
 
 
 
令和２年度 第３学年（55 期生） 

ＥＳＤ課題研究 論文集 
 

 
傘１  住む・生きる・暮らす 
傘２  見る・彩る 
傘３  伝わる・伝える 
傘４  飛ぶ・動く・浮かぶ 
傘５  感じる・触る 
傘６  流れる・流す 
傘７  聴く・聞こえる 
傘８  集まる・分ける 
傘９  育つ・育てる 
傘１０ 言う・書く・描く 

 
 
 
 
 
 
 
 

福岡県立城南高等学校 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

傘１  住む・生きる・暮らす 

１－A 制震構造と耐震構造の比較 

１－B 黒板にチョークで書かれたものを黒板消しより 

消せる材質と方法は何か？ 

１－C 英単語の記憶においての紙辞書と電子辞書の比較 

１－D 温度と好き嫌いによって心拍数は変わるのか 

１－E 簡単に涼しくなる方法 

１－F 靴の悪臭を不快でなくする有効な手法 

１－G 植物の成分を用いた洗濯の有効性について 

１－H 人の目を引く画像の規則性とは？ 

１－Ｉ 時期とスマホの利用状況に関係はあるのか 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



制震構造と耐震構造の比較 

福岡県立城南高等学校 

傘 1―Ａ班  花田 壱星 

１・はじめに 

 災害の多い日本において、地震は特に重大な被

害をもたらしてきた。その被害の中でも建物の倒

壊は特に大きい。これに対して我々は建物の構造

に着目し、どのような構造の建物が地震に強いの

か研究した。 

２・研究内容 

 まず、地震に強い構造として制震構造と耐震構

造がある。制震構造とは、建物の天井にダンパー

と呼ばれる重りのような物を吊るし、揺れのエネ

ルギーを吸収するものである。耐震構造とは、建

物の骨組みを強化し、揺れによる衝撃を小さくす

るものである。下図制震構造と耐震構造の仕組み

を表したものである。

（注文住宅の制震；緑創建工房より） 

この二つの構造を用いた建物の模型と、何の補強

も施していない普通の構造の模型を作った。作成

方法は３０×３０×３０の発泡スチロールを土台

にし、４本の９０㎝の竹ひごを２０㎝の間隔で正

方形の形で刺した。その４本の竹ひごの上部にガ

ムテープを用いて、外枠は４本の竹串で正方形

を、内枠は２本の竹串で×の形を作り、固定し

た。これを普通の構造とした。制震構造の模型

は、模型上部の×の部分に単一乾電池を巻き付け

た糸を吊るした。耐震構造の模型は、竹ひごと竹

２本を１本として骨組みにした。実験方法は３つ

の模型にスマートフォンを置いて、土台の発泡ス

チロールを１０秒×６回地面と平行に揺らした。

スマートフォンは「地震計」というアプリを起動

させ、揺れの幅を計測した。６回ごとの最大値の

平均を求め、それを各構造の測定値とした。 

３・結果 

実験の結果下の表の値が出た。 

回数 制震構造 耐震構造 普通の構造 

1回目 2.6［㎝］ 2.5 3.0 

2回目 2.5 1.8 2.8 

3回目 2.4 2.3 2.9 

4回目 2.4 3.1 2.5 

5回目 2.1 2.0 2.6 

6回目 2.6 1.8 2.6 

平均 

（測定値） 

2.43 2.60 2.86 

揺れの平均の値は制震構造、耐震構造、普通の構

造の順番で大きくなっていった。つまり、普通の

構造より耐震構造が、耐震構造より制震構造が揺

れを軽減することが分かった。 

４・考察 

 結果より制震構造を用いた建物が地震に強いこ

とが分かった。ただ建物を強化し揺れを耐える耐

震構造より、重りを吊るし揺れを吸収する制震構

造のほうが地震に強いと考えられる。耐震構造の

場合一部が壊れたり、もろくなったりしてしまう

と、ほかの部分にも影響を与えてしまい、そこか

ら被害が大きくなっていくと考えられる。しかし

制震構造は耐震構造のための装置自体が地震によ

る被害を受けることはよほどのことがない限りな

く、もし建物事態に損傷が入ったとしても、制震

構造の装置は尚作動し続けるのでより強いと考え

られる。 

５・今後の展望 

制震構造、耐震構造といった優れた地震に対す
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る対策法がある中で、未だにそのような地震に対

する対策がされていない建物は多くある。新しく

造られる建物に対してそのような対策を施してい

くのは当然のことだが、対策がされていない建物

の補強をどうするかが大事になってくる。建物を

強く、かつ容易にできる対策が必要とされる。ま

た、実験について、実験方法が模型を手で揺らす

という方法だったので正確なデータが取れなかっ

たと思われる。もう一度実験が行えるのであれ

ば、バネや車輪などを用いて正確なデータを取り

たい。 

 

６・参考文献 

田村正隆(2007)「建築と構造」 

江守克彦（2001）「建築基礎耐震・制震・制御」 

渡辺晃（2018）「100 年後使える箱の家をつく

る」 
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令和元年度 第 2学年 ESD 課題研究 

黒板にチョークで書かれたものを黒板消しより消せる材質と方法は何か？ 

福岡県立城南高等学校 
傘１-B  佐藤 喜子 

１・はじめに 

黒板を消すことは小学１年生から高校生が終

わる 12年間、休日を除いて毎日行われることで、

なかなかきれいに消せない、時間がかかってしま

うなど少なからず大変な思いをしたことが誰に

でもあると思いより簡単にかつ早く消すことが

出来る黒板消しを使った消す方法や黒板消しの

素材を見つけたいと考えた。 

 

２・研究内容 

研究は主に３つに分けて行った。黒板消しは新

品のダストレスラーフル、チョークは硫酸カルシ

ウムを含む柔らか目の物を使用して行った。 

【FW1-1】 

黒板の消し方で最も消しやすい消し方を見つけ

る。そのために数日グループのメンバーのクラス

でどの様な消し方が多く行われているかを観察

した。その結果 

(ア)上から下、上から下を繰り返して消す 

(イ)上から下、下から上を繰り返す 

(ウ)右から左、右から左を繰り返して消す 

(エ)左から右、左から右を繰り返して消す 

(オ)手首を振るようにして消す 

(カ)肩を中心にして弧を描くように消す 

  の６つの方法が見つかった。 

加えて(ア)の方法で消す際に黒板消しの上辺を

固定し下辺を手前に引いて黒板消しと黒板の間

に「30 度」「45 度」「60 度」の角度をつけ、さら

に「全面を黒板に付ける」の 4つの方法を追加し

た。(イ)は 45 度の角度をつけて計 9 つの方法で

研究を行った。(ウ)(エ)(オ)（カ）においては黒

板消しの全面を黒板に付けた状態で消した。黒板

に数式（右上参照）を 5秒間消した時の消え具合

を調べた。。それを各 4回行った。この数式を選ん

だのは 

・授業で取り扱われそうなものであったから 

・何度も書くため書きやすそうであったから 

条件を同じにするために黒板に数式を書く人、黒

板消しで消す人はそれぞれ同じ人にした。さらに

黒板の状態も同じにする為に消した後は水拭き

をして手に水分がつかなくなるまで乾くのを待

ってから再度行うことを繰り返した。 

[数式] 

X^3＋1=(X＋1)(X^2−X＋1) 

      X^3＋X^2＋X＋1=(X^2＋1)(X＋1) 

      X^4−1=(X^2＋1)(X＋1)(X−1) 

      X^4＋1=(X^2−√2X＋1)(X^2＋√2X＋1) 

   X^4＋X^3＋X^2＋X＝（X^2＋1−√5/2＋1）(X^2＋1＋√5X/2＋1) 

 

 【FW1-2】 

この研究から消しやすかった(ア)全面(エ)(オ)

を再度検証した。この時【FW1-1】で数式を毎回を

書くと文字の大きさや濃さにばらつきがあった

ため縦 60 ㎝、横 90 ㎝の 5400 センチ平方メート

ルを白チョークで塗りつぶし 5,0秒間計測し、各

4 回ずつ行い最も消えた消し方を調べた。条件を

同じにするために黒板に数式を書く人、黒板消し

で消す人はそれぞれ同じ人にした。さらに黒板の

状態も同じにする為に消した後は水拭きをして

手に水分がつかなくなるまで乾くのを待ってか

ら再度行うことを繰り返した。 

 

【FW2】 

そして最も消えた消し方(ア)全面の方法を用い

て消しやすい素材を調べた。手に入りやすく安価

である事、少しでも消えやすそうなものを条件に

素材を探し、 

  ・マイクロファイバーのタオル 

  ・ナノファイバーのタオル 

  ・軍手（ダイソー） 

  ・制服 

  ・ワイパーシート ノンオイル 

(アズマエ業株式会社) 

  ・足ふきマット もこもこモップ（ダイソー） 
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   の６つを検証した。消す方法は【FW1-2】と同様

に縦 60 ㎝、横 90 ㎝の 5400 センチ平方メートル

を白チョークで塗りつぶし 5,0秒間計測し、最も

消えた素材を調べた。また、消しやすいようにタ

オルワイパーシート、足ふきマットは黒板消しに

巻いて使用し、軍手は手にはめて検証を行った。 

 

３・結果 

消すことの出来たチョークの粉の量を量るこ

とが出来なかったため見た目での結果 

【FW1-1】【FW1-2】 

消し方 残り具合 

(ア)：30度 全体の 40％ 

(ア)：45度 全体の 60％ 

(ア)：60度 全体の 50％ 

(ア)：全面 全体の 10％ 

(イ) 全体の 40％ 

(ウ) 全体の 40％ 

(エ) 全体の 40％ 

(オ) 全体の 10％ 

(カ) 全体の 20％ 

  この中で最も消えた方法は(ア)全面(オ)(カ) 

   

   【FW2】 

使用した素材 残り具合 

マイクロファイバー 全体の 20％ 

ナノファイバー 全体の 10％ 

軍手 全体の 80％ 

制服 全体の 70％ 

ワイパーシート 全体の 30％ 

足ふきマット 全体の７％ 

 

以上のことから【FW1-１】 

 (ア)全面：上から下を繰り返して消す 

  (オ)：手首を振るようにして消す 

  (カ)：肩を中心にして弧を描くように消す 

  【FW1-２】 

 (ア)全面：上から下を繰り返して消す 

  【FW2】は 

  足ふきマット 

  となった。 

 

４・考察 

今回の研究の反省点は結果を見た目でしか判

断できず分かりやすく数値化できなかったこと、

毎回の検証でなるべく同じ条件になるように試

みたものの筆圧や大きさなどどうしても精密性

のある方法で研究できなかったことが挙げられ

る。【FW1-1】【FW1-2】の結果は特に(オ)(カ)が体

の関節を使った消し方であったことで同じ力で

も多く消しやすかったのではないかと考えた。

【FW2】はナノファイバーやマイクロファイバー

があまり効果を出せなかったのはこれらが汚れ

を静電気で落とすためチョークの粉とは相性が

悪かったのではないかと考えた。制服はよく粉が

つくと日頃から感じていたが繊維が荒く一枚の

布であったためすぐに粉で埋め尽くされてしま

った。軍手に関しても同じく繊維が荒かったため

すぐに粉で埋め尽くされてしまった。さらに手に

までチョークの粉がついてしまった。足ふきマッ

トが多くチョークの粉を取り除けたのは小腸の

柔毛のような構造であったため他の素材よりチ

ョークの粉を吸収できる面積が大きくかったか

らであると考えた。 

 

５・今後の展望 

消しやすい消し方と素材を見つけることが出

来たが取れた粉を黒板拭きクリーナーでとるこ

とが出来なかったため足ふきマットに付着した

チョークの粉を落とすクリーナーや方法などを

検証していきたい。また、黒板消しの幅が人それ

ぞれに持ちやすくなれば消しやすさも向上する

なではと考えた。例えば持つ人によって形が変え

られるような物。この研究が進んでいけば、チョ

ークの粉が舞うことなく消せる黒板消しで子ど

もの健康を守ることにも繋がる。 

 

６・参考文献 

  https://kokubanshop.jp：黒板の綺麗な消し方  

    https://kokubanshop.jp：チョークの成り立ち 

   ・効率のよい黒板の消し方とは～これであなたも黒

板の消しマスター～(2016 年 ESD課題研究） 

  ・今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい 

粉の本第 2版(山本英夫、伊ヶ崎文和、山田冒治) 
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英単語の記憶においての紙辞書と電子辞書の比較 

福岡県立城南高等学校 

傘１―Ｃ班  児玉 七海

１・はじめに 

 ＜研究背景＞ 

電子辞書には様々な検索機能があり利便性が高

い。一方で紙辞書は書き込み可能でイラストなど

の視覚的情報があり記憶に残りやすいと言われて

いる。そして、先行研究には「教育現場の指導者

側が電子辞書使用に消極的であり、電子辞書の英

語学習への効果を疑問視する意見が根強い」とあ

る。どちらにも長所、短所はあるが勉強面でその

差はあるのか。 

 

＜研究動機＞ 

電子辞書と紙辞書では、どちらが効率良く正確に

英単語を勉強できるのか疑問に思ったから。 

 

＜問い＞ 

城南生が英単語を短期間で記憶するにあたり、電

子辞書と紙辞書ではどちらが多く正確に記憶でき

るか。 

 

２・研究内容 

 ＜調査対象＞・・・城南高校 2年の男女 

テストをする際に普段使っている辞書、文系か理

系かについても被験者に回答してもらった。 

 

＜研究方法＞ 

ＦＷ① 

① 以下に示す資料１を配布し、2分間で意味を

紙辞書で調べてもらった。 

② その後、1分 30 秒で資料２のテストを行っ

た。 

③ また、資料３を配布し、2分間で意味を電子

辞書で調べてもらった。 

④ 資料４を配布し、②と同様の形式でテストを

行った。 

 

 

＊紙辞書での英単語とそのテストの形式 

1. fragrance 

2. jewelry 

3. dismay 

4. noble 

5. vase 

資料 1 

 

2年（  ）組（  ）番 名前（       ） 

理系・文系    紙辞書・電子辞書 

① ろうばい 

 

② 宝石

 

③ 花びん 

 

④ 高潔な 

 

⑤ 香り 

 

資料 2 

 

 

＊電子辞書での英単語とそのテストの形式 

1. buoyancy 

2. atom 

3. homily 

4. soul 

5. virtually 

資料 3 

 

2年（  ）組（  ）番 名前（       ） 

理系・文系    紙辞書・電子辞書 

① 魂 

 

② 説教
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③ 浮力 

 

④ 原子 

 

⑤ 実質的には 

 

資料４ 

 

ＦＷ② 

① 資料５を配布し、単語の意味を調べ終わるま

でを制限時間に設定し、普段使い慣れた辞書

で意味を調べてもらった。※今回、ＦＷ①の

ように具体的な時間設定をしなかったのは、

ＦＷ①の時に余った時間でスペルを覚えてし

まい正確な結果が出ないと考えたからであ

る。 

② 意味を調べ終わったら、すぐにＦＷ①と同様

の形式で、資料６のテストを行った。 

 

＊ＦＷ②での英単語とそのテストの形式 

1. refrigerator 

2. scissors 

3. outlet 

4. alter 

5. preclude 

資料５ 

 

2年( )組( )番 名前（        ） 

 

普段使用する辞書    紙辞書・電子辞書 

 

① 変える

 

② 妨げる

 

③ はけ口

 

④ はさみ

 

⑤ 冷蔵庫 

 

資料６ 

 

３・結果 

ＦＷ①（対象：15人）  

平均点・電子辞書 4.26点・紙辞書 2.73点   

                                                          

グラフ 1 ＦＷ①の点数と人数の分布 

 

ＦＷ②（対象：電子辞書 20人、紙辞書 11人） 

平均点 電子辞書 3点 紙辞書 2.45点 

 

グラフ 2 ＦＷ②の点数と人数の分布 

 

４・考察 

 ＦＷ①から、両方の辞書で調べてもらった結

果、電子辞書の方が点数は良く、このことから、

ＦＷ①においては電子辞書を使用する方が良いと

考えられる。また、ＦＷ②では普段から使い慣れ

ている辞書で調査を行ったことで、ＦＷ①で使い

慣れていない辞書を使用した時よりも正確な値が

得られＦＷ②においても電子辞書を使用する場合

が良いと言える。それから、紙辞書の点数が伸び

なかった点としては、普段から紙辞書を使用して

いる人がＦＷ②に参加した 35人中、11人と少な

0
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く使用するのに苦戦した点、紙辞書は調べる行程

が多く調べる間にスペルを忘れる点があげられ

る。ＦＷ①、②の結果の点数がどちらも電子辞書

が高いことから、今回の実験の条件下では紙辞書

よりも電子辞書がより正確に記憶できると考えら

れる。 

 

５・今後の展望 

  調査の結果から、我々の実験のような短期間

で記憶する場合では、電子辞書を使う方がより正

確に記憶できるので、電子辞書を使用する方が効

率よく、今後の学習に役立てられると考えられ

る。残された課題は、英語科の先生に聞いたとこ

ろ、「紙辞書を引く場合は関連語なども目に付く

ので記憶に結び付きやすく長期の記憶に向いてい

ることもある。」とおっしゃられた。そうすると

今回のように 1日のＦＷでの短期記憶の調査では

電子辞書の使い慣れていなくても使いやすいとい

う良さが出て、紙辞書のイラストなどの視覚的情

報や関連語などの長期記憶向きの機能の良さが引

き出せず、長期での調査では違った結果が出る可

能性がある事や理系・文系を聞いたが結果に反映

出来なかった事があげられる。そして、改善する

点はＦＷ②の電子辞書と紙辞書の被験者の人数に

差があった点や全体の被験者の人数が少ない点が

あげられる。この研究から短期記憶や長期記憶の

それぞれに合った勉強法などを見つけ、学生の勉

強をより効率化させ、学生の勉強の質の向上を目

指したい。また、今回の研究が学習や教育関連の

研究つながり、ＳＤＧｓの目標４「質の高い教育

をみんなに」を達成するきっかけになるように研

究を発展させたい。 

 

６・参考文献 

米崎啓和（2016）「電子辞書と紙辞書の比較研究

－検索速度と使用方法について－」 

中部地区英語教育学会紀要，45巻，111-118 
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

「温度と好き嫌いによって心拍数は変わるのか」 

    福岡県立城南高等学校 

１・はじめに 

 授業中におなかがすいたらおなかが鳴り、周

りに聞こえていないかが心配になる人がいるとお

う。そこで私たちはおなかが鳴るのを防ぐ方法を

調べようと思った。しかし、それには個人差があ

り難しいと思い、その後心拍数の変化に興味を持 

った。このため、「温度と好き嫌いによって心拍

数は変わるのか」という問いのもと研究を行っ

た。 

２・研究内容① 

 温度によって心拍数は変わるかについて調べ

る。まず、平常時の心拍数をアプリではかる。そ

して、12℃の水を飲み、心拍数をはかる。次に、 

50℃のお湯を飲み、心拍数をはかる。 

３・結果① 

被験者 男子 25人 女子 41 人 

水(平均) お湯(平均) 

女 ＋2.4 回 ＋1.12 回 

男 ＋0.44 回 ＋1.64 回 

男女 ＋2.62 回 ＋1.38 回 

＊水を飲んだ時の心拍数の変化 

＝水を飲んだ後の心拍数―平常時の心拍数 

＊お湯を飲んだ時の心拍数の変化 

＝お湯を飲んだ後の心拍数―水を飲んだ後の心

拍数 

４・考察① 

 条件（水の量、実験する体勢、被験者(女と

男)の人数、水の温度）がそろっていなかったた

め、水を飲んだ時の心拍数も、お湯を飲んだ時の

心拍数もどちらも上がり、差があまりなく、明確

な結果ではなかった。また、個人差があり水を飲

んだ時も、お湯を飲んだ時も上がる人と下がる人

傘１―D 班 立石 穂花 

と変わらない人がいずれもいた。 

５・今後の展望 

被験者などの条件をそろえて実験を行う。 

６・研究内容② 

 好き嫌いによって心拍数は変わるかについて

調べる。まず、平常時の心拍数をアプリではか

る。そして、ブラックコーヒー(常温)を飲み、心

拍数をはかる。次にカフェオレ(常温)を飲み、心

拍数をはかる。 

カフェオレは飲めるけど、ブラックコーヒーは

飲めないという人を被験者にする。 

７・結果② 

被験者 男子 25 人 女子 25人 

コーヒー

(平均) 

カフェオレ

(平均)

女 ＋2.88 回 －1.24 回 

男 ＋4.6 回 －1.16 回 

男女 ＋3.74 回 －1.2 回 

＊コーヒーを飲んだ時の心拍数の変化 

＝コーヒーを飲んだ後の心拍数―平常時 

＊カフェオレを飲んだ時の心拍数の変化 

＝カフェオレを飲んだ後の心拍数―コーヒーを

飲んだ後の心拍数 

8・考察② 

条件をそろえたため、コーヒー(嫌いなもの)を

飲んだ時は心拍数が上がり、カフェオレ(好きな

もの)を飲んだ時は下がった。また、コーヒーを

飲んだ時は男のほうが心拍数の変化が大きく、カ

フェオレを飲んだときは女のほうが心拍数の変化

が大きい。 

 個人・男女で差があった。 

９・今後の展望 

フィールドワーク①でもフィールドワーク②で

8



令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

も、条件から少しずれていた部分があったから、

次は正確に条件をそろえて実験を行う。 

フィールドワーク②では、コーヒーとカフェオ

レを使ったため、好き嫌いということだけの心拍

数の変化ではなく、コーヒーやカフェオレの成分

が何か影響しているのではないかと疑問を持った

のでそこを調べていく。 

 温度や好き嫌いだけではなく、日常生活での心

拍数の変化なども詳しく調べていく。 

 今回の実験は、個人差が出てしまい明確な結果

を得ることができなかったので、次は個人差が関

係ない明確な結果が出る実験を行う。 

１０・参考文献 

・看護 roo!

・顔汗対策サイト

・Heart Rate Plus

 （心拍数をはかるアプリ） 
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簡単に涼しくなる方法 

福岡県立城南高等学校 

傘１―E班  岩永 莉彩 

１・はじめに 

 私たちの住む地球は、年々地球温暖化によって

暑くなり快適に過ごしにくい気候になってきてい

る。そこで、私はエアコンなどの地球温暖化に影

響及ぼす電化製品を使わず、涼しくなりたいと考

えた。 

 

２・研究内容 

 研究① 視覚・聴覚・嗅覚の中で最も涼しく感

じられることに関係しているものとは何かを調べ

た。 

＜研究方法＞室温 26℃ 

① ボランティア(男１８人女１８人)を集める 

② 涼しそうな写真を３０秒見てもらう(視覚)

 

③ 鹿威しの音、水の流れる音を３０秒聞いても

らう(聴覚) 

④ レモングラスのアロマオイル２滴を 100ml の

水に溶かしたものを３０秒嗅いでもらう(嗅

覚) 

⑤ アンケートを行う 

研究② 最も涼しく感じるにおいは何かを調べ

た。 

＜研究方法＞男２０人女２０人(研究②とは別の

人) 

① ユーカリ、レモングラス、ペパーミント、ワ

サビ、オレンジのアロマオイルを水に溶かし

たものをそれぞれ３０秒嗅いでもらう。 

② アンケートを行う 

 

 

３・結果 

研究① かなり感じた１０点 まあまあ感じた

５点 感じなかった１点 として統計をとった。 

 

かなりわずかの差で、嗅覚が最も涼しく感じら

れることが分かった。 

 

研究② 

 

ペパーミントが最も涼しく感じられることが分

かった。 

 

４・考察 

 この二つの研究の結果から、最も涼しく感じら

れるのは、嗅覚を使ってペパーミントを嗅ぐこと

だと分かった。 

 このような結果になったのは、嗅覚が感情に大

きく影響を与えるからではないかと考えた。 

本来、人間の五感の優先順位は、触覚・聴覚・

視覚・嗅覚・味覚の順番である。しかし、嗅覚は

人間の五感の中で最も原始的であり、本能的な感

0
50 4055

65 8022

16 14

0

100

視覚 聴覚 嗅覚

点

視覚・聴覚・嗅覚で涼しいと感じられる感覚
かなり感じた まあまあ感じた 感じなかった

27

6

5
2

0

最も涼しく感じられるにおい
ペパーミント レモン ユーカリ オレンジ ワサビ
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覚と言われている。そのように言われる理由は、

自律神経にも大きな役割を果たし、食欲や性欲な

ど本能に基づく行動を起こし、情緒行動を支配す

る大脳辺縁系に、嗅覚が直接結びついていること

だ。したがって、においはダイレクトに感情や本

能が支配する脳に作用する。 

また、ペパーミントの効能に、脳の鎮静効果が

ある。さらに、血管を拡張し、体を温めたあと冷

やす効能もある。それらの効能が、最も涼しさを

感じさせたのではないかと考えた。 

 私は、鼻を抜けるようなにおいが涼しく感じる

のではないかと考えていたが、ワサビは涼しく感

じた人がいなかったので、鼻を抜けるとゆうこと

は涼しさには関係ないと考えた。 

 

５・今後の展望 

 このような結果から、暑い夏にペパーミントを

用いて簡単に涼しくできると考えた。例えば、ペ

パーミントをハンカチに垂らして持ち歩けばいつ

でも涼しくなれる。また、網戸にペパーミントを

付けたボロ布で吹き上げれば風が入ってくるたび

に涼しさを感じることができる。このように、地

球温暖化に大きな影響を及ぼすエアコンなどの電

化製品を使わず、涼しくなることができる。SDG

ｓの一つに、「住みつづけられる街づくりを」と

ある。この研究を通して、少しでも SDGｓの目標

に近づければよいと思った。 

 

６・参考文献 

花咲マニアとアロマさん（2014） 

「ペパーミントに隠された 7つの効能効果とは」 

https://ar-flower.com/peppermintkohono1122/ 

 2020 年 4月 5日 

科学ブログ（2007） 

「五感の中で最も原始的で本能的な嗅覚」 

www.seibutsushi.net/blog/2007/01/145.html 

2020年 4月 5日 
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靴の悪臭を不快でなくする有効な手法 

福岡県立城南高等学校 

傘１―F班  朝山 真有 

１・はじめに 

 ヒトの嗅覚は五感のうちで最も鋭いといわれて

いる。また、我々が知覚できるニオイの種類は数

十万種に及び、それらは日常生活と密に接してい

る。“悪臭”とはヒトに不快感を与えるニオイの

ことを指し、身近な例として、車の排気ガスや腐

敗した食品などが挙げられる。中でも、何度か使

用した靴が発する、汗や菌の混じった異様なニオ

イは誰もが嗅いだことがあるだろう。雨の日など

言うまでもない。その悪臭を改善したいと考え、

研究テーマとした。しかし調べを進めるうち、ニ

オイの強弱を研究しデータ化したものは多く存在

するにも関わらず、ニオイを“悪臭”と定義した

研究はごくわずかであると知った。悪臭だと感じ

るかには個人差があるゆえ、資料が少ないことは

当然といえば当然である。そこで私は“不快感”

という点に注目し、研究を行うことにした。ニオ

イの悪臭そのものを数値化できなくとも、我々が

不快だと感じなければ俗にいう悪臭は悪臭でない

と考えたのである。 

 

２・研究内容 

 いくつかの物質とアンケートを用いて、四種類

の実験を行った。なお①②の実験は同日であり、

その結果を踏まえて③④の実験を後日行った。 

① 木炭を用いた実験 

被験者は本校の二年生７８名である。 

下校時に左右どちらかの上靴に約５グラムの

木炭を入れ放課後から翌朝までの約１５時間

放置し、翌朝左右の上靴のニオイを比較し

た。炭を入れていない靴のニオイの不快度を

基準に定め“３”と仮定したとき、炭によっ

てどれほど変化したかを０～５の数で評価し

た。（以下、不快度測定法とする）不快感が

消滅したのであれば０、軽減したのであれば

１や２、逆に増加したのであれば４や５を選

ぶ。 

② 重曹を用いた実験 

ティーパックにいれた大さじ１の重曹を、下

校時に左右どちらかの上靴に入れて翌朝のニ

オイを比較した。①の実験と同じく不快度測

定法でニオイを評価した。 

③ ポプリを用いた実験 

下校時に左右どちらかの靴にポプリ約 10グ

ラムを入れ、不快度測定法を用いてニオイの

変化を評価した。なおポプリとは花や木の実

を乾燥させオイルを染み込ませたフレグラン

スの一種である。 

④ アロマオイルを用いた実験 

オレンジのアロマオイルを１００mlの精製水

に３，４滴入れ薄めた水溶液を霧吹きに移

し、アロマスプレーを作る。下校時に被験者

の上靴の右にスプレーを噴射し、翌朝どちら

のニオイがよくなっていたかアンケートを実

施した。 

なお③と④の実験で用いたポプリやアロマオ

イルの香りについては、20名に事前アンケー

トを実施し最も効果があると予想されたもの

を使用した。 

 

３・結果 

結果は以下のとおりである。 

① アンケートで０,１,２のいずれかを選択、

つまり木炭によって不快感が軽減、消滅し

たと回答したのは 50％であった。 

 
 

 

6%
19%

25%

50%

0 1 2 3
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② 重曹によって不快感が軽減、消滅したと回

答したのは 47％であった。 

 

③ ポプリによって不快感が軽減、消滅したと

回答したのは 78％であった。 

 

④ アロマオイルがかかっている靴を判別でき

たのは５％であった。 

 

最も効果がみられたのはポプリであった。木

炭、重曹の効果は五割ほどで、アロマオイルは

ほとんど効果が得られなかった。 

 

４・考察 

 炭が自身の穴にニオイを引き込むことは様々な

文献で紹介されており、その効果には大いに期待

していた。また重曹はニオイが増幅する原因であ

る湿気をとる能力がある。そうであるにも関わら

ずこれらの効果が見られなかったのは、実験期間 

が約半日と短かったことが主な原因だと考えられ

る。ポプリはそのもののニオイが強いので、靴の

ニオイに覆いかぶさってくれたようだ。しかしこ

れら３つの実験は、どちらの靴に入っているかが

わかっていることで、”ニオイが改善していると

いう先入観”がアンケートに影響したのではない

かと考えた。そこでアロマオイルを用いた実験で

は、被験者に左右どちらの靴に実験をしているの

か知らせないことでより正確なデータを得ようと

試みた。結果アロマオイルの効果がみられたのは

５％だった。実験後にアロマオイルについて調べ

たところ、精油は揮発性が高いため、持続性がな

いと分かった。加えて今回の実験は精製水で希釈

したため濃度も低く、半日の間で水分が蒸発した

ことでアロマの香りが失われたと考えられる。し

かし検証方法を１つだけかえてしまったことで比

較ができなかったため、この実験全体で正確なデ

ータが得られたとは言えない。 

 

５・今後の展望 

 先ほども述べたように、検証方法を途中で変え

てしまったことでよいデータが得られなかった。

しかし社会的な側面からみると、世界各国の人々

の QOLの向上に貢献し暮らしやすい生活環境をつ

くる、というように大いに期待される研究であ

る。また、ニオイの不快感が無くなったとしてそ

の効果はどれだけ続くのかという新たな疑問も生

まれた。そこで以下の二点を課題とし、今後も研

究を続けていきたい。 

・被験者に先入観を与えない、公平な検証方法 

・効果がでた場合の持続力を検証 

 

６・参考文献 

「ニオイの快・不快度の直接的・間接的評価法の

検討」金村早穂、斎藤幸子、飯田健夫 

「脱臭剤の作成と評価」東京理科大学１部化学研

究部 2011秋論講書 
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植物の成分を用いた洗濯の有効性について 

福岡県立城南高等学校 

傘 1―G班  板垣 都亜 

１・はじめに 

 一般的に家庭で使用されている洗剤には、河川

に直接流出すると環境に悪影響を及ぼす物質が含

まれている。過去には、琵琶湖周辺の河川にリン

が流出し、富栄養化が引き起こされた。その結

果、赤潮やアオコのような環境問題が発生した。

現在は浄化槽などによりこのような物質はろ過さ

れて河川に流されているが、万が一ろ過されずに

流出してしまうと、過去のような事例が発生して

しまう可能性がある。そこで、私たちは、天然由

来の成分で洗濯できれば過去のような環境問題の

発生を抑制できると考え、洗濯に有効な植物の成

分の探索とその有効性についての調査を行うこと

にした。 

 

２・研究内容 

 〔実験 1〕 

① 綿製布（8㎝×8㎝）に汚れとしてケチャ

ップ（2㎝×2㎝）をつけた（図 1） 

② 水 2Lと材料（大豆約 100g,お茶約 20g,カ

ットごぼう約 100g）を 5分間火にかけた 

対照実験として、材料を入れずに実験を

行った 

③ 加熱をやめた煮汁に汚れを付けた布を入

れ、1分間かき混ぜた 

④ 残った汚れの様子と布の様子を観察した 

 〔実験 2〕 

① 綿製布（8㎝×8㎝）に汚れとして醤

油、墨汁（2㎝×2㎝）をつけた 

② 水 2Lと材料大豆約 100gを 5分間火にか

けた 

対照実験として材料を入れず、水のみで

の実験を行った 

③ 煮汁に汚れを付けた布を入れ、かき混ぜ

た 

④ 残った汚れの様子と布の様子を観察した 

 

３・結果 

〔結果 1〕 

大豆を用いた場合が、3種類の中で最もよく

汚れが落ちた。 

お茶、ごぼうを用いた場合は、2種類とも同

様の落ち具合であったが、お茶を用いた場合

は、布に緑色が移った。（図 2） 

 

 

 

 

 

 

〔結果 2〕 

 汚れが醤油の場合、水のみではあまり汚れが

落ちなかったが、大豆を用いた場合はよく落ち

ていた。 

 汚れが墨汁の場合、いずれの方法でも汚れ

が落ちなかった。（図 3，4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 実験前の布 図 2 実験後の布 
対照 大豆 お茶 ごぼう 

図 3 実験前の布 醤油 墨汁 

図 4 実験後の布 醤油 墨汁 
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４・考察 

 結果 1より、大豆を用いた場合が最もよく汚れ

が落ちた。このことから、3種類の材料の中で、

大豆が最も洗濯に有効であると考えられる。 

 大豆の中に含まれる、サポニンという天然の界

面活性剤が抽出されたためであると考えられる。 

 また、お茶を用いた場合は、布に緑色が移った

ため、洗濯にそのまま用いることはできないと考

えられる。 

 結果 2より、大豆を用いた洗濯は、醤油のよう

な一般的な洗剤を用いて落とすことのできる汚れ

は落とせるが、墨汁のような一般的な洗剤を用い

ても落とせない汚れには効果がないことがわか

る。このことから、大豆を用いた洗濯は、一般的

な洗剤と同等の洗浄能力を有している可能性があ

る。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験の反省点として、サンプル数の少な

さが挙げられる。今後の実験では、材料となる植

物の種類や、汚れの種類を増やし、より精度の高

い実験を行いたい。また、今回の実験では煮汁を

そのまま使用したため、正確に成分を抽出できた

とは言えない。そのため、今後は有機溶媒を用い

るなど、抽出方法を工夫して実験を行いたい。さ

らに、温度による変化も観察したい。 

 また、今回は大豆を用いた洗濯のコストがどの

程度なのか検証できていないので以降の実験で検

証したい。 

 本研究は、SDGｓの中の 1つである「海洋環境

の保護」に貢献できる。今後、上記のように研究

を深め、さらに貢献する手段を探索したい。 

 

 

 

 

 

 

６・参考文献 

-坂本一民 福井寛 阿部正彦（2010）『トコトンや

さしい界面活性剤の本』 

-日本産業洗浄協議会（2011）『わかりやすい界面

活性剤』 

-デボラ・マーティン（2008）シミぬき大辞典 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

人の目を引く画像の規則性とは？ 

福岡県立城南高等学校 

傘 1―H班  藤澤 馨彦 

 

１・はじめに 

 プレゼンを行う際に重要なものの一つとしてポ

スターがあげられる。少しでも多くの人に自分の

発表内容に興味・関心を抱いてもらうには、まず

人の目を引く、言い換えれば人の注意を引くポス

ター作りが大切である。では、いったい人の目を

引きやすい、注意を引きやすいポスターとは何だ

ろうか。今回、我々はより注意を引くデザインを

研究することにした。 

 

２・研究内容 

 参考文献から得ることができた情報をもとに、

今回の研究内容を決めた。 

 

<人の目を引くもの定義> 

今回定めたポスターデザインの 

５個の要素（字体、彩度、明度、配色、位置 ） 

ごとにアンケートでもっとも票を集めたものを、

“目を引く要素“として扱う。 

字体 

２種類の漢字と４種類のアルファベットを A4紙

サイズ印刷した、見てもらいアンケートを取る。 

<漢字> 

明朝体とゴシック体で書かれた「城南」の文字

を相手に見せる。 

 

 

 

<アルファベット> 

Broadway,MS P明朝, Microsoft YaHei, 

Agency FB で 

書かれた 

「Jonan」の 

文字を見せる。 

 

 

 

彩度 

彩度とは色の鮮やかさを示すものである。彩度が

高いほど色が鮮やかである。 

 

 

 

 

明度 

明度が明るいほど白に近い色になる。今回は黄色

で書かれた文字の背景を 

黒と白に変え、どちらが 

より見やすいかをアンケ 

ートした。 

配色 

文字が同系色（背景：赤、文字：ピンク）である

ものと、対照色 

（背景：赤、 

文字：緑） 

になっている 

ポスターを作りどちらがより目を引くかアンケー

トを取る。 

位置 

紙の行いっぱいにならんだ「ぬ」のなかに、左

上、左下、中央、右上、右下の５か所にそれぞれ 

「め」の打ち込む。 

被験者が気づいた 

場所を票として集める。 

これによりまず人がど 

こからポスターを見始め 

るかを測ることができる。 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

 

