.

https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/ruro_

gaiyou.html.2021年4月4日s
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在日外国人への災害状況の伝達に適した色・マーク

福岡県立城南高等学校３年

傘10―G班　乙吉 航成　三浦 泰志　多良 香凜　三苫 真生

１　はじめに
　日本は地震を筆頭に、津波、大雨などの自然災

害に見舞われる世界的に見ても災害の多い国であ

る。

　東日本大震災が起きた際、災害報道における課

題の1つに、障害者や高齢者、外国人などの、

「情報弱者」の存在が挙げられた。

　NHK放送文化研究所が、2012年2月・3月に、

在日外国人に対して行ったアンケートでは母国語

や英語、易しい日本語などによる情報提供のニー

ズが大きいことがわかった。また、すでに内閣府

が災害種別図記号というものを作成しており、実

際にそれが使用されている。しかし、その図記号

には単色を使った簡単な英語などの表記はない。

この２つを踏まえたうえで、日本人に限らず、他

の人々を考慮したマーク作成を行った。

　今回の研究では、日本で頻繁に発生している地

震、それによっておこる津波、この２つに焦点を

あてた。

２　研究内容
　アンケートは近隣の大学の在日外国人に対して

行った。また、アンケートは“Google Form”を

用いて作成し、個人情報（国籍、年齢、在住歴）と

以下の２つに回答してもらった。１つ目には赤、

青、黃、緑、黒の５色から、最も危険だと感じる

色を選んでもらうものである。

　２つ目の内容は、３種類の行動選択である（図

１、２）「高所への避難」、（図３、４、５、６）「避

難所への避難」、（図７、８）「自宅での待機」を

表すマークを自分達で作成した。それぞれの図が

何を表しているかは伏せたまま掲示して、それら

がどのような災害を表し、どのような行動をとる

べきかを記述方式で回答してもらい、その正答率

を図った。下の図１〜８は３つの行動選択を表す

マークである。

３　結果
赤、青、黄、緑、黒の5色から、最も危険だと

感じる色を選んでもらうアンケート１では、赤を

選んだ人が１３人。青、黃、黒を選んだ人がそれ

ぞれ１人。緑を選んだ人はいなかった。それぞれ

の図がなにを示しているのかを答えるアンケート

２では、「高所への避難」を示した図１，２の正答

率がそれぞれ６７％、４０％。「避難所への避難」

を示した図３，４，５，６の正答率はそれぞれ７３％、

７３％、６７％、６７％。「自宅での待機」を示した

図７、８の正答率はそれぞれ４７％、３３％となっ

た。

なお、調査対象人数は１５人である。また、こ

のアンケートでの判断の基準としては、「自然災

害が行動を起こす原因となったこと」そして、

「先に述べた３つの行動選択の意味に類似する文

章であること」以上２つのことが記述されたもの
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を正とした。

４　考察
　アンケート１について、赤は信号などに使われ

ているように視神経を刺激する色であるため最も

危険を感じる色として多く選ばれたのではないか

と考えた。

　アンケート２について、まず、高所への避難を

示した図１、２を比べて、"GOAL"の意味の捉え

方の違いが挙げられた。日本では、ポジティブな

状況でもネガティブな状況でも"GOAL"を用いる

ことが多いが、外国ではポジティブな場面でより

用いることが多いようだ。また、矢印の記号が、

「水面が上がったこと」を示しているのか、それ

とも「高い場所への移動を促しているのか」が分

からないということが挙げられた。

　避難所への避難を示した図３、４、５、６に関し

ては人が避難所に避難している様子が示されてい

ると正答率が高く、文字を入れることが効果的で

あるということが分かった。世の中には赤が黒の

ように見える色覚異常の人々もいるという点で、

図４がユニバーサルデザインでないことが分かっ

た。今回のように、赤と黒にしてしまうとただの

黒の四角形に見えてしまうということが挙げられ

た。

　最後に、自宅での待機を示した図７、８を比べ

て、"STAY HOME"という文字がパンデミック

をイメージさせたということが挙げられた。コロ

ナ禍で、韓国が"STAY HOME"を掲げているた

めに起こったことであると考えられる。

　これらのことから、それぞれの国ごとで頻発す

る災害や注視していることが違うために回答が異

なるということが考えられる。

５　今後の展望
　今回私達は考察をもとに新たなマークを作成し

た。

　まずは「高所への避難」を表すマークである。

重要な文字を視神経を刺激する赤にし、上層部

は、安心感や安らぎを意味する緑を用いた。ま

た、人が避難する様子をつけ、よりとるべき行動

を分かりやすくした。

　次に、「避難所への避難」を表したマークであ

る。

図9と同様に重要な文字である"SHELTER"を赤

く、建物は緑にして、避難している様子も加え

た。そして、色覚異常の人々でも分かりやすいよ

うにベースを黄色にし、文字を赤で書くことに

よって、縞模様を作り出し、危険を出来るだけ感

じとれるような工夫をした。

　最後に、「自宅での待機」を表すマークであ

る。

“STAY HOME”ではパンデミックの印象が強

かったため、“STAY INSIDE”とし、前者と

同じく、色覚異常の人々にも優しい色遣いにして
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建物は緑にした。