３・結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・考察 

 字体においては、日本語の場合は明朝体のほう

が票を集めたことから、より細い字体のほうが人

気のようだ。但しどの程度の細さが適切なのかに

ついてはわかっていない。 

 またアルファベットにおいては逆により太いフ

ォントが票を集めている。しかしこれもどの程度

の太さが適切なのかについてはわかっていない。 

 

彩度においては今回彩度の高いほうがより票を

集めていることがわかるが、どの程度の強さが適

切なのかについてはわかっていない。彩度を数値

でおき、より詳しい彩度の適切な強さを調べる必

要があるだろう。 

 

  

 

日本語の字体(248人)

明朝体

ゴシック体

Broadway

40%

MS P明朝

27%

Microsoft 

YaHei

23%

Agency 

FB

10%

英語のフォント(79人)

Broadway

MS P明朝

Microsoft YaHei

Agency FB

高

91%

低

9%

彩度(247人)

高

低

高

29%

低

71%

明度(80人)

高 低

対照色

99%

同系色

1%

配色(246人)

対照色 同系色

左上

26%

左下

11%
中央

28%

右上

21%

右下

14%

初めに見た位置(130人)

左上

左下

中央

右上

右下
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

 

明度においては、低いほうが票を集めているこ

とから、周りの色が暗いほど色が際立ち見やすい

組み合わせになるのではないかと思われる。ただ

し配色の要素を加えて考えると、必ずしもまわり

がより暗いものがいいとは限らないともいえる。

使う色に合わせて適切な明度を設定することが必

要だろう。 

 

 配色においては圧倒的に対照色のほうが票を集

めていることから、同系色よりも対照色を使った

ほうがみやすくなることがわかる。 

 

 位置は、左上、右上、中央に比較的多いことか

ら真ん中、または上側に視線がいきやすいことが

分かった。今回のアンケートでは顔の前に中央部

分が来るように見せたことから、目の高さがやや

中央より上寄りになってしまった傾向がある。目

線の高さによってはまた結果が変わる可能性があ

る。 

 

５・今後の展望 

<問題点・改善点> 

◦ アンケートを取った人数にばらつきがあった。 

 → １か所でまとめてアンケートを取り人数を

できるだけ合わせる。 

 

◦ 調査方法が曖昧だった。 

 → 参考文献などでより詳しく調査する。 

   定義をより詳しくたてる。 

 

◦ 項目を多く作りすぎたため、実際のスライドの

完成形がイメージしにくかった。 

 → 実際にスライドを作成し、さらにそこから

問題点等を見つける。 

  

 

 

<この研究が役に立つもの> 

１ポスターのデザイン 

発表において重要な要素の一つであるポスター

において本研究は最も効果を持つと思われる。そ

もそも我々もそれも主眼に置いてこの研究を進め

てきた。 

 

２ウェブサイトのページ作成 

ウェブサイトにおいて伝えたいことをより分か

りやすく伝えるうえで、ウェブサイトのデザイン

は大変重要な役割を担っている。今回の研究はウ

ェブサイトのページ作成でも役に立つのではない

かと考える。 

 

<SDGs との関わり> 

産業や技術を世界へと伝えていくうえで、

本実験はその伝達をより円滑 

に進める助けになると思われ 

る。 

 

 

６・参考文献 

SDGs アイコン 

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social

_development/sustainable_development/2030age

nda/sdgs_logo/sdgs_icon/ 

南雲治嘉「視覚表現」(1994)  

岩本知莎土「初めて読む色彩心理学」(2006) 秀

和システム 

金子隆芳「色彩の科学」(1988) 岩波新書 
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時期とスマホの利用状況に関係はあるのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 1―I班  内山 翔太 

 

１・はじめに 

 今回私がこの研究をしようと考えたのは、日々私

たちが利用するスマートフォンがどれほど人々の暮ら

しに根付いているのかに興味を持ったからである。ま

た、スマホを多用する学生の使い方と使う時期がどの

ようになっているのかにも興味を持ったからである。 

私はこの研究をする前にこれに似た調査があるのか

を事前に調べてみたところ北海学園大学経営論集の

「学生のスマートフォン使用状況と健康に関する調査

研究」というものがあり、年代や時間、体との関係に

ついて書かれていた。 

 

２・研究内容 

 今回私たちは、スマートフォンの apple 製品のスク

リーンタイムという機能を使用しました。これは、一

週間分のスマートフォン使用時間の平均の値を知るこ

とができる。またこのデータを男女別、部活動に入っ

ているかいないかというのに分け使用時間の差を調

べ、２年生の夏休み中や中間テスト前に使用時間がど

のように変化するのかを調査した。 

 

３・結果 

夏休み中のお盆を含む 1週間のスマートフォン使用

時間は最も多いのが３～４時間、２番目が６時間以上

となり、中間テスト前一週間は６時間以上が最も多く

なった。よってスマホの使用時期によっての利用状況

の違いはないと考えられる。なお、男女別にすると中

間テスト前 1週間の未集計した結果は、女子は３～４

時間、男子は６時間以上となっている。また、部活動

の有無については大した関係は認めらなかった。ま

た、スマホの使用方法でもっと多いのは SNSであるこ

とが分かった。 

 

 

 

・スマートフォンの最も多い使用方法（全体 60人） 

SNS  ３２人 

読書 調べもの ２人 

ゲーム ８人 

0% 6% 6%

33%

11%

19%

25%

スマートフォンの使用時間
（夏休み中・60人）

1時間以下

1～2時間

2～3時間

3～4時間

4～5時間

5～6時間

2%
9%5%

20%

23%9%

32%

スマートフォンの使用時間
（中間テスト前60人）

1時間以下

1~2時間

2～3時間

3~4時間

4~5時間

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

~1 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~

SNS 読書・調べもの

ゲーム エンターテインメント

健康とフィットネス
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エンターテインメント１７人 

健康とフィットネス １人 

 

４・考察 

 今回私たちが収集した情報のみでは時期によっての

スマホの利用状況に違いは認めることは出来なかっ

た。これは今回の対象人数が少なかったこと、および

身の回りの人たちに聞きまわったため調査対象が自分

の身近な人という点で似てしまったことも考えられ

る。 

 また、スマホの使用方法については棒グラフを見て

わかるように SNSの使用が最も多いことより、スマホ

の主な使用方法は友達との会話や連絡だと考えられ

る。 

 

５・今後の展望 

 対象人数が少なかったため更に人数を増やしたり、

今後私たちと同じことを調べる人がいれば私たちのデ

ータと合わせるなどし、対象人数を増やし、より正確

なデータを取ることができる。さらに、対象人数を学

生のみではなく一般人にまで付与していくことで、だ

れがどのように利用しているのかを知ることができ

る。 

 

６・参考文献 

・平成３０年２月 内閣府 

htts://www8.cao.go.jp/youth/you 

・「学生のスマートフォン使用状況と健康に関する調

査研究」 

2016-03-25 伊熊 克己.北海学園大学経営論集 13

（４）：２９－４２ 

http://hokuga.hgu.jp/dspace/bistr 
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色覚情報が及ぼす味覚への影響 

福岡県立城南高等学校 

傘 2―A班  桑山 遥菜 

１・はじめに 

 人間は「味」だけではなく、「色」や「形」、

「匂い」や「歯応え」さらに「温度」など、様々

な感覚器官から得られる情報を統合し、全体的な

評価を行うことで、おいしさを判断している。 

「かき氷のシロップはすべて同じ味である」と

知ったのは小学生の夏休みに、自由研究のテーマ

探しをしている時だった。カラフルなシロップの

味自体はすべて同じで、それらに違いをもたらし

ているのは「着色料」(=視覚)と「香料」(=嗅覚)

の 2つであるそうだ。それを知った小学生の私は

酷くショックを受け、以降お祭りに行っても、市

販のシロップのかかったかき氷を食べることはな

くなった。 

この研究は、「その味」を「その味」たらしめ

るものはなんなのか、「その味」でなくても「そ

の味」であるためには何が必要なのかを知りたい

という気持ちからスタートした。 

２・研究内容 

  1 回目の調査では、苺味であることを認識する

ためには、 

①本物の苺味である(視覚,味覚,嗅覚の三要素を

兼ね備えている)必要があるのか 

②見た目(視覚)だけで十分なのか 

③視覚だけでなく嗅覚も必要なのか 

を調べるために、 

①市販の苺シロップ(視覚+味覚+嗅覚) 

②みぞれシロップを食紅で着彩したもの(視覚) 

③みぞれシロップを食紅で着彩し、ストロベリー

エッセンスで香りづけしたもの(視覚+嗅覚) 

の 3種類のかき氷を用意し、それらを男子 11人

女子 10人(いずれも主に高校生)の計 21人の被験

者に食べてもらい、食べた感想をアンケート用紙

に記入してもらった。 

 2回目の調査では、視覚と味覚の関連性のみを

調べるために、 

①みぞれシロップを食紅で着彩したもの 

②みぞれシロップを青の着色料で着彩したもの 

③みぞれシロップを緑の着色料で着彩したもの 

の 3種類のかき氷を用意し、男子 17人、女子 9

人(いずれもすべて高校生)の計 26人の被験者に

食べてもらい、アンケートに回答してもらった。

なお、1回目の調査のアンケートでは「甘かっ

た」等の抽象的な感想が多く寄せられたので、2

回目の調査では「感想」を書いてもらうのではな

く、「何味であったか」を具体的に書いてもらっ

た。 

３・結果 

・1回目の調査で得られたアンケート結果を下の

円グラフに示した。 

 

 

10

6

2

2
1

①苺シロップ

苺 不明(甘かった等) オレンジ メロン バニラ

14
4

2
1

②みぞれシロップ+食紅

苺 不明(甘かった等) 苺ではない カシス
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・2 回目の調査で得られたアンケート結果を下の

円グラフに示した。 

 

 

 

 

※「すべて同じ味」と答えた人の中で「すべてみ

ぞれシロップ」と答えた人は 1名だった。 

４・考察 

・調査 1-① 

市販の苺シロップであるのにも関わらず、オレ

ンジやメロン、バニラなど、赤色ではない食べ物

を挙げる人が見られた。これは、心理的な面が影

響を及ぼしているのではないかと思われる。 

・調査 1-② 

 半数以上が苺味と回答した。①よりも苺味と回

答した人数が多い理由は不明である。 

・調査 1-③ 

味が薄い、無味と答えた人が 7割を超えてい

る。シロップ作りの失敗が敗因であると思われ

る。 

・調査 2-① 

調査 1－②と同様の実験であるにも関わらず、

全く違う結果が得られた。調査 1-②では「苺

味」と答えた人が半数以上いるのに対し、調査

2-①では「苺味」と答えた人は 1割未満しかいな

い。これは、調査 2では 3連続で同じ味のかき氷

を食べてもらったので、視覚の影響を味覚の影響

が上回ったからであると考える。 

・調査 2-② 

「視覚」の影響を受けた人が全くいなかった。

赤や緑とは違い、何味であるかを予め予想するこ

16

2
1

1 1

③みぞれシロップ+食紅+ストロベリーエッセンス

薄い,無味 ぶどう 浮き輪 綿あめ 美味しい

18
4

2
1 1

①みぞれシロップ+食紅

すべて同じ味 薬 苺 スイカ 梅

18

6

2

②みぞれシロップ+着色料(青)

すべて同じ味 べっこう飴 薬

18

6

1 1

③みぞれシロップ+着色料(緑)

すべて同じ味 べっこう飴 メロン 薬
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とが難しいということが、影響を及ぼしたのでは

ないかと考える。 

・調査 2-③ 

 1名のみが、視覚の影響であろう「メロン味」

と回答した。それ以外は調査 2-②と大差ない結

果となった。 

５・今後の展望 

 今回の研究では、実験の事前の試行不足や、被

験者の心理的な影響により、安定したデータを得

ることができなかった。しかし、「その味ではな

いもの」を視覚や嗅覚によって得られた情報で、

「その味である」と脳を騙すことはできるという

事も、本研究から言えるのではないだろうか。 

 今回得られた課題点を、解決に向けて改良を重

ねていけば、食べ物の好き嫌いの解消も期待でき

ると考える。家庭での食品ロスの主な原因は「食

べ残し」である。本研究の応用で、食べ物の好き

嫌いを解消することができれば、食品ロスを減ら

していくことも出来ると考える。 

６・参考文献 

・栗原堅三(1998).『味と香りの話』.岩波新書 

・内閣府大臣官房政府広報室(2019).「もったい

ない!食べられるのに捨てられる「食品ロス」を

減らそう」 

https://www.gov-
online.go.jp/useful/article/201303/4.html 
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視覚情報はどれだけ味覚に影響を及ぼすのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 2―B班  大門 萌乃

１・はじめに 

 この課題研究を行おうと考えたのは、かき氷の

シロップは色が異なるだけで味は同じだというこ

とを知ったのがきっかけだった。これはシロップ

の色を利用して味覚をコントロールさせる、つま

り、視覚情報によって味覚による感じ方を変化さ

せているという仕組みがあり、この仕組みはほか

の食べ物でも立証されるのか知りたいと思いこの

問いをたてた。 

 

２・研究内容 

 FW①では、二種類のチョコレート（ガーナミル

クチョコレート・ガーナブラックチョコレート）

を使用し甘味と苦味が視覚とどのような関係があ

るのか 2つの実験で調査した。 

⑴ ミルクチョコレート 

下準備としてミルクチョコレート（以下Ⓐ）

とブラックチョコレート（以下Ⓑ）のパッケ

ージを用意しその中にどちらもⒶをいれた。 

まず、ⒷのパッケージにいれたⒶを被験者に

食べさせ味を覚えてもらった。次に、水を飲

ませてお菓子などの甘さを連想させる動画を

見てもらいⒶのパッケージにいれたⒶを食べ

てもらった。動画を見た前後で食べたチョコ

レートの甘さに変化があったか調査した。 

（被験者は高校生男女十人ずつ。） 

⑵ ブラックチョコレート 

同じく下準備としてⒶ、Ⓑのパッケージの両

方にⒷをいれた。 

ⒶのパッケージにいれたⒷを食べさせ同じく

水を飲ませてコーヒーなど苦みを連想させる

動画を見てもらった。動画を見た後にⒶのパ

ッケージにいれたⒷを食べてもらい動画を見

た前後で味の変化があったか調査した。 

（被験者は高校生男女十人ずつ。） 

2パターンどちらもチョコレートの量は約 2ｇ

である。また、実験の中で被験者に水を飲ませた

のは、最初に食べたチョコレートを口に残さず実

験前の口内の状態に近づけるためである。⑴では

はじめと比べて甘くなるのか、⑵でははじめと比

べて苦く感じるのかを調査するものであった。ア

ンケートの方法は口頭で行った。 

 FW②では、酸味と視覚の関係について実験を行

った。 

⑴ レモン水 

はじめに 2リットルペットボトルにポッカレ

モン 20ccをいれた。あとは FW①同様そのレ

モン水を飲ませ、飲んだ後に水を飲んでもら

い、酸味を連想させる動画を見た後もう一度

レモン水を飲んで動画を見た前と変化がある

のかを調査した。 

アンケート方法は FW①とは異なり一人ずつ他の

被験者に伝わらないように耳打ちで伝えてもらっ

た。被験者は男女 20人ずつで行った。 

この実験において画像ではなく動画にしたのは

動画の方が画像に比べて視覚情報が増え、より味

覚に影響を及ぼしやすいのではないかと考えたか

らである。また、被験者の変化によって結果に影

響を及ぼすことを防ぐために FW①と FW②ではほ

ぼ同じ被験者に実験を行った。 

 

３・結果 

・FW①⑴ 

 

4人

6人

0人

男子
甘くなった 変わらない 苦くなった
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男子は 10人中 4人が、女子は 10 人中 8人が甘

くなったと答えた。苦くなったと答えた人は男女

ともに 0人であった。 

 

・FW①⑵ 

 

 
 男子も女子も 10人中 1人が苦くなったと答え

た。FW①に比べて男女の結果が似ており、感じ方

にばらつきがある。 

・FW② 

 

 

 男子は 20人中 6人、女子は 20人中 11人が酸

味が増したと答えた。また、変わらないと答えた

人のうち 5人（男子：2人、女子：3人）が動画

を視聴する前のほうが酸味が強かったと答えた。 

 

４・考察   

 FW①の結果から、パッケージと動画の視覚情報

により味覚の感じ方は変化するということ考えら

れる。しかし、⑴と⑵を比べてみると⑴の実験の

ほうが得たい結果が明確に出ているため、苦味よ

り甘味の方がより視覚情報によって味覚の感じ方

が左右されやすいということがわかる。 

 FW②で、動画を見る前の方が酸味が強かったと

答えた人がいたのは動画によって酸味をイメージ

したがイメージ以上の酸味ではなかったからでは

ないかと考える。 

 全体の FWを通して女子の方が男子に比べて味

覚の変化があったため、女子は視覚情報によって

味覚の感じ方が左右されやすく、男子の方が視覚

情報に惑わされず冷静に判断できるのではないか

と考えられる。 

 したがって視覚情報によって多少は味覚が左右

されるものの、苦味や酸味などのように味覚の種

類によっては変化があまりないということがわか

った。 

かき氷のシロップは甘いため、視覚情報によっ

て味覚が左右される仕組みが簡単にできるのでは

ないかと考えた。 

 

５・今後の展望 

 被験者のアンケート方法が口頭だったため、周

8人

2人 0人

女子
甘くなった 変わらない 苦くなった

４人

5人

1人

男子
甘くなった 変わらない 苦くなった

3人

６人

1人

女子
甘くなった 変わらない 苦くなった

6人

14人

男子
酸味が増した 変わらない

11
人

9人

女子
酸味が増した 変わらない
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りの意見に流されてしまうことがないように用紙

を作ってアンケートを取るようにする。 

また、被験者の数が少なかったため被験者の数を

増やして調査を行う。 

 苦味や酸味が視覚情報によって味覚を左右でき

る方法がわかれば子供の好き嫌いをなくす方法と

関連させることができるのではと考えた。 

 

６・参考文献 

 「視覚のいたずら」長尾みのる  

小年間ライブラリー 

 「視覚のメカニズム」前田章夫 裳華房 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

  人が共通認識するもの 

福岡県立城南高等学校 

傘 2－C班  本田 愛華 

１・はじめに 

 東京オリンピックに向けて来日する外国人が増

加しており、「日本の標識は外国人にとってわかり

やすいのか」という話から私たちの研究が始まっ

た。標識は瞬時に誰にでも分かりやすく使いやす

い物でなければならない。そのため、視覚からの

情報において全ての人が共通して認識できる物を

作るためには、色や形を重視するべきではないか

と考えた。その視点から私たちは、「色の境目は日

本と外国で違うのか」という問いを立て、FW①の

研究を行った。しかし、色という対象のみでしか

比較できない点と、使用した配色カードのばらつ

きが大きかったため正確に調査できなかったこと

から、FW②では問いを変更した。最終的に、私た

ちは、「人は色と形のどちらで物を判断しているの

か」という問いを立てて研究を行った。 

２・研究内容 

FW①「色の境界は日本と外国で違うのか」 

・城南高校の 2年生男女計 100人の生徒 

・配色カード 199(グラデーションになるように

配置) 

・赤色と青色の境界をそれぞれ配色カードの裏

に書かれた番号で答えてもらう 

 

FW②「人は色と形のどちらで物を判断しているの

か」 

・城南高校 2年生男女計 215人 

・トイレのピクトグラムを準備（男性のマーク

を赤色 A、女性のマークを青色 Bとする） 

・図 1を見せ、「どちらのマークのトイレに入り

ますか」と聞き、瞬間的に答えてもらい集計 

 

図 1 

３・結果 

 FW①の研究は、市販の配色カードを用いたが、

途中に目立つ色が含まれており、綺麗にグラデー

ションに並ばなかった。そのため多数の人が同じ

色を選んだ点と、配色カードをリングにつなげた

まま提示したため全ての色に目がつかなかった点

から正確に結果が得られなかったため断念した。    

FW②において、男子は A を選んだ割合が 44％、

Bを選んだ割合が 56％だった(表 1)。女子は Aを

選んだ割合が 61％、Bを選んだ割合が 39％だった

(表 2)。男女ともに、色で判断した人の割合が形

で判断した人の割合よりも高かった。男子と女子

では男子よりも女子の方が色で判断した人の割合

が高かった。

 

表 1 男子の結果 

男子(88人)

A(形で判

断）：44%

B(色で判

断）:56%
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

 

表 2 女子の結果 

４・考察  

男女ともにピクトグラムの形よりも性別をイメ

ージする色で判断した人の割合が高かったのは、

絵の背景が白で、瞬間的に判断しやすく、色の情

報が目に入ったのではないかと考えた。1964年の

東京オリンピック時にトイレのマークが作られ、

その時のトイレのマークの色が、男性が青色、女

性が赤色であり、それ以降、男性は青色、女性は

赤色という固定概念が日本人に強く根付いており、

この長年の生活で築かれた経験が色で判断すると

いう結果に強い影響を与えたと考えられる。色で

判断した人の割合は男子よりも女子の方が高かっ

た。これは、男性と女性では女性の方が色によっ

て情報を認識する傾向が高いと思われる。 

５・今後の展望 

 考察から考えられる課題として、①男女の正確

な割合の差を出すために調査する人数をそろえる

こと、②絵を見せた瞬間に絵を指さすことを分か

っていても迷っていた人がいたことから、指さす

までの時間をそろえること、③マークと文字の形、

色や大きさの組み合わせでどのように視覚からの

情報の得やすさが変わるのかということ、④年齢

や国が違うと違いがあるのかということが考えら

れる。以上の研究を行うことで、グローバル化が

進む現代において世界中で共通認識できる標識や

マークを作ることができ、人々が生活する利便性

を向上させ、交通事故や犯罪を減らすことやより

分かりやすいユニバーサルデザインを創作するこ

とができるだろう。 

６・参考文献 

 前田秀一（2016）『トコトン優しい色彩工学の本』

出版：日刊工業新聞社 

 

女子(127人)

A(形で判

断）：61%

B(色で判

断）：39%
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スマホの利用と集中力の関係 

～スマホの落とし穴～ 

福岡県立城南高等学校 

傘２―Ｄ班  弓削 怜子 

１・はじめに 

 私たちの多くはスマートフォンを持っている。

そしてスマートフォンは勉強や調べもの、音楽、

動画視聴など私たちの生活を豊かにしてくれるコ

ンテンツを提供してくれるため、生活の中で大き

な役割を果たすものであると考えた。よってスマ

ートフォンが私たちにどのような影響を与えてい

るのか知りたいと思った。 

 

２・研究内容① 

 私たちの班はフィールドワーク１回目に行った

実験でより良い結果が出なかったため、フィール

ドワーク１回目と２回目は計測方法を変えた実験

を行った。 

 フィールドワーク 1回目 

スマートフォンの画面が見えるように机の上に置

き、ＬＩＮＥの通知が来るようにしながら百マス

計算を解くのと、スマートフォンがない状態で百

マス計算を解くのではタイムと正答率はどのよう

に変化するのか調べた。 

 試行 

① 百マス計算(スマホなし)のタイムを計測す

る。 

② 百マス計算(スマホあり)のタイムを計測す

る。 

③ ①②の百マス計算の正答率とスピードを求め

る。 

 条件 

・通知がくる設定にしたスマートフォンを画面が

見える状態でそばにおいておき、他者がそのスマ

ートフォンにＬＩＮＥを送る。 

・スピード、正答率が下がればスマートフォンに

より集中力が切れたといえる。 

 

 

３・結果① 

 スピード 正答率 

上がった ↑ １１ ↑ ６ 

変化なし ― ０ ― ８ 

下がった ↓ ９ ↓ ６ 

平均 1回目 １分４９秒 ９５.４％ 

平均 2回目 １分３７秒 ９８.６％ 

① スマホなし→② スマホあり 

平均の値より、少しだがスピードと正答率が上

がった。 

 

４・考察① 

・２回目の方がスピード、正答率ともに上がった

のは百マス計算に慣れたからではないかと考え

た。 

・通知音と画面の光のどちらが影響を与えている

のか分からなかった。 

 

５・研究内容② 

 フィールドワーク２回目 

スマートフォンを一定時間使用したあと血圧を測

定するのと、スマートフォンを使用せずに血圧を

測定するのでは最高血圧、最低血圧、脈拍にどの

ような変化があるのか調べた。 

 試行 

① スマホを使用せずに血圧を測定する。 

② スマホを３分間使用したあと血圧を測定す

る。 

③ 最高血圧、最低血圧、脈拍の変化を調べる。 

 

 条件 

・スマートフォンを使用するときの内容は問わな

い。ただし音なし。 

・血圧、脈拍が上がれば興奮状態にあり集中力が

ないといえる。 
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６・結果② 

 最高血圧 最低血圧 脈拍 

上がった ↑ １０ ↑ ７ ↑ ９ 

変化なし ― ２ ― ０ ― １ 

下がった ↓ １５ ↓ ２０ ↓ １７ 

平均 1回目 １０４.５ ６２.１１ ７５.３３ 

平均 2回目 １０２.４ ５５.０３ ７２.４４ 

① スマホなし→② スマホあり 

平均の値よりどれも値が下がった。 

 

７・考察② 

・1 回目(スマホなし)と比べ 2回目(スマホあり)

の方が血圧、脈拍が下がったのはスマホによりリ

ラックス効果が得られたためと考えられる。 

・変化が小さいのは外れ値があるからだと考えら

れる。外れ値が出た原因として話していたり姿勢

が悪かったりなどして正しい測り方ができていな

かったことがあげられる。また外れ値の定義は、

平均の値と大幅に差があるものとした。 

 

８・今後の展望 

 スマートフォンを操作するとき音を出してよい

かや正しい血圧の測定方法など条件を細かく統一

することができていなかったので、条件を決めて

から実験に臨む。研究が進んだら、スマートフォ

ンが私たちに与える影響が大きいことを実感し、

今後のスマートフォンとの付き合い方について深

く考え直すことができる。 

 

９・参考文献 

・「人間の集中力について」 

 https://daigoblog.jp 

・「スマホの影響について」 

 https://www.lifehacker.jp 

・「血圧について」 

 https://www.healthcare.omron.co.jp 

・オムロン自動血圧計(上腕式)取扱説明書 
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日本人と外国人の色彩感覚の差異 

～言葉から連想する色の違いを調査～ 

福岡県立城南高等学校 

傘２―E班  小野 航

１・はじめに 

日本人と外国人に、怒る、楽しい、怖い、危険、の

４つの言葉から連想する色をそれぞれ回答してもらい

差異の有無を調査した。 

日本人と外国人の色彩感覚の違いの有無を調査する

ことは、多文化理解につながると考えたので今回の調

査を行った。また、仮説として、文化が異なるため日

本人と外国人の色彩感覚には大きく差異が生じると考

えた。 

 

 

２・研究内容 

怒る、楽しい、怖い、危険、の４つの言葉から 

連想する色を日本人100人外国人50人に尋ねた。 

日本人には城南高等学校、外国人には福岡空港にて 

アンケートを行った。 

日本人には口頭でアンケートを行い、外国人には用

意しておいた英語、韓国語、中国語のフリップを用い

てアンケートを行った。 

 

 

３・結果 

以下、日本人を J、外国人をFとする。 
また、１０％に満たなかった回答をすべて足した 
ものを、その他とする。 
 
「怒る」…J 赤９５％ その他５％  
 F 赤７８％ 黒１４％ その他8％ 
 
「楽しい」…J 黄５９％ オレンジ３２％その他９％ 
 F 黄３８％ 青１８％ 赤１２％ その他３２％ 

  
「怖い」…J 黒４６％ 紫４２％ その他１２％ 
 F 黒４６％ 青１４％ 紫１２％ その他２８％ 

 
「危険」…J 赤５０％ 黄４６％ その他４％ 

F 赤５６％ 黒１４％ その他３０％ 
 
＊外国人内訳＊ 

韓国１４人、香港１０人、中国７人、フィリピン４
人、スリランカ３人、カナダ、ベルギー、台湾２人 
インドネシア、ベトナム、ネパール、フランス、アメ
リカ、アフガニスタン１人       

計５０人 
 

 

４・考察 

① ４つの言葉それぞれにおいて、日本人と外国人の

最多数回答は一致した。 

これによって、日本人と外国人の色彩感覚は似通

っていると考えられる。 

 

② 日本人と外国人の最多数回答以外の回答を比較す

ると異なっていた。 

これによって、日本人と外国人の色彩感覚は似通

っていても、ほぼ一致するなどの強い断定はでき

なくなった。 

 

③ 今回の調査では、先にたてた仮説は成り立たなか

った（①より） 

 

以上のことから、日本人と外国人の色彩感覚には

部分的には差異があるが、大きな差異は確認され

なかったため、仮説と異なり、日本人と外国人の

色彩感覚は似通っていると言える。 
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５・今後の展望 

今回の研究結果の役立て方の具体例の１つとして誰

にでも分かりやすい標識をつくることが挙げられる。 

例えば、日本にある危険（人が被害を被る可能性があ

る）な場所にはそれを警告する標識を設置すべきであ

るが、標識はだれが見てもすぐにその標識の意図を理

解できるものであるべきである。そして、標識はグロ

ーバル化が進み、外国人が多く訪れる日本において

は、日本人に分かりやすいだけでなく、外国人にとっ

ても分かりやすいものでなければならない。そこで今

回の調査のうち、「危険」の結果より、日本人と外国

人の回答でそれぞれ最も多く挙がった、「赤色」でそ

の標識をつくるのが好ましいと考えることができる。 

 今回の調査の改善点としてアンケートを受ける母集

団の数を増やすことと、アンケートの実施場所を変

え、より様々な国の人にアンケートすべきであるとい

うことが挙げられる。 

 

６・参考文献 

千々岩英彰（1990）.『図解 世界の色彩感情事典』.  

河出書房新社. 

川上元朗（1987）.『色彩の事典』. 

朝倉書店.     

松岡武（2000）.『色彩と心理おもしろ事典』. 

三笠書房.  
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同じ大きさの四角の箱において最も軽く見えるのは軽いとかかれた暗い色の箱か、

重いとかかれた明るい色の箱か 

福岡県立城南高等学校 

傘２―F班  長野 鈴 

１・はじめに 

 近年、インターネットの普及と共に通信販売の

サービスも普及している。通信販売を利用して商

品を購入する際、私たちは実物ではなくインター

ネットに乗っている広告や通信販売サイトの商品

の説明画像を見て決める。実際に店舗で買うとき

は視覚のみでなく、実際に手で触って確かめてみ

たり、洋服ならば試着して着心地を確かめたりす

る。しかし、通信販売においては視覚によって商

品を決めなくてはならない。視覚において顧客は

どのような広告や商品の説明画像が印象に残るの

かに着目した。そして広告や説明画像のデザイン

の大部分は文字と色で構成されている。今回の実

験においては文字と色に注目を置き、同じ大きさ

の四角の箱において最も軽く見えるのは軽いと書

かれたくらい色の箱か重いと書かれた明るい色の

箱か、という問いを立てた。 

 

２・研究内容 

 フィールドワークⅠ 

使用したもの：明度０％で印刷した黒の紙（以降

黒の紙）、明度７５％で印刷した灰色の紙（以降

灰色の紙）、段ボール２個、「軽い」「重い」と書

かれたプレート、白画用紙 

実験方法：①机を白画用紙で覆った。②段ボール

の一つに黒の紙を、もう片方に灰色の紙を張り付

けた。（以降黒の箱、灰色の箱と呼ぶ。）③机の上

に二つの箱を並べて置き、黒の箱の前に「軽い」

のプレートを、灰色の箱に「重い」の箱を置い

た。（図１）④被験者に机から１８０センチ離れ

た位置に立ってもらい、３秒間箱を見てもらっ

た。⑤どちらが重く見えるか尋ね、被験者に回答

してもらった。 

※机を白い画用紙で覆ったのは机の色に左右され

ないようにするためとする。また④の３秒間とい

う条件は直感で選んでもらうためとする。 

 

図１ 実験装置の設置例 

条件：今回の実験の被験者は城南高校の生徒（２

０１９年７月１０日時第二学年）６１名（男子

17名、女子４５名）、城南高校の教師１名（男

性）である。結果では教師は男子一人として生徒

とともに結果を集計した。 

 

 フィールドワークⅡ 

※フィールドワークⅡはフィールドワークⅠの考

察、反省（４・考察で示す。）を行った後に実験

を行った。 

使用したもの：明度０％で印刷した黒い紙（以降

黒の紙）、明度２５５％の白い画用紙（以降白の

紙）、段ボール２個、「重いＡ」「軽いＢ」と書か

れたプレート（白い紙に黒い文字のもの（以降白

のプレート）と白い紙に黒い文字で書いたのち黄

色の蛍光マーカーで上から塗ったもの（以降黄色

のプレート）の２種類）、「Ａ」「Ｂ」とかかれた

札、白画用紙 
実験方法：①机を白画用紙で覆った。②段ボール

の一つに黒の紙を、もう片方に白の紙を張り付け

た。（以降Ｂの箱、Ａの箱と呼ぶ。）③机の上に二

つの箱を並べて置き、Ｂの箱の前に「軽いＢ」の

プレートを、Ａの箱に「重いＡ」の箱を置いた。

（図２）④被験者に机から１８０センチ離れた位

置に立ってもらい、事前に用意した説明文（３秒

間箱を見てもらうということ、箱を見たのちどち

らが重く見えたか尋ねるので重く見えた方の札を

あげてほしいという旨が書かれたもの）を読んで
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もらった。⑤３秒間箱を見てもらった。⑥どちら

が重く見えるか尋ね、被験者にＡの箱が重く見え

たら「Ａ」、Ｂの箱が重く見えたら「Ｂ」の札を

あげて回答してもらった。 
※フィールドワークⅠと同様に机を白い画用紙で

覆ったのは机の色に左右されないようにするため

とする。④の３秒間という条件は直感で選んでも

らうためとする。また黄色のプレートは文字を強

調するためのものとする。白のプレートで実験を

行った被験者と黄色のプレートで実験を行った被

験者は同一でない。 
 
３・結果 

 

４・考察 

  

図２ 実験装置設置例 

条件：今回の実験の被験者は城南高校の生徒（２

０１９年９月２５日時第二学年）６６名（男子１

３名、女子５３名） 

 

３・結果 

 フィールドワークⅠ 

表１ 回答者数 

 黒の箱 灰色の箱 合計 

男子 ７ １０ １７ 

女子 ２８ １７ ４５ 

合計 ３５ ２７ ６２ 

（単位：人） 

 

 

図３ 全体における黒の箱と答えた人と灰色の箱

と答えた人の割合 

 

 フィールドワークⅡ 

表２ 白のプレートの場合における回答者数 

 Ａの箱 Ｂの箱 合計 

男子 １ ４ ５ 

女子 ８ １５ ２３ 

合計 ９ １９ ２８ 

（単位：人） 

 

 

 

図４ 白のプレートの場合の全体におけるＡの箱

と答えた人とＢの箱と答えた人の割合 

 

表３ 黄色のプレートの場合における回答者数 

 Ａの箱 Bの箱 合計 

男子 ４ ４ ８ 

女子 １１ １９ ３０ 

合計 １５ ２３ ３８ 

（単位：人） 

 

黒の箱
56%

灰色の箱
44%

黒の箱 灰色の箱

Ａの箱
32%

Ｂの箱
68%

Ａの箱 Ｂの箱
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図５ 黄色のプレートの場合の全体におけるＡの

箱と答えた人とＢの箱と答えた人の割合 

 

表４ 白のプレートの場合と黄色のプレートの場

合のＡと答えた人とＢの箱と答えた人のパーセン

テージ 

 白のプレート 黄色のプレート 

Ａの箱 ３２％ ３９％ 

Ｂの箱 ６８％ ６１％ 

 

４・考察 

 フィールドワークⅠ（反省含む） 

・全体の結果として黒と答える人のほうが多かっ

た。→色に印象を左右されやすいのではないか。

もしくは、プレートの方が小さかったため大きさ

的に印象に残ったのか。 

・どちらが重いか聞いたとき「黒い方」と答える

人と「重いと書かれた方」と答える人がいた。→

文字か色か見ているところが違うのではないか。 

・女子は１１人「黒の箱」と答える人が多く、男

子は３人「灰色の箱」と答える人が多かった。→

性別によって答えが変わるのか。→次回、男女比

を同じにして比べる。 

・口頭で答えると他の人に影響されてしまうので

はないか。→札を作って札を使って回答してもら

う。 

フィールドワークⅡに向けて 

・説明がうまく伝わっていなかったため紙に書い

ておく。 

・文字を強調するとどうなるのか。 

・今回は黒で実験を行ったが、赤や青などほかの

色ではどうなるのか。また彩度を変えたらどうな

るのか。 

・明度の差をさらに大きくするとどうなるのか。 

フィールドワークⅡ 

・２つのプレートのパターンのどちらもＢの箱を

選ぶ人が多かった。→文字よりも色で識別する人

が多い。 

・黄色のプレート（文字が強調したもの）は白の

プレートと比べてＡの箱を選ぶ人が多かった。→

文字が強調されることで文字に目をひかれる人が

いるのではないか。しかし、文字が強調されても

Ｂの箱を選ぶ人が多かったため箱の色に目を引か

れる人が多い。 

・黄色のプレートの場合、男子においてＡの箱を

選んだ人の数とＢの箱を選んだ人の数が等しくな

った。 

 全体を通して 

・文字よりも色を頼りに認識する人が多い。 

・性別によってどちらを頼りとして認識しやすい

のか違う可能性がある。→男子の方が文字で認識

しやすく、女子の方が色で認識しやすいのではな

いか。 

・明度の差が大きくなるとより、色が暗い方を選

ぶ人が増えた。 

 

５・今後の展望 

・色や彩度を変えた実験を行うことができなかっ

たので挑戦してみる。 

・フィールドワークⅡにおいて説明文にどちらが

重たく見えるのか聞いている時点で、重さが違う

と思う可能性があるのではないか。 

・文字の色を変えたらどうなるのか。 

・今回は被験者の多くは城南高校の生徒であった

ので他の年齢層ではどうなのか。 

・商品のパッケージや、新聞やインターネットサ

イトに掲載される広告など、顧客により印象を残

せるようなパッケージ、広告作りに役立てる。 

Ａの箱
39%

Ｂの箱
61%

Ａの箱 Ｂの箱

35



福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

文字を変形して機械が認識出来なくなる限度はどこか？ 

福岡県立城南高等学校 

傘２―Ｇ班  井山 駿輔 

１・はじめに 

 近年、機械による文字認識が少しずつ普及して

おり、この機能を有するアプリやソフトも増えて

いる。それらは無変形の文字ならかなりの精度で

読み込むことが出来るが、本の表紙や映画のタイ

トルロゴのように変形された文字は中々読み取る

ことが出来ない。そこで、文字をどの程度変形す

ると機械が読み取ることが出来なくなるのか、ま

た、文字数などの条件によってその限度に違いは

あるのかを調査した。 

２・研究内容 

 研究に使用した言葉は、「あいさつ」「かんし

ゃ」「しゃざい」「じかん」「いしき」「すなお」

「ほうこく」「のびた」の８種類。使用ソフトは

「Photoshop Element」(文字変形用)と「Google

翻訳」のカメラ機能(文字認識用)である。また、

使用したフォントは「HG ゴシックＥ」。このフォ

ントを選んだ理由は、Office 付属の和文フォン

トの中では、文字の太さが標準的で、余計な装飾

が少ないと思われたからだ。以下、具体的な研究

の内容を示す。 

はじめに、文字の横幅の事を幅(Ｗ)、縦幅の事

を高さ(Ｈ)と呼び、文字を入力したときの自然の

幅と高さをそれぞれ 100%であるとみなす。(図 1)

 

図 1 

 まず幅を 10％ずつ縮めていき、その都度

Google 翻訳を使用してその文字を認識させた。

読み取ることが出来なくなったら、今度は 1％単

位で値を調整し、認識することが出来る限界値を

探った。図２は、幅を 80％にした(20％縮めた)

時のもの。

 

図２ 

高さについても同様の方法で研究を行った。図３

は、高さを 80％にした(20％縮めた)ときのも

の。

 

図３ 

３・結果 

結果を示すグラフは下のようになった(図

４)。なお、縦幅の単位は％である。 

 

図４ 

 結果から、幅に関しては平均して 40％、高さ

に関しては 30％程で読み取られなくなることが

分かった。ここから、高さよりも幅の方が、認識

出来なくなったときの値が大きい傾向にあること

が読み取られる。 

４・考察 

 結果のグラフにおいて、認識出来なくなったと

きの値が小さいほど幅(もしくは高さ)の縮まり方

が大きいということを表しているので、結果の

「高さよりも幅の方が、認識出来なくなったとき

の値が大きい傾向にある」というのは、「高さよ

0

20

40

認識出来なくなった時の幅及び高さ

幅(W) 高さ(H)
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

りも幅の方が、早く認識出来なくなる傾向にあ

る」ということを示している。このような傾向が

現れた理由としては、「幅と高さをそれぞれ同じ

割合分縮めたとき、幅の方が変化率が大きい」こ

とが挙げられる。

 

図５ 

 図５は、文字の幅と高さにおける 10％が占め

る大きさを視覚化したものである。これを見て分

かるように、幅は高さよりも元の大きさが大きい

為、必然的に同じ“10％”が占める大きさも大き

くなっている。したがって、幅の変化率が高さの

変化率よりも大きくなり、結果的に幅の方が早く

認識出来なくなってしまったのだと考えられる。

このことから考えると、三文字の単語と四文字の

単語では幅が違うため結果に差が出るのではない

かと思われる。しかし、実際にはどちらも認識出

来なくなったときの幅はどちらも同じであった。 

図６ 

 上の図６は、「あいさつ」と「すなお」をそれ

ぞれ 50％ずつ変形したときのものである。(字

間・文字サイズ・x 座標の設定は全て同じ)。こ

の図から、同じ割合だけ変形したときの、単語全

体の幅は四文字の方が大きいが、一文字あたりの

幅はどちらも変わらないことが分かる。これが、

結果において三文字の単語も四文字の単語も読み

取られなくなった時の文字の変化率に差が出なか

った理由だと考えられる。 

 以上の事から、文字を変形したとき機械が読み

取ることの出来る限界値は幅と高さで異なり、文

字数とは無関係であると言える。 

５・今後の展望 

 機械が読み取ることの出来る文字の幅や高さを

知ることで文字認識機能を持つアプリ・ソフトウ

ェアの精度向上に役立て、様々な分野に活かすこ

とが出来る。例えば、高度な文字認識機能をＡＩ

に組み込めば、何らかの事情で親がいなくなって

しまった子供たちへの本の読み聞かせを行うこと

が出来ると思う。特に、絵本は文字の装飾や変形

が行われていることが多いので、変形した文字を

読み取るための検証が役に立つと思う。 

 ただし、今回の調査では、時間の都合や数値化

が難しいという理由で、使用したフォントは 1 種

類、変形は縦方向と横方向しかしていないため、

えられたデータの量はかなり少なかった。そのた

め、次に実験するときには様々なジャンルのフォ

ントを使用したり、変則的な変形をしたりして検

証したい。 

６・参考文献 

山森 和彦(1999).『メディア処理技術(未来ネッ

ト技術シリーズ)』.オーム社 
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主要五教科のイメージカラーについて 

福岡県立城南高等学校 

傘 2―H班  福島 奈緒子

１・はじめに 

 小学校以来、私たちは教科ごとに潜在的にイメ

ージを持ってその教科と接してきました。改めて

「主要五教科（国語、数学、理科、社会、英語）

のイメージカラーはそれぞれ何色か？」と考えて

みると、多くの人はかなりはっきりとした意識で

固定されたカラーを思い浮かべることができるだ

ろう。このイメージを明らかにするために、まず

私たちのグループは、自分達がそれぞれ主要教科

に対してどのようなイメージカラーをもっている

か、について話し合った。すると、２つのことが

分かった。１つ目は、私たち一人一人がとても強

い意識で各教科へのイメージカラーを持っている

こと。２つ目は、私たち６人のグループ内でも各

自がイメージしているカラーが一致する教科とバ

ラつきがある教科がある、ということだ。 

 これらを踏まえて、私たちは、各教科に対する

イメージカラーに強い潜在意識や偏りがあるなら

ば、そのイメージ（ある種の固定観念）を活かす

ことで何かに利用が出来るのではないか、と考

え、まず主要五教科に対して城南生が持つイメー

ジカラーの現状を調査することにした。 

  

２・研究内容 

 ≪フィールドワーク１（アンケート調査）≫ 

【方法、対象】 

◦マークシート形式によるアンケート 

◦全校生徒を対象に配布 

【内容】 

◦回答者にとって主要五教科（国語、数学、理

科、社会、英語）のイメージは何色ですかという

質問を教科ごとに用意 

◦回答は次の１０項目から選ばせる 

 ①赤②オレンジ③黄④茶⑤黄緑⑥緑⑦青⑧紫⑨

ピンク⑩その他 

（数が多いため読み取り装置で集計） 

 

≪フィールドワーク２（聞き取り）≫ 

【方法、対象】 

◦教科書の表紙のカラーデザインサンプル A、Bを

作成し２つを同時に見せ、「どちらの方が分かり

やすいデザインか？」と口頭で聞く 

◦無作為に抽出した生徒に質問 

【内容】 

 教科書のカラーデザインサンプルを A、Bの二

通り作成し上記の質問をする。ABの詳細は以下

の通り。 

 

 A：白を基調としている。生徒が実際に使用し

ている教科書にに近いデザイン。 

 

       

    

 B：フィールドワーク１の結果で、上位票に大

きな偏りが見られた二教科とその色（国語→赤、

数学→青）を全面的に使用したデザイン。 
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３・結果 

 

≪フィールドワーク１の結果≫ 

 有効回答数：1033 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
≪フィールドワーク２の結果≫ 
 回答者数：１４８ 
 

赤68％
ピンク
15％

黄色3％

その他14％
国語

青95％

その他5％
数学

緑
65％

黄緑
25％

黄
4％

その他6％
理科

オレンジ
41％

黄
36％

茶
9％

紫5％
その他9％ 社会

紫
38％

ピンク
21％黄

13％

オレン…

赤7％

その他14％ 英語
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４・考察 

 フィールドワーク１の結果より圧倒的（95%)な

イメージカラーを持っているのは数学であった。

ほとんどの生徒が同じイメージを持っていること

が分かった。続いて過半を超える統一色を持って

いるのは国語・理科であり、近い色を加えると、

ほとんど同じような色のイメージになっていると

分かる。このことから、多くの人の教科に対する

イメージカラーの偏りがある、と考えられた。 

続いて、フィールドワーク２では特にイメージの

偏りが大きいように見られた数学、国語を利用し

てサンプル 2種作成し、どちらの方が分かりやす

いか(馴染みがあるか)？を調査した。グループの

予想は、それぞれのイメージカラーを全面的に使

用したサンプル Bは、白を基調とし従来の教科書

に似せたサンプル Aより、見分けがつけやすく多

くの人に選ばれるのではないか、というものだっ

た。しかし結果は、Aが Bの二倍ほどの票を得

た。理由として回答者の意見などをもとに考えら

れたのは、Aは今使っている教科書に似せたため

に馴染みがある印象を与えたこと、また、Bの方

は配色にしか気を使っていなかったせいで少し色

の主張が強すぎて選びずらいサンプルになってい

たことが考えられる。ここは質問の仕方にも工夫

が必要であったと反省が残った。Bのサンプルを

選んだ人の理由としては、私たちが当初抱いてい

たイメージであり、教科の見分けにつながる理由

が回答され、「一目で教科が分かるため、使いた

いときに見つけやすい」という意見を収集でき

た。 

今回の調査の質問文として、本来調べたい回答の

ための質問を「どちらがわかりやすいか？」では

なく「どちらの教科書の方が教科を判別しやすい

か」などの目的を鋭く定めた質問をするべきだっ

たと考える。 

  

５・今後の展望 

 これらの教科ごとのイメージカラーは予想以上

に集約されたものであり、長らくこの色になじん

できた日本の教育環境を表していることも影響し

ていることが伺える。これらの独自カラー活かす

ことが出来るものとして、私たちは教科ごとに使

う５冊セットのノートを考えた。普段の学校生活

の中で新しいノートを使う時に、そのノートをす

ぐに見つけられるように、その教科に対するイメ

ージカラーに近い色のノートを選ぶことが多い。

それを活かす例として、例えば、５冊セットで市

販されているノートのカラーバリエーションに、

主要五教科などでイメージされることが多い色を

使用すれば良いのではないかと考えた。このこと

で、荷物が多い学生にとって、机の上や本棚、さ

らにはカバンの中から、目的の教科のノートをす

ぐに見つけることが出来るというのは、とても需

要があるだろう。文具メーカーにも参考にしてい

ただきたい。私たちは高校生として『探す』とい

うアクションでの目線だが、小学校低学年では忘

れ物の防止にもつながり、学習姿勢につながる備

えておきたいスキルを身に着けることもできるだ

ろう。 

色の持つイメージを活用し、潜在的に仕掛けて

おくことで、単なる便利さや学びのもととなるス

キルにつなげることが出来るかもしれない。 

A：63％

B：37％
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

人が認識しやすい色の特徴 

福岡県立城南高等学校 

傘2―I班  森脇 かりん 

１・はじめに 

  事故や災害が多発している日本においてそれら

を未然に防いだり、自分の身を守ったりするため

には何か方法がないかと考えた。 

  そこで、誰もが目に入るような目印を発見する

ことができたら災害や事故の際に役立つと思い、

人が認識しやすい色について調査しようと思っ

た。 

  

２・研究内容 

実験1 

① ダンボールに黒の画用紙を貼り、長方形の窓

を付けた白枠装置を作った。 

② 光の三原色である赤色、青色、緑色と補色で

ある水色、黄色の5色の色画用紙を直径3㎝

にそれぞれ切り取り、白色と黒色の台紙に横

一列に貼り付けた。 

③ ②で作成した台紙を①で作成した装置の上か

ら落とした。 

④ 高校二年生の男女50人を対象にこの実験を

行い、窓から見えた色のアンケートをとり、

表にまとめた。 

 

実験2 

① 実験1で使用した装置とそのダンボールに貼

り付けた画用紙の色を黒にした黒枠の装置を

新たに作り二つの装置を使用した。 

装置の白色は明るい場所、黒色は暗い場所を

表した。 

② 実験1で使用した色に橙色を加えた6色の色

画用紙を直径3㎝にそれぞれ切り取り、白色

と黒色の台紙に斜めに貼り付けた。 

③ ②で作成した台紙を①で作成した装置の上か

ら落とした。 

④ 高校二年生の男女51人を対象にこの実験を

行い、窓から見えた色のアンケートをとり、

表にまとめた。 

３・結果 

実験1 

・白台紙では5色ではなく台紙の色である白色が

見えた人が24人で最も多かった。 

・黒台紙では緑色を認識できた人が34人で最も

多かった。 

 

表1．実験1の結果(複数回答あり) 

 
赤

色 

青

色 

緑

色 

水

色 

黄

色 
その他 

白台

紙 

7

人 

7

人 

5

人 

7

人 

4

人 

33人(白

色24人) 

黒台

紙 

30

人 

26

人 

34

人 

13

人 

32

人 
12人 

 

実験2 

・白枠×白台紙では黄色を認識できた人が17人 

で最も多かった。 

・白枠×黒台紙では赤色を認識できた人が31人

で最も多かった。 

・黒枠×白台紙では水色を認識できた人が18人

で最も多かった。 

・黒枠×黒台紙では赤色と黄色を認識できた人が

34人で最も多かった。 
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

表2．実験2の結果(複数回答あり) 

 
赤

色 

青

色 

緑

色 

水

色 

黄

色 

橙

色 

そ

の

他 

白

枠 

白

台

紙 

3

人 

0

人 

1

人 

11

人 

17

人 

3

人 

17

人 

黒

台

紙 

31

人 

7

人 

7

人 

16

人 

25

人 

5

人 

29

人 

黒

枠 

白

台

紙 

5

人 

1

人 

1

人 

18

人 

8

人 

4

人 

17

人 

黒

台

紙 

34

人 

16

人 

8

人 

27

人 

34

人 

2

人 

22

人 

 

４・考察 

  二つの実験でどちらも認識できた人が特に多か

った赤色と黄色は、暖色であり彩度と明度が高い

ことから、暖色でかつ彩度が高い色が誘目性が高

いと考えられる。 

  また、黒枠の際に黄色を認識できた人が多かっ

たことから背景と明度差の大きな色は誘目性が高

くなると考えられる。 

  以上のことから暖色で彩度が高く、背景との明

度差が大きい色が誘目性が高く、人が認識しやす

いと言える。 

 

５・今後の展望 

  今回の研究で災害や事故の際などに役立つ目印

となる色をどのような色にすればいいか考えるこ

とができた。これはSDGsの目標の一つである

「すべての人に健康と福祉を」に役立てていける

と思う。しかし、寒色系の中間色を認識できた人

が多い結果もでたため、より多くの人が認識しや

すい色の特徴を考えるべきだ。 

 

６・参考文献 

  若松和紀(2012)．『色の事典』．西東社 

  株式会社ノイエ(2015)． 

  「色の心理効果【暖色と寒色】． 

https://www.noie.co/colorkoza/2237/ 
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傘３  伝わる・伝える 

３－A 視覚と記憶の関係について 

３－B フォントが記憶力に与える影響 

３－C 音声の高低による伝達の正確性 

３－D 口語における品詞の省略 

～伝言ゲームでの品詞数の変化～ 

３－E 行列の長さと宣伝効果の関係とは？ 

３－F うそをつく際の変化 

３－G 糸電話で糸の材質を変えたらデシベルはどう変化 

するのか。 

３－H 災害時に使えるジェスチャー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

視覚と記憶の関係について 

福岡県立城南高等学校

 傘 3-A 班  阿部 美月 

１・はじめに 

 私たちは普段から「覚える」という作業を行な

っている。記憶するという作業をより効率的に行

うにはどのような方法で記憶すれば良いのか調査

した。今回は人が話した内容を記憶する際、視覚

情報が与える影響にスポットライトを当て、研究

を行なった。 

２・研究内容 

 視覚からの情報が記憶量に与える影響を調べる

為、次のような対照実験を行なった。 

【第一回フィールドワーク】 

被験者は城南高校 55 期生の中からランダムで募

り、２つのグループに分けた（被験者群 A、Bと

する）。２つの被験者群には、同じ文章の内容を

覚えてもらい、テストの点数を比較する。文章は

被験者の予備知識が働かないものが好ましい。今

回は 1993 年に起きた殺人事件に関するブログか

ら引用した。 

被験者群 Aにはパワーポイント資料を見せなが

らスピーカーで音声を流し、被験者群 Bには音声

のみを聞かせた状態で同じテストを解かせた。こ

の実験からは視覚情報が記憶量に及ぼす影響の有

無を探ることができると考える。 

さらに、第一回の結果を受け、視覚情報の中でも

色による差異が記憶量に影響を及ぼすのかについ

ても調べた。 

【第二回フィールドワーク】 

第二回のフィールドワークでは第一回と異なる

文章で同形式の音声データ、パワーポイント資

料、テスト用紙を作成した。ただし、第二回では

パワーポイント資料を二種類作成した。白背景に

黒い文字で内容を記したもの(図１)と、黒い文字

の部分で文章の要点となる箇所を青色に変更した

もの(図２)である。 

この資料を第一回と同じく、集めた２つの被験

者群にそれぞれ見せた後テストを行った。この実

験の点数を比較することで、視覚情報の中でも

「色」という要素が記憶量に及ぼす影響の有無を

探ることができると考える。 

 図 1 図２ 

実験に使⽤したもの 
・適当な⽂章（記事やブログなどで被験者の
予備知識が働かないもの） 
・⽂章を⾳読した⾳声データ
・⽂章に関連したパワーポイント資料
・⽂章内容を問うテスト⽤紙
・スピーカー

実験に使⽤したもの 
・適当な⽂章（記事やブログなどで被験者の
予備知識が働かないもの） 
・⽂章を⾳読した⾳声データ
・⽂章に関連したパワーポイント資料（⾊付
きのものと⽩⿊のもの２種類⽤意する） 
・⽂章内容を問うテスト⽤紙
・スピーカー
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

３・結果 

第一回フィールドワークでは次のようなグラフ

が得られた。 

被験者を集めた際に人数のばらつきが生じた為、

度数分布で比較した。縦軸が度数、横軸が点数で

ある。

第二回フィールドワークでは下のようなグラフが

得られた。第一回と同じく度数分布で比較してい

る。

４・考察 

FW1 のグラフで、10点以上をとった被験者がス

ライドを見せた被験者のみであることから、視覚

情報は新しい物事を記憶する行為において重要な

役割を担っていると考えられる。しかし、被験者

を集める際に個人の記憶力に関しては調査を行な

っていなかった為、元々の記憶力に差があった可

能性も考えられる。 

 FW2のグラフで、7点以上をとった被験者が色

のあるスライドを見せた被験者群のみであること

から、文章を記憶する際、色を用いて覚える部分

と他の部分と差をつけて覚える方法は有効である

と考えられる。この結果も元々の記憶量に差があ

った可能性が否めないので、次は事前にテストな

どを行い、被験者の記憶力が均一な状態にして実

験を行いたい。 

５・今後の展望 

 FW1 の実験では視覚情報の有無が記憶量に影響

することがわかったが、視覚以外の情報、例えば

触覚や嗅覚などは調べていない為、視覚情報が最

も記憶量に影響するとは言い切れない。今後色々

なパターンで実験を行えば、より良い学習方法の

開発に役立てることができると考える。また、 

FW2では今回青色のみを使用して実験を行なっ

た。他の色でも実験を行い、記憶するのに最適な

色を割り出すことができれば、より効率的で安価

な教科書や参考書の開発に役立つと考える。この

研究を進めていけば、SDGsの「質の高い教育を

みんなに」につながるのではないかと考えてい

る。 

６・参考文献 

平井有三（1995 年10月）．『視覚と記憶の情報処

理』．培風館． 
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フォントが記憶力に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘３―Ｂ班  髙見 百花 

１・はじめに 

 私たちが頻繁に目にする教科書等のフォントと

集会の際に目にするスライドのフォントは違うこ

とに気づき、フォントによってそれぞれの文章の

印象や記憶の残り方に違いがあるのか気になっ

た。 

 そこで「６００字程度の文章において城南高校

２年生がその文章に関する小テストを受けた場

合、フォントが違うと記憶力はどう変化するか」

という問いを立てて研究を行った。 

 

２・研究内容 

 この研究では、ランダムに集めた被験者に班で

用意した文章(天声人語)を黙読させた後、時間を

空けてから、班で予め作成した小テスト(１０点

満点)を受けてもらい、点数の高い方を記憶力が

良い、低い方を記憶力が悪いとする実験を２回行

った。 

 １回目の実験(以後ＦＷ１)では、城南高校２年

生１２０人を対象に、４種類のフォント(図１)で

書かれた文章を３分間で黙読し、３０秒・９０

秒・１８０秒空けた後に小テストを受けてもらっ

た。 

(図１) 

ＨＧＳ教科書体           あいうえお 

ＨＧ丸ゴシックＭ－ＰＲＯ  あいうえお 

恋文ペン字            あいうえお 
江戸勘亭流            あいうえお 

２回目の実験(以後ＦＷ２)では、ＦＷ１から条

件を変え、城南高校２年生１８０人を対象 に、

ＦＷ１と同じフォントを含む４種類のフォント

(図２)で書かれた、前回と異なる文章を９０秒

で黙読 し、１分・５分・１０分空けた後 に小テ

ストを受けてもらった。下線箇所がＦＷ１と異な

る点である。 

 

 

 

(図２) 

ＨＧＳ教科書体       あいうえお 

ＨＧ丸ゴシックＭ－ＰＲＯ  あいうえお 

ロンドＢスクエア       あいうえお 

エセナパ           あいうえお 
 

３・結果 

ＦＷ１では、空けた時間が３０秒のデータ以外

はすべてのデータが出揃っていないため、それ以

外は比較できないが、空けた時間が３０秒のと

き、教科書体の平均点(被験者１０人分)が最も高

く、教科書体以外のフォントでは、ほとんど差が

見られなかった。

 

 ＦＷ２では、空けた時間の３つ全てにおいて、

ロンドＢスクエアの平均点が最も高く、エセナパ

の平均点が最も低い。また、空ける時間が１０分

の時を、エセナパを除いた３つのフォントで比較

すると、その差は０．１ずつであり、空けた時間

の中で最も差が小さい。

7.2

0

76.7
5.8

0

6.7
5.8

0

6.6 6.6
5.4

0

2

4

6

8

30秒 90秒 180秒

ＦＷ１の小テストの平均点

教科書体 丸ゴシック 恋文ペン字 江戸勘亭流
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４・考察 

 ＦＷ１では、事前に被験者を集めていなかった

ことや、班内で人数や時間を正しく把握できてい

なかったことが失敗の原因として挙げられる。次

に、ＦＷ２より、教科書体のように頻繁に目にす

るフォントでかっちりとした字体より、丸ゴシッ

クやロンドＢスクエアのような、日常で目にする

機会の少ない、丸みがかった字体の方が記憶に残

りやすいと考えられる。また、エセナパの平均点

が極端に低くなった理由としては、「る」が

「ゐ」、「う」が「ラ」で表記されていたり、漢字

が中国で使われている字体に変換されていたりし

ていて、他のフォントよりも読むのに時間がかか

ったことや、文章の内容よりも、フォントに意識

が集中してしまったこと等が考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験の結果から、記憶に残りやすいと考

えられる丸みがかったフォントを、教科書や参考

書等に利用することで、学力の向上に役立てられ

る可能性がある。また、残された課題や改善点と

しては、フォントの種類だけでなく、文章の内

容・フォントサイズが関係している可能性がある

ことや、被験者をランダムに選んだために、被験

者それぞれの理解力によって差が表れた可能性が

あることが挙げられる。 

 

６・参考文献 

・梅本堯夫、大山正、岡本浩一(1999).『心理学

―心のはたらきを知る』.サイエンス社 

・高橋佑磨、片山なつ(2014).『伝わるデザイン

の基本 よい資料を作るためのレイアウトのルー

ル』.技術評論社 
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音声の高低による伝達の正確性 

福岡県立城南高等学校 

傘３―C班  藤村 歩 

１・はじめに 

 年齢を重ねるにつれて高い音が聞こえづらくなると
いうことを知っていたが、年齢ではなく性別違いで聞
こえづらさに違いがあるのではないかと思い、文章を
音声で伝える上で、音の音高が文章の伝達の正確さに
どのような影響を与えるのかという問いを立てて研究
した。 
 
２・研究内容 

 前提として対象年齢を高校２年生に合わせ（高校２
年生に実施した理由は年齢によって耳の聞こえ方に違
いがあると知っていたからという事と同年齢の被験者
を多く確保出来たから）、無造作に被験者を選んだ。ま
た、実験を行った部屋の室温は一定にした。ウェブペ
ージ（参考文献参考）で出力できる最高音（平均２２
５０Hz）と最低音（平均８００Hz）を作成した１００
字の二つの文章に音声作成のつけ、4 つの音声を作成
した。（以下①‐高、①‐低、②‐高、②‐低とする） 
文章①：夜景の見えるビルの最上階フロアで、夜の 8
時 16分に、2年間付き合っていた彼氏から、「結婚し
よう。」とプロポーズされた。LOVEと刻まれたプラチ
ナの指輪を渡され、私は泣きながら頷いた。 
文章②：宮本武蔵を待っている間、佐々木小次郎は一
人じゃんけんを始めた。最初は両方ともグー、２回目
は両方ともチョキであいことなった。３回目は右手が
グー、左手がパーで、左手が勝利した。 
＜実験①＞ 
①音声①‐高を一度だけ被験者に聞かせ、暗記させた。 
②聞かせ終わった後、白紙に書かせた。 
③音声②‐低で同様に実験を行った。 
④文字の正答数を１００文字中で点数をつけた。 
＜実験②＞ 
音声①‐低、音声②‐高で実験①と同様に行った。 
※分けて実験したのは、時間と被験者の不足の為であ
った。 
＜採点方法＞ 
文章は１００文字なので、文の中の文節や単語の順番

が合っていたらその単語分の文字数を１点ずつ加点し
ていき百点満点で採点した。 
 
３・結果 

 まず、文章①と②に分けて割合のグラフを作成した。 

 

 被験者の中で、基本的に３～４割程度は１度聴いた

だけで記憶できるということが分かった。文章①と②

を比べると、②の点数の方が高かった。男女の差に関

しては、文章それぞれの最高得点は、高い音域の時は

女性、低い音域の時は男性となっていた。全体の中央

値をとると、ほとんどが女性の方が高い度数のところ

に存在していることが分かった。 

 

４・考察 

 最高得点が高い音域の時は女性、低い音域の時は男
性となっていたことから、生活でよく聞く音域が記憶
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しやすいのではないかと考察できる。②の方の点数が

高かったのは、普段の生活で聞き慣れた単語が文章に

多かったのではないかと考えられる。しかし、今回の

実験の被験者の人数が少ないかつ実験①と実験②の人
数が同じではなかった。以上のことから今回の実験は
結果として生活でよく聞く音域が記憶しやすいのでは
ないかと考察できるが、被験者の人数を増やすために
実験を繰り返す必要があると考えられる。 
 

５・今後の展望 

 改善点として、被験者を増やす、音声のイントネー
ションを完全に消す、文章に生活で聞き慣れていない
単語を使うという点があげられる。この研究によって、
学校の授業や検定などのリスニングの聞き取りやすさ、
誰もが一度で聞き取れるアナウンスの開発が進み、住
みよい街ができ、さらに教育の向上が期待できる。現
在はグローバル化している為、外国語に関しても研究
していきたい。 
 

６・参考文献 

・アラン・ピーズ、バーバラ・ピーズ(2000)「話を聞
かない男、地図が読めない女―男脳・女脳が謎を解く」
角川書店 
・七田眞(2002)「七田式超右脳記憶法」KK ロングセ
ラーズ 
・川原繁人(2015)「音とことばのふしぎな世界―メイ
ド声から英語の達人まで」岩波書店 
・岩室眞一郎(2011)「図鑑入門よくわかる 細心音響
の基本と応用」秀和システム 
・株式会社エーアイ「音声合成デモ 株式会社 AI（エ
ーアイ）https://www.ai-j.jp/demonstration/ 2019年
6月15日 
・なんでも情報発信局 (2016) 
 https://asukainfo.com/dengongame-odai#anchor03 
2019年6月15日 
・なんでも情報発信局 (2016) https://wakuwaku-
days.com/whisper-game-adults/ 2019年6月15日 
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口語における品詞の省略～伝言ゲームでの品詞数の変化～ 

福岡県立城南高等学校 

傘３―Ⅾ班  南 彩乃

１ はじめに 

  SNSの普及により、誰でも気軽に言葉を発信

できる今日の社会では、文章を省略または要約す

ることが多くある。それによって、対面して話す

時の、言葉のもつ重要性が改めて意識されるよう

になった。 

 そんな中、噂に焦点を当て、口頭で伝える時に

言葉によって内容がどのように変化していくのか

興味を持った。 

 そこで、「日本語の文章を要約する時、どのよ

うな品詞が省略されやすいのか。」という問いを

立て、伝言ゲームにおける品詞の変化を調べよう

と考えた。 

 

２ 研究内容 

 1回につきランダムで抽出した対象者 10人ず

つに簡単な伝言ゲームをしてもらい、録音してお

く。それをもとに、初めと終わりで文を構成する

品詞の変化を記録する。ゲームに使用する文章

は、身近に考えやすい文章にする。 

 品詞の中で、助詞が最も省略されやすいと予想

した。 

 

３ 結果 

 第１回フィールドワーク 

① 1人目：おいしさといえば、もちろん舌の

感覚だが、のどごしなどという言葉もある

から咽頭あたりの感覚まで含まれる。温度

も重要である。大阪名物のたこ焼きはやけ

どするほど熱くなければおいしくないし、

かわきを癒す夏のビールはよく冷えていな

ければならない。 

          ↓            

10人目：こくである。 

  

 

 

 

品詞 数の変化 

名詞 17→１ 

助詞 20→０ 

動詞 ６→０ 

副詞 １→０ 

接続詞 ９→２ 

形容詞 ３→０ 

 

 

 

 

 

② 1人目：9月 26日のこと。お天気キャスタ

ーは晴れると言っていたが、午後 2時 47

分に雷が鳴り始めた。私は、雷様におへそ

を取られないように、バシャバシャと音を

立てながら走って家に帰った。そして、お

母さんが作ってくれた熱々のオムライスを

食べた。 

        ↓ 

10人目：7月 22日に、お天気キャスター

は午後から晴れますと言って、オムライス

を食べた。 
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品詞 数の変化 

名詞 13→４ 

助詞 21→５ 

助動詞 ９→３ 

動詞 ９→３ 

副詞 １→０ 

接続詞 １→０ 

 

 

第２回フィールドワーク 

a. メモあり（伝える時メモ見ない） 

b. メモなし 

c. メモあり（伝える時メモ見る） 

１、 a,b 比較(メモ有無) 

２、 a,c 比較(伝える時のメモ有無) 

 

a. 1人目：喧嘩の強い西南高校で、朝食を毎

日食べるかの簡単なアンケートを取った。

すると、87％の生徒が yesと答えた。 

          ↓ 

10人目：喧嘩の強い城南生の 80％だった。 

品詞 数の変化 

名詞 ８→３ 

助詞 ９→２ 

助動詞 ２→２ 

動詞 ３→０ 

副詞 １→０ 

形容詞 １→１ 

形容動詞 １→０ 

接続詞 １→０ 

 

 

 

b. 1人目：本当は可愛らしく優しいあの人が

とても好きなのに、好きではないと伝えて

しまう。でもこの気持ちに嘘はつきたくな

い。 

        ↓ 

10人目：本当は可愛いと思っていた彼女に

好きだと言いたかったが、言えなかったけ

ど、結局言えました。 

品詞 数の変化 

名詞 ４→２ 

助詞 ９→６ 

助動詞 ５→11 

動詞 ２→４ 

副詞 １→１ 

形容詞 ３→１ 

形容動詞 ２→１ 

接続詞 １→０ 
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c.1人目：けんかの強い西南高校で朝食を毎日

食べるかの簡単なアンケートをとった。する

と 87％の生徒が yes と答えた。 

          ↓ 

10人目：けんかの強い城南生がなんとかかん

とか… 

品詞 数の変化 

名詞 ８→２ 

助詞 ９→２ 

助動詞 ２→０ 

動詞 ３→０ 

副詞 １→１ 

形容詞 １→０ 

形容動詞 １→０ 

接続詞 １→０ 

 

 

 

 

４ 考察 

  第１回フィールドワークでは、 

①ほとんどの品詞が０  

②助詞の減りが最も大きい 

このような結果となり、文が長すぎて覚えられ

ず、かなりの情報が失われてしまったと考えら

れる。また、①に比べ②の方が品詞の減りが小

さかった。原因として、①よりも文同士のつな

がりがあったため関連付けて覚えやすかったの

ではないかと推測できる。 

  したがって、第２回フィールドワークでは、

文章作成の際に、１．一文を短く簡略化する 

２．文同士につながりをもたせる ３．８品詞

すべてを含む文章にする この３つを意識し

た。 

 結果的には、 

 ・基本、助詞が一番減りが大きい。 

 ・聞く時にメモがあるかないかでは、メモなし

の方が文章の内容に変化が大きかった。 

 ・伝える時にメモを見るか見ないかでは、あま

り結果に違いがなく、どちらかというとメモ

を見た方が文章に変化があった。 

このようなことが言える。今回は a,bの対象研

究の対象者を同じ人にしたため、bのみ文章の

内容を変えざるを得なかった。よって、a,b,c

全て同じ文章で行うと違った結果が出てきてい

たのではないかと推測できる。また、a,cの対

象研究では、予想に反する結果となってしまっ

た。これは、cの研究中メモを取り忘れていた

人がいたため、内容が極端に省かれてしまい、

正確な結果が出なかったのだろうと考える。 

  ２回にわたる研究より、次のようなことが言

える。 

 ・８品詞の中で省略されやすい品詞は、助詞や

名詞である。 

 ・品詞関係なく、文頭に来た品詞は印象に残り

やすい。 

 ・連想される言葉に変えられることが多い 

  例、好き→告白 あの子→女の子 

 ・２文以上は１文にまとめて伝えられる 

ただし、この結果は研究方法に不備があったこ

とから、信憑性が低いと考えられる。 

 

５ 今後の展望 

  今回は、文章を同じにして研究を行うべきで

あったことや、人数を増やしたり対象者の年齢

層を広げたりするとどうなるのかということな

ど、課題の残る研究となった。 

例えば、男女別、年齢別、母体数別などで
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様々なパターンに分けて対照研究を行えば、よ

り正確でより深い結果となると予想できる。 

  そして、その研究結果は、プレゼンテーショ

ンでの効果的な伝え方や、災害時の正確な情報

伝達等に活用できると考える。 

 SDGs ４、質の高い教育をみんなに 

    11、住み続けられるまちづくりを 

これらにいずれ貢献できるものとなればいいと

思う。 

 

６ 参考文献 

  ・「脳はなぜ都合よく記憶するのか」 

ジュリア・ショウ 

・日本語品詞分解ツール 

  ・「虚記憶」 D.Aギャロ 
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行列の長さと宣伝効果の関係とは？ 

福岡県立城南高等学校 

傘３-E班  吾郷 日奈子 

１・はじめに 

最近､タピオカ店などに多くの人が列をなして並

んでいるのを目にする。私は、このように多くの

人が並ぶのは、店自体だけでなく行列にも集客効

果があるのではないかと考え、「行列の長さと宣

伝効果の関係とは？」という問いを立てた。 

 

２・研究内容 

＜調査１＞ 

長さの異なる行列の写真を三枚（写真 A．B．

C）城南高校二年生 102人（男女含む）に見せ､列

に並ぶか並ばないかと、その理由をアンケート用

紙 1に記入してもらった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜調査２＞ 

調査２では、どの程度の長さの列ができていれ

ば人気店と考えるか、城南高校二年生男子 143

人､女子 163人､合計 306人(調査１の 102 人を含

む)にアンケート(用紙 2)を行った。 

 

 

 

３・結果 

 

 

 

 

   

列の最も短い Aに並ぶと答えた人が多かった。

その理由としては、待ち時間が少なくて済むとい

うものが多かった。一方、C は人気店ではあると

思うが、待ち時間が長くなりそうなので並ばない

と答えた人が多かった。そこで何 m程度の列があ

れば人気店と考えるか調べてみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート用紙１  

A B C 

並ぶ 並ばない 並ぶ 並ばない 並ぶ 並ばない 

理由 A   

理由 B   

理由 C   

A・B・C それぞれについて選んだ理由を書いて下さい。 

アンケート用紙 2                      男・女 

タピオカの次に流行するのはわらびもちだといわれています。で

は､何メートル以上の人が並んでいたら人気店だと思いますか？ 

             m 

長さの目安 

９ｍ…バレーボールコート 

２５ｍ…プール 

約１００ｍ…城南高校の廊下、サッカーコートの縦の長さ 

  
A)左上，B)右上 

C)右下 

 
 
 
 
 

 

 写真 A 写真 B 写真 C 

並ぶ 77 人 31 人 11 人 

並ばない 25 人 71 人 91 人 

調査 1 の結果 

  

 
調査 2 の結果 
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 男女ともに 10m以上の列ができていれば人気店

と思う人が多かった。女子に比べると男子の方が

より短い距離(５m程度)でも人気店と思う人が多

い傾向があった。  

 