　現代では、日本に限らず世界各国で国境を越え

た移動が行われ、また、インターネットの発展も

目まぐるしい。来日して、もし災害にあった時、

日本語で速報が流れても日本語を母国語としない

人々は咄嗟には判断できないかもしれない。その

ような時、このマークをスマートフォンに流すこ

とが出来ればどうだろうか。私たちのこの研究が

派生し、災害時用のアプリケーションが出来れ

ば、少しでも救える命があるかもしれない。

　今回の研究では、SDGsの１１番と１３番に重きを

置いた。

６　参考文献
米津律（２０１３）．「災害時における在日外国人のメ

ディア利用と情報行動〜４国籍の外国人を対象と

した電話アンケートの結果から〜」．

NHK放送文化研究所年報５７，２００－２１３,

仁科恭徳（２０１９）．「日本人大学生の色彩嗜好、色

彩イメージ、および英語色彩表現の理解度に関す

る調査」．

教育開発ジャーナル第１０号，２１－３６．

エンサイクロネット（２０００）．「雑学全書」．光文

社．

気象庁（２０１９）．「平成３１年／令和元年（２０１９）の

日本の地震活動」．

http://www.data.jam.go.jp/svd/eqev/data/ga

ikyo/monthly/201912/201912nen_nihon_jishi

n.pdf

２０２１年６月３０日．

http://www.data.jam.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/monthly/201912/201912nen_nihon_jishin.pdf
http://www.data.jam.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/monthly/201912/201912nen_nihon_jishin.pdf
http://www.data.jam.go.jp/svd/eqev/data/gaikyo/monthly/201912/201912nen_nihon_jishin.pdf
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日本の道路標識における外国人の理解度について

福岡県立城南高等学校３年

傘１０―H班　中原雄生　松海楓　井原結衣　森口芙由　岩永敦朗

１　はじめに
　近年日本では、あおり運転に対する新たな罰則

ができるなど、交通安全の意識が高まってきてい

る。また、新型コロナウイルスの収束後を見据

え、これから外国人観光客の増加が予想される。

現在、日本国内の道路交通問題が多くあるにも関

わらず、文化や価値観の違う外国人が日本にさら

に増加すれば、新たな問題が生じると考えられ

る。そのような外国人の道路標識への理解度が交

通事故へ直結すると考え、日本の道路標識を外国

人は正確に理解しているのかという疑問が生じ、

このテーマについて研究することに決めた。
２　研究内容
　車両通行止め、駐車禁止、車両進入禁止、歩行

者専用、環状交差点における右回り通行、自転車

以外の車両通行止め、学校，幼稚園，保育所有

り、その他の危険、車両（組合せ）通行止め、歩行

者通行止め、警笛鳴らせ、車線数減少、安全地

帯、路面凹凸有り、横風注意の１５個の日本の道

路標識の画像（別紙図１参照）を外国人２２人に見

せ、その意味を回答してもらった。
３　結果
計２２人（韓国１、マレーシア１、ベトナム２、タ

イ１、アメリカ１、シンガポール６、中国８、スイ

ス１、インド２）に回答してもらった。

道路標識 正答率(％)

車両通行止め 77.3

駐車禁止 40.9

車両進入禁止 40.9

歩行者専用 31.8

環状交差点における右回り通行 72.7

自転車以外の車両通行止め 4.5

学校・幼稚園・保育所あり 54.5

その他の危険 77.3

車両通行止め 77.3

歩行者通行止め 54.5

警笛鳴らせ 9.1

車線数減少 90.9

安全地帯 0.0

路面凹凸有り 81.8

横風注意 50.0

４　考察
　結果から、環状交差点における右回り通行はア

メリカなどにあるroundabout(環状交差点におけ

る左回り通行の標識)と似ていることから、外国

から見て自国と似ている標識は正答率が高いので

はないかと考えた。反対に、安全地帯や警笛なら

せなど、図からイメージしにくい標識は正答率が

低いと考えた。

５　今後の展望
今回の研究で、外国人の日本の道路標識への理

解度はまだまだ低いことが分かった。これは今回

アンケート調査を行った国だけでなく、世界中の

たくさん国々に言えることだろう。それぞれの国

が独自の道路標識を外国人に理解してもらおうと

するのは、とても現実的だとは思えない。そこで

私達は、世界中の道路標識を世界共通のものに改
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善、統一する必要があると考える。そうすること