４・考察 

① 列が長ければ長いほど人気店であり、並びた

いと思う人が多いと予想していたが、予想に反

して３枚の写真の中では最も短い列の Aを選ぶ

人が多かった。 

② 城南高校二年生は 10m程度の列があれば人気

店と考える傾向にあり、男子は 5mでも人気店

と考えるようであった。ゆえに３つの写真のう

ち最も列の短い Aであっても人気店だと考えた

ようである。 

③ 城南高校二年生は長く待つことが嫌いな人が

多いようであり、列が長ければ長いほど並びた

いと思うわけではないようであった。 

④ このことから、人を並ばせる際には、他の客

から見える範囲にどの程度の人を並ばせるかと

いうことも重要になると考えた。他の客からみ

える行列の長さを制御することも、営業戦略的

には重要になるのではないかと考えた。 

⑤ 今回の調査は、現在の城南高校二年生のみに

行ったものであるため、世代や人種などを超え

て一般化できるものではないことに注意しなけ

ればならないと考えた。 

⑥ さらに、今回、調査１を行う上で使用した３

枚の写真は、列以外の条件（店の外見、店の規

模、並んでいる人）がばらばらであったため、

条件を揃えれば異なる結果がとなる可能性もあ

ると考えられた。 

 

５・今後の展望 

 上記⑤に記載したとおり、他の世代や人種でど

のような結果になるのかも調べてみたい。また、

このような調査を進めていくことによってどのよ

うな行列を作らせれば集客効果が上がるのか、よ

り詳しく調査したいと考えた。 

 

６・参考文献 

島内浩一（2009 年）．『売れる仕掛け』．PHP研究

所 
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うそをつく際の変化 

福岡県立城南高等学校 

傘３―F班  藤瀬 健斗 

１・はじめに 

これまでの学校生活で信じられる情報か見分ける

クリティカルシンキングなどをならった。そこで

信じられる本当のものについては見分けられるよ

うになった。しかし逆にどうすればうそを見分け

られるのか、うそを見破る方法に対し疑問を持っ

た。これから本当のものの見分けにはうそを見破

る力が必要になる。また現代日本では高齢者をね

らった悪質な詐欺も多くある。ここにもまたうそ

の見分けが必要になると考え、うそを見破る方法

が分かれば詐欺被害が減らせると感じうそに対し

興味がで、この研究をすることにした。ここで最

も変化が分かると考え対面式での質問という方法

をとった。 

 

２・研究内容 

 ＜ＦＷ①＞ 

まず、被験者を 20人用意した。そして一人ず

つ呼び、三つの質問をし、そのうちの一つにうそ

をついてもらった。その三つの質問は、 

① 好きなアーティストと理由 

② 休日何をしたか 

③ 行きたい国はどこか 

の三つである。その様子を動画におさめておき、

うそをついたときの目線と、うそをついてないと

きの変化に注目し研究をした。 

 ＜ＦＷ②＞ 

ＦＷ②では 15人の被験者をよういした。そし

てＦＷ①と同様に一人ずつ部屋に呼び、二つの質

問をし、それぞれうそをついてもらった。二つの

質問は、 

① 自分の長所と思うところを三つ 

② 自分の短所と思うところを三つ 

である。この様子も動画におさめ、変化について

研究をした。なお、ＦＷをおこなった部屋はなる

べく密室で静かな場所でおこなった。 

 

３・結果 

ＦＷ①、②においてどちらも被験者一人に対し

て特に変化した項目を一つずつあげると共通性が

見られたので、棒グラフに表す。 

ＦＷ①での結果 

 

 

ＦＷ②での変化 

 

ここでＦＷ①，②での計を表で表した。 

 

- 笑う 目線 動き 変化無 合計 

ＦＷ① 10 8 - 2 20 

ＦＷ② 4 8 2 1 15 

合計 14 16 2 3 35 

なおマスに入らず省略している項目もある。 

 

４・考察 

 今回の研究を通して、ＦＷ①、②の項目の四つ

の観点で考察をする。 

0
2
4
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8

笑う 目線の変化 体の動き 変化なし

ＦＷ②

0

2

4

6

8

10

笑う 目線の変化 変化なし

ＦＷ①
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① 笑う ＦＷ①、②で計 35人中の 14人が笑う 

という変化を見せた。このことから人間は笑

うことにより人間関係を築き、互いに穏やか

な心になると本能的に理解しており、笑うこ

とによってうそをごまかし相手に疑いの心を

持たせないようにしようというあらわれにな

っていると考える。 

② 目線の変化 ＦＷ①，②で計 16 人も目線の

変化が現れた。これは今回の研究で最も多い

変化であり、目線の変化があらわれるのは目

が合っている状態であると自分の考え、うそ

がばれている、見透かされているというよう

な恐怖に近いものを感じているからとかんが

える。また、目線が泳いだのはうそを考えて

いるというのも考えられ、そこは研究のミス

でもある。 

③ 体の動き これはＦＷ①では見られずＦＷ②

でのみ 2人あらわれた。話に最中に体を動か

すというのは不快さや退屈さを感じてしまっ

た時にみせる変化でありうそがばれてしまう

のではないかという不快感に伴ったものと考

える。 

④ 変化なし ＦＷ①，②で計 3人みられた。こ

れは自分たちが変化に気付けなかったからと

かんがえ、ひとはうそをつくときには自分の

本意とは離れる訳でありなにかしらの変化は

伴うとかんがえる。 

また、ＦＷ①，とＦＷ②とで質問の内容の性質が

少し異なった。ＦＷ①では自分のことではある

が、自分の考え、行動であるのに対して、ＦＷ②

の質問では自分の性格、性質に関わり自己を見直

させるような質問であり、同じ自分についてでも

質問に対する気の重さの差が質問に対して答えや

すさがでてきてしまった。よって、ＦＷ②の体の

動きなどＦＷ①ではなかった不快感をともなった

変化がでてしまい、結果につながったというよう

に思う。 

 

５・今後の展望 

 今回の研究で人間はうそをつくさいにとくに目

線の変化と笑顔になるということがわかった。な

お、個人差はあった。しかしたった 2回のＦＷで

被験者も計 35人とかして多くはない数での結果

であり、二回のＦＷでも結果が割れた。そこで今

後は被験者を増やし、もっと様々な種類のうそを

ついてもらい目線の変化にしてもどこを向いてい

るかなどより一つ一つの項目に対しても詳しく研

究をする。また性別、年齢で変化は変わってくる

のか変化の差についても調べたい。 

 また、初めにも書いたように目標である詐欺被

害の削減に関しては人間がうそをつくさいに目線

の変化か笑うという変化が見られやすいことは分

かったが、詐欺被害では電話の使用が多くうまく

結びつけることが出来なかった。よって、今後

は、電話越しでのうそをついた際に声の周波数や

トーンに変化は現れるかを研究し、詳しく調べて

いく必要がある。 

 

６・参考文献 

 樺旦純(2002)「ウソを見破る心理学」日本実業

出版 

渋谷昌三(2004)「ウソつきの心理学」河出書房

新社  

神岡真司(2013)「ヤバイ心理学」日本文芸社 
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糸電話で糸の材質を変えたらデシベルはどう変化するのか。 

福岡県立城南高等学校 

傘 3-Ｇ班  米丸 円華 

１・はじめに 

 現代の社会は、携帯電話などの情報機器が発

達・普及し情報を簡単に受信したり発信したりす

ることができる。私は幼い時、糸電話を作成し、

簡単に情報伝達を出来ると知った。この糸電話を

作成する時に、どのような工夫を糸電話に加える

ことが情報伝達に影響を与えるのかということを

疑問に持った。 

 

２・研究内容 

 [準備する物] 

   紙コップ、たこ糸・針金・ナイロン・絹糸

つまようじ、セロハンテープ、メジャー、

錐、スピーカー、スマートフォン、電子天

秤 

   (つまようじはとがっていない方から 3㎝

を切って使う) 

   簡単に手に入り、線密度が違うため、この

4種類の糸を選んだ。 

  

[糸電話の作り方] 

① 錐を使って紙コップの底に穴をあける 

② それぞれの糸を 50ｍ6㎝に切る 

③ 糸の先につまようじを結び付け紙コッ

プの穴に通す 

(つまようじは糸が穴から抜けないよ

うにするために使った) 

④ 紙コップの穴から出たところから 50ｍ

測り、反対側の糸を紙コップの穴に通

しつまようじを結び付ける 

⑤ 糸を結び付けたつまようじをセロハン

テープで紙コップに固定する 

 

[実験方法] 

① 4種類の糸の線密度を量る 

② 片方の紙コップにスピーカーを入れて

440Hz・70㏈の音を鳴らす 

③ もう片方の紙コップにはスマートフォ

ンを入れデシベルを測る 

(アプリ：騒音測定器) 

 

4種類の糸と線密度(g/m) 

たこ糸 0,65 

針金 1,28 

ナイロン 0,35 

絹糸 0,02 

 

[実験場所] 

 城南高校の校舎の 3階廊下 

 

[仮説] 

 線密度が大きいとその分振動も大きくなるの

で、たこ糸・針金・ナイロン・絹糸の中では針

金のデシベルが最も大きくなる。 

 

３・結果 

 

４種類の糸の線密度とデシベル 

 線密度(g/m) デシベル(㏈) 

たこ糸 0.65 46.5 

針金 1.28 41.0 

ナイロン 0.35 48.0 

絹糸 0.02 42.0 

 

音を鳴らしていないときは 34.0㏈だった。 

線密度が最も大きい針金はもっともデシベルは小

さい。しかし、線密度が最も小さい絹糸のデシベ

ルは最も大きくない。 

 

４・考察 

 仮説に反してナイロンが最もデシベルが大きか

った。針金は質量が大きくその分たるんでいたた

め音の伝達に影響があったと考えられる。人間の

耳で聞いたとき、絹糸が最も聞こえたため音の大
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きさ以外にも影響があると考えられる。結果から

線密度とデシベルに関係があることは読み取れな

かった。その原因は糸がたるんでいたこと、糸電

話を通さずに伝わった音があることである可能性

がある。糸のたるみをなくし、糸電話を通さない

音を遮断するために、糸の長さを 50m から 10ｍに

し、糸電話の回りをプラスチックの板と段ボール

で囲み同様の実験をする。こうすることで線密度

とデシベルの関係性を見つけることができ、結果

的には糸の材質を変えた時のデシベルの変化を調

べられる。 

 

５・今後の展望 

この実験は SDGs の 9番目の目標である「産業と

技術革新の基盤をつくろう」に応用できると考え

る。音を伝えやすい糸を使うことで、電波がない

所や届きにくい所でも情報伝達ができるようにな

る。また、糸電話は材料も少なく簡単に作れるた

め、災害現場でも情報伝達を行うことが可能にな

ると思われる。だから、自然災害が多い国で生活

する人も、その国で修復工事をする人も正しい情

報を確保できるだろう。糸電話をこれからの世界

で活躍させていくために、まずはどの糸が最も音

を伝えやすいか、つまりどの糸が最もデシベルが

大きくなるかを実験する必要がある。 

 

６・参考文献 

戸井武司(2016)、『音の大研究、楽しい調べ学習シ

リーズ』、PHP研究所 

近角聡信(2000)、『続日常の物理辞典』、東京堂出

版 

松原静郎(1999)、『音のふしぎを聞いてみよう』、

フレーベル館 

服部武志(2010)、『物理辞典』、旺文社 
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災害時に使えるジェスチャー 

福岡県立城南高等学校 

傘 3―H班  猿渡 尚子 

１・はじめに 

 日本では、国土の条件から地震、津波、豪雨な

どといった自然災害が昔から多く発生しており、

毎回多くの人が被害を受けている。その中でも、

日本語が理解できず情報が伝わりにくい外国人

は、日本で災害に直面した際、避難が難しく被害

を受けやすい。加えて、グローバル化が進む現

在、日本に移住・滞在する外国人が増えているた

め、より注意が必要になってくると考えられる。 

そこで、災害時に日本語が伝わらない人に「避

難する」ことを伝えるにはどのようなジェスチャ

ーが一番伝わりやすいかという研究を行った。 

 

２・研究内容・結果 

まず始めに、「避難する」という意味を持つジ

ェスチャーは福岡市で定められているのかを調べ

るため、公益財団法人福岡よかトピア国際交流財

団に電話で質問を行った。その結果、災害のマニ

ュアルはあるが、「避難する」ことを意味するジ

ェスチャーは存在しないということが分かった。 

また、調査を進めると音声だけで危険を伝える

ことが難しい耳の不自由な方向けの「防災サイ

ン」というものがあると知った。 

○「防災サイン」の一例 

＜川が氾濫する＞→片手で堤防を表し、反対の手

で堤防を乗り越える波を表す。 

＜避難所に逃げろ＞→避難所の方向を指さし「ひ

なんじょ」と口を動かす。＋走るイメージ（両腕

を前後に速く動かす） 

以上のことを踏まえ、2つの実験を行った。 

実験 1  

福岡空港で外国人にインタビューを行った。

Our group want to know gesture that meaning 

“evacuating”,when we suffer a disaster. 

How do you express “evacuating” with 

gesture? (私たちのグループは災害のときに使え

る「避難する」を意味するジェスチャーを調査し

ている。あなたはどのように「避難する」をジェ

スチャーで表すか)という質問をし、オリジナル

のジェスチャーをしてもらった。“gesture”と

“evacuating”という単語が伝わらない人がいた

ため、韓国語と中国語に翻訳し見てもらった。 

・韓国語 피난（避難）、몸짓(ジェスチャー) 

・中国語 撤离（避難）、手势（ジェスチャー） 

結果 1 

 人によってジェスチャーは様々だったため、動

きごとに人数を集計した。 

*災害の経験がなく分からないといった人を含む 

実験 2 

 実験 1の結果で多かった動きを組み合わせ、3

つのジェスチャーをつくり、どれが一番分かり

やすいか、福岡空港で外国人にインタビューを

行った。実際に私たちがジェスチャーをやって

見せ、3つの中から一番わかりやすかったもの

を選んでもらった。1回目と同様に一部の単語

を韓国語と中国語に翻訳し、見てもらった。 

国による違いは見られなかった。 

 

追い払う→走る 
8人(カナダ、中国、

ベルギー) 

手招き→指さす→走る 
15人(デンマーク、中

国、韓国、アメリカ) 

手招き→指さす→かき分ける 
4人(韓国、中国、ス

リランカ) 

国 

       

動き 

ア

メ

リ

カ 

韓

国 

シン

ガポ

ール 

中

国 

フィ

リピ

ン 

そ

の

他 

合計

（人） 

走る 3 3 1 1   8 

手招き 1 1  1  2 5 

追払う  1    2 3 

指さす 3 1     4 

その他*  4 1 5 2 2 14 
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3・考察 

・②手招き→指さす→走るが最も多いが、どのジ

ェスチャーでも伝わる。 

・走る動作が入っている方が伝わりやすい。 

・国や地域による選ぶジェスチャーの偏りはな

い。 

・指さしや走る動作は防災サインと共通してい

る。 

 

4・今後の展望 

中間発表の際に「日本人でも検証してみてはど

うか」や「その他の要素について詳しく調べたら

どうか」といった意見をもらった。これらの意見

を活かし、より深い研究にしていきたい。 

今後は、インタビューを行うときのジェスチャ

ーの大きさや表情を統一し、正確性を高めたい。

また、今回注目していなかった災害の種類、年齢

や性別によって、伝わりやすいジェスチャーに違

いがあるのかを調査し災害時に外国人の逃げ遅れ

を減らしたい。 

 

5・参考文献 

 ピター・コレット（1996）.『ヨーロッパ人の

奇妙なしぐさ』.草思社. 

 西原忠穀（1984）.『ジェスチャー英語』.

（財）九州大学出版会. 

 藤吉洋一郎.（2008）.『①災害はこうしておき

る！-歴史と仕組み編-』.日本図書センター. 
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傘４  飛ぶ・動く・浮かぶ 

４－A 本で生じる摩擦のちから 

４－B カレーうどんをすすったときに飛ぶつゆの水平飛距

離はとろみの具合によってどのようにかわるのか 

４－C シャボン玉の大きさの測定 

４－D 船の先端の形状と推進力の関係 

４－E 50 メートル走における道具を用いた工夫と走行タイ

ムの関係 ～テニスボールと輪ゴムを比較して～ 

４－F 物の形と空気抵抗について 

４－G 発声母音による投擲競技の結果変化について 

４－H 風船の形による上昇速度の違い 

４－Ｉ ラジオ体操が体に与える影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



本で生じる摩擦のちから 

福岡県立城南高等学校 

傘４―Ａ班  成吉 涼真 

１・はじめに 

 小さいころに本同士をページごとに組み合わせ

ると，両端から引っ張り合っても本が抜けないと

いう経験をしたことがあるのを思い出した。そし

て，本がどれくらいの力に耐えられるのか疑問を

持った。本を組み合わせることにより生じる摩擦

力の大きさやその規則性が分かれば，摩擦力を利

用した様々なことに役立つと思った。よって私た

ちは本同士を組み合わせて生じる摩擦力を調べる

ことにした。また，摩擦力について調べると「ア

モントンの法則」というものがあることを知り，

それが組み合わせた本においても成立するかにつ

いても確かめることにした。 

※アモントンの法則…摩擦力は物体間の接触面積

に関係しない。 

問い：本のページ数を重ねたときの摩擦力を使っ 

て，どれだけ重い物体を引っ張れるか？ 

 

２・研究内容 

 本同士を組み合わせて生じる摩擦力を次の２度 

の実験で調べた。 

～１回目～ 

〈実験器具〉 

・単行本２冊 

・万力 

・ビニールひも 

・ペットボトル 

・ばねばかり 

《実験内容》 

右図のような実験装 

置をつくり，おもり（ 

ペットボトル）の数を 

増やしていき本が外れ 

るときのばねばかりの 

示す数値を記録した。 

しかし，実験の途中本 

がおもりの重さに耐え 

 

ることができず破損してしまい，実験の続行がで

きなくなってしまった。 

（反省点） 

・本の強度不足 

・おもりの重さより小さい数値の測定ができない 

 点 

・ペットボトルをぶら下げるとかさばる点 

・縦にするとおもりがゆかにつきそうになる点 

～２回目～ 

〈実験器具〉 

・週刊少年ジャンプ 

・万力 

・ビニールひも 

・ばねばかり 

《実験方法》 

① 本を上下に裁断し，交互に組み合わせて横向

きに机上に置き，それを万力で固定する。 

② 本の先をビニールひもでばねばかりとつなげ

る。 

③ ばねばかりを手で引っ張り本同士の組み合わ

せが外れたときの数値を記録する。 

このような実験を次のような条件で９通り実施す

る。 

組み合わせるページ数 15，20，25 ページ 

本同士の接触面積 ８，11，14（×12.85）㎠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ペットボトル 

万力 

本 

ばねばかり 

万力 
本 

ばねばかり 
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３・結果 

 

 

４・考察 

 重ねる枚数が増え，本同士の接触面積が大きく

なるほど，本は大きな力で引っ張られても外れに

くくなったので，摩擦力は大きくなったとわか

る。よって，「アモントンの法則」は本のページ

を重ね合わせたときの摩擦力には成立しない考え

られる。 

 

５・今後の展望 

 実験の終盤に本のページが劣化していた。おそ

らく，これは一組の本を繰り返し使っていたのが

原因だろう。これにより，実験が進むにつれて正

しい数値から外れた数値が測定されてしまったと

思われる。だから，次回の実験では条件をそろえ

た実験を行うために，同質量，同サイズ，同材質

のものを実験の数だけ用意して実施する必要があ

る。 

 また，この実験結果は摩擦力を利用した様々な

ことに役立つと思われる。例えば，ものづくりや

建築では釘などの金属や接着剤などの化学物質を

使わないで，組み合わせることで質量を増加させ

ることなく物を固定させることができるかもしれ

ない。 

 

６・参考文献 

田中 幸，結城 千代子（2015）. 

「摩擦のしわざ」.太郎次郎社エディダス. 
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カレーうどんをすすったときに飛ぶつゆの 

水平飛距離はとろみの具合によってどのようにかわるのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 4―B班  谷山 菜摘 

１・はじめに 

 現在、世界では新型コロナウイルスが流行して

おり、口からの飛沫による感染の恐れが注目され

ている。このような飛沫による汚染は、カレーう

どんでも同じことが言える。すすったときのつゆ

が飛び、周りにかかってしまう。よって、カレー

うどんをすすったときに飛ぶつゆの水平飛距離は

とろみの具合のよってどのようにかわるのかとい

う問いをたて調査した。 

 

２・研究内容 

市販のカレールー、うどん、片栗粉、和風だしを

用意した。 

カレールーと和風だしを混ぜたものに水溶き片栗

粉を、入れる量を以下の①～③のように変え、カ

レー汁を 3種類つくった。                   

① 片栗粉なし②大さじ５杯③大さじ１５杯 

下図 1のように机に縦 110㎝、横 80 ㎝の模造

紙をひき３人が３口ずつカレーうどんをすすり、

飛んだつゆの水平飛距離を測定した。つゆは肉眼

で見える範囲のものを測定した。 

 

 

 

 

 

      図 1 

３・結果 

① ～③は次の表のような結果になった。 

 ①  ②  ③  

10㎝以内 60粒 22粒 2粒 

10～15 ㎝ 38粒 36粒 4粒 

15～20 ㎝ 18粒 24粒 6粒 

20～25 ㎝ 14粒 14粒 7粒 

25㎝以上 数粒 

① ～③の特徴は以下のとおりである。 

① とろみは一切なく、スープカレーのような状

態であった。全部で 131粒測定でき、最長飛

距離は 45㎝だった。 

② とろみがうまくつかず、①とほぼ同じにな                

った。全部で 171粒測定でき、最長飛距離は 

105㎝だった。 

③ とろみは麺にまとわりつくぐらいで、一般の

カレーうどんとほぼ同じである。全部で 20

粒測定でき、最長飛距離は 65㎝だった。 

この結果から、とろみが強いほど飛距離は短く飛

んだ粒の数も多く、とろみが弱いほど飛距離は長

く飛んだ粒の数も少なくなることが分かった。ま

た、①と②においてとろみの強さはほぼ同じであ

るが、②のほうが飛距離などの記録は長い。 

 

４・考察 

 結果より、とろみが弱いとうどんについたつゆ

が軽いため、飛んでいる間に分散し広範囲にたく

さん飛ぶと考えられる。一方でとろみが強いとう

どんについたつゆが固まり重くなるため、飛びづ

らく飛んでもすぐに落ちてしまうと考えられる。

また、調査の２回目では慣れが生じたため記録が

長くなったと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験では分量や道具を準備しきれていな

かったため、とろみを正確には測ることができて

いなかった。また、前方に飛ぶつゆの飛距離しか

測っていなかったので、横や自分の方向に飛ぶつ

ゆの飛距離、具がある場合、麺の太さによる違い

にも着目してみたい。被験者も 3人だけあり、多

くの人で実験するほうが良いと考える。 

 今回の結果から、一般のカレーうどんのとろみ

のものでも 60㎝以上飛ぶと分かったので、店で
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カレーうどんを食べるときの対策として下図 2の

ような机を設計した。 

            図 2 

 

 

 

 

 

 

このように、各個人の前方 1,5ｍ伸ばすことで、周

りの人に飛ぶ可能性は低くなる。また、このジグ

ザグの形にすることで、場所をとりすぎず、他の

メニューを頼んだ人や、一人で食べる人も食べや

すいと考えた。 

 

６・参考文献 

奥田和子(2013年).『箸の作法』.株式会社同時

代社 

大越ひろ、品川喜代美、玉木有子、高橋智子、 

船見考博、房晴美、増田邦子(2012年). 

『とろみ調整剤ハンドブック』.東京堂出版 
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シャボン玉の大きさの測定 

福岡県立城南高等学校 

傘４―C班  大塚 綾乃  

１・はじめに 

 市販のシャボン玉より安価で頑丈なシャボン玉

を作りたいと思い，「シャボン玉は手作りでどこ

まで大きくなるか」という問いをたてて研究し

た。シャボン玉を作るのに粘着質の液体が必要で

あると予想したためリンス，シャンプー，ガムシ

ロップ，水のりを混ぜて実験した。また，よりシ

ャボン玉が楽しめるようにシャボン玉に色をつけ

ることができるのか絵の具を混ぜて実験した。 

 

２・研究内容 

 ○A 日時：令和元年，７月１０日 ５限 

場所：昇降口 

気温：２５℃ 

湿度：７７％ 

天気：曇りのち雨 

調査の準備として界面活性剤が 35％以上含ま

れる台所洗剤，ストロー，リンス（essential），

シャンプー（essential），水のり（アラビックヤ

マト），ガムシロップ（糖度６５），水道水，シャ

ボン玉ストロー（写真１）を用意した。 

○B 日時：令和元年，９月２５日 ５限 

場所：昇降口 

気温：２４℃ 

湿度：６０％ 

天気：晴れ 

 上記の調査道具と水彩絵の具を準備した。

 

（写真１） 

 

紙コップに水，界面活性剤が 35％以上含まれ

る台所洗剤，水のり，ガムシロップを計量カップ

１５㎖を１として下の表の比率で混ぜ，ストロー

で膨らました。 

 界面活性剤 水 水のり ガムシロップ 

○1  ３ ５ １ １ 

○2  １ ５ ４  

○3  １ ５ ４  

上から順に○1 ～○3 とする。それぞれにリンスと

シャンプーを混ぜたものを○4 とする。上の表の

比率で混ぜ，シャボン玉ストローで同じ人がふく

らまし，ものさしと一緒に写真にとりシャボン玉

の直径を測った。また，○1 ～○3 に絵の具を混ぜた

ものを○5 とする。 

 

３・結果 

シャボン玉の直径（㎝） 

 １回 ２回 ３回 ４回 ５回 平均 

○1  15.0 12.0 12.2 16.5 20.0 15.1 

○2  13.3 14.0 15.5 15.2 15.5 14.9 

○3  13.3 12.0 9.8 9.0 10.7 11.2 

 

シャボン玉が割れるまでの時間（秒） 

 1回 2回 3回 4回 5回 平均 

①  8.0 5.0 8.0 5.0 12.0 7.6 

②  7.0 6.0 14.0 16.0 11.0 11.0 

③  4.0 6.0 3.0 2.0 4.0 3.8 

 

○4 はふくらますことができなかった。○5 はふくら

ますことができた。また，白や黒はシャボン玉に

色がついたが他の色は色がつかなかった。 

 

４・考察 

 ○4 はリンスやシャンプーが粘着質であるためシ

ャボン玉ができると予想したが，水道水に溶けき

ることができず紙コップの底に沈殿してしまいシ

ャボン玉にならなかったと考えられる。○5 より，
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シャボン玉の膜の表面と裏面の間での光の多重反

射により干渉色が見えるため，シャボン玉に水彩

絵の具で色をつけることは難しいことが分かっ

た。シャボン玉の直径の最大値は○1 が一番大き

いのに対し，割れるまでの時間が一番長いのは

○2 であることより吹いている時間が長いと下に液

がたまり，シャボン玉が割れやすくなるのではな

いかと考えられる。○3 は，水のりの重さによりシ

ャボン玉の下に液がたまり大きくならなかったの

ではないかと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 シャボン玉を大きくするには重さや膜の強度が

大切であることが分かった。液体膜の強度が分か

るようになると，スマートフォンのフィルムの液

体化などの材料開発の発展が期待できる。スマー

トフォンのフィルムは，液晶の凹凸を覆い操作を

楽にすることができ，液晶が割れないように強度

を保つことができる。しかし，フィルムは厚さが

ありフィルムを貼ることを嫌がる人は少なくな

い。そこで，スマートフォンの液晶の凹凸の間に

入り込み厚さなしに液晶の保護が可能になるよう

な液体の開発に液体膜の強度の研究が応用できる

と考える。 

 

６・参考文献 

大山光晴（２００５），『家庭で楽しむ科学の実

験』，角川選書 

萩野圭二（２０１４），『表面の世界』，裳華房 
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船の先端の形状と推進力の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘４―Ⅾ班  小野 修平 

１・はじめに 

 現在、世界中で多様な船がさまざまな用途で使

用されている。例えば、荷物の運送の際に用いる

貨物船、日常の交通手段として使われる客船・貨

客船であるフェリーなどさまざまである。私も船

を利用することは多い。私は高校二年生の春に遠

足で海の中道海浜公園に行った。その際に一つ気

になることがあった。それは、「同じ燃料消費量

でより速く進むためにはどうすればよいのか。」

ということである。船は思った以上に移動に時間

がかかる。だからといって、エンジンの出力をあ

げてスピードを上げようとすると、消費する燃料

も増え、お金もさらにかかる。私が一つ考えたこ

とは、船の先端の形状が船の進む速さに何か関係

するのではないかということである。船の形状か

ら変えてしまえば燃料の消費やお金の消費を最小

限に抑えられると考えた。よって、私は「船の形

状によって推進力は変わるのか。」という問いを

立てた。 

 

２・研究内容 

 発泡スチロールを五角形に切り取り、その発泡

スチロールを船に見立てて実験した。これを四隻

作った。それぞれの発泡スチロールの質量を変え

ず、ゴムスクリューの巻き数を統一することによ

り対照実験を行えるようにした。その発泡スチロ

ールの形状は先端の角度のみを変えた。先端の角

度はそれぞれ、30度、90度、120 度、180 度とし

た。それぞれの発泡スチロールにゴムスクリュー

を固定し、すべて時計回りに 10 回転と統一し

た。発泡スチロールは学校の手洗い場に水をた

め、小さいため池を作った。そのあと発泡スチロ

ールを自分たちで決めた基準地から一隻ずつ流し

た。推進力とはここでは基準地から発泡スチロー

ルが水平方向にどれだけ進んだかで定義すること

にした。実験は各船でそれぞれ 3回ずつ行い、そ

の平均値が最も大きかったものを推進力が最も大

きいものとした。 

３・結果 

 １回目 ２回目 ３回目 平均値 

30度 1.22 1.04 1.19 1.15 

90度 1.14 1.05 1.07 1.08 

120度 1.03 1.07 1.01 1.03 

180度 0.8 0.75 0.89 0.81 

 

４・考察 

 二回目に外れ値が出た。ゴムスクリューの巻き

方が雑だったことが理由として考えられる。平均

値としては 30度が最も大きくなり、180度が最

も小さいことが分かった。これは先端の形状が鋭

角であれば鋭角であるほど発泡スチロールが水か

ら受ける抵抗が小さくなるためだと考えられる。

よって、先端の形状が鋭角であるほど定義した推

進力が大きくなるということが言える。 

 

５・今後の展望 

 今回行った実験からいま使用されている船にも

この実験結果が応用できるところがあると思う。

それぞれ船の活躍の場面に応じて船の先端の形状

を設定し実践していけば、より便利でより地球に

やさしい船ができ、使用されていくと思う。例え

ば、個人で所有していたり、貸し出されているボ

ートや観光客、旅行客を乗せた少人数のクルーズ

船であれば速く進む性能のほうが必要とされるた

め、先端の形状を鋭角にし、その場面に特化した

船の性能向上が期待される。大型の貨物船や大型

のクルーズ船であればボートなどに比べ、比較的

速く進む必要はないため船の耐荷重性にこだわり

それにあった先端の形状を調査し決定すればよ

い。推進力が大きい（抵抗力が小さい）と、より

小型のエンジン、より少量の燃料、つまり、より

少量のエネルギーでほかの船より多くの距離を進

むことができる。現代の大きな問題であるエネル
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ギーの過使用に歯止めをかけることができ、地球

規模の問題の解決に対して大きく貢献できると思

う。 

 

６・参考文献 

塩崎洋、青木太郎、伊藤雅則 

「海蛇ロボットの推進力特性に関する研究」 
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50 メートル走における道具を用いた工夫と走行タイムの関係 

〜テニスボールと輪ゴムを比較して〜 

福岡県立城南高等学校 

傘 4-E班  毛利 朋夏 

１・はじめに 

 短距離走において、自分の身体能力を日頃から

高めることや準備に時間がかかるものを使うので

はなく、その場で、かつ簡単にタイムを縮めるこ

とはできないかと興味を持った。そこで TVやサ

イトで取り上げられている方法、ここでは「テニ

スボールを握る」と「輪ゴムを足に巻きつける」

は本当に効果があるのか検証した。 

 

２・研究内容 

 検証をするにあたり以下の条件で行った。 

【場所】城南高校グラウンド 

【距離】50メートル 

【用いる道具】軟式テニスボール 輪ゴム 

【対象人数】城南高校生 男子 11人 女子 19人       

  計 30人 

 レーンを二つ用意し二人ずつ走ってもらい、班

員二人がストップウォッチで測定した。また、ス

タートの姿勢はスタンディングスタートで統一し

た。以下①〜③の順に 3回走ってもらった。 

＜方法①〜③＞ 

① 普段通りに走る。 

② テニスボールを 1個ずつ両手に持ち、握るよ

うにして走る。 

③ 裸足の状態で足首に輪ゴムを通し、その輪ゴ

ムを伸ばして一回ひねって親指に引っ掛ける

（８の字状）。そして靴を履き、走る。 

 ※一人が連続で走ることがないように一回走 

  るごとに 10分程度休憩時間を設ける。 

 

３・結果 

測定した結果を用いてテニスボール、輪ゴムを

用いたタイム-普段時のタイムの差を計算しグラ

フ化した。 

 

     

 

 上記のグラフよりマイナスの値が大きい程普段

時よりタイムが短縮されたことになり、反対にプ

ラスの値が大きい程普段時よりタイムが長くなっ

たということが読み取れる。また、テニスボール

を用いて速くなった人数は 25人で全体の 83％、

輪ゴムを用いて速くなった人数は 26人で全体の

87％であった。また、それぞれの場合の中央値、

最頻値、平均値は以下の通りである。 

【テニスボール-普段時】 

中央値-0.1 最頻値-0.1 平均値-0.198 

【輪ゴム-普段時】 

中央値-0.5 最頻値-0.5 平均値-0.393  

となった。 

 

４・考察 

 結果より、テニスボール、輪ゴムを用いた際全

体の約８割の生徒がタイムを縮めることが出来て

おり、実際に検証した二つの方法は足が速くなる

効果があると考えられる。また、二つのデータを

比較した際、中央値、最頻値、平均値全ての値に

おいて輪ゴムの方が-の値が大きい、つまり速く

なっていると読み取れることから、輪ゴムを用い

た走り方のほうがより効果的であると考えられ

る。以上のことから検証した二つの走り方は足を

速くすることに効果的であり、輪ゴムを用いた方
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がより有効的であると言える。 

 

５・今後の展望 

 今回の検証であげられる課題として人の手によ

る測定により誤差が発生した可能性があるという

ことがあげられる。よってより結果を精密にする

ために機械や測定器を用いてより正確な値を出す

べきである。また、記録の変化の要因として道具

以外に、三回走ることで体が慣れてより力を発揮

出来るという良い面、反対に単純に三回走ること

で激しい体力の消耗が起き悪い面に影響した可能

性もあげられる。よってこのようなことがないよ

うに前回の走りが影響しない程度の十分な休憩時

間を設ける必要がある。今回は約 10 分間の休憩

を各自自由に過ごしてもらったが、走行後は座り

こまず持久走後のように歩行をし、リカバリーす

るべきである。 

 また、今回の検証から発展させると、テニスボ

ールと輪ゴムを比べた際輪ゴムの方がより効果が

あったことから、人間の手ではなく足に何かアプ

ローチをかけることが足を速くすることに繋が

り、より効果があるのではないかと考える。 

 今回の検証後、被験者から「タイムが縮むこと

を実感できて嬉しい」という意見もあった。今回

のような走行方法を児童教育に用いた場合、実際

に走行タイムが縮まることを体感することで運動

が苦手な人や消極的な人も楽しく、より積極的に

取り組むことができ質の良い教育へと繋がる可能

性がある。 

 

６・参考文献 

小林寛道(2001).『ランニングパフォーマンスを

高めるスポーツ動作の想像』.杏林書院 
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物の形と空気抵抗について 

福岡県立城南高等学校 

傘４―F班  岩本 純 

１・はじめに 

 気球を見て、人を乗せる部分であるバスケット

の横の長さは球皮の横の長さを超えておらずその

理由とそれが最適な形であるのか疑問に思った。 

 

２・研究内容 

 実験１ 

重さは同じで、形が異なるおもり（４ｇ）とヘ

リウムガス（6.7Ⅼ）が入ったゴム風船を用意す

る。おもりは発泡スチロールでつくられており、 

直方体①と違う直方体から対角線上の両端を切り

取ったもの②である。風船の短軸を直径とする

と、①の横の長さは直径より大きく、②の横の長

さは直径より小さい 

ただし、横の長さ＞縦の長さ≧高さとする。 

下図は左から①、②のおもりである。 

 

 

 

次に、おもりを麻ひもでゴム風船に結び付け、

それぞれのおもりで各 15回ずつ飛ばし、そのタ

イムを計測する。計測開始地点から計測終了地点

までの距離は鉛直方向に 89.5㎝であり、場所は

窓を閉め切った教室で行う（風の影響を受けない

ようにするため）。  

 

実験２ 

おもさが等しく、形が異なるおもりを 4種類

と、ゴム風船を用意する。おもりの質量は全て

4gであり、ゴム風船にはヘリウムガスが 6.7Ⅼが

入っている。おもりの形は縦×横が 10 ㎝×10 ㎝

の直方体ⓐ、15 ㎝×15 ㎝の直方体ⓑ、紙粘土で

作った球©、紙で作った三角錐ⓓがある。ⓐとⓑ

ではⓐのほうがⓑより小さいとし、発泡スチロー

ルでできている。三角錐の底面の横の長さは直径

より小さい。 
 

 
下図は左からⓐ、ⓑ、🄫🄫、ⓓのおもりである。 
 
 
 
 
 
 
次に、おもりをタコ糸でゴム風船に結びつけ、

それぞれのおもりで各 20 回ずつ飛ばし、そのタ

イムを計測する。風船を飛ばす地点から計測開始

地点までの高さは 43 ㎝であり、計測開始地点か

ら計測終了地点までの高さは 135 ㎝である。場所

は窓を閉め切った物理実験室で行う。 
 

３・結果 

 

実験１の結果は上のグラフのようになった。 

グラフの横軸は 15回計測した平均時間であ

る。 

②のほうが 4.58％速いことが分かった。 

 

 

実験２の結果は上のようになった。 

速さはⓓ＞🄫🄫＞ⓐ＞ⓑとなる。 
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４・考察 

実験１において差が小さかった要因としては測

定距離が小さかったことが考えられる。実験 1，

2より横の長さが直径より小さいもののほうが速

いことがわかる。これはおもりが受ける空気抵抗

が小さいほうが速いことが考えられる。 

 

５・今後の展望 

 おもりに、一般的に空気抵抗が小さいとされて

いる涙滴型を追加する。三角錐の先端の角度を変

え、一番速い角度を調べる。一番空気抵抗が小さ

い形を調べることで今後ドローンや飛行物体の発

展に繋がると考える。 

 

６・参考文献 

著者 伊藤慎一郎（2009）「知りたいサイエンス

『流れの法則』を科学する-数式なしで見入る流

体力学-」.株式会社技術評論社 
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発声母音による投擲競技の結果変化について 

福岡県立城南高等学校 

傘４―G班  宮崎 仁之佑

１・はじめに 

 スポーツ選手が競技を行う際に声を発している

のを見た。この行為には何か意味があるのかと思

い調べたところ、投擲時におけるシャウト効果の

継続性についての研究という先行研究があった。

しかし、母音との関係を見ている研究はなかった

ので、今回、発声するときに母音と競技結果の関

係を調査した。 

 

２・研究内容 

 競技については、風の影響を受けないように室

内（体育館）で実施でき、被験者が一度は経験し

たことがある競技の中からハンドボール投げを選

んだ。 

男女 5人ずつ（ボールを普段扱っている部活動

生）選び、声を発さない場合と母音（a・i・u・e・

o）を叫びながら投げる場合の計６回を計測した。

（助走２ｍ） 

 準備する物：ハンドボール、メジャー 

 

３・結果 

 次の表１および２に結果を示す。（単位はｍ） 

 音 

名    

a 

 

i u e o 無音 

M 27.3 32.8 31.4 35.2 33.2 29.3 

N 31.5 28.2 29.7 29.2 30.1 31.7 

B 28.1 27.4 30.1 29.0 30.7 25.0 

V 33.1 32.7 34.1 32.6 32.1 33.1 

C 38.2 38.7 39.6 36.5 39.6 38.6 

     表１ 男子生徒の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

  音 

名 

a i u e o 無音 

X 16.3 17.0 16.4 16.8 18.6 15.1 

Z 16.6 16.9 14.6 13.0 15.3 16.6 

L 14.6 12.5 13.7 13.8 13.8 15.0 

K 21.1 21.9 23.9 22.7 21.9 18.4 

J 12.3 12.3 13.2 12.6 13.1 13.2 

表２ 女子生徒の結果 

このことから、男女ともに母音の「o」が一番飛

距離がでた。また、男女ともに 2番目は母音の「u」

が飛距離がでた。 

 

４・考察 

 「o」と「u」は口を開くときの形が小さいとい

う共通点がある。「おっす」や「うっす」などのよ

うに気合いをいれるときの母音である。また、被

験者の中には声を出しながらボールを投げるとい

うイメージがない者がいたと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 投げる前に声を出しながら投げる競技の動画を

見てもらい、イメージを持ってもらったりする工

夫が必要である。 

またこの実験では運動部生徒が対象であったが、

普段運動をしていない人や外国人等ではどのよう

な結果がでるのか調査比較することも考えられる。 

 今回の調査から「o」「u」を発声することによっ

て筋力が増加し、転倒しにくい身体を作ることが

できると考える。このことは、SDGsの「３ 全て

の人に健康と福祉を」の達成につながると考える。 

 

６・参考文献 

「トートラ人体の構造と機能」（第 5版） 

「若年者と高齢者の最大筋力発揮時におけるシャ

ウト効果の検証」 千木良佑介 
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風船の形による上昇速度の違い 

福岡県立城南高等学校 

傘 4―H班  諸隈 幸奈 

１・はじめに 

 風船は空でも室内でも、様々な場所で目にする

ことができる。そこで私はこのように身近の至る

所でみる風船に興味をもった。だから、風船に関

する実験をしたいと思い、風船の形によって、一

定の高さに達するまでの時間はどれくらい変わる

のかという問いで、研究を進めた。また、空気抵

抗が少ない形の方が速く上がると、仮説を立て

た。 

 

２・研究内容 

〈実験の方法〉 

① ４種類のアルミ風船(丸型、ハート型、ケー

キ型、ビール型)を用意した。 

② 風船の下部にテープでたこ糸（２ｍ）をつ

け、他端を床に固定した。 

③ 風船を地面から離し、たこ糸がのびきるまで

の時間をストップウォッチで測定した。 

④ ①で用意した風船を上下逆にした。 

⑤ ③、④を行った。 

※無風である場所（体育館）で行った。 

 

３・結果

 

･正方向のケーキ型が、たこ糸が伸びきるまで

の時間が、最も速かった。 

･逆方向のビール型が、たこ糸が伸びきるまでの

時間が、最も遅かった。 

･4種類のどのアルミ風船も、逆方向で飛ばすよ

りも、正方向で飛ばした方が、たこ糸が伸びきる

までの時間は速かった。 

 

４・考察 

･丸型は、正方向でも逆方向でも形状が同じであ

るが、正方向と逆方向では速度が違った。これ

は、風船の下部にヘリウムガスをいれるための、

突起物があり、逆方向にしたときにはそれが上部

にきて、風船が上昇するのを妨げたためだと考え

られる。 

･正方向で飛ばした方が速く、その中でもハート

型が速かった。ハート型は、風船の下部よりも上

部の方が体積が大きく、ヘリウムガスの量が多

い。だから、風船の上部にヘリウムガスが多い方

が、速く飛ぶと考えられる。ここで、空気抵抗が

少ない形の方が速く上がると仮説したが、それは

間違っていたということが分かる。 

･ケーキ型は、逆方向にした方が上部の体積が大

きくなり、ヘリウムガスが多くなるため、速くな

ると思われたが、ならなかった。これは丸型で考

えたように、突起物があるためだと考える。逆方

向と正方向では、丸型の速度の差よりもケーキ型

の速度の差の方が小さかったため、ケーキ型は突

起物が無ければ、逆方向にした方が速いというこ

とが分かる。 

･以上のことから、風船の上部の体積が大きい方

が、風船は速く上がると言える。 

 

５・今後の展望 

 研究の成果を熱気球や、飛行船に応用できるの

ではないかと考えた。またこの研究での課題は、

２点ある。１点目は、ヘリウムガスの量を測って

いないという点である。ヘリウムガスをダイソー

の定員に入れてもらったため、どのくらいの量が

4.29 
3.61 3.49 4.04 

4.88 4.82 3.90 5.19 

0.00

2.00

4.00

6.00

丸型 ハート型 ケーキ型 ビール型

秒

風船が一定距離を
上昇する時間

正 逆
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入っているか分からず、風船のヘリウムガスの量

に差が出てしまったかもしれないので、今後はヘ

リウムガスを測って、研究を進めようと思う。２

点目は、風船の体積を測っていない点である。浮

力は、流体の密度と物体が流体を押しのけた部分

の体積と重力加速度の積で求めることができる。

今回は、空気の密度だから調べれば分かるし、重

力加速度も分かっているので、風船の体積さえ分

かれば浮力の理論値はでた。しかし、風船の体積

を測っていなかったので、浮力を計算することは

できなかった。今回使用したのは、ゴム風船では

なくアルミ風船だったので、風船内を気体の代わ

りに水で満たし、その水をメスシリンダーで測る

と、風船の体積を測定することができた。浮力が

計算できれば、研究は深まると思うので、今後す

るときは、風船の体積を測って研究を進めようと

思う。 

 

６・参考文献 

･永岡修一(1999).『たのしく遊べる科学実験』.

永岡書店 

･阿部龍蔵(2001).『物理を楽しもう』.岩波書店 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

ラジオ体操が体に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘 4―I班  石川美菜子 

１・はじめに 

 ラジオ体操は約 90年前からスタートし今もな

お私たちに親しまれている。このことを象徴する

例を挙げると、多くの学校が体育の授業の時に準

備体操としてラジオ体操を行っているということ

だ。 

 そこである日私はなぜラジオ体操がそもそもな

ぜ今もなお行われているのか、長年行われてきて

いるということは何か私たちの体に良い影響を与

えているからなのだろうかと疑問を抱いた。ま

た、もし影響を与えているのであれば体育の授業

の準備体操をより多くの生徒が行うようになり、

意欲も増すのではないかと思った。 

 そこでラジオ体操を行うことで身長や心拍数な

ど体の内部や外部に変化が現れるのかという体へ

の影響を調査することにした。 

２・研究内容 

 ラジオ体操を行うことで体に何か影響を与える

のかを確かめるために体温や心拍数、身長など体

の内部や外部の変化を実際にラジオ体操 2週間、

男 3人女 2人で行うことにより調査した。 

① 体温・心拍数 

 体温はラジオ体操後、心拍数はラジオ体操前後

に測る。 

② 身長・柔軟性 

 身長と柔軟性（長座体前屈）はラジオ体操前後

に測る。 

③ ゆがみ 

 ラジオ体操後、お辞儀をする+目をつぶってそ

の場で足踏みをする。 

お辞儀をして調べるゆがみ 

 

お辞儀をして線で引いている       

ようにゆがみを調べた。 

  

 

足踏みをして調べるゆがみ 

(1)         (2) 

 

 

 

 

(1) 印をつけてその場で 30歩足踏みをした。 

(2) どれくらい印からずれたかを計測した。 

＊①～③を 2週間繰り返す。 

体温は体温計で腋下を、心拍数は手首の脈を測

定した。 

柔軟性は長座体前屈の姿勢で調べた。 

３・結果
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

４・考察 

 体温とゆがみの変化は大きくは出なかった。 

しかし、ラジオ体操前後で心拍数は約 10、身長

は約 0.2㎝、柔軟性は約 2㎝と、少しの変化はあ 

った。 

 以上のことからラジオ体操を行うことで少しで

はあるが体を伸ばすことができ(柔軟性と長座体

前屈の変化より)、血流を良くして体を温めるこ

とができる(体温と心拍数の関係より)ことが分か 

った。しかし、大きな変化はみられなかったため

ラジオ体操によって私たちの体に本当に良い効果

をもたらしているとこの結果だけでは示すことが

できない。 

５・今後の展望 

 心拍数と身長はラジオ体操前後に測ったのに対

し、体温とゆがみ、柔軟性はラジオ体操後に測る 

というように条件が揃っていなかったので体温や

柔軟性、ゆがみもラジオ体操前後に行うようにす

ることにより条件を揃えて改めて変化を調査する

必要がある。 

 どの項目も少ししか変化がみられなかった理由

は調査期間が 2週間と短かったことにも原因があ

るのではないかと考えられたため 1、2か月と長

期間での調査を行い改めて変化を調査すると改善

できると考える。調査期間を長くし、ラジオ体操

をすることにより私たちの体に良い影響がみられ

た場合、今よりも多くの場面でラジオ体操が行わ

れるようになり、学校の準備体操でラジオ体操を

する生徒の意欲も向上すると思う。 

６・参考文献 

湯浅景元(1998)「筋肉・筋肉の構造・役割と筋出

のメカニズム」 

大利昌久・小野直子「筋肉のはたらき」ほるぷ出

版 

若松範彦(2007)「図解スポーツトレーニングの基

礎理論」西東社 
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傘５  感じる・触る 

５－A 音楽の明るさと部屋の明るさの違いで後ろにいる人

に気づく距離はどう変わるか 

５－B 教室でできる一番体温を下げる方法 

５－C 視覚を遮断したときに音が触覚に与える影響 
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音楽の明るさと部屋の明るさの違いで後ろにいる人に気づく距離はどう変わるか 

福岡県立城南高等学校 

傘 5―A班  照屋 志帆 

１・はじめに 

 人が、背後の人間や気配に気づくシステムの、

解明に少しでも近づいたら、街での犯罪防止につ

ながると考えた。 

 そこで、1回目のフィールドワークでは、後ろ

から近づく人数を変えて、実験を行ったが、人数

の違いによる比例関係は、なかったため、音楽と

照明による関係を実験することになった。 

 

２・研究内容 

 被験者は 36人。ただし、4人は後ろから誰も近

づいて来ない、ダミーとした。被験者には、立っ

て、目を開けた状態で、黒板の方向を見てもらっ

た。あらかじめ、後ろから人が近づいてくること

を、被験者に伝えておき、後ろに人がいると気が

ついた瞬間に、手を挙げてもらった。後ろから近

づく、実験者は、2人で、上靴を脱いだ状態で、

足音が立たないように、ゆっくりと近づいていっ

た。音楽は、明るい曲として、エレクトリカルパ

レード、暗い曲として、ガラモン・ソングを流し

た。教室のカーテンを全て閉め、教室の明るさは

照明の有無で調節した。 

 

見取り図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・結果 

 

照明有り、明るい曲    照明有り、暗い曲 
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４・考察 

 4つの表より、同じ条件であっても、後ろにい

る人に気づく距離は差がみられる。これより、気

配の気づきやすさには、個人差があると考えられ

る。また、この距離の差は、実験の中で、被験者

がかけていたメガネに、後ろから近づいてくる人

が、反射してしまったことも、関係したと考えら

れる。また、被験者には、真っすぐ前を向いても

らっているので、実験者の影は見えず、実験結果

に影響は無かったと考えられる。図 1より、照明

が有りでも無しでも、明るい曲の方が距離は短く、

暗い曲の方が距離は長い。これから、暗い曲の方

が、後ろにいる人に気づきやすいと考えられる。

また、図 2より、明るい曲は照明無しの方が距離

は短いが、暗い曲は照明無しの方が距離は長い。

これから、後ろにいる人の、気配の気づきやすさ

に、照明の有無は関係がないと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 この研究が進むと、街の中の音楽や街灯の、明

るさを変えることで、防犯システムにつながる。

これは、ＳＤＧｓの「16・平和と公正をすべての

人に」の平和の部分を達成するのにつながる。そ

のためにも、実験で被験者にメガネをはずしても

らい、反射しないようにし、さらに、被験者の数

を増やして、より正確なデータを得る必要がある。 

 

６・参考文献 

福井一(1999 年)．『音楽の謀略』．悠飛社 
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教室でできる一番体温を下げる方法 

福岡県立城南高等学校 

傘５―B班  高木 琢磨 

１・はじめに 

現在、地球では温暖化が進んでいて世界の平均

気温は年々微量ながら増加している。そのため、

夏など暑くなってきた時多くの人は涼むためにエ

アコンや扇風機などを頻繁に使う機会が増えてい

くと考えられる。しかしながらエアコンなどの家

電製品を頻繁に使用することは地球温暖化を促進

する原因の一つになってしまう。また、制服を指

定されている学生にとって暑さは非常に厳しい。

そこで、私たちは家電製品を使わずにかつ短時間

で体温を下げる方法を調べるために「10分間、

教室で体温を一番下げる方法は」という問いを立

てて研究を始めた。しかし、家電製品を使わない

ことには体温は下がりにくいということが最初の

研究で分かったため 2回目の研究では教室のエア

コンの温度を 25℃に設定することを前提とした

上で実験を行った。 

 

２・研究内容 

 私たちは 2回実験を行った。また、全ての実験

において各実験の前に被験者には体温を測っても

らった。サーモグラフィカメラがある場合はそち

らの方が好ましい。 

①  1回目の研究は男女 3人ずつに行う。実験      

は 3パターンある。 

・1 つ目の実験はエアコンと扇風機のついた部

屋に入ってもらう扇風機は部屋の前方に２つ

置く。 

・2 つ目の実験は氷嚢を常に首にあてる。氷嚢

は 1人に 2つ持たせる。 

・3 つ目の実験は氷水 350mlを 10 分以内に飲

む。 

この 3つの実験では、実験開始後 2分おきに、

5回体温を測ってもらう。 

② 2回目の研究も男女 3人ずつに行う。この実

験も 3パターンあるがどの実験でもエアコン

を 25℃に設定して教室の温度を保った上で行

う。また、この実験は 9分行い、3分おきに 

体温を測る。 

・1つ目の実験は教室に扇風機をつける。これ

は 1回目の実験と同様に行う。 

・2つ目は氷嚢を首につける。これも 1回目の

実験と同様に行う。 

・3つ目の実験は常に足を氷水につける。これ

は、1人 1個バケツを用意してそのバケツに

氷と水を足首がつかるまで入れる。 

３・結果 

1回目の研究では、うまくいかなかったので失

敗した。 

2回目の研究の 1つ目の実験では、次のグラフ

のようになった。 

 

この実験では、最大で 0.5℃体温が下がり、多

くの被験者が実験前と実験後で大きく変化した人

はいない。2つ目の実験では、次のようなグラフ

になった。 

 

３つの実験の中では１番体温の変化が小さく実

験後全員の体温が実験前より上がった。 

３つ目の実験では次のようなグラフになった。 

34.5
35

35.5
36

36.5
37

37.5

実験前 3分後 ６分後 ９分後

実験１扇風機
被験者A
被験者B
被験者C
被験者D
被験者E
被験者F

35.5
36

36.5
37

37.5

実験前 3分後 ６分後 ９分後

実験２氷嚢 被験者A
被験者B
被験者C
被験者D
被験者E
被験者F
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実験後、体温が上がった人が多い。９分後に最

も体温が下がった。 

全体の結果としては、１番体温が下がったのは

１つ目の扇風機を使った実験だ。他の実験では一

時的に下がることはあったが、そのあとは、すぐ

にあがった。 

 

４・考察 

 最初の研究で求めていたデータが取れなかった

理由としては、事前に調べることが十分にできて

いなかった。また、体温計を使って 2分おきに測

ることが難しかったことが考えられる。 

実験２と実験３より急激に体温を下げると一時

的に体温が下がり、その後に上がることから、ホ

メオスタシスが働いていると考えられる。そのた

め、本当に体温を下げたいのならばホメオスタシ

スの働きを一時的に抑えたうえで扇風機などを使

う必要があることが考えられる。 

被験者によって体温の変化の仕方が違うことか

らホメオスタシスの働き具合には個人差があると

考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回の研究では実験の回数も少なく、時間も短

く、被験者の数も少なかったため、信用できるデ

ータにはなっていないため次の実験ではこれらの

ことを改善する必要がある。また、体温の変化を

分かりやすくするために実験前に被験者の体温を

上げた状態で行い、サーモグラフィカメラで記録

する必要がある 

 この研究を行うことで電力や温室効果ガスの排

出を最小限に抑えることができ、当初の目的であ

る体温をさげることもできて熱中症対策にもな

る。そしてこれは SDGsの 13,14,15番に結びつけ

ることができ世界の役に立つことができる。 

 

６・参考文献 

坂井建雄（2010）[ぜんぶにわかる人体解剖図]成

美堂出版  

加藤勝（1987）「ホメオスタシスの謎」講談社 

海堂尊(2009)「トリセツ・カラダ」宝島社 

永島計（2010）「体温調節システムと容量調節」 

井上芳光、近藤徳彦著.[体温Ⅱ].ナップ 

彼末一之（２０００）[体温調節システム]. 彼末

一之、中島敏博著.「脳と体温」.共立出版 
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実験前 3分後 ６分後 ９分後

実験３氷水 被験者A
被験者B
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被験者E
被験者F
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視覚を遮断したときに音が触覚に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘 5―C班  内場 悠人 

１・はじめに 

 Jアラートなど音が感情に与える影響について

関心を持ったので、音は触覚にイメージ通りの影

響を与えるのではないかと考えた。 

２・研究内容 

 視覚をアイマスクで遮断し、耳にヘッドフォン

を当て、対象物を二回触らせた。その際一回目は

音源を流さずに触らせた後に、ヘッドフォンから

音源を流し、もう一度同じ対処物を触らせた時に

一回目と二回目で触った時の感触，感じ方に違い

があるのかを調べた。なお、触らせる対象物の温

度は一回目と二回目ともに３２度になるように調

整した。 

 〈用意したもの〉 

・実験 1回目 

対象物・・・スライム、鉄球（スライムの材料と

してホウ砂，洗濯のり，水） 

音源・・・凍る音、水音（今回は実際に水を水道

で流して直接音を聞かせた。） 

その他・・・アイマスク、アンケート用紙、 

・実験 2回目 

対象物・・・スライム（一回目と同じ材料） 

音源・・・シャワーの音、女性の叫び声 

その他・・・ヘッドフォン、アイマスク 

３・結果 

〈実験 1回目〉 

① 鉄球（凍る音）被験者数 8名 

・差があまり見られなかった。 

 

図１鉄球（凍る音）のアンケート結果 

② スライム（水音）被験者数 21名 

・柔らかくなった、湿ったと答えた人の割合が

多かった。 

・上記以外を答えた人のばらつきが多かった。 

 

図２スライム（水音）のアンケート結果 

 〈実験 2回目〉 

③ スライム（シャワーの音）被験者数 18名 

・冷たくなったと答えた人が多かった。 

 

図３スライム（シャワーの音） 

④ スライム（女性の叫び声）被験者数 21名 

・冷たい、湿ったと答えた人が多かった。 

・ばらつきがみられた。 

 

図４スライム（女性の叫び声） 

0
1
2
3
4

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8

10

0
2
4
6
8

10

83



４・考察 

 ・①の実験では、鉄球という硬度が高いものの

変化がわかりづらかったのと同時に、被験者数の

少なさが、実験結果にあまり差をもたらさなかっ

たと考えられる。 

・②の実験では、柔らかくなった、湿ったという

回答が多いものの、それ以外の回答もたくさんあ

りばらつきが見られたので、直接水の音を聞かせ

ることは触覚に大きく影響を与えあいと考えられ

る。 

・③の実験では、シャワーの音という比較的、水

や濡れる描写をイメージするのが容易だったた

め、冷たくなった、湿ったといった回答が多くみ

られたと考えられる。 

・④の実験では、恐怖を感じると背筋が凍るとい

った現象から冷たくなったといった回答が多かっ

たと考えられるが、抽象的なイメージからほかの

回答も多くみられたと考えられる。 

以上の実験から、硬度が低く、温度変化があまり

ない物体において、水を連想させ、寒気を感じる

ような影響を及ぼす音源は視覚を遮断したとき

に、触覚にイメージ通りの変化を及ぼすことがで

きると考えられる。 

 

５・今後の展望 

 ・今回の実験で目立った被験者の少なさから、

次回の実験では被験者を増やし、より大規模に行

う。 

・音が触覚に影響を及ぼすことが分かったので音

楽を聴くことで好みの硬さに変わる枕などの商品

開発に役立つ。 

 

６・参考文献 

・渡邊淳司（2014）．『情報を生み出す触覚の知

性』．株式会社化学同人. 

・加藤俊徳（2014）.メイツ出版株式会社. 
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50m 走と音楽の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘 5―D班  山本 淑乃 

１・はじめに 

 街中でよくランニングをしている人を見かけ

る。その人達の多くはイアフォン越しに音楽を聴

きながら走っている。そこで、音楽がランニング

などの長距離走に影響を与えるのならば、短距離

走にも何かしらの影響があるのではないかと思

い、50m 走において走る直前に聴く音楽のテンポ

と曲を知っているか知らないかによってタイムに

変化は出るのかという問いを立てた。 

 

２・研究内容 

〈調査①〉※ 

日時:2019年 7月 10 日（水）7限 

天気:雨 

場所:城南高校体育館 2階 

人数:8 人（男 4．女 4） 

距離:30m×2 

 

〈調査②〉 

日時:2019年 9月 25 日（水）5．6限 

天気:晴れ 

場所:城南高校グラウンド 

人数:20 人（男 10．女 10） 

距離:50m×2 

 

※調査①について 

調査②と同じ場所、人数、距離で行う予定だ 

ったが、悪天候と被験者不足のため異なる条件

下での調査になった。 

 

〈調査手順〉 

1． 50m の長さのラインとスタートライン、ゴー

ルラインをグラウンドに引く。 

2． 被験者を 5人ずつ A〜Dの 4グループ（調査

①では 4人ずつの 2グループ）にわける。男

女比は調査①で 3:2と 2:3 を 2グループず

つ、調査②では 1:1を 2グループ。 

3． 被験者 5人から無造作に 2人と 3人にわけ、

何も聞かずに 1回目を走ってもらう。（一度

に 5人全員のタイムの測定ができなかったた

め。） 

4． 私たちのうち１人はスタート地点に立ちスタ

ートの合図を行い、残りの２人はゴール地点

でストップウォッチでタイムの測定を行う。 

5． 1回目を走り終わったグループに 1曲音楽を

聴いてもらう。 

6． 音楽を聴き終わったグループに 1回目と同じ

人と 2回目を走ってもらう。 

7． 1〜6までの手順で他のグループも行う。 

 

〈聴いてもらう音楽の決め方〉 

 •テンポ 

     BPM（Beats Per Minute）＝1分間の拍数 

BPM テンポの感じ方 

〜60 ゆっくり 

80〜110 ちょうどいい 

130〜 はやい 

上の表により BPM60、130周辺の曲を選んだ。 

 

 •知っているか知らないか 

      知っている曲は調査時に有名だった曲、 

知らない曲は海外の曲でマイナーな曲をイン

ターネットで検索した。（いずれも被験者に

曲を知っているかどうかは確認していない） 

 

〈聴いてもらった曲〉 

調査①: 前前前世（BPM190） 

Story(BPM63) 

※調査①では曲を知っているか知らないか

は考慮していない。 

調査②: A．前前前世（BPM190） 

B．美女と野獣（BPM39．6〜81．5） 

C．feel it still（BPM79） 

D．Annie（BPM94） 
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３・結果 

〈調査①〉 

正確な結果が得られなかった。 

〈調査②〉 

・M→男、W→女 

・2 回目の測定でタイムが上がった人は 2回

目のタイムを赤で、タイムが下がった人は

2回目のタイムを青で記載している。 

 

Aグループ（前前前世） 

M／W 1回目 2回目 

M 8．56 7．58 

M 6．95 6．67 

W 8．42 8．36 

W 8．72 9．42 

W 8．95 9．57 

平均 0．02s up 

 

Bグループ（美女と野獣） 

M／W 1回目 2回目 

M 7．66 7．43 

M 9．02 9．33 

W 8．38 8．35 

W 8．72 8．56 

W 8．85 8．77 

平均 0．038s up 

 

Cグループ（feel it still） 

M／W 1回目 2回目 

M 6．86 7．07 

M 7．01 6．89 

M 8．86 7．63 

W 8．46 8．16 

W 9．46 8．72 

平均 0．416s up 

 

 

 

 

Dグループ（Annie） 

M／W 1回目 2回目 

M 8．46 8．19 

M 7．73 7．88 

M 7．80 7．90 

W 8．72 8．83 

W 10．08 9．79 

平均 0．13s up 

 

◎Cグループ（feel it still ）が 1番平均タイ

ムが速くなった。 

◎日本の曲より海外の曲の方が平均タイムの伸び

が良かった。 

◎どのグループも平均タイムは上がっている。 

  

４・考察 

 ・調査①は、調査場所である体育館 2階の床に

ゴム製のシートが敷いてあり、滑りやすくデ

コボコしてるところもあった。また、走る距

離、被験者を十分に確保できなかったことか

ら結果が正確ではないと考えた。 

  ・海外の曲の方が平均タイムの伸びが良かった

のは、知らない曲で歌詞もわからないから何

も考えなくなって速く走れたのではないか。 

・どのグループも平均タイムが上がったことか

ら音楽を聴くことは短距離走に何かしらのい

い影響を与える。 

 

５・今後の展望 

・音楽を走っている最中に聴くとどうなるのか 

・グループごとに男女比が異なったから男女比を

揃えて調査する。 

・4曲聴く人がばらばらだった。そこで、全部同

じ人に聴いて走ってもらい調べる。 

・50mのタイムを手動で測ったので誤差が生じて

いる。だから、もっと試行回数を増やして数値

の正確さを上げる。 
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・曲の歌詞があるかないかで結果に変化は出るの

かを調べる。 

・日本語か英語の曲を統一して調べる。 

・この研究を通して、音楽や走ることに興味のあ

る人がもっと増えて日常的に運動をする人が増

えていってほしい。 

 

６・参考文献 

亀山佳明（2012）．『生成する身体の社会学―ス

ポーツ・パフォーマンス／フロー体験／リズ

ム』．世界思想社 

高妻容一（2008）．『基礎から学ぶ！メンタルト

レーニング』．ベースボール・マガジン社 

齋藤寛（2011）．『心を動かす音の心理学』．ヤマ

ハミュージックメディア 
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聴覚の感じ方と時間の感じ方及び、速聴による集中力の向上 

福岡県立城南高等学校 

傘５―Ｅ班  松崎 創太 

１.はじめに 

 自宅で学習を行う際、音楽を聴きながら勉強を

行うと、いつの間にか多くの時間が経過している

場合があり、そのような状態を引き起こす音楽の

種類が気になったため。 

 また 1つ目の実験の結果を参考にした上で、勉

強の際に必要となる集中力を向上させるには、ど

のような手段を用いるのが最適であるのか気にな

ったため。 

 そこで、1つ目の実験では『心の感じ方によっ

て、時間の感じ方に変化はあるのか』という問い

を、2つ目の実験では、1つ目の実験の結果と夏

季休暇中に調べた参考文献をもとに『速聴で集中

力は高まるのか』という問いを立てた。 

 

２．研究内容 

1つめの実験として、人が聴覚から感じる様々

な感覚によって時間の長さの感じ方は変化するの

かを研究した。 

また 2つ目の実験として、聴覚を用いた速聴に

よる集中力の向上について実験を行い研究した。 

2つの実験は以下の方法で行った。 

 

『聴覚からの感じ方と時間の感じ方』の実験 

①被験者に教室に並べてある椅子に座ってもら

う。 

②通常の状態で 30秒を計ってもらう。 

③不快感を感じる音楽（お化け屋敷の BGN）をヘ

ッドホンで流し、30 秒計ってもらう。 

④リラックスできる音楽(静かな森と小鳥のさえ

ずり)をヘッドホンで流し、30秒計ってもらう。 

(不快感やリラックスできる音楽は班員と話し合

った結果、自らが不快と感じたりリラックスでき

たりする音楽を採用した) 

(③、④の実験は目隠しをして行う) 

(②、③、④の実験はタイマーを見ずに行う) 

 

『速聴による集中力の向上』の実験 

①被験者を視聴覚室に集める。 

②7×7マス計算を解いてもらう。 

③２倍速のドラえもんのアニメを 5分間視聴して

もらう。 

④再び、7×7マス計算を解いてもらう。 

(2つの実験の問題は異なる) 

  

３．結果 

『聴覚からの感じ方と時間の感じ方』の実験で

は、以下のような結果となった。 

 

 

(平均は通常 30.7 秒、不快 35.5 秒、リラックス

34.7秒) 
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 また、『速聴による集中力の向上』の実験で

は、以下のような結果となった。 

 

(平均は視聴前 53.1秒、視聴後 52.1 秒) 

(平均の差は 1.0秒) 

(正答率は速聴前 99.5％、速聴後 99.2％) 

(正答率の差は 0.3％) 

 

４．考察 

 『聴覚からの感じ方と時間の感じ方』の実験の

結果は、通常の状態が最も 30秒に近く、不快感

を感じていたり、リラックスしている状態では共

に 30秒を 30 秒超と感じていることから、同じ

30秒でも何らかの刺激があることで、僅かなが

ら時間を早く感じている。 

 このような結果となった理由として、通常の状

態である聴覚からの刺激がない状態に対し、不快

感を感じていたり、リラックスしている状態では

聴覚からの刺激が与えられたため、秒数を数える

という思考に他の感覚が追加され、各個人の時間

の感じ方にズレが生じたと考えられる。 

 

『速聴による集中力の向上』の結果は、速聴前

に対し速聴後の方が少しだけ解く速度が速くなっ

たことから、速聴により集中力は僅かでも向上す

る傾向にあるといえる。 

(ただし計算の正答率は問題数に対して限りなく

100％に近く差異が小さいので、今回は同じとし

て考え考察は行わない) 

このような結果となった理由として、アニメの

2倍速を視聴して向上した集中力を持続し、計算

に利用することができたことが、計算速度の向上

につながったと考えられる。 

 

５．今後の展望 

 『聴覚からの感じ方と時間の感じ方の関係性』

は、様々な学生が行っている音楽を聴きながらの

勉強ではどのようなジャンルの音楽を聴くと時間

の感じ方が変わり勉強効率が向上するのかの参考

として役立てていきたい。 

 課題として、ヘッドホンで聴覚を遮っている状

態でも周りの音が聞こえている場合があり、実験

の環境が異なる場合もあったので統一した環境で

実験を行いたい。 

また、『不快感』や『リラックス』と感じる音

楽は班員独自の主観で決めてしまい定義が曖昧と

なってしまった。 

今後は、流している音が音楽というよりもＢＧ

Ｍに近いものであり、学生が勉強中に聴くような

音楽で実験を行うことができなかったので、Ｊ－

POPや K－POPなど学生が一般的に聞いている曲

やテンポの異なる曲でも実験を行いたい。 

『速聴による集中力の向上』は、勉強の際に最

も必要とする集中力を向上させるために使用する

手段として参考としていきたい。 

 課題として、速聴前では脳内で計算問題を解く

準備ができておらず普段と異なる環境であったた
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め、少しずつ慣れてきた速聴後の結果が必ずしも

集中力の向上と関係しているとは限らないといえ

る。 

また、計算問題の得意不得意や字を書く速度な

ど、個人差が関係する部分も多く存在した。 

さらに、行っていた実験が聴覚のみの『速聴』

ではなく、聴覚と視覚を混合させた『速視聴』で

あった。 

 今後は、アクション、恋愛、ファンタジーやホ

ラーなど様々なジャンルのアニメやドラマ、バラ

エティ番組等でも速視聴の実験を行い、どのジャ

ンルが最も集中力を向上につながっているのかを

比較していきたい。 

 2つの実験の共通の課題として、被験者の人数

不足により比較するためのデータが少なかったこ

とが挙げられる。 

今後は多くの被験者に実験に協力してもらい、

結果を比較するためのデータを増やしていきた

い。 

 

６．参考文献 

田中孝顕 (2001) エス・エス・アイ 

『聴覚刺激で頭の回転が驚くほど速くなる』改訂

新版 
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日本で用いられている絵表示と外国人観光客への浸透性 

福岡県立城南高等学校 

傘５―F班  片山 実優 

１・はじめに 

  近年、日本では多くの道路標識や案内標識、案

内用図記号が用いられ、目にする日がないほど国

民の生活に馴染んでいる。特に道路標識は国土交

通省より「道路交通の安全と円滑を確保するため

に欠くことのできない重要な施設」とされ、大正

時代から設置が始まった歴史あるものである。こ

れらは文章で表現するのではなく、視覚的な図を

用い、言語に制約されずに簡潔に内容を伝えてき

たものだが、果たして伝えたい内容は正確に伝わ

っているのか。東京五輪でこれから増加するだろ

う外国人観光客にも理解してもらえるものなのだ

ろうか。これらの動機をもとに「日本の道路標識

などの絵表示は海外の人々にも通用するのか」と

問いを立て、研究を行った。 

２・研究内容 

 現在日本で用いられている案内用図記号の内容

を４択クイズ形式にし、質問カードを用いて外国

人観光客に質問し、正しい内容が選択できている

か検証した。 

●調査に用いる絵表示の選定 

・外国人観光客は日本で乗り物を運転すること

はないだろうと想定し、運転に関する道路標識を

除いた絵表示、案内用図記号。 

・非常口の絵表示や救護所の絵表示などの、災

害が起こった際でも海外の人が対処できるよう知

っておいてほしい絵表示、案内用図記号。 

・撮影禁止マーク、禁煙マークなどの禁止され

ていることを守ってもらうための絵表示、案内用

図記号。 

これら３つを基準に選定し、答えの選択内容を

英語、中国語、韓国語、スペイン語の４言語に翻

訳した質問カードをそれぞれ作成した。 

 

 

 

 

●「海外の人」の定義 

今回の調査は、初めて日本に訪れた外国人観光

客にも日本の絵表示は通用するのかを検証するも

のであるため、「海外の人」の定義を「観光目的で

１か月以内の短期間、日本に滞在する人」とした。 

以上の条件のもと、福岡国際空港にて調査を行

った。 

以下は実際に用いた案内用図記号とクイズの選

択肢の画像である。 

 

◆フィールドワーク【1】 

［１－１］横断禁止 

 
［１－２］AED 

 

［１－３］禁煙 
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［１－４］温泉 

 
［１－５］インフォメーション 

 

［１－６］救護所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆フィールドワーク【２】 

［２－１］撮影禁止 

 

［２－２］レンタカー 

 

［２－３］パーキングエリア 

 

［２－４］非常口 
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３・結果 

フィールドワーク【１】で 50人の外国人観光客

に調査したところ、次の表のような結果となった。 

 
▼フィールドワーク【１】各絵表示の正答率（％） 

問

題

番

号 

全

体 

中

国 

韓

国 

フ

ィ

リ

ピ

ン 

イ

ギ

リ

ス 

ア

メ

リ

カ 

イ

ン

ド 

カ

ナ

ダ 

1-1 32 8.3 84 100 

1-2 46 100 92 42 

1-3 100 100 100 100 

1-4 94 88 100 71 

1-5 90 82 92 100 

1-6 86 76 92 85 

フィリピン、イギリス、アメリカ、インド、カ

ナダの５か国ではパーセンテージを算出できるほ

どの母体数が得られなかったため、４か国まとめ

た正答率となっている。 

フィールドワーク【２】で 53人の外国人観光客

に調査したところ、次の表のような結果となった。 

 