で、人々の標識への理解度と、交通安全への意識

が高まり、交通事故数は減っていくだろう。これ

はSDGsの目標の一つである「人や国の不平等を

なくそう」にも関わってくることである。今後は

まず、身近な人への道路標識への改善案を提案

し、従来のものとの正答率の変化などを調べてい

きたい。

６　参考文献
チューリッヒ　「道路標識一覧と意味」

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc

-roadsign-list-meaning/2020年9月23日

　

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadsign-list-meaning/2020%E5%B9%B49%E6%9C%8823%E6%97%A5
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-roadsign-list-meaning/2020%E5%B9%B49%E6%9C%8823%E6%97%A5
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喜びを表す表現において表現の幅と地理的関係

福岡県立城南高等学校３年

傘１０―I班　高山奈々子　大津広羽　小池香菜子  松原綾乃

１　はじめに
グローバル化が急速に進む現代社会において、

新型コロナウイルスの影響により、Twitterや

InstagramなどのSNSを利用して、文字を用いた

異文化交流が以前より増加した。

　インターネット上での交流は直接的なコミュニ

ケーションよりも誤解が生まれやすい。そのた

め、外国とのやりとりではさらに伝えたいことを

正確に表現することが大切である。

　そこで、日本語と外国語の表現の関係を調べる

ことで伝えたいことを正確に伝え、インターネッ

ト上でも異文化交流が出来ると考えた。

　そして、喜びを表す表現において表現の幅と地

理的関係を調べることにした。

２　研究内容
1. 日本語で喜びを表す表現を６０語をリスト

アップした。

例)嬉しい・わくわくする・心が踊る・喜

　　　　ばしい・高ぶる・小気味よい...etc.

2.

3. Google翻訳を用いて、外国語９ヵ国語（韓

国語、中国語、タイ語、フランス語、ド

イツ語、スペイン語、英語、ヒンディー

語、アラビア語）に日本語の喜びを表す言

葉に該当する語があるか調べた。

4. 翻訳して意味が重複した言葉を省く。

例）爽快、スッキリ、清々しい→refresh

　　を１語と数える。

　　60個中残った数を数えて棒グラフで

　　表して、9カ国を比較する。

３　結果

　日本語６０語をそれぞれの言語に翻訳した結果

例）嬉しい・楽しい・ワクワクする・心が踊る・

　　幸せ・和む・すっきり...etc.

韓国語 54

中国語 45

タイ語 50

ヒンディー語 48

アラビア語 48

フランス語 48

ドイツ語 48

スペイン語 44

英語 46

　

【重複した言葉】

・和むー落ち着く　　　・感動ー感心

・すっきりー爽快ー清々しい

・楽しいー快いー喜ばしい
４　考察
　9カ国の語数を比較したところ表現の幅は地理的

に関係していない。
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　今回は日本語をリストアップして調べたが、他の

言語をリストアップして調べると結果は変わってく

るかもしれない。また、喜びを表す表現ではなく、

悲しみ、怒りなど別の表現を表す言葉で表すとまた

別の結果が出るかもしれないと考える。

　また、起源が同じ言語は表現も似ているのではな

いかと考える。

（例）フランス語とスペイン語の起源はゲルマン語で

ある。

→存在する語彙数も同じくらいになるのではない

　か。

５　今後の展望
　①調べた国の数が少なかったので増やす。

　②リストアップした日本語が少なかったので増

　やす。（喜びを表す表現ではなく、悲しみや　

　怒りなどほかの気持ちを表す表現など。）

　③調べたことをもとにインターネット上でのコ

　　ミュニケーションでどのようなことに気をつ

　　ければ、外国の方に正しく伝えたいことが伝

　　るのか研究する。　

　④外国語と日本語の表現の違いを調べ、正確な

　　表現をつかえるようになることで、外国の生

　　徒と日本の生徒との異文化交流をすることが

　　出来るようになる。これはSDGsの『質の高

　　い教育をみんなに』に繋げることが出来る。

　　

６　参考文献

・三省堂 「WARD-WISE WEB」

https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/　

https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/
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