▼フィールドワーク【２】各絵表示の正答率（％） 

問

題

番

号 

全

体 

中

国 

韓

国 

イ

ギ

リ

ス 

ア

メ

リ

カ 

ス

リ

ラ

ン

カ 

そ

の

他 

2-1 79 78 44 100 100 100 100 

2-2 81 66 100 100 100 80 100 

2-3 100 100 100 100 100 100 100 

2-4 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

４・考察 

 フィールドワーク【１】の結果より、［1-1］の

横断禁止の絵表示の正答率が著しく低いことが分

かる。正答率が低かった原因としては、海外では

見られない日本特有の絵表示であるからだと考え

られる。調査に回答し、誤答だった中国人になぜ

その選択肢を選んだのか質問すると、赤の斜めの

線で禁止を表していることは分かったが、道路を

模した二本の線が道路には見えなかったとのこと

だった。（※１）対して、［1-3］の禁煙の案内用図

記号は海外でも用いられているため、どの国でも

正答率は 100％であった。さらに、横断禁止の絵

表示の次に正答率が低かった［1-2］の AEDの絵表

示は日本のデパートや駅で見られる案内用図記号

を今回の調査に用いたが、海外で主流の表示とは

異なっているためだと調査後の調べで分かった。

海外で主流の AEDの絵表示は日本のハート型のみ

の表示方法ではなく、「AED」と字で表記し、電気

ショックを与えるものであることを絵で表してあ

るのが特徴である。（※２） 

日本ではよりシンプルなものが主流だが、国際

規格の案内用図記号を見ると、海外では複数の絵

や文字を組み合わせた図記号の方が理解されやす

い傾向にあるのではないかと考えられる。（※３） 

 フィールドワーク【２】の結果より、［2-１］の

撮影禁止の案内用図記号において韓国の正答率が

低いことが分かる。選択肢の一つ目である「フラ

ッシュ撮影禁止」を選択している人が多かったた

め正答率が下がったが、フラッシュ撮影禁止の絵

案内用図記号は撮影禁止のものとは区別して用い

られている。（※４） 

また、2020年東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けて平成 29年７月に改正された案内用図

記号の中に今回の調査に用いた救護所の図記号が

含まれていた。従来の救護所の図記号は手に包帯

が巻かれ、十字の入ったデザインだったが、新し

く考え出されたものは、国際規格で誘導を表す色

である緑色に十字が入ったデザインとなっており、
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さらにシンプルで十字を強調するものとなった。

（※５） 

 

（※１）横断禁止の絵表示 

 

（※２）海外で主流の AEDの絵表示 

 

（※３）国際規格に合わせた乗り継ぎの図記号 

 

（※４）日本で主に用いられている 

フラッシュ撮影禁止の絵表示 

 

（※５）改正された救護所の図記号

 

 

５・今後の展望 

今回の研究の改善すべき点として、福岡国際空

港のみでの調査だったため、中国人、韓国人以外

の国籍の人々の母体数が十分に得られず、データ

がアジア圏に偏ったことが挙げられる。今後調査

する際はインターネット等を用いた、さらに広範

囲への調査が求められる。 

 道路標識をはじめとする絵表示は、はじめに示

したように文章ではなく図で簡潔に表現したもの

である。これらは視覚的に注意を促したり、誘導

したりするものであり、識字率が低い国の人々で

あっても、それを見たり体験したりしたことがあ

る人には何を表しているか理解することができる

というのが利点である。しかし、全世界共通のル

ールというものがないために受け取り方の違いや

伝達する情報によって図が複雑になってしまうこ

とがある。誤解を生むような不要な情報を削ぎ落

とし、かつ十分な事前知識がなくても内容が伝え

られるような絵表示にすることは困難なことだが、

この課題を果たすことは SDGｓの 10 番目の目標

である「人や国の不平等をなくそう」を達成する

ことにつながると考える。 
2019 年 7 月に一部の案内用図記号が改正され、

2020 年はその移行期間であるため、今まで目にし

なかった案内用図記号を見かけることが多くなっ

た。海外に行った際、見たことのある絵表示があ

ると安心できる。これは日本に訪れる外国人観光

客にとってもそうであると考えられる。国内外か

ら訪れる人々のスムーズな移動と滞在を支えるた

めに、調査による絵表示の見直しと国内外での統

一・浸透が求められる。 
６・参考文献 

・案内用図記号の JIS改正―2020東京オリパラに

向け、より円滑な移動を目指して―平成 29年７月

20日

https://www.meti.go.jp/press/2017/07/2017072

0002/20170720002-2.pdf 

・国土交通省九州地方整備局 佐賀国道事務所 

みちの話―役割によって変わる標識の形―  

http://www.qsr.mlit.go.jp/sakoku/activity/ro

ad/18.html 
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計算をしたり、音楽を聴いたりすることによって 

体感時間と実際の時間にどのくらい差が出るのか。 

福岡県立城南高等学校 

傘５―Ｇ班  山田 朝陽 

１・はじめに 

 私たちは生活している上でよく待つ機会がある

と思う。例えば病院、飲食店などで待つ機会があ

る。そのたびに私はすることがなく、その待ち時

間が実際の時間より長く感じる。逆に私はゲーム

などの娯楽をしているときはその娯楽をしている

時間は実際の時間とは短く感じる。そこで私はそ

の行動によってどれくらい実際との時間の差が現

れるのか知りたくなり、この会話や計算をした

り、音楽を聴いたりすることによって体感時間と

実際の時間にどのくらい差が出るのかという問い

をたてた。 

 

２・研究内容 

１、何もしない（２０人） 

何も伝えず、無言で部屋に入ってもらい無

言で待機してもらう。そして１分２５秒た

ってから被験者に部屋に入ってから経過し

た時間を予想してもらい、その時間と実際

の時間との差を調べた。 

（実際の時間を被験者に勘で当てられないた

めに１分２５秒とし、すべての実験で統一

した。すべての実験の被験者は無作為に選

んだため、同じ人が入っている場合がある

が、実際の時間を被験者に教えていないた

め、実験に影響はないものとする。） 

２、音楽（２２人） 

被験者に被験者全員が聞いたことのある城

南高校の校歌を聴いてもらい１分２５秒た

ったときに校歌を止め、校歌をながした時

間を予想してもらい、実際との時間の差を

調べた。 

３、計算（５６人） 

被験者に１分２５秒百マス計算をしてもら

い、計算をしていた時間を予想してもらっ

た。そしてそれと実際の時間との差を調べ

た。 

４、ルービックキューブ（２９人） 

被験者に１分２５秒ルービックキューブを

してもらい、それをしていた時間を予想し

てもらった。そして実際との時間の差を調

べた。外れ値を入れないようにするため、

全面を完成させることができるような経験

者は省いた。 

５、トランプタワー（４５人） 

被験者に１分２５秒トランプタワーをして

もらい、それをしていた時間を予想しても

らった。そして実際との時間の差を調べ

た。 

 

３・結果 

 人数 体感時間 実際の時間 

との差 

音楽 ２２人 １１４秒 ２９秒 

計算 ５６人 １１５秒 ３０秒 

ルービック

キューブ 

２９人 １２７秒 ４２秒 

トランプ 

タワー 

４５人 １３８秒 ５３秒 

何もしない ２０人 １０９秒 ２４秒 

 

 

0
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実際の時間との差（秒）
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４・考察 

  トランプタワーやルービックキューブ、計算

をしてもらったとき、実際の時間との差が大き

くなっていることから、頭を使ったり、集中し

たりしているときに長く感じると考えられる。 

 経験から、遊びであるルービックキューブ、ト

ランプタワーをしたときに短く感じるというの

を仮説としていたが、それとは違う結果が出

た。 

  

５・今後の展望 

 今回の実験は体を動かす実験が含まれていなか

ったため、体を動かす実験をする。 

被験者が全員高校２年生であったため、大人を被

験者とする実験をする。 

この研究が進んでいくと退屈な時間などを短く感

じることができ、より快適にその時間をすごせる

ことができる。 

また、体感時間が実際の時間より短くなる理由も

調べたい。 

 

６・参考文献 

一川誠、池上彰（2006）、『大人になると、なぜ１

年が短くなるのか？』、宝島社 

池内了（2008）、『時間とは何か』、講談社 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

時間の長い短いの感じ方に年齢で差はあるのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 5―H班  長渡 椋 

 

１・はじめに 

 僕はご年配の方ほどせっかちになると聞いたこ

とがあり、自身もお年寄りなどはせっかちだなと

思っていた。せっかちというのは決められた同じ

時間の中でもそれが長く感じるということだ。だ

から年齢別に時間の感じ方を調査し、年をとれば

とるほどせっかちになるというのは本当なのかと

いうことを課題研究で調査することに決めた。そ

して立てた問いは「時間の長い短いの感じ方に年

齢で差はあるのか」である。 

２・研究内容 

 研究の対象は 10代、20代、30代、40代、50

代、60代以上の各年代男女 5名ずつで内容は時

間の感じ方を調べるために長すぎず短すぎない

30秒をストップウォッチを見ずに感覚ではかっ

てもらうというというものだ。1度目のフィール

ドワークでは 10代と先生方をターゲットに城南

高校で調査を行い、2度目は福岡空港国際線で主

に 20代以上をターゲットに調査を行った。福岡

空港を選んだのは利用客が多く、幅広い年齢層を

調査できるためである。 

３・結果 

 10代 20代 30代 40代 50代 60代

以上 

男 30.8 31.2 32.3 29.6 28.5 31.1 

女 30.1 32.2 32.9 31.3 22.9 31.9 

                  （秒）                  

ジャネーの法則はなかった。年代によって差は

みられなかった。 

ジャネーの法則；生涯のある時期における時間

の心理的長さは年齢に反比例する。 

50歳の人間にとって 1年の長さは人生の 50分

の 1ほどであるが、5歳の人間にとっては 5分の

1に相当する。よって、50歳の人間にとっての

10年間は 5歳の人間にとっての 1年間にあた

り、5歳の人間の 1日が 50歳の人間の 10日にあ

たることになる。 

４・考察 

 表からわかるように特に年代によって差はみら

れなかったのは、今回の調査では 30秒は時間が

短くて結果が出ないことが分かった。もう１つは

各年代男女 5名ずつであるという人数が少なすぎ

たためであると考えられる。 

５・今後の展望 

 30秒は短かったので今後はもっと長い時間で

調査したいと思う。そして年齢で比べる以外にも

所属している部活動や職業別でも調査してみたら

結果が出るのではないかと思った。 

６・参考文献 

 二間瀬敏史 （２００１） 「図解数学  時

間論」 ナツメ社 

 ダウェ・ドラーイスマ （２００９） 「なぜ

年をとると時間の経つのが速くなるのか」 講談

社 
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腕先の温度変化によって握力はどのように変化するか 

福岡県立城南高等学校 

傘５―I班  藤岡 皇 

１・はじめに 

 体が冷えているときよりも温まっているときの

ほうが、力が出やすいというイメージが本当か興

味をもった。そこで、人が感じる温度がその人の

筋力にどう影響するのかを調べるため、今回この

実験を行うことにした。握力計を使うことで温度

変化による筋力の変化を数値化しやすいため、今

回は握力に重点を置いて実験した。 

 

 

２・研究内容 

 通常状態の握力と、腕先を冷やしたり温めたり

した後の握力をそれぞれ測定し、変化を調べる。 

〈使用する道具〉 

握力計、温度計、バケツ、電子ケトル、氷、タオ

ル、ストップウォッチ 

〈実験の手順〉 

① 通常状態の両手の握力を握力計で測定する。 

② 左腕を肘まで 40℃のお湯に 30秒間つけ、温め

る。腕をタオルでよくふき、左の握力を測定

する。 

③ 右腕を肘まで 11～16℃の氷水に 30秒間つけ、

冷やす。腕をタオルでよくふき、右の握力を

測定する。 

ただし、②、③において腕をバケツから出してか

ら握力を測定するまでの時間は 25秒に統一する。 

 

 

３・結果  

まず、握力の統計分布の変化を示す。 

（横軸は握力の大きさ（kg）） 

（小数点第２位を四捨五入） 

 

 

〈フィールドワーク（以下 FW）1回目〉 

（被験者３６人） 

 

実験前（冷やす前）の握力 

 

 

 

実験後（冷やした後）の握力 

 

 

 

実験前（温める前）の握力 

 

 

 

実験後（温めた後）の握力 
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〈FW2回目〉  

（被験者３２人） 

実験前（冷やす前）の握力 

 

 

 

実験後（冷やした後）の握力 

 

 

実験前（温める前）の握力 

 

 

 

実験後（温めた後）の握力 

 

 

 

 

次に、実験前後の握力の差の平均を示す。 

ただし、差の平均は 

（実験前の握力の大きさ）－（実験後の握力の

大きさ） 

で表される数値である。 

 FW1 FW2 

冷やす －3.2kg ＋1.2kg 

温める －0.6kg ＋1.2kg 

（小数第二位を四捨五入） 

 

４・考察 

 握力の統計分布の変化と実験前後の差の平均を

見ると、FW1で腕を冷やしたとき、統計分布が左

に寄り差の平均は大きく下がっている。一方、FW2

で腕を冷やしたときは中央値が左に寄ったものの

全体的には分布は右に寄り、差の平均はやや上が

っている。よって同じ実験で異なる結果が出たた

め、腕の温度の低下は握力の大きさにあまり影響

しないと言える。 

FW1で腕を温めたとき、分布はどちらに寄ったと

も言えずばらつきが大きくなり、差の平均の変化

はわずかである。一方、FW2で腕を温めたとき、

分布はどちらに寄ったとも言えずばらつきが小さ

くなり、差の平均はやや上がっている。よってこ

の場合も同じ実験で異なる結果が出たため、腕の

温度の上昇は握力の大きさにあまり影響しないと

言える。 

はっきりとした傾向が読み取れなかった理由とし

て、腕をバケツから出した後 25秒の腕を拭く時間

があるものの、被験者に濡れた手をしっかりと拭

いていなかった人がいたことが考えられる。この

場合、手の滑りによって握力計に正確な力が加わ

らなかった可能性がある。 

 

 

５・今後の展望 

 握力のような筋力と温度の関係を調べることで、

スポーツの際、選手がパフォーマンスを最大限引
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き出すための最適な気温や体内温度などを知るこ

とができることが期待される。今回は握力につい

て実験したので、腕以外の様々な体の部位の筋力

についても同様に実験すると、より筋力と温度と

関係が見えてくるだろう。 

また、これからの実験では、冷たい空気や温かい

空気を氷水やお湯の代わりに使うことが望ましい

と考えられる。氷水やお湯を使うデメリットとし

て次の２点が挙げられるからである。 

① 氷水やお湯をつけた部位をしっかり拭いてい

ないと正確な筋力を測定できないことがあり、

誤差が生まれやすい。 

② 氷水やお湯をつけた部位を拭くための時間が

必要になり、実験の効率が悪く、また、その

間に外気によって再度氷水やお湯をつけた部

位が温まったり冷えたりする恐れがある。 

空気を使うとこれらのデメリットがなく、実験に

おいて有効な手段だと考えられる。 

 

 

６・参考文献 

入來正躬(2003).『体温生理学テキスト～わかりや

すい体温のおはなし～』.文光堂 
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ミニ四駆を最も速く走らせられる風よけはどんな形か 

福岡県立城南高等学校 

傘６―Ａ班  筌場 皓規 

１・はじめに 

 自動車を速く走らせる風よけの形を調べるため

に、ミニ四駆を使って実験を行った。 

２・研究内容 

 前提条件としてミニ四駆はコース上をまっすぐ

走るものとした。 

ミニ四駆に風よけをつけ、コースの上を 5m走ら

せ、走るのにかかった時間を計測した。 

計測は屋内で行い、ミニ四駆が周囲からの風の影

響を受けないようにした。風よけは、プラスチッ

ク板で作成し、コースは段ボールで作成した。 

今回は、ミニ四駆に 5.0㎝×8.6 ㎝×12.1 ㎝の箱

状のものをかぶせた状態をＡとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａの状態のミニ四駆の前方に、6.0㎝×4.9㎝×

8.6 ㎝の直角三角柱の風よけをつけたものをＢと

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａの状態のミニ四駆の前方に、6.0㎝×8.9㎝×

5.5㎝の四角錐の風よけをつけたものをＣとし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａの状態のミニ四駆の前方に、長軸 6.0㎝、短軸

4.5㎝、高さ 5.4㎝の楕円柱を短軸で半分にした

半楕円柱の風よけをつけたものをＤとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測は、Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄの状態で、それぞれ 10回ず

つ行った。 
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３・結果 

表１ 

ミニ四駆が 5m 走るのにかかった時間（秒） 
  A B C D 

1回目 2.52 4.50 3.73 3.31 
2回目 2.96 3.58 3.80 2.83 
3回目 2.82 4.16 2.80 5.04 
4回目 2.10 4.64 5.14 3.90 
5回目 2.56 3.86 3.51 3.39 
6回目 2.56 3.50 3.89 4.38 
7回目 2.91 3.84 5.20 3.94 
8回目 2.79 4.06 4.41 4.56 
9回目 2.74 3.31 4.18 3.84 

10回目 2.99 4.03 4.00  4.30 
平均 2.695 3.948 4.207 3.949 

なお外れ値の測定には interquartile methodを 

用いた。 

 

表 2 

ミニ四駆の重さ（g） 
A B C D 

146.06 165.58 155.98 157.12 
 

４・考察 

 表１より、風よけをつけた状態で一番速い風よ

けは、Ｂの風よけだが、表２より、ＢはＢ･Ｃ･Ｄ

の中で一番重かった。このことから、Ｂ･Ｃ･Ｄの

重さを揃えてもＢがＢ･Ｃ･Ｄの中で一番速く走る

ということが分かる。また、４つの中で一番速か

ったのはＡだが、これはＡが他のものに比べ軽

く、最大静止摩擦力が小さいからだと考えられ

る。今回の計測では、一番重かったＢが風よけを

つけた状態の中で一番速かった。これは、Ｂが他

の風よけよりも空気抵抗が小さいためだと考えら

れる。以上のことから、ミニ四駆を最も速く走ら

せることができる風よけの形は、Ｂだとわかる。 

 

５・今後の展望 

 この研究で得られた結果は、エネルギーを無駄

なく推進力に変えることができる車体として、今

後の自動車開発の場で役立つだろう。これは、Ｓ

ＤＧｓの 9番の、「産業と技術革新の基盤をつく

ろう」の達成に役立つ。 

今回の実験では、風よけの形が変わると同時に、 

ミニ四駆の重さも変化してしまった。そのため、

Ａ･Ｂ･Ｃ･Ｄを単純に比較できず、ＡとＢのどち

らが速いか判断できなかった。 

ミニ四駆の重さを揃えることと、試行回数を増や

して結果の値を真値に近づけることと、走らせる

距離をのばして結果に差をつけることが、課題だ

と考える。今後は、風洞実験装置を用いて、実際

に空気抵抗の値を算出したい。 

 

６・参考文献 

自動車工学編集委員会（2008）.『自動車工学』．

東京電機大学出版局． 

久保田浪之介（2003）．『おもしろ話で理解する流

れ学入門』．日刊工業新聞社． 

流れの可視化学会（1986）．『流れのファンタジー

写真がとらえた流体の世界』．講談社． 
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運動時における音とパフォーマンスの関係性 

福岡県立城南高等学校 

傘６―B班  花村 瑞月 

１・はじめに 

イヤフォンで音楽を聴きながらランニングする

人をよく目にする。運動会の徒競走でもさまざま

な音楽が流れている。このような走る際に音楽を

流すという行為は集中力を上げたり、場を盛り上

げたりすることを目的としたものであると考えら

れる。だが、音楽は走る人のパフォーマンス自体

にも影響を与えているのではないかと考え、音楽

とスポーツの関係性に興味を持ち「城南生が音楽

を聴きながら中距離を走るにあたり、聞いている

音楽のテンポを変えることで足の速さは変わるの

か」という問いを立てた。 

 音楽のテンポだけを変えることにしたのは、歌

詞の有無や好み、曲調に左右される可能性を考え

てのことである。 

私は、速いテンポの方がより速く走れるのでは

ないか、という仮説を立て研究を始めた。 

 

２・研究内容 

 実験の事前準備として、テンポ♪=60と♪=200

のメトロノームの音源を 30秒おきに 3回流す 3

分間の音源を用意した。30 秒おきに流すのは音

の有無によって記録をそれぞれ測り比較するため

である。 

実験は城南生男女 35 人を対象に体育館で行っ

た。1周 105ｍのトラックに 3ｍごとにマーカー

を 34個配置し、すべてに番号をふった。トラッ

クの中央に音源を流すスピーカーを配置し被験者

に十分に音が聞こえるようにマイクで音量を上げ

た。被験者にはそれぞれの地点から開始の合図で

自分のペースで 3分間トラックを走るということ

だけを伝えて走ってもらった。 

測定方法は、30秒ごとにスタート位置からの

マーカーの個数を記録し、〈マーカーの個数×3

ｍ〉の計算式をもとに各々30秒間で走った距離

を計算した。 

その後、全被験者 35 人分の測定結果を掛け合 

 

わせテンポの速度と音の有無によってそれぞれの

平均を計算し計 4つの結果を出した。 

 

３・結果 

 〈♪=60の結果 〉 

 ・音有り  82.9ｍ 

 ・音無し  89.5ｍ 

 これより、♪=60のテンポを聞きながら走ると

き、聞いてないときと比較して 8.0％走る距離が

短くなった。 

 〈♪=200 の結果 〉 

・音有り  103.8ｍ 

 ・音無し  102.3ｍ 

 これより、♪=200 のテンポを聞きながら走る

とき、聞いてないときと比較して 1.5％走る距離

が長くなった。 

 下のグラフがこの 2つの結果を表したものであ

る。 
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102.3

0

20

40
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103



４・考察 

 4つの結果から♪=60と♪=200 のどちらもわず

かではあるが音の有無によって距離に差があっ

た。このことより中距離を走るにあたり聞いてい

る音のテンポを変えることで足の速さは変わると

言えるだろう。具体的に、遅いテンポの音を聞き

ながら走ると足の速さは遅くなり、速いテンポの

音を聞きながら走ると足の速さは速くなった。 

 しかし、♪=60 と♪=200 の 2つの音無しの結果

に差が出てしまった。これは、「2つの異なる周

波数(リズム)を持った振動子が、1つの同じ周波

数になること（引き込み）により、あるリズムを

持った事象（音楽）に、別のリズム（運動）が同

調してしまう“引き込み現象”」が起こっている

と考えられる。 

 この引き込み現象により、研究の要となる基準

値に差ができたため、♪=60 と♪=200 の比較で正

確な数値を出すことはできなかった。 

 

５・今後の展望 

 音のない状態で走る実験をテンポの違う 2つの

実験の合間に行ったことよって、「引き込み現

象」が起こり同じ条件であるにもかかわらず走っ

た距離に差ができてしまった。ゆえに、事前に音

を流さずに走る実験を行い、基準値を用意してお

く必要があると考えた。 

今回の研究では高校生にしぼり男女の区別をつ

けずにテンポも♪=60 と♪＝200 の 2 種類のみで

実験を行った。だが、年齢や性別、運動歴などで

わけ、さまざまなテンポで実験するなど、さらに

条件を絞り研究をする必要があると考えている。 

また、この研究が進めば走ることを苦手とする

子供に走ることの楽しさを教え、意識改善させる

ことに活用できるのではないかと考える。子供の

頃に抱く運動に対する苦手意識を軽減し、音楽を

通して走ることに限らず運動する習慣を子供の頃

から身につけておくことで、体を動かすことが身

近なことになり運動不足の人を減らすことができ 

 

るのではないか。運動不足の人が減ることで年齢

を重ねても健康な体を維持することができ、健康

な高齢者が増えることで医療費の削減にもつなが

るのではないかと考える。 

 

６・参考文献 

中込四郎・伊藤豊彦・山本裕二（2012）．『よくわ

かるスポーツ心理学』．ミネルヴァ書房． 
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音楽が体感時間に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘６―C班  小形琢磨 

１・はじめに 

 スマートフォンの普及によって高校生の携帯電

話の所有率は 9割を超えた。スマートフォンには

様々な便利なアプリケーションがあり、勉強に活

かしている高校生も少なくない。また、スマート

フォンで音楽を聴きながら勉強している高校生も

多い。音楽を聴きながら作業すると時間が想像以

上に進んでいた、という報告もある。本研究では

音楽と体感時間には音楽のテンポが関係するとい

う予測の元、テンポの速い音楽と遅い音楽で、そ

れぞれの体感時間 20 秒に対する経過時間（以下経

過時間とする）を測定した。 

 

２・研究内容 

 ストップウォッチ、音楽を流す端末、心拍数を

測る端末、ヘッドフォンを用意した。また、あら

かじめ音楽を作成しておいた。この実験で心拍数

を測るのは、先行研究から心拍数が体感時間に影

響する可能性があることが分かったからである。 

【実験手順】 

1. 音楽なしの状態で被験者の心拍数を 20秒間測

定し記録した。 

2. 被験者にヘッドフォンを装着してもらい、テ

ンポの速い音楽（BPM130）を聴かせた。そし

て、ストップウォッチは見ずに、被験者が 20

秒経ったと思ったらストップウォッチを止め

させた。この時のストップウォッチの時間と

心拍数を記録した。 

3. 被験者にヘッドフォンを装着してもらい、テ

ンポの遅い音楽（BPM60）を聴かせた。そして、

ストップウォッチは見ずに、被験者が 20秒経

ったと思ったらストップウォッチを止めさせ

た。この時のストップウォッチの時間と心拍

数を記録した。 

 

 

 

３・結果 

 

図 1.テンポごとの経過時間と平常時を含む心拍数 

 

 

図 2.テンポによる経過時間の変化 

 

 

図.3 テンポによる心拍数の変化 

 

平常時
被験者 経過時間（S） 心拍数（BPM） 経過時間（S) 心拍数（BPM） 心拍数（BPM)

A 31.16 103 21 74

B 21.43 72 23.69 70 71

C 23.19 59 18 55 63

D 22.94 70 19.12 71 74

E 20.4 78 22 73 74

F 19.88 109 20.53 107 107

G 21.53 83 20.4 80 89

H 17.75 64 23.41 69 59

I 20.44 102 20 64 66

J 19.53 69 24.59 64 73

K 20.94 81 20.15 73 71

L 19.34 63 19.57 68 77

M 21.84 84 22.13 85 77

N 22.31 108 20.72 86 88

平均値 21.62 81.78 21.09 74.21 76.08

130BPM 60BPM

105



図１より 

① 130BPM 時の経過時間の平均値と 60BPM 時の

経過時間の平均値の差は 1秒未満である。 

② 130BPM 時の心拍数の平均値は 60BPM時の心

拍数の平均値より大きい。また、130BPM時

の心拍数の平均値は平常時の心拍数の平均

値より大きい。 

図 2より 

③ 130BPM 時の経過時間が 60BPM 時の経過時間

より長い被験者が 7人であり、130BPM時の

体感時間が 60BPM 時の体感時間より短い被

験者は 7人である。 

図 3より 

④ 130BPM 時の心拍数が 60BPM時の心拍数より

高い被験者は 10 人であり、130BPM時の心拍

数が 60BPM時の心拍数より低い被験者は 4

人である。 

⑤ 130BPM 時の心拍数が平常時の心拍数より高

い被験者は８人であり、130BPM時の心拍数

が平常時の心拍数より低い被験者は 6人で

ある。 

⑥ 60BPM時の心拍数が平常時の心拍数より高

い被験者は 3人であり、60BPM時の心拍数が

平常時の心拍数より低い被験者は 10人であ

る。 

 

４・考察 

結果③よりテンポが速い曲を聞くと体感時間が

短くなる人とテンポが遅い曲を聴くと体感時間が

長くなる人の２つのタイプに分かれることが考え

られる。 

結果④よりテンポが速い曲を聴くと心拍数が上

がることが分かった。 

この実験では心拍数による体感時間への影響は確

認できなかった。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験で，聴く曲のテンポによって体感時

間を短縮することが可能であると分かった。この

ことを活かせば、個人の作業効率の上昇につなが

り、SDGｓの８番目の目標「働きがいも 経済成長

も」の達成につながっていくと考えられる。 

今回の実験では被験者が１４人と少なかったの

で次回は被験者数をもっと増やして実験したい。

また、聴く曲のテンポの好みによって被験者を分

けて実験を行い、被験者の好みのテンポを確認し

たい。 

心拍数は測定時間が２０秒であったため測定時

間が短かった可能性もある。次回は測定時間を長

くして心拍数を測定したいと思う。 

 

６・参考文献 

ジョン・パウエル、濱野大道（2017）.『ドビュッ

シーはワインを美味にするのか』早川書房 

大蔵康義（2010）.『人は音・音楽をどのように聴

いているのか、統計による実証と楽曲リスト』.

国書刊行会 

難波精一郎(2015).『音響サイエンスシリーズ 13、

音と時間』.コロナ社 

藤沢健太、井上愼一(2016).『ふしぎ？ふしぎ！時

間ものしり大百科、③感じる＜時間＞、生き物の

からだと時間』.ミネルヴァ書房 
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立ち幅跳びの記録と指導の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘 6―D班  砥綿 昂敬 

１・はじめに 

 現在、日本では体力テストの記録が平均的に低

下しており、この大局に城南も例外ではない。研

究グループでもこの状況は認識していた。 

 そこで我々は、この状況に一策を講じようと、

体力テストの中で我々に一番重要な項目は何かと

考えた時、研究グループのほとんどが運動部で跳

躍力が必要な人が多く、研究グループだけでなく、

城南生の立ち幅跳びの記録向上を目標に、「被験者

に跳ぶ角度やフォーム、体重移動の仕方を教える

と、どれほど飛ぶ距離は変化するのか。」という「問

い」をたて、研究を始めた。 

 

２・研究内容 

 我々は、7月 10日に行われた 1回目のフィール

ドワークにおいて、体力テストにおける立ち幅跳

びの得点が 7点以下の被験者 30 人に、まず各々の

跳び方で立ち幅跳びをしてもらい記録を取った。

そして、次に事前に準備していた文章１をもとに、

跳ぶ角度、フォーム、体重移動の方法を理解して

もらえるまで教え、再び跳んでもらった。この 2

つの試行の差を比較、記録の伸びた人の割合を求

めた。 

 次に我々は、9月 11日に行った 2回目のフィー

ルドワークにおいて、無作為に抽出した被験者 23

人にまず、1回目のフィールドワークと同様に、

各々の跳び方で立ち幅跳びをしてもらった。次に、 

1回目のフィールドワークを踏まえて事前に準備

しておいた文章２、実際にその方法で跳んだもの

を連続で撮影した写真を 30秒間被験者に見ても

らい、その後被験者に跳んでもらった。この 2つ

の試行の記録の差を取り、記録が伸びた人の割合

を求めた。 

 なお、1回目のフィールドワークで使用した文

章 1と 2回目のフィールドワークで使用した文章

２は、別のものである。 

 

３・結果 

 FW1 FW2 

女子記録向上人数 

（向上人数/母数） 
8/18 5/12 

男子記録向上人数 

（向上人数/母数） 
11/12 6/11 

合計向上人数 

（向上人数/母数） 
19/30 11/23 

向上人数割合 

（％） 
63.3％ 47.8％ 

 

上図のように、フィールドワーク 1では、女子

は 18人中 10人が、男子は 12人中１１人の記録が

伸びており、合計で 30人中 19人は記録が伸びた。

また、フィールドワーク 2では、女子は 12人中 5

人が、男子は 11人中 6人の記録が伸び、合計で

23人中 11人記録が伸びたことがわかる。 

４・考察 

 1回目のフィールドワークの結果によると、男

子の記録が 12人中 11人伸びていたのに対し、女

子は 18人中 10人の記録が伸びていたことから、

跳び方を教える側と教えられる側が異性の時、教

え方が若干変わったために、記録も変化したので

はないかと考えられる。 

２回目のフィールドワークでは、上記のことが起

こらないようにするために、表記した文章と貼付

した写真を見せる時間を決め、見せたことで解決

したのだが、これによって男女共に向上率が低下

したことに対し文章や写真をただ見せるだけより

も、実際にやってみせる方が跳び方のポイントが

わかりやすいと考えられる。 

 また、フィールドワーク１、２において、まず、 

1回目のフィールドワークでは体力テストの点数

が 7点以下の被験者を集めた一方で、2回目のフ

ィールドワークでは、無作為に被験者を集めたた

めに、1回目のフィールドワークの向上人数割合

が大幅に高かったと考えられる。そして、１回目
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の試行で２m以上の記録を出していたり、体力テ

ストの点数が満点近い被験者は、２回目の試行の

記録の伸びが低かったりしたことから、今の我々

が教えている跳び方では、もともと持っている運

動能力を引き出せないことが考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回、我々はフィールドワーク１、２を通して、 

教え方による記録の変化について学ぶことができ

た。 

今後は、最初からある程度跳べる人も、跳ぶこと

があまり得意でない人も、誰もが理解でき、記録

の伸びるような立ち幅跳びの方法の説明について

探求していきたい。  

また、この探究を発展させ、SDGs の「質の高い教

育をみんなに」の促進につなげられるような研究

にしていきたい。 

 

６・参考文献 

 木下光正・清水優（2005）.『苦手な運動が好き

になるスポーツのコツ陸上②』. ゆまに書房 

 道下竜馬・森村和浩・檜垣靖樹（2014）. 

「2011 年度福岡大学初年次学生の体力水準」. 

福岡大学スポーツ科学研究,44（2）,77-89 
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桃太郎の桃は川に浮かぶのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 6―E班  水上 莉菜 

１・はじめに 

課題研究において与えられた「流す・流れる」 

について班員で話し合い、ブレーンストーミング

を広げていた中、桃太郎の話が頭に浮かんだ。 

それまでに出していたキーワードの中で一番興味

があり、面白そうだと思ったためこの研究をする

ことを決めた。 

 

２・研究内容 

〈FW1〉 

日時：７月 10日（水） 

場所：城南高校ピロティ－ 

 

○桃太郎が入っていたであろう桃を再現し、作成

した。 

※身近にある桃の大きさの中に赤ちゃんが入って

いたとは考えづらいため、今回の実験では赤 

ちゃんが入れるぐらいの大きな桃であったと 

仮定した。 

（必要なもの） 

・竹 ・針金 ・バランスボール（半径 20cm） 

・砂袋 ・瞬間接着剤 ・グルーガン 

 

（作り方） 

①竹と針金を用いて骨組みを作る 

（香月君が家で組み立てました。） 

②バランスボールを半分に切り、淵にも竹の 

骨組みをつける（瞬間接着剤） 

③バランスボールの内部に①を取り付ける 

（瞬間接着剤） 

④内部に 3kgの砂袋を入れる 

（人の赤ちゃんの代用品） 

⑤半分になっているバランスボール同士を 

 貼り合わせる（グルーガン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈FW2〉 

日時：9月 25日 

場所：城南高校の足洗い場 

○FW1で作成した桃を実際に水に浮かべた 

物語では川を流れたとされているが、安全上 FW

で川に行くことができなかったため、ビニールプ

ールを使った。 

また、砂 3kgではなく、水 3kgにするとどうなる

かも調べた。 

（使用したもの） 

・ビニールプール 

（塩化ビニル、2.29m*1.47m*0.46m） 

・バランスボール（大きさは FW1で作成したのと

同じ程度） 

・FW1で作成したもの 

※ポンプ（ビニールプールの空気入れ） 

※ホース（水を入れたため） 

（※は学校で借りたもの） 

①それぞれ水を張ったプールにそっと入れ、 

 浮かぶか調べる 

②プール自体を班員で揺らし、浮かび続けるか調

べる。 

左上から 

・③の様子 

・3kgの砂袋 

・④の様子 
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３・結果 

・FW1で作成した桃は水に浮かんだ。 

・半分程度水につかり浮かんだ。 

・プール自体を揺らす、即ち“どんぶらこ”させ 

ても浮かび続けた。 

・水 3kgを入れたバランスボールについても同じ

結果となった。 

（右…FW1で作成した桃  

 左…水 3kgを入れたバランスボール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４・考察 

・桃は水に浮かび、「どんぶらこ」出来たため、 

桃太郎の桃は川を流れることができたと考えら

れる。 

・桃太郎の話を見たところ、桃太郎が入ってい 

た桃には果肉もあり、もっと体積があったと考 

えられる。今回制作した桃は赤ちゃんのみが入 

る大きさである。この体積でさえ浮くため、さ 

らに大きい物語での桃が浮くことは確かだと考 

えられる。 

 

今回の装置でどれほどの重さまで耐えることがで

きたのか考察する。 

 

重力を F、浮力を f、耐えられる重さを M(kg)、

重力加速度を gとする。 

 

力のつり合いより 

F≦f…① 

となったとき浮いたといえる。 

F=Mg…② 

f=ρVg…③ 

今回の実験について装置が全て水の中に入って力

がつり合ったとしても、浮いたとは考えにくいた

め、水の中に入っている体積は全体の半分である

とする。 

V=4/3*π*r^3*1/2 

 =4/3*π*(20/100)^3*1/2 

ここでπ=3とおくと 

V=16*10^-3 

ρ=1.0*10^3(kg/m^3)なので③より 

f=1.0*10^3*16*10^-3*g 

 =16g…④ 

①、②、④より 

Mg≦16g 

M≦16 

したがって、16kg以下であれば浮くことができ

る 

 

５・今後の展望 

今回の実験はプールで行った。しかし川には岩な

どの障害物や流れの変化がある。そのため、川に

浮かべても浮かぶことができるのか調べたい。 

また浮力と重力の関係より、さらに体積をおおき

くすれば私たちが中に入っても浮くことができる

はずである。これは救命に活かすことができると

思った。 

 

６・参考文献 

・ジャン=クロード・コルベイユ（2004年） 

『オールカラー6か国語大図典』小学館 

・ジャック・チャロナー（1994 年） 

『浮力のふしぎ』鈴木出版 

・若杉 隆（2011年） 

 『「力」の大研究』PHP研究所 
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プラバルーンを音の力で割る 

福岡県立城南高等学校 

傘 6―F班  宮地 風華 
１・はじめに 

 よく小学校や中学校の先生に、音楽や体育の時

間で「物が壊れるくらい音を出せ」と言われるこ

とがあり、本当に音でモノが壊れるのか気になっ

ていた。また、自分は和太鼓部に属していて、友

達に「太鼓の音の振動は凄い、モノが壊れそう」

とよく言われた。そこで太鼓の振動の力ではモノ

が壊れることがあるのだろうかと疑問に思い、

「プラバルーンを太鼓の音の力で割ることができ

るのか」という問いを立てた。プラバルーンを使

った理由は、ガラスなどよりも割れやすそうで、

しかし強度のあるものは何かと考えた時にすぐに

思いついたからである。 

 

  

２・研究内容 

 一番大きな大太鼓、締太鼓と呼ばれる一番小さ

な太鼓、の計２種類の太鼓を用いて実験を行っ

た。プラバルーンを膨らませて固定させ、打って

いる太鼓に近づけて割れるまでの時間やその時の

音の大きさを計測した。また、プラバルーンはノ

ートなどの平面に置く方法と、コップなどの上に

置いて固定させる方法と、ビニールテープでとめ

る方法で固定させた。計測にはサイエンスジャー

ナルというスマートフォンのアプリを使い、太鼓

ごとの㏈や振動数の違いを比べた。 
 

  

３・結果 

 割れたときは、全てビニールテープで固定した

ときのみであった。 

 

↑割れた（大太鼓）上：振動数、下：㏈ 
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↑割れた（締太鼓）上：振動数、下：㏈ 
 

 
↑割れなかった（大太鼓）上：振動数、下：㏈ 
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↑割れなかった（締太鼓）上：振動数、下：㏈ 
 

 

４・考察 

 プラバルーンが割れたのは、太鼓の音の振動数

がプラバルーンの固有振動数に達したため、共振

により割れたと考えられる。大太鼓のほうが締太

鼓より割れるまでの時間が短かったのは、大太鼓

のほうがプラバルーンの固有振動数に近い音を出

していたためであろう。ビニールテープで固定し

たときのみ割れたのは、プラバルーンの振動を逃

しにくかったのではないかと思う。しかし、プラ

バルーンは自分たちで作ったものであったから、

大きさや厚さにも差があり、対比しないところの

条件が等しくなかった。また、実験回数も少な

く、実験条件も等しくなかったため、再現性はあ

まり高くないと思われる。 

 

  

５・今後の展望 

 次回の実験では、プラバルーンの大きさを測

り、もっと実験回数を増やして統計として出せる

ようにするなど、正確性を高めたい。また、プラ

バルーン以外の物でも太鼓の音の力で割ることが

できるのか、あるいは太鼓以外の楽器や人の声で

もプラバルーンを割ることができるのかなど、音

が物体に及ぼす影響を調べていきたい。 

 

  

６・参考文献 

 香川大学 教育学部 若林 教裕 「音でワイ

ングラスを割る？！」（２０１０） 

Https：//www.ed.kagawa-u.ac.jp 
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視覚的情報の有無による男女の思考の変化 

福岡県立城南高等学校 

傘 6―G班  坂本 遥香 

 

1.はじめに 

「男性より女性の方が情報に流されやすい」と

いうようなことを書いた記事を読み、興味を持っ

た。そこで、人間が得る情報の多くは視覚からで

あることを知り、「高校生の判断や思考は他人か

らの視覚的情報によって変わるのか。またそれに

男女の違いはあるのか。」という問いを立て、研

究を行った。 

 

2.研究内容 

城南高校の生徒である男女 80人に図 1を見せ、

Xと等しい長さであると思われるものを A、B、C、

Dの 4つの中から選択させた。（Xと等しい長さの

選択肢は「C」）ただし、被験者が選択したものを

答える際の条件を変え、2つの調査を行った。 

 

図 1 

 

〈調査 1〉 

男女それぞれ 20人ずつに、自分が選んだ選択肢を

口頭で答えてもらう。 

〈調査 2〉 

画用紙を四等分して A、B、C、Dの 4つの区画に振

り分けたものを用意しておき、調査 1とは別の男

女 20人ずつに、自分が選んだ選択肢の区画に赤マ

ルシールを貼ってもらう。ただし、質問する際は、

正解ではない選択肢 Bの区画に最も多くのシール

が貼られているよう事前に調整した。 

 

 

 

3.結果 

 

図 2．調査 1、2における解答者数 

  

以下の図は、各解答者数の割合である。 

     

図 3．調査 1（男子）   図 4．調査 1（女子） 

     

図 5．調査 2（男子）   図 6．調査 2（女子） 

 

4.考察 

調査 1に比べ調査 2は、男女共に正答率（Cを

選択した人の割合）が下がっていることから、視

覚的情報の多数派に流される人がいたと予想され

る。また調査 2では、解答が合っていた人でも、

調査後に自分の解答に不安を抱く声を上げる人が
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いたため、不正解者に限らず多くの人が多数派の

情報に影響を受けたと考えられる。 

調査 1では男子より女子の正答率の方が高く、

調査２では女子より男子の正答率の方が高い。人

数にすると、正解者が調査 1から調査 2へ、男子

は 3人女子は 5人減っている。これらのことから、

男子より女子の方が視覚的情報の多数派に流され

やすいと考えられる。 

以上のことから、高校生の思考・判断は与えられ

た視覚的情報の多数派に少なからず影響を受け、

またそれは男子より女子の方が影響が大きいと考

えられる。 

 

5.今後の展望 

私は、この研究を SDGsのゴール 11「住み続け

られるまちづくりを」に関連付けて考えた。SNS

を使って視覚情報として地域の様々なことを世界

に発信し、より多くの賛同者、協力者を得ること

ができれば、影響を受ける人は少ないだろうし、

地域の経済発展につながると考える。 

また、今回の研究の改善点としては、まず被験

者の数が少ないこと、そして調査 2で正解の選択

肢 Cを解答した人の中で、何人が自分の解答に不

安を抱いたのか不確かであることがあげられる。

より多くの人に調査をし、確実なデータをとって

調査を進められることが、望ましい。 

今後は、どのような視覚情報がどんな人にどの

程度影響を与えるのか具体的に調べてみたい。視

覚情報を伝える媒体やその場所、また被験者は日

本人か外国人か、あるいは理系の人か文系の人か

など条件を増やして調査したい。また、今回の調

査結果である「人は多数派の情報に影響を受け、

流される」という点に注目して、多数派と少数派

にどの程度差があったら影響を受けるのか、視覚

情報に限らず調べてみたい。 

 

 

 

6.参考文献 

重野純（1444）．『キーワードコレクション』． 

新曜社 

大井晴策（2012）．『プロが教える心理学の全て

がわかる本』．ナツメ社 

齋藤勇（2006）．『日本人の自己呈示の社会心理

学的研究』．誠信書房 

柏瀬宏隆（2008）．『集団の精神病理』新興医学

出版社 

環境省（2020）「すべての企業が持続的に発展す

るために」

https://www.env.go.jp/policy/SDGsguide-honpe

n.rev.pdf．2020 年 3月 30日． 
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エネルギーの変換とその誤差について 

福岡県立城南高等学校 

傘 6―H班  下新原 統也 

１・はじめに 

 今の社会には車や電車などエネルギーを別のエ

ネルギーに変換して動かしているものが数多く存

在する。しかし、これらは目的とするエネルギー

に他のエネルギーを 100％変換できているわけで

はない。そこでどのくらいのエネルギーが変換に

よって失われているのか調べてみたいと思い研究

した。 

問いは「ミニ四駆を走らせたときに使用する電

気エネルギーの理論上の値と実際の値とではどれ

くらいの誤差があるのか」である。 

 

２・研究内容 

 階段に板を立てかけて坂とし、記録タイマーを

利用して速度の変化、スマートフォンのストップ

ウォッチ機能を用いて通過時間の測定を行った。 

坂道の角度は縦、横の比率から約 14 度、高低差

1.28m、底辺 5.25mの三角形の坂を作った。 

使用したミニ四駆の重量は 112ｇである。 

 

      

          112ｇ 

                                             

 

        14 度 

         5.25ｍ          1.28ｍ⤴ 

 

また、事前に理想の値を調べるために、運動・

位置エネルギーなどの力学的エネルギーの公式を

用いて計算を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

３・結果 

 上ったとき 下ったとき 

加速度(m/s²) -0.80 3.09 

最高速度 

(m/s) 

2.44 4.38 

モーターの出

力 (N) 

0.251 0.114 

使用電力(%) 約 15 約 8 

※モーターの出力は加速度から計算した。 

下りの結果と事前に計算した理想値によって求め

られる使用した電気エネルギーと理想値の差は 

（実測値）―（理想値）＝3.11J 

よって理想値より 3.11J多くエネルギーが消費さ

れた。 

 

４・考察 

 上りの時は下りの時よりも電気エネルギーがほ

かのエネルギーに消費されていることがわかっ

た。また、電気エネルギーが運動エネルギー以外

のエネルギーに変換された例としてまず熱エネル

ギーがあげられる。理由は実験中にモーターとタ

イヤが熱くなっていたからである。その他にもタ

イヤと地面との間で発生する摩擦エネルギーやモ

ーターと軸が回るときに発生する音エネルギーが

あげられる。 

 なお、熱や音、摩擦エネルギーそれぞれの割合

は不明であるため今後明らかにしていきたいと思

う。 

 

５・今後の展望 

 まず今回の実験の改善点として試行回数の少な

さがある。これは時間的な問題そして実験中にミ

ニ四駆が故障してしまうというアクシデントがあ

ったためなのだがそれでもやはり試行回数を増や

すことで正確なデータを得たかった。また、今回

の実験ではミニ四駆の速度の測定に記録タイマー

を使用したが、スピードガンなどのより正確に値
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を出す機器を使うともっと正確な記録が得られた

のではないかと考える。そして考察でも述べたよ

うに音や熱は難しいにしても「転がり抵抗」など

の摩擦力を理想地の計算の際に考慮すればもっと

理想値と実験値の差が小さくなったのではと思

う。 

 社会においてこの実験は「どの部分を改善すれ

ばもっとエネルギー変換効率を上げられるか」と

いう課題の解決の役に立てると思う。エネルギー

変換効率を上げることで人はより省エネルギーで

暮らすことができるし、それによって地球温暖化

を阻止することができるからだ。 

 

６・参考文献 

「計算物理工」 

夏目雄平、小川健吾 

「やり直し高校の物理」 

野田学 

「講談社基礎物理シリーズ 1 力学」 

副島雄児、杉山忠男 

「物理化学のコンセプトエネルギー」 

小出昭一郎 
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城南生は規則的に行われる周りの行動を真似するのか。 

福岡県立城南高等学校 

傘６―I班  阿部 寛大 

１・はじめに 

 今回、このような実験を行った理由は、授業時

など先生やリーダーがその時の意向を多数決で決

めようとしたときに、その人の意見は多数派とは

違う意見にも関わらず、自分の意見ではなく多数

派の意見に賛同してしまうという事例を、自分を

含めて多く見てきた。このことからどうすればこ

のような事態を避けられるのかを調べるために、

人が周りに流される条件とはどのようなものがあ

るのか調べようと思いこのような実験を行おうと

思った。 

 

２・研究内容 

今回、私たちは計２回のフィールドワークの時

間を利用して実験を行った。まず、一回目の実験

では、教室に椅子 20 脚を 3列に並べ(横１列の脚

数は決まっていなかった)、その椅子に実験者 3

人が隣り合わせにならないように座った。なお、

実験者は同じ列に座っても隣にならなければよい

ものとした。教室にはドアが二つあったので一つ

のドアを入り口、もう一つのドアを出口とし被験

者(人数は実験時で変わった)は教室の外で「中に

入ったら一番手前の椅子に座ってください」とだ

け説明し教室に入れる。教室に入ると椅子に座っ

ている実験者と別の実験者が、被験者が椅子に座

ったのを確認し、一回手をたたいて合図を出す。

合図がだされたら実験者 3人は教室の左側から右

側へと一つずつ座っている場所をずれる。それを

見て被験者も自分が座っている場所から同じよう

にずれて座るのかを見た。しかし、その場で気づ

いた反省点から一回目のフィールドワークで行っ

た 5回の試行のうち後半三回は椅子の脚数と列の

数を１列 5脚の計 2列(縦は２列のまま)に変更し

た。 

 二回目のフィールドワークでは、一回目の実験

の後半と椅子の並べ方、個数は変えずに被験者の

人数を１人の場合、2人の場合、3人の場合に分

け、更に実験者の並び方を被験者の右隣に 3人連

続で並ぶという並び方の場合と、3人の実験者の

間に被験者を座らせて、被験者を実験者が挟む場

合を追加した。また、被験者が 3人の時に一回、

被験者の中に実験内容を知らせた者を 1人だけ含

ませた。 

 

３・結果 

一回目 

前半の条件では被験者が 1人の時も 2人の時も被

験者が座った場所から動くことは無かった。また

後半三回は、被験者 2人を二回、被験者 3人を一

回行った。結果はすべての場合で被験者は動い

た。 

 二回目 

まず実験者が 3人並んで、実験者は 1人の場合を

二回行った。結果は２回のうち一回目の被験者は

動かず、２回目の被験者は動いた。次に、実験者

がバラバラに座り被験者は 2人の場合と 1人の場

合をそれぞれ一回ずつ行い、被験者が 2人の時は

動かず、1人の時は動いた。最後に実験者 3人で

被験者を挟んで、被験者が 3人の場合と 1人の場

合を行った。被験者が 3人の時にそのうちの 1人

が内容を知っている人物を含ませた。3人の時

は、実験内容を知らない 2人のうち 1人が動き、

1人が動かなかった。１人の時は動いた。 

 実験一 

一回目 二回目 三回目 四回目 五回目 

1人 2人 2人 3人 2人 

× × 〇 〇 〇 

 実験二 

一回

目 

二回

目 

三回

目 

四回

目 

五回

目 

六回

目 

１人 １人 ２人 １人 ３人 １人 

× 〇 × 〇 △ 〇 

(〇は動いた、×は動かなかった、△は片方だけ

動いた場合である。) 
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 流された割合 

１人 ２人 ３人 複数 

60％ 50％ 100％ 66％ 

 

４・考察 

 結果から分かることは、被験者の人数が多いほ

うが実験者の行動をまねして動いている傾向にあ

ったので、人数が多いほうが、周りの行動に流さ

れてしまうということである。また、実験後に被

験者に「どうしてあのような行動をしたのか」と

いう質問をしたところ動かなかった被験者に共通

していたのは「最初に座ってとしか言われてなか

ったから」というものであった。実験の結果とこ

の質問の回答から人数が少ないと最初に言われた

ことを守ることも分かった。 

 

５・今後の展望 

 まず、今回のフィールドワーク二回を通して実

験の結果こそ出たが、実験内容がしっかり固まっ

ておらず、実験中に班員で齟齬が発生し、被験者

の方々に落ち着いて実験に協力してもらうことが

できなかった。たとえ実験の内容が事前に何の情

報も与えてはいけないというものであっても最低

限の説明が不十分であったため、実験が円滑に回

らなかった。また、実験の反復回数が圧倒的に少

ないというものも反省点の一つである。本来この

ような実験では膨大なデータが必要となるものな

のでもっとそれぞれの場合での反復試行の回数を

増やして、より正確なデータが取れるようにする

べきだった。さらに、被験者のすべてが男子生徒

であり女子生徒について実験を行っていなかった

のでこの結果についても城南生に適応されるもの

ではない。よって、今回の実験について、結果は

出たものの失敗したといえる。しかし、これらの

反省点やそれ以外に改善すべき点をしっかりと改

善し、実験がしっかり成立するようにすることが

できれば、人が自分の意見をしっかり言うことが

できるような環境がわかるので、城南生に限らず

自分の意見を言わなければいけない時に、周りの

空気に流されて自分の思っている意見ではないこ

とを言ってしまうということが無いようにできる

と思う。 

 

６・参考文献 

施 光恒(2018)．『本当に日本人は流されやすい

のか』．角川書店 
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反響板の材質による音の聴こえ方の違い 

福岡県立城南高等学校 

傘７―A班  堀之内 遥奈 

 

１・はじめに 

 私たち傘７－A班は、全員吹奏楽部に所属して

いるので、何か部活に生かせるようなことを研究

したいと思い、演奏会などで音を客席に届けるた

めに欠かせない「反響板」について、その材質の

違いが、音量（dB）と音色（波形・Hz）に与える

影響を調べることにした。反響板の多くはコンサ

ートホールの舞台上に設置されていることが多い

が、吹奏楽部は、学校の体育館や屋外などの音が

客席に届きにくい場所で演奏することもある。そ

こで、演奏した音をできる限り音量を維持したま

まに、良い音色で音を反射させることのできる板

の材質を探し、得られた結果をもとに自分たちで

反響板を作ってみたいと考え、このテーマで研究

を行うことにした。 

  

２・研究内容 

 FW②の実験の前に FW①で予備実験を行ったた

め、その内容も記載する。 

＜FW①：実験方法＞ 

 A3ほどの大きさの反響板を使って、反響板が

音に与える影響を調べた。反響板の材質は、アク

リル、塩ビの２種類である。また、吹奏楽部部室

を実験場所とした。 

1. 班員にホルンという管楽器をできる限り一定

に吹いてもらい、編集で吹き始めと吹き終わ

りをカットした音を、スマートフォンアプリ

のボイスメモで録音した。 

2. 録音したホルンの音をスピーカーから反響板

に向かって流し、スマートフォンアプリの

「サイエンスジャーナル」で Hz と㏈を計

測・記録した。 

 

＜FW①：結果・考察・問題点→解決策＞ 

反響板の材質、また、有無によっても数値の差

が見えず、実験失敗となった。これには次のよう

な問題点があったと考えられる。 

 

• 音の反射の仕組みが分かっておらず、反射板

の角度が適切ではなかった。 

→ 音は光と同じ入射角＝反射角で反射する

と分かったため、実験機器の配置を改良

した。 

• スピーカーから出る音は球状に広がるため、

純粋な反響音のみを計測できず、正確な数値

を得られなかった。 

→ スピーカーを塩ビパイプの中に入れ、音

に指向性を持たせた。 

• 計測・記録用スマートフォンを手に持つとい

う曖昧な方法で行ったため、実験の再現性が

失われた。 

→ 機器は必ず机などに固定し、機器同士の

距離を記録した。また、装置の様子を写

真で記録した。 

 

＜FW②：実験方法＞ 

 FW①の反省を受けて FW②で変更した点は以下

の通りである。 

• 機器の配置（図１） 

• 計測方法（サイエンスジャーナル→スマート

フォンアプリのオシロスコープ） 

• 計測事項（Hz・㏈→音の波形・倍音） 

（倍音については３・結果を参照） 

• 反響板の材質（２種類→７種類） 

※アクリル・塩ビ・発泡スチロール・段ボー

ル・銅・ステンレス・アルミ（計７種） 

 

また、音源（ホルン）の音と反響音を記録する

アプリは FW①と同様にどちらもボイスメモ、実

験場所も同様に吹奏楽部部室で行った。 
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図１ 機器の設置方法 

 

（補足） 

• 塩ビパイプからの音漏れを防ぐために、パイ

プとスピーカーの周りに毛布を巻き付けた。 

• 反響板から測定場所は１ｍ 

• 反響板の角度は、スピーカーに対して４５°

の傾きで、反響音が地面と平行に進むように

設置した。（図２） 

 

図２ 反射板の角度のイメージ図 

 

 

３・結果（FW①について） 

下のようなデータが実験によって得られた。上

段部分は音の波形、下段部分は「音響スペクト

ル」と呼ばれる図形である。この図形は、縦軸が

㏈、横軸が Hzで、上段の波形が含む倍音を分解

して成分表示している。一般的に、「音」は複数

の倍音からなっており、「音色」は倍音の含まれ

方の違いによって変化するため、この図形を使え

ば音色を可視化させて比較できると考え、この図

形を使用した。 

 

アルミ板       塩ビ板 

 
 

銅板         段ボール 

 
 

発泡スチロール    ステンレス 

 
 

※「反響板無し」と「アクリル板」についてのデ

ータが消えてしまったため、記録無し。 
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 このように、反響板の材質によっては、音の波

形や倍音の差はほとんど見られなかった。 

 

４・考察（FW②について） 

 反響板の材質ごとのデータの違いが大きく見ら

れなかった理由として考えられることは以下の３

点である。 

1. 使用する反響板が小さく、音源から出た音を

あまり反響させられなかった。 

2. 測定場所の雑音が影響した。または、用意し

た反響板の反響音だけでなく、部屋の壁など

の反響音も記録されてしまった。 

3. スピーカーから出る音に指向性を持たせるた

めに設置した筒の材質が塩ビだったため、筒

の中でも反響が起こり、その反響音がデータ

に影響してしまった。 

 

５・今後の展望 

• 考察１を改善するために、反響板のサイズ

を大きくして、できるだけ音が漏れないよ

うに音を反響させる。 

• 考察２を改善するために、実験場所を無響

室に変更する。無響室とは、部屋の天井、

壁、床をくまなく吸音材（グラスウール）

で覆った部屋のことで、音がほとんど反響

しない。このことから、純粋な反響音を記

録することができると考えられる。 

• 考察３を改善するために、塩ビパイプの内

側に吸音材を貼り付ける。 

•  

また、実際にコンサートホールで使用されて

いる反響板についても形状や材質の参考にする

ために調査し、より良い音色で音が響く反響板

を作りたい。 

今回の実験では、データには大きな差は見ら

れなかったが、班員が実際に耳で聞いて行った

主観評価では、わずかではあるが、差を聴き取

ることができた。中でも銅板が最も鮮明に音が

響いて聞こえ、段ボールと発泡スチロールはこ

もったような音に聴こえた。今後の実験では、

自分たちの感覚を明確なデータとして得られる

ように実験方法を改良し、研究を続けていきた

い。 

 

６・参考文献 

チャールズ・E・スピークス(2002).『音入門－聴

覚・音声科学のための音響学－』.海文堂出版株

式会社 
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

１・はじめに 

 私たち７－B班は全員和太鼓部に所属してお

り、なにか和太鼓についての研究をしたいとい

う全員の意思が今回の研究のきっかけとなっ

た。和太鼓には縄や金具等を使って鼓面（ばち

でたたく面の部分）を緩めたり締めたりするこ

とで鼓面の張り具合が変わり音の高さが変わる

太鼓がある。その中でも縄を使った太鼓には

様々な締め方の種類があるが、普段和太鼓部が

使っている締め方は時間がかかるため、様々な

効率的な締め方を調べ、その締め方と音の高

さ、つまり面への力の伝わり方を調べたいと

思った。そこから締太鼓の締め方による音の高

さの関連性はどうなっているのかという問いを

持ち研究を始めた。 

２・研究内容 

 あらかじめ準備しておいた材料を用いて簡易

的な締太鼓を作った。その作成方法として、犬

ガムを水につけ、伸ばし、鼓面を作った。鼓面

ふちに沿って金属製のリングを取り付けた。鼓

面の淵の穴をあけ、下のようにひもを通した。 

このようにして作成した鼓面を二つ用意し、塩化

ビニルパイプ製の筒状の胴を挟んで縄で縛り上

げ、完成。今回はこの最後の皇帝の縄で縛り上げ

る部分のみ、縛り方を変え、他の条件はすべて同 

福岡県立城南高等学校

傘７－B班  峯俊 太河 

じにした。実験方法として、セミナーハウスの二

階和室で窓を閉め切り、５０グラムの木のボール

を鼓面の上から落とし、音を計測するアプリ

（science journal）を用いて太鼓の縁から５セ

ンチ離し計測した。太鼓は地面から浮かせて計測

した。縄の通し方はすべての穴に通す全穴通し、

側面の縄を三本ずつ束ねながら縛る三本締め、一

つずつ穴を飛ばしながら通す一つ穴飛ばしの三種

類を行った。 

３・結果 

結果は以下の表の通りとなった。 

高さ（Hz） 大きさ(dB) 

全穴通し 159,2 65 

一つ穴飛ばし 186,2 68 

三本締め 147,6 67 

４・考察 

結果としては、三本締めが最も高く、その次に

全穴通し、一つ穴飛ばしの順になった。音の大き

さはほとんど変わらなかったが、音の高さと比例

した。仮説では全穴通しが一番多くの箇所から鼓

面に力を加えることができ、三本締めはその全穴

通しをさらに横で三本束ねるためよりきつく縛る

ことができると考え、三本締め、全穴通し、一つ

穴飛ばしの順に音が高いと考えていた。このよう

な結果となった全穴通しはたくさんの箇所から力

を加えるため、鼓面全体を引き延ばした一方、一

つ穴飛ばしは力を加える箇所が少ないため、鼓面

の淵に八からが加わらず、中央に力が集中したた

め今回の真ん中のみ音を検証するという実験では

最も高い数値が出たのではないかと考えられる。

締太鼓の締め方による音の高さの関係
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令和元年度 第２学年 ESD 課題研究 

全穴通しは側面で二本ずつ締めて三本締めは側面

で三本ずつ締めたが、そうすると、真ん中の一本

が緩くなり、最も音が低くなったと考えられる。

以上のことから今回実験した三種類の締め方では

三本締め、全穴通し、一つ穴飛ばしの順で音が高

かった。 

５・今後の展望 

 実験の改善点として、中央だけでなく端の部分

の音も調べること、太鼓を締める際の力を均一に

するなどの人為的なミスをなくすことなどが挙げ

られる。今回の実験で出たデータを和太鼓部の活

動でも生かし、一つ穴飛ばしを積極的に使ってい

きたい。和太鼓以外でも力を面に加える状況にな

ったとき、真ん中のみに目的に応じて力の加え方

を変えていきたい。今後は和太鼓に必要な音の響

きというような、他の音の要素も調べるなどの研

究の発展をしていきたい。 

６・参考文献 

 小野美枝子（2005）.『太鼓という楽器』.財団

法人浅野文化. 
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音楽が運動に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘７―C班 古澤 賢悟 

１・はじめに 

 運動会などの徒競走で音楽が流れているのを聞

いて音楽はスポーツに影響を与えるのか、また、

スポーツ選手が試合前に音楽を聴いて集中すると

ころを見て、試合前ではなく試合中に聞くとどう

なるのか、音楽の速さによっても変わるのか興味

をもち調査した。スポーツテストの種目である握

力、長座体前屈、反復横跳びと３０メートル走で

調査を行った。握力、反復横跳び、３０メートル

走では速度を上げた音楽で、長座体前屈では速度

を下げた音楽を聴きながら行うことで記録がよく

なると考えた。 

２・研究内容 

 ２回調査を行った。１回目では６人（１６～１

７歳）にピロティーで握力測定、反復横跳び、長

座体前屈の３種目を 4セットしてもらった。１セ

ット目は音楽なし、２～４セット目は音楽あり

（Dirty Work）で原曲のまま、０．７５倍速、

１．２５倍速の計４回音楽を流しながら実施し

た。 

２回目では男子１３人女子７人（どちらも１６～

１７歳）に体育館で３０メートル走を１回目の調

査と同じ条件で４セット音楽（天国と地獄）を流

しながら行った。また、どの倍速が一番走りやす

かったかアンケートも行った。 

1回目では、握力計 3個、長座体前屈セット 3

個、ビニールひも 3本、音源、スピーカー、スト

ップウォッチを使い、2回目では、ストップウォ

ッチ 3個、メジャー、コーン 4個、音源、スピー

カーを使い調査を行った。 

３・結果 

 握力は 1.25倍速、長座体前屈は 0.75倍速、反

復横跳びは原曲のままが一番記録がよい人が多か

った。また２回目の実験では 1,25倍速が一番記

録がよい人が多かった。アンケートの結果はグラ

フのとおりで走りやすいと答えた速度と最も記録

がよかった速度が一致している人は全体の半分だ

った。 

 

 

 

４・考察 

仮説と違う結果になり、反復横跳びで原曲のま

0

2

4

6

8

握力 長座体前屈 反復横跳び

人
数

種目

最も記録がよかった速さ
（1回目）

音楽なし 1.0倍速 0.75倍速 1.25倍速

0

2

4

6

8

３０メートル走

人
数

最も記録がよかった
速さ（2回目）

音楽無し 1.0倍速

0.75倍速 1.25倍速

2

5

1

12

アンケート結果（人数）

音楽無し

1,0倍速

0,75倍速

1.25倍速
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まが一番記録が良かった人が多かったのは一定の

リズムを保てるので、自分のリズムを保ちやすい

からと考えられる。握力と３０メートル走が

1.25倍速で一番記録がよくなったのは気持ちが

高ぶることでパフォーマンスが向上し、長座体前

屈が 0.75倍速で一番記録がよくなったのはゆっ

くりとした速さの曲を聞くことでリラックスでき

パフォーマンスが向上したと考えられる。結果か

ら音楽ありの方が個人差はあるがパフォーマンス

が向上すると考えられる。また、それぞれの運動

の種類によってパフォーマンスが向上する音楽の

種類（JPOP,クラシックなど）や速度やテンポの

違いなどがパフォーマンスの向上に関係すると考

えられる。 

５・今後の展望 

 今回の調査では実施する種目の間隔が短く後半

になると少し疲れてしまっている人がいたり、音

楽のジャンルが一種類ずつしか調査できなかった

ので様々なジャンルや種類の音楽で休憩も十分と

りつつ調査をしたい。また、リラックスできる速

さなどアンケートの項目を増やしていきたい。こ

の研究が発展すれば運動が嫌いな人でも自分が選

ぶ種目にあった音楽を聴きながら運動することで

好きになってもらうことができ、運動してもらえ

るようになれば「人々に保健と福祉をという

SDGsの３つ目の目標の達成につながるのではな

いかと考える。 

６・参考文献 

佐藤富雄（2007）『脳にうれしい音楽の力』ショ

パン 

谷口恵治(2009)『音楽と走ろう』ヤマハミュージ

ックメディア 
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音楽と単純作業の効率の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘７―Ｄ班  柴田 光貴 

１・はじめに 

 計算、暗記、その他様々な、日常的に行う作業 

をこの研究における単純作業と定義する。 

このような作業を行う際に、音楽を聴きながら作

業を行うことは、多くの人が、実際に行ったこと 

があると思うが、その際の音楽の影響について興

味を持ち、研究を行った。 

 

２・研究内容 

 この研究を行う際に２通りの実験をおこなった。 

FW①（計算） 

１、クレペリン検査紙を用意する 

２、検査中に同じ曲で歌詞が 

あるバージョンとないバージョンで比較する。 

使用曲/「シグナル」 WANIMA 

３、正解数の集計 

⇒歌詞の有無で結果を比較する。 

FW②（暗記） 

１、現代文の教科書から文章を引用し、 

無作為に文章中の語句を隠す。 

また文章は２種類用意し、それぞれをＡとＢ 

とする。 

２、被験者は、音楽を聴いてない状態で 

語句を隠していないＡの文章をできる限り 

暗記する。その後、語句を隠したＡの空欄 

を解答する。 

３、クラシック曲「カノン」を聞いている状態で、 

語句を隠していないＢの文章をできる限り 

暗記する。 

 

「巨人の接待」 小川洋子 

 

３・結果 

ＦＷ①について 

歌詞がある場合と歌詞がない場合を 

比較した場合、 

ほとんど差は生じなかった。 

ＦＷ②について 

音楽ありの場合 

正答率 6.36/11・・・約５８％ 

音楽なしの場合 

正答率 7.71/11・・・約７７％ 

       ⇓ 

「なし」の方が高い正答率 

 

４・考察 

 ＦＷ① 

歌詞の有無では単純作業（計算）の効率の違いが 

あまりなかったので、勉強する際に聴く音楽は 

歌詞の有る、なしで勉強に与える影響に違いはな

いと考えられる。 

ＦＷ② 

音楽の有無を比較した場合、音楽無しの環境の方

が、勉強に適した環境であることがわかった。 
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５・今後の展望 

 ＦＷ①について 

正しい結果を得られたか疑問が残った。 

クレペリン検査にかかる時間を長く見積もり 

過ぎていた。 

          ⇓ 

班員で適切な時間を調節するようにする。 

検査方法を被験者にわかりやすく伝える。 

被験者の数を増やし、結果の偏りをなくす。 

ＦＷ②について 

曲の有無で差は出たが、被検者の数をあと 

２０人ほど増やし、実験を行いたい。 

 

 

６・参考文献 

「雑音が記憶や作業に与える影響に関する一調査」 

日本大学文理学部情報科学科 

松下 禎希 
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BGM が映像に及ぼす記憶力の関係性について 

福岡県立城南高等学校 

傘 7―E班  川島 和   

１・はじめに 

 研究動機は、BGMが使用されているコマーシャ

ルが多く存在しており、BGMと映像の間には何か

密接な関係があるのではないかと疑問に感じたこ

とである。そこで、消費者は企業や商品をコマー

シャルでどれくらい認識し、記憶するのか、BGM

のみを変えて研究することにした。また、以前の

研究で BGMのテンポと記憶力には関係性が見られ

なかったため、音質や雰囲気の異なる BGM のジャ

ンルごとに研究を行うことにした。 

 

【仮説】 

落ち着いた印象の BGM の方が映像の内容が記憶に

残りやすいという仮説を用いて以下の研究を行っ

た。 

２・研究内容 

 BGMを３種類用意する。音楽は 

① BPM100 である（1分間で刻む泊数が 100回） 

② カノンである 

ことを条件に、ポップス、ヒーリング、弦楽四重

奏の３種類を用意する。 

 それらの BGMをそれぞれ同じ映像に合成したも

のを使用する。 

 映像に関する質問を用意する。質問は 

① 得点をつけ、満点を 6点とする 

② 質問はすべて記述式とする 

③ BGMが被験者にとって邪魔と感じたか邪魔と 

  感じなかったかを質問する 

 

 

＜実験方法＞ 

① スマートフォンで BGM をつけた映像を被験者

に見せる。（被験者は城南高校生徒） 

② 映像が流れている間に被験者は映像内容を暗

記する。 

③ 映像終了直後、被験者に質問を行う。 

 

質問内容(記述式) 

①最初の場面の場所 

②映像の男性が乗っていた乗り物 

③映像の男性の最後の行動 

④最後の文字 

⑤映像を見る際に BGMが邪魔と感じたかそうでな

いか 

 

３・結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（MAX６点） 

（被験者人数 ポップス 26人 ヒーリング 24人 

弦楽四重奏 26人） 

・最も平均点が高い BGMはポップスである。 

・２番目に平均点が高い BGMは弦楽四重奏である。 

・最も平均点が低い BGMはヒーリングである。 
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 BGMが邪魔と感じたか邪魔じゃないと感じたか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（MAX6 点） 

・それぞれの BGMにおいて邪魔と感じた人よりも

邪魔じゃないと感じた人の平均点の方が高い。 

・ポップスが邪魔じゃないと感じた人の平均点が

最も高い。 

・ヒーリングが邪魔だと感じた人の人数が最も低

い。 

 

４・考察 

ポップスの平均点が高いことから、これらの BGM

の中ではポップスを BGMにした時が最も映像の内

容を記憶に残しやすいと考えられる。 

また、BGMを邪魔であると感じた人と邪魔であ

ると感じなかった人の平均点では BGM を邪魔じゃ

ないと感じた人の方の平均点が高い。このことか

ら、BGM は邪魔じゃないと感じる程度にかけるこ

とが記憶に残りやすいと考えられる。個人の感じ

方は記憶力にも関係すると予想される。 

また、先行研究により「BPM60前後の曲が脳に

良い」と述べられていたため、今回の実験よりも

低いテンポの BGMの方が記憶に残りやすいと考え

られる。 

仮説は「落ち着いた BGMの方が映像の内容の記

憶が残りやすい。」とあげていた。3つの BGMのう

ちオルゴールのような音の”ヒーリング“が落ち

着いた印象の BGMと言える。しかし、最も平均点

が低いことから結果は仮説とは異なる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験の改善点として、それぞれの被験者

にばらつきがあったため、それぞれ被験者数を揃

え、さらに人数を増やすことである。また、BGM

を邪魔と感じるか感じないかというのは個人の感

じ方に差があるため結果に誤差が生じている可能

性がある。スマートフォンを見せる環境にもばら

つきがあったことから、BGMの音量の聞こえ方に

も個人差があると考えられる。また、BGMのジャ

ンルの基準があいまいなためより多くの BGMを実

験して基準をはっきりとさせる必要がある。 

 この実験はコマーシャルに活用できると考えら

れる。ポップスを BGMとして活用することで、紹

介された商品や企業を消費者の記憶に残しやすい

という利点があげられる。また、今回の実験は”

映像の記憶“を対象としていたが、ポップスの BGM

を流すことは「英単語の記憶」など学習に関する

記憶力にも影響するのか、記憶力の向上は集中力

の向上とどう関係するのかということを研究する

事が今後の課題である。 

 

６・参考文献 

阿部いくみ 2006 「広告音楽研究の経緯と展望」

応用社会学研究(48) 139-151 
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快適な生活を壁の力で 

福岡県立城南高等学校 

傘７―F班  五反田 一成 

１ はじめに 

 わたしたちは普段の学校生活で、授業中に近く

の道路を通る救急車両のサイレンの音や、工事現

場から発せられる音に集中をそがれてしまうこと

から、どうにかこれらの音を防音できないものか

と考え、「音の種類と壁の材質の組み合わせによ

って、どのように防音効果に差が出るのか。」を

調査し、以下の研究を行った。 

 

２ 研究内容 

 まず、部屋に見立てた立方体を作り、音源を立

方体の外で鳴らして立方体の中で観測する場合

と、音源を立方体の中で鳴らして立方体の外で観

測する場合に分けて実験をする。縦・横２０ｃ

ｍ、厚さ１ｃｍの直方体の板６枚をアルミ・木

材・ゴムの三種類の材質を用意し、それぞれの材

質で一辺２０ｃｍの立方体を作り、これを部屋と

した。 

実験①：立方体の外に音源がある場合 

音源から立方体を１２０ｃｍ離し、立方体の中に

測定機として音の強さ(dB)を測定できるアプリを

スマートフォンにインストールし、立方体の中に

入れて密閉した。音源はアルトリコーダー、タン

バリン、ドラム、シンバル、拍子木、トライアン

グル、ビックリチキン(押すと鶏の鳴き声のする

おもちゃ)の７種類で行い、リコーダーはラの音

を４秒ほど鳴らし、ほかの打楽器及びビックリチ

キンはそれぞれ二回ずつ鳴らし、立方体のない場

合と、それぞれの材質の立方体を使う場合で音を

測定した。 

実験②：立方体の中に音源がある場合 

音源が入った立方体から測定機(①と同じ)を１２

０ｃｍ離し、音源には立方体のサイズの関係でス

マートフォンから雨が降る音をネットで調べて、

音量最大の状態で５秒間流し、立方体のない場合

と、それぞれの材質の立方体を使う場合で音を測

定した。 

３ 結果 

結果は以下の通り。 

 

 

参考：音の強さ(㏈)について 

２０dB 木の葉の触れ合う音 

４０dB 図書館内 

６０dB チャイムの音 
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４ 考察 

 実験結果から、全体を通してアルミが最も防音

し、木材が最も防音しなかったことがわかる。防

音効果は、立方体を形成する物質の密度に関係す

ると考えられるが、ゴムに関しては観測結果にば

らつきが見られ、正確に計測ができなかったと思

われる。原因として、立方体の隙間が他の材質よ

り比較的大きかったと考えられる。音源について

は、シンバルなどの金属音の方が他の音源に対し

て、防音しにくいと考えられる。 

 

5 今後の展望 

 今回の実験では立方体の装置のみで行ったが、

装置の形状を変形することでまた違ったデータを

得られることが期待できる。音源に関しては、音

の高さの変化も実験項目に加えたい。また、音を

受けるだけでなく、例えば、音源の音の波長の逆

位相の波長をもつ音を観測器側が出した状態で観

測するなど、音を打ち消すような作用についても

研究内容を深めていきたい。 

日常生活に関わる工事現場の音、救急車両が発す

るサイレンなどは、特定の人間にとっては必要な

場合があるが、無関係な人々にとっては騒音でし

かない。個々人が快適な社会生活を送るために

は、解決すべき問題ではないかと考える。私たち

の研究を深めることで、このような問題を解決し

うるのではないかと思う。 

 

6 参考文献 

 平野滋(2001).『わかりやすいマンションの防

音設計』.オーム社 
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人を怖がらせるために作られた曲の共通点 

福岡県立城南高等学校 
傘７－G 班 古川 花絵 

１．はじめに 

 昔から今に至るまで、人を怖がらせるために作

られた曲は、ホラー映画やお化け屋敷などいろい

ろな場所や場面で使用されている。しかし、それ

らの曲は何故私たちを怖がらせることができるの

か疑問に思った。そして、それらの曲には何か共

通点あるのではないかと考え、研究することにし

た。 

 

２．研究内容 

私たちは次のような方法で研究を行った。 

①研究に使用する曲をインターネットから 7 曲選

ぶ。それらの曲を編集し、サビのはじめから 25秒

間、スマートフォンから 7 曲連続で流せる状態に

する。 

〈使用した曲〉 

１．13 日の金曜日 

２．Halloween 

３．世にも奇妙な物語 テーマ曲 

４．エクソシスト テーマ曲 

５．DEAD SILENCE 

６．SILENT HILL 

７．SAW テーマ曲 

②被験者 30 人（本校生徒 2 年生 30 人：男子 15

人・女子 15人）に図 1のような内容が書かれた

紙を 7 枚渡し、スマートフォンでイヤホンを使

用して、曲を聴いてもらう。全 7 曲に対して順

番に「総合的な怖さ」「不気味さ」「怖さ」「驚き

度」の 4項目を 5段階で点数をつけてもらった。 

項目 5段階評価 
小← →大 

総合的な

怖さ 
１ ２ ３ ４ ５ 

不気味さ １ ２ ３ ４ ５ 

暗さ １ ２ ３ ４ ５ 

驚き度 １ ２ ３ ４ ５ 

図 1．被験者に配った紙の内容 

 

③項目の 5 段階評価の数値を平均化し、グラフ化

する。それらを比較して、共通点を探す。 

 

３．結果 

〈結果１〉 

 

図 2.総合的な怖さの平均値 

 

結果１からは、「総合的な怖さ」の平均値は 5曲

目が最大であり、6 曲目が最小であることが分か

る。 

〈結果２〉 

 

図 3．項目別の平均値 

 

結果２からは、6曲目以外の曲は、平均値の大き

さが「不気味さ」、「怖さ」、「暗さ」の順番になって

いることが分かる。 
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４．考察 

結果１と結果２を比較すると、「総合的な怖さ」

の平均値が最小である 6曲目は、項目別に見ると、

他の曲と比べて「不気味さ」の平均値が小さい。こ

のことから、「総合的な怖さ」の平均値を大きくす

るには、「不気味さ」の要素が大きいことが必要だ

と考えられる。よって、人が怖いと感じる曲の共

通点は、「不気味さ」の要素が大きいことである可

能性がある。 

 

５．今後の展望 

 今後の調査では、被験者の人数を増やし、被験

者が記入する項目の数も増やすことで、より正確

な結果を得たい。また、どのような表現方法をす

れば曲の中で「不気味さ」を表現できるのか調査

したい。そして最終的には、調査して分かった表

現方法を使って、自分達で試しに人を怖がらせる

曲を作曲したいと考えている。 

 

６．参考文献 

・E.サピア （1958 年）『音楽の心理的実在』 

 大修館 

・重野純 （2003年）『音の世界の心理学』 

 ナカニシヤ出版 

・斉藤寛 （2011 年）『心を動かす音の心理学～行

動を支配する音楽の力』 ヤマハミュージック

メディア 

・梅本堯夫 （1996年）『音楽心理学の研究』 ナ

カニシヤ出版 
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音楽が学習に与える影響について 
福岡県立城南高等学校 

傘７－H班  金田 陽登 
１・はじめに 

 私たちの身の回りには、様々な音が溢れてお

り、それらは日々、我々の感情に様々な影響を与

えている。 

 2014 年の Benesseの調査によると、全国の高

校生の 69.2%が普段の学習の中で音楽を聴きなが

ら勉強をしている。今回は、そのような手段が、

学習の効率にどのように関与しているのかを調査

した。 

２・研究内容 

 音楽と集中力の関係を調べるために、被験者に

音楽を聴いている状態で百ます計算を解かせる。 

１ まず、音楽を聴かせずに百ます計算を解く。 

２ ※予め決めておいた 4つの音のうちの 1つを

聴かせながら百マス計算を解く。 

３ 1.2それぞれで得られた結果から回答するの

にかかった時間と正答率を一元化するため次のよ

うな式を置き、Xが大きいほど集中力が低かった

と評価する。誤答数を３倍したのは、Xに対する

誤答率のウェイトを上げるためである。 

X=T/100＊3N+T 

(T=回答するのにかかった時間 N＝誤答数 

ひとマスあたりにかかった時間に３倍した誤答数

を掛け、回答する時間を足した。） 

※YouTube の

1.怖い音のサウンドトラック（怖い音）

2.緊急地震速報の音（緊張する音）

3.悲しい音楽（悲しい音）

4.バナナの歌（楽しい音）

を被験者に聞かせた。

それぞれの音に多く含まれる周波数は、

1000Hz,2000Hz,500~1000Hz,1000~2000Hzであ

る。

３・結果 

表 1の中に記されている値は Xの値である。 

 表中の変化率は、音ありの場合のスコアを音な

しの場合のスコアで割ったものを百分率で表した

ものである。バナナの歌の時のみ、変化率が

100%を超えている。 

なお、悲しい音については、被験者が 3人集ま

らなかった。 

４・考察 

 結果より、怖い音、緊張する音、悲しい音を聴

いた際には、集中力が上がったと考えられる。集

中力の向上に役立ったと考えられる音と障害とな

ったと考えられる音の周波数に、相関は見られな

かった。音楽の有無に関係なく、一度百ます計算

を解いたことがウォーミングアップとなって 2回

目の記録改善に寄与した可能性を考えたが、楽し

い音の場合のみ、大幅に Xの値が下がったため、

一回百ます計算を解いたことが集中力の向上に寄

与した可能性は薄いと考えられる。 

表 1 

音なし 音あり 音なし 音あり

怖い音 147 133 悲しい 93 86 

93 93 82 72 

110 105 84 90 

91 95 

98 106 

115 93 

平均 109 104.2 86.3 82.7 

変化率 95.6% 95.8% 

地震 113 81 バナナ 80 77 

129 143 148 126 

168 130 115 259 

122 121 122 95 

127 126 168 153 

168 146 122 99 

平均 137.8 124.5 109 134.8 

変化率 90.3% 123.7% 
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５・今後の展望 

 今回の実験は、標本数が各６個と少なかったの

で、より多い標本数で信憑性を確保したい。そう

なれば、今回のような外れ値の影響も少なくなる

だろう。 

 また、百ます計算は人によって個人差が大きく

出てしまったので、検証方法もあわせて検討した

い。  

 

６・参考文献 

 

怖い音のサウンドトラック 

https://www.youtube.com/watch?v=YROsZnsQEVQ 

緊急地震速報の音 

https://www.youtube.com/watch?v=TJfwlkKNMkg 

悲しい音楽 

https://www.youtube.com/watch?v=zpJzzQ_DGjQ 

バナナの歌 

https://www.youtube.com/watch?v=Hln0YUAaiac 

 

高校生 勉強時に音楽を聴く人の割合 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esr

c=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu25rk8NLoAhX

NfXAKHTYPBlUQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2F

benesse.jp%2Fkosodate%2F201503%2F20150314-

2.html&usg=AOvVaw2knI3d2Zf8fUs1JI_eLRJz 
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu25rk8NLoAhXNfXAKHTYPBlUQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fbenesse.jp%2Fkosodate%2F201503%2F20150314-2.html&usg=AOvVaw2knI3d2Zf8fUs1JI_eLRJz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiu25rk8NLoAhXNfXAKHTYPBlUQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fbenesse.jp%2Fkosodate%2F201503%2F20150314-2.html&usg=AOvVaw2knI3d2Zf8fUs1JI_eLRJz
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チョコレートと集中力の関係性 

～チョコレートが秘める効果とは～ 

福岡県立城南高等学校 

  傘 8―B班 持田日菜子 

１・はじめに 

 テーマを決定する際に少しでも自分たちの役に

立つことを研究しようと思った。話し合いを重ね

るうちに、私たちは食べ物と人間の集中力の関係

性に興味を持った。インターネットで調べてみる

と、チョコレートが一番集中力を上げると書かれ

ていたため「チョコレートと人間の集中力の関係

性」について研究することにした。 

 

２・研究内容 

 私たちは、チョコレートの苦さに集中力が関係

してくると思い、カカオ 51%,カカオ 72%のチョコ

レートを使用して人間の集中力の違いについて調

べた。その際、クレペリン検査という方法を使用

した。クレペリン検査とは、計算能力や注意力、

集中力などを測定するための検査である。一列に

並んだ一桁の数字を隣同士でひたすら足し算する

というものだ。検査は静かな教室で行った。 

例） 

 3+8+9+1+5+4+2・・・ 

  1 7 0 6 9 6 

*答えが二桁になった場合は、下一桁で回答す

る。 

＜クレペリン検査の仕方＞ 

①上の例のように計算を 1分間×10セットして

もらい 5分間の休憩を取る。 

②休憩中にカカオ 51%かカカオ 72%のチョコレー

トを食べてもらう。 

③また 10分間同様に計算してもらう。 

1分間で何問計算できたかで集中力を調べる。 

結果をもとに、私たちはグラフを用いて他の被験

者との比較をすることにした。 

３・結果 

・フィールドワーク 1日目 

被験者の中から 5 人を無作為に抽出した。 
5限目 

 

7限目 

 

2つのグラフのデータラベルは 1分間に計算した

数の平均である。 

前半と後半を比較してみると、カカオ 51％のチ

ョコレートは約 12、カカオ 72％のチョコレート

は約 4.3上がっている。 

カカオ 51％のチョコレートの方がカカオ 72％の

チョコレートよりも約 7.7上がっている。 
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・フィールドワーク 2日目 

対照実験として、フィールドワーク 2日目に 5分

間の休憩中に何も食べないという実験を行った。 

前回と同様に被験者の中から 5人を無作為に抽出

した。 

 

前半と後半を比較してみると、何も食べなかった

場合、平均でみると、１も上がってないことが分

かった。また前半から後半にかけて平均が下がる

という被験者もでてきた。 

 

４・考察 

3つのグラフから考えられることは、前半と後半

の差が一番大きく上がっているカカオ 51％が最

も集中力を上げるということだ。よって、 

カカオ 51％のチョコレート＞カカオ 72％のチョ

コレート＞何も食べない、と表せる。ここで「チ

ョコレートの何の成分が人間の集中力を上げてい

るのだろう？」という疑問が生まれた。そこで、

チョコレートの成分を調べてみたところ、カカオ

マス、ココアバター、砂糖が含まれていた。私た

ちはチョコレートに含まれている砂糖が分解され

てブドウ糖となっていることに気づき、ブドウ糖

が集中力に関係しているのではないかと思った。

ブドウ糖について図書館で調べてみたところ、ブ

ドウ糖は脳の活性化をはかってくれることがわか

った。ブドウ糖を摂取すればいいならラムネは成

分の 80％がブドウ糖であり、摂取もしやすくお

手頃で一番集中力が上がるのでは？という意見も

でてきた。また、チョコレートに含まれるカフェ

インの仲間であるテオブロミンも集中力にかかわ

ってきそうだ。テオブロミンには記憶力や集中力

を高めたりやる気を出したりする効果があること

が分かった。私たちはチョコレート自体に集中力

を上げる効果があるのではなく、チョコレートに

含まれるブドウ糖テオブロミンに影響されている

のだろうと考えた。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験で失敗した点は、カカオ 51％のチ

ョコレートを食べた被験者とカカオ 72％のチョ

コレートを食べた被験者が同じ人ではないという

点だ。もし同じ人で検査をしていたらより正確な

データを得ることができただろう。 

また、中間発表で感想を書いてもらった際に多く

見受けられたのは「チョコレートを食べる量によ

って結果が違ってくるのでは？」という意見と

「実験の回数が増えていくにつれて被験者が計算

に慣れてしまい正しい結果にならないのではない

か？」という意見だ。今後はこれらの指摘を改善

できるようにブドウ糖の量をはかる、1回目と 2

回目の時間をさらにあけて実験していこうと思

う。 

 

６・参考文献 

・日本チョコレート、ココア協会監修（2009） 

 「チョコレートの大研究、おいしさの秘密と歴      

史、お菓子づくり」 

・百科事典「チョコレート」ウィキペディア 

・

https://www.kalligram.com/colum/study/choco 

https://budoutou.com/study/ 
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短時間で英単語テストの点数を上げる方法 

福岡県立城南高等学校 

傘８―C班  畑田 郁菜 

１・はじめに 

 高校生が手軽に短時間で英単語覚えて、テスト

の点数を効率よく上げる方法はないのかと思いこ

の研究することにした。 

 

２・研究内容 

 被験者は城南高校の 2年生を対象に実験を行っ

た。フィールドワーク①ではまず、暗記時間を 5

分設定し暗記をしてもらい、英単語テストを実

施。その後 3つのグループに分けて、それぞれで

決まっている行動を 5分行った後にもう一度暗記

5分、英単語テストを行った。グループに分かれ

た行動内容は、寝る、ブドウ糖をとる（ラムネを

食べる）、音楽を聴く（被験者自身の好きの曲）

の 3つである。なお、1回目のテスト内容と 2回

目のテスト内容は異なる。結果は、1回目のテス

トと 2回目のテストの点数の差で算出した。次

に、フィールドワーク②では、フィールドワーク

①の結果を踏まえて、ブドウ糖をとる(ラムネを

食べる)ことに焦点を置き、個数によるデータの

変化を見るため、行動内容をラムネの個数を 0

個、1個、5個、と変化をつけ実験をした。その

他の実験の流れや結果の算出方法は、フィールド

ワーク①と変わらない。 

 

３・結果 

フィールドワーク①は、表１より平均値が一番

高かったのは「ブドウ糖を取る（ラムネを食べ

る）」であり、最小値は「寝る」最大値と数値の

ばらつきが大きかったのは、「音楽を聴く」であ

った。平均値に焦点を当てて結果を見てみると

「ブドウ糖を取る(ラムネを食べる）」と「寝る」

の差は 0.5、「音楽を聴く」との差は 0.4であ

る。 

 

 

 

表 1フィールドワーク①の結果 

 寝る 

(人) 

ラムネ

（人） 

音楽

(人) 

-1 3 0 1 

0 1 0 1 

1 1 3 3 

2 0 2 2 

3 0 1 2 

4 3 0 1 

5 2 2 0 

6 0 0 0 

7 0 0 1 

平均 2.0 2.5 2.1 

フィールドワーク②では、表 2より平均値が一番

高かったのは、「1個」であった。最大値も「1

個」であり、最小値と数値のばらつきが大きかっ

たのは、「0個」であった。平均値に焦点を当て

て結果を見てみると、「1個」と「0個」の差は

2.4、「1個」と「5個」の差は 3.5である。 

 

表 2フィールドワーク②の結果 

 0個 

(人) 

1個

(人) 

5個

(人) 

-1 1 0 0 

0 1 0 0 

1 1 0 3 

2 1 1 1 

3 2 1 3 

4 1 0 2 

5 1 2 1 

6 0 1 0 

7 3 1 0 

8 0 2 0 

9 0 1 0 

平均 3.4 5.8 2.3 
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４・考察 

 フィールドワーク①から、「寝る」では 5分間

を取ることによって、完全に寝てしまったあとに

テストを行ったため脳が働かなかったので点数が

上がらなかったと考えられる。「音楽を聴く」で

は、被験者自身の好きな曲で実験を行ったため曲

のほうに頭が集中してしまい、テストに集中でき

なかったため点数が伸びなかったと考えられる。

「ブドウ糖を取る(ラムネを食べる)」では、参考

文献であったラムネの中に含まれるブドウ糖が脳

のエネルギーになることを根拠として、ブドウ糖

によって脳が活性化されたと考えられるため、

「ブドウ糖を取る(ラムネを食べる)」のデータが

一番良かったと考えられる。フィールドワーク②

では、「0個」「5個」の平均値は「1個」の平均

値よりも圧倒的低かったことよりブドウ糖を取る

ことは、脳にとって効果的であるが、多くとりす

ぎても効果が出ないことが考えられる。以上の考

察から短時間でテストの点数を上げるためには、

ラムネ 1個を食べることが一番効果があると考え

られる。 

 

５・今後の展望 

 この結果を利用して、日々の単語テストの点数

を効率的に上げることができるので、時間のない

人でも単語テストの点数が上がり英語の語彙力が

上がると考えられる。残された課題としては、ブ

ドウ糖を取ることで英単語テスト以外の漢字など

の暗記物や数学の計算効率が上がるのか、どうし

て 5個では効率が上がらなかったのかを調べた

い。そのために改善できる点としては、テストの

内容を変えたり、食べるラムネの個数をもっと細

かくして実験を行うべきだと考える。この研究内

容を発展させ、コストの良いラムネを使い、効率

よく勉強できるので SDGｓ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 

井上昌次郎（1996）『昼寝のすすめ』家の光協会 

川島隆太（2015）『脳のひみつにせまる本』ミネ

ルヴァ書房 
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 匂いによる集中力の違い 

福岡県立城南高等学校 

                    傘８―Ｄ班  家成 瑛久 

１・はじめに 

 私たちは勉強や作業をするのに、集中できない

ことがある。その時に集中して勉強や作業するた

めの方法はないかと考えた。そこで、アロマオイ

ルの４種類の匂いを用いて実験を行った。 

 

２・研究内容 

 まず、理系５人、文系５人の計１０人の人たち

に被験者になってもらい実験を行った。その被験

者に、匂い無し、レモン、グレープフルーツ、ペ

パーミント、バジルのアロマオイルで匂いを付け

たマスクの計５つを順番に装着させ、クレペリン

検査を行った。検査の前に３０秒間の練習を行っ

た後、検査を６０秒間ずつ５セット行った。そし

て、その正解数を記録した。 

 

３・結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

四種類の匂いの中で、ペパーミントとバジルで

最高得点を取った人が多かった。その中でも文系

の人は、匂いなしと比べてペパーミントの正解数

が多かった。この結果に対して、理系の人たちの

ペパーミントの時の正解数はあまり変わっていな

かった。正解数が少ない匂いは、文系の人たち

は、グレープフルーツやレモンだった。それに対

して理系の人たちは、ペパーミントの時に正解数

が少なかった。 

 

４・考察 

 これらの結果を踏まえて正解数が最も多い、す

なわち最も集中できた匂いは、ペパーミントとバ 

ジルなどの匂いであると考えられる。それらに

は、精神的なリラックス効果が共通してみられ

る。それに対して、比較的匂いの刺激が少ないグ

レープフルーツやレモンの匂いで最高得点を取る

人は少なかった。ミント系の匂いは刺激が強く、

いつものような匂いのない環境とは異なるので、
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正解数に差がでた。また、匂いを変えるごとに十

分な換気ができておらず検査する度に部屋の中の

匂いが混ざり合って完全な結果は得られなかっ

た。さらに、検査を重ねるたびに慣れが生じて、

毎回全く同じ環境で出来るわけではないことも考

慮しなければならない。 

 

５・今後の展望 

 今回使用した四つの匂いだけでなく、甘い匂い

や辛みのある匂いなどを使ったり、匂いに強弱を

つけたりして色々な条件を重ねて研究したい。ま

た、今回はクレペリン検査で実験を行ったが、暗

記力を要する問題や思考力を必要とする問題では

匂いがあるのと、ないのではどちらが効率的に勉

強や作業ができるかなどを研究したい。最終的に

は、ＳＤＧｓの八番目の「働きがいも 経済成長

も」にもつなげられるようにしたい。 

 

６・参考文献 

 小野田法彦 （2000年） 

『ブレインサイエンスシリーズ⑲  

脳とニオイ－嗅覚の神経科学』 

                （共立出版） 

 楢崎正也 （2010 年） 

『におい－基礎知識と不快対策・香りの応用』 

                 （報光社） 

 須崎恭彦 （2005 年） 

 『5分間集中トレーニング－あなたの集中力が

目覚める 20 の方法』 

（ダイヤモンド社） 
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「ノートの色分け」と「教科・色のイメージ」の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘８―E班  川津 綾香 

１・はじめに 

 私たちは普段どのようにノートの色を決めてい

るのか疑問に思った。このため、「教科のイメー

ジとノートの色分けに因果関係はあるのか」とい

う問いのもと研究を行った。 

 

２・研究内容 

① 1回目のフィールドワークで、城南高校 2年

生 150人に 5色（赤、青、黄、緑、紫）セッ

トの CAMPUSノート（ベーシックタイプ）を

見せ、国語、数学、理科、社会、英語の 5教

科に色分けしてもらった。（男女別に調査） 

 

② 2回目のフィールドワークで、色（赤、青、

黄、緑、紫）のイメージと教科（国語、数

学、社会、理科、英語）のイメージをそれぞ

れ城南高校２年生 100 人に調査した。色のイ

メージの選択肢については、夏季休業中に参

考文献をもとに調べ作成したものから選んで

もらった。教科のイメージは、選択肢を設け

ずに回答してもらった。1回目のフィールド

ワークで男女別に調査したが、あまり結果に

違いがみられなかったため、2回目では男女

で分けずに調査した。 

 

(先行研究から作成した色のイメージの選択肢) 

赤 リーダーシップ,自信,情熱,女性的 

青 知性,理性的,スマート,さわやか 

黄 元気,明朗,幸福,ロマンチック 

緑 自然,植物,調和,エコロジー 

紫 個性的,芸術的,メルヘンチック 

 

 

 

 

 

 

３・結果 

① 1回目のフィールドワークの結果 

 

 

 

② 2回目のフィールドワークの結果 

・色のイメージの調査結果 

赤 リーダーシップ(17) 自信(8) 情熱(5) 

青 知性(20) スマート(9) さわやか(4) 

黄 幸福(16) ロマンチック(4) 元気(2) 

緑 自然(17) 植物(11) エコロジー(2) 

紫 芸術的(10) 個性的(9) 気分悪い(2) 

               ()の数字は人数 

・教科のイメージの調査 

国語 日本語(5) 面倒(8) 字(5) 

数学 数字(9) 賢い(5) 難しい(4) 

社会 政治(2) 世界(4) 暗記(5) 

理科 植物(7) 実験(8) 白衣(6) 

英語 外国(7) アメリカ(3) 楽しい(2) 

               ()の数字は人数 

 

 

 

0%

50%

100%

国語 数学 社会 理科 英語

5色を5教科に色分けした結果（男子70人）

赤 青 黄 緑 紫

0%

50%

100%

国語 数学 社会 理科 英語

5色を5教科に色分けした結果（女子80人）

赤 青 黄 緑 紫
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４・考察 

 5色のノートを 5教科に色分けした結果から、

男女で大きな差は見られず、国語は赤、数学は

青、社会は黄、理科は緑、英語は紫という回答が

多いことが読み取れる。このことから、男女関係

なく多くの人が教科ごとのノートの色分けについ

て共通した感覚を持っていると考えられる。 

また、色のイメージと教科のイメージの調査結果

から、数学と青、理科と緑に共通したイメージが

あることがわかる。数学と青については賢い、ス

マート、知性、理科と緑については植物、自然と

いう部分が共通している。このことから、数学や

理科は教科と色の共通したイメージが強く影響し

てノートの色が選ばれている可能性が高いと言え

る。国語、社会、英語については色のイメージと

教科のイメージで結びつくものが見られなかっ

た。よって、この 3教科のノートの色の選び方

は、色や教科のイメージではない何か別のことが

影響している可能性があると考えられる。 

 

５・今後の展望 

 2回目のフィールドワーク時に、色のイメージ

には選択肢を設け、教科のイメージは自由回答の

調査をした。二手に分かれて行ったため、聞き方

が揃っていなかったことから、得られた結果に内

容のズレが生じてしまった部分もあった。調査前

に班でしっかり確認したり、教科のイメージと色

のイメージの調査の仕方を統一したりすると、さ

らに詳しい、正確な結果を得ることができたと思

う。考察からわかるように、ノートの色分けに関

係するのは教科や色のイメージだけではないの

で、例えばこれまでに使った教科書の色やファイ

ルの色なども影響するのか調べたい。また、今回

調べた 5色以外の色のノートを使ったり、現代文

や古典、日本史、世界史、地理など、国語や社会

でも細かく教科を分けたりすると、どのような色

の選び方になるのかも調べたい。 

 

６・参考文献 

南雲治嘉(1999).『カラーイメージチャート』.グ

ラッフィック社 

森内理子(2005).『カラーコーディネーターにな

ろう』.株式会社インデックスコミュニケーショ

ンズ 
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城南生の方言に対する関心度と、関西弁と博多弁の印象の違い又は共通点について 

福岡県立城南高等学校 

傘 8―F班  三輪 かりん 

１・はじめに 

 今日日本には様々な方言が存在し、地域の特徴

になったり、個性になったりして私たちにとって

かけがえのないものになっている。その中でも、

博多弁と関西弁の印象の相違について、気になっ

たので調べようと考えた。 

 

２・研究内容 

 初めに、事前調査として次の調査を行った。 

＜内容＞ 

6 つの方言の男女の音声を異性に聞いてもらい 5

つの項目に 5段階の評価を男子 17人女子 15人つ

けてもらった。 

方言 標準語 大阪弁 京都弁 新潟弁 沖縄弁 

北海道弁 

項目 暖かいか 親しみがあるか 印象は良いか 

使用したいか 癒しはあるか 

台本 「今日、学校たのしかったね。」 

   「そうだね、でも私は疲れたよ。」 

 

＜結果＞ 

 

 

 

この事前調査の結果により、関西弁(大阪弁、京 

都弁)は男女ともに、すべての項目で評価 3を超 

えており、印象が良いことと、標準語が男女とも 

に低いことが分かった。 

 

よってこの事前調査をもとに関西弁と博多の印 

象や方言への関心に関する質問を男女６２人に聞

く調査を行った。 

＜質問内容＞  

①他の都道府県へ移住するとき、現在話している

方言を変えたいと思うか。 

②ほかの出身地の人と会話したとき互いの方言の

話題になることはあるか。 

③標準語を使いたいと思うか。 

④関西弁と博多弁それぞれの印象はどうか。 

 

３・結果 

  

0 2 4 6

暖かさ

親しみやすさ

印象の良さ

使用したい

癒し

男子の声 北海道弁
沖縄弁
新潟弁

0 2 4 6

暖かさ

親しみやすさ

印象の良さ

使用したい

癒し

女子の声

40

16

44

①

そう思う どちらでもない そう思わない
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④ 博多弁 関西弁 

良い 

可愛い 

明るい 

面白い 

やわらかい 

モテる 

可愛い 

明るい 

面白い 

やわらかい 

楽しそう 

活発 気さく 

悪い 

怖い  荒い 

ぶっきらぼう 

馴れ馴れしい 

ぶりっ子 

喧嘩強そう 

怖い  きつい 

ぶっきらぼう 

うるさい 

可愛くない 

気が強い 

特徴 

語尾 

早口 

独特 

発音 

 

４・考察 

① 「そう思う」と答えた人が 40％いる事と、

「そう思わない」と答えた人が 44％いる事

から他の方言に興味がある人と自分の方言

に愛着がある人が４％しか変わらない。 

② 「ある」と答えた人が 67％いるので、方言

に関心がある人が過半数いる事が考えられ

る。 

③ 「使いたい」と答えた人が 77％いるので、

方言を大切にしている人が 8割いると考え

られる。 

④ 博多弁と関西弁は良い点でも悪い点でも内

容が共通している点が 8個ある事から、事

前調査で関西弁に印象が良いという結果に

なったと考えられる。 

  

５・今後の展望 

 博多弁と関西弁の印象の共通点を裏づけるため

に、県民性を比べたいので福岡県と大阪府の文化

的背景や歴史的背景について調べ、比較する。 

  

６・参考文献 

坂口篤義編「日本語講座第六巻日本語の歴史」 

「1万人調査からみた最新方言の共通語意識」 

http;//doing/10.15084/00000844 

69

31

②

ある ない

23

77

③

使いたい 使いたくない
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

大勢で発表する場合に聞き取りやすい声の高さについて 

～１０名の声の音源を比較して～ 
福岡県立城南高等学校 

傘８－G 班   白石 順也 
１．はじめに 
最近、多くの人が人前で話や発表をする機会が増

えてきている。しかし、声が通りにくかったり、ざ
わざわした中での発表でちゅうもくしてもらえなか
ったりする。私も昨年の ESD 課題研究の発表の時
にたくさんの人が同時に発表し、声の大きさは大き
いのにもかかわらず、声が通らないということがあ
った。そこでどんな声（どんな声の高さ）が大勢の
前での発表時に声が通りやすいのか疑問思った。 
問い 
どのような声の高さが複数人同時に話すときに聞き
取りやすいのか。 
仮説 
声の高い女性の人の声が最も聞き取りやすい。 
 
２．研究内容 
実験方法（１） 
① 女性（A,B,C,D,E,F,G） 

(ア) 男性（H,I,J）の合計１０名にそれぞれ異な
る２０字の文章を読んでもらい、その音源
をサイエンスジャーナル（スマホアプリ）
で録音する。※雑音が入らないように音楽
室で録音をした。 

② １で録音した音源をオーディオエディタ（スマ
ホアプリ）で１０名の中から 
 
ランダムで３人、３人、４人の組み合わせを作
った。 

③ 組み合わせた３種類の音源を社会科教室でそれ
ぞれ１回ずつ被験者にきいてもらい、１番聞こ
えやすかった人の声に投票してもらった。 

④ 投票を集計した。 
日付７月１０日 天気 雨  
実験場所 社会科教室 音楽室  
被験者６５人 

 
実験方法（２） 
① １回目の実験で投票が多かった上位３名（A、

B、C）に１回目の実験と同じように異なる１
８字の文章と１５字の共通の文章を読んでもら
い、サイエンスジャーナル（スマホアプリ）で
録音した。※雑音が入らないように小講義室で
録音を行った。 

② １で録音した音源をオーディオエディタで３人
の組み合わせを作った。 

③ 組み合わせた音源を社会科教室で被験者に聞い
てもらい、１番聞こえやすかった人の声に投票
してもらった。 

④ 投票を集計した。 
日付９月２５日 天気 晴れ 実験場所 社会
科教室 小講義室 
被験者３４名  

３．結果 
実験方法（１）結果 
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実験方法（２）結果 

 
４．考察 
実験方法（１）について 
・男性の総投票数は１３票であり、女性の総投
票数が５２票であったことから男性の低い声よ
りも女性の高い声のほうが聞き取りやすいとい
うことが考えられる。つまり高い声のほうが聞
き取りやすいと考えられる。 
・同じように考えると男性の中で唯一投票され
た H は男性の中では声が高いと考えられ、同
様に女性の中で投票された３名も女性の中では
声が高いと考えられる。 
・今回、異なる２０字の文章を読んでもらった
ので、文章の抑揚で被験者の聞こえ方が変わっ
てしまった可能性がある。 
※同じ文章で答えた被験者のうち４名は分か
らないと回答した。 

実験方法（２）について 
・１回目の実験の課題でもあった、同じ文章と
異なる文章ではやはり結果に違いが出た。 

 この理由としては文章を読むときに強弱がつ
いてしまい、文章次第で聞こえ方が変わって
しまったことが考えられる。今回の実験は文
章の強弱ではなく、声に注目していることか

ら、同じ文章の結果に注目すべきである。 
・考察の１つ目が正しいと仮定すれば、今回の
音源の中では Cの声の高さが最も聞き取りや
すいと考えられる。 

・結果①と結果②より高い声の方が集団発表の
場においては聞き取りやすいと考えられる。 

・この研究は SDGs の４「質の高い教育をみん
なに」に教師の授業中のみんなに聞き取りや
すい声で教えることで授業効率の向上につな
がる点で貢献できる。 

 
５．今後の展望 
・今回の実験では声の高さを示す Hz を計測してい
ないので、具体的にどれだけ高いか低いかまでは
調査できていないので、Hz を測定し、具体的な
高さを調べていこうと思う。 

・今回は音源の数が少なく、データの信用性が薄い
ので、音源（声の高さの異なる）を増やし調査を
する必要がある。 

・被験者も学生だけに絞った調査だったので、幅広
い世代の人に投票してもらう。 

・男性版も行おうと思う。 
 
６．文献調査 
鈴木松美（２００３年）「日本人の声」洋泉社 
一色信彦（２００６年）「声の不思議」中山書店 
鈴木松美（２０１１年）「あの人の声はなぜ魅力的
なのか」技術評論社 

福島英 （２０１１年）「声の仕組み」ヤマハミュ
ージックメディア 
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福岡県⽴城南⾼等学校 ESD 課題研究 

中身に適しているリボンの色について 

福岡県立城南高等学校 

傘８―H班  佐藤 琴音 

 

１・はじめに 

 現在、スーパーには沢山の商品が売られている

が、どのような特徴を持った商品がよく買われて

いるのかと疑問に思った。その中でも購買意欲を

高めるのにはラッピングが関係しているのではな

いかと考え、中身のプレゼントに適したリボンの

色についてどのような色が最もラッピングに適し

ているのか研究した。 

２・研究内容① 

城南高校にいる人に赤・青・黄のリボンでラッ

ピングされたくまのぬいぐるみとクッキーの写真

(下の写真１・２)を見せ、プレゼントする時に最

も適していると思うリボンの色をそれぞれ選んで

もらった。また、その色を選んだ理由も聞いて何

か傾向があるかどうかも調べた。 

 

 
写真 1 

 
写真 2 

３・結果① 

くまのぬいぐるみ(人) 

赤 

青 

黄 

２４ 

１５ 

１１ 

 

クッキー(人) 

赤 

青 

黄 

２７ 

８ 

１５ 

 

 

 

 

どちらも赤を選ぶ人が最も多かった。その色を

選んだ理由として多く上がったのが 

・色が好き ・かわいい ・美味しそう 

の３つであった。また男女で比較したところ、く

まのぬいぐるみは男性が青、女性が赤を選ぶ人が

多かったが、クッキーは男女間で大きな差は見ら

れなかった。 

 

48%

30%

22%

くまのぬいぐるみ(⽇本)

⾚ ⻘ ⻩

54%
16%

30%

クッキー(⽇本)

⾚ ⻘ ⻩
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福岡県⽴城南⾼等学校 ESD 課題研究 

４・考察① 

 くまのぬいぐるみについては全体的に見ると赤

の占める割合が大きくなっている。しかし男女間

で見ると男性が青、女性が赤を選ぶ傾向があり、

調査対象者の男女比が1対1ではなく、女性の方

が多かったことから赤の割合が大きくなってしま

ったと考えられる。一方でクッキーについては差

が見られず、男女とも赤が人気であったことから

食品は赤を選ぶ傾向があると考えられる。また、

その色を選んだ理由として「色が好き」というの

が多く、自分が好きな色を相手に送りたいのでは

ないかと考えられる。ここで日本では「かわい

い」や「美味しそう」など見た目で判断している

傾向も見られたことから、国によって色に対する

印象が異なり調査結果にも違いが出てくるのでは

ないかと考え、外国人を対象に調査を行った。 

５・研究内容② 

 福岡空港で外国人を対象に研究内容①と同じ方

法で調査を行った。 

６・結果② 

くまのぬいぐるみ(人) 

赤 

青 

黄 

２２ 

２２ 

６ 

 

クッキー(人) 

赤 

青 

黄 

２０ 

１４ 

１６ 

 

 

 

 どちらも特に男女間に差は見られなかった。ま

た、理由として挙げられた中には 

・幸運の色と考えられているから(中国) 

・太陽の色だから(イギリス) 

・コントラストが合っているから(スウェーデン) 

という理由もあった。 

７・考察② 

 外国人は色の好みで選んでいる人もいたが、上

に書いたような理由から色を選んでいる人も多く

いたことから、生まれ育った国の文化や環境が反

映しているのではないかと考えられる。以上のこ

とから日本人は見た目や直感で選ぶ傾向がある一

方、外国人は国によって色に対するイメージが異

なっており、それぞれの国の文化や環境をもとに

色を選ぶ傾向があると考えられる。 

８・今後の展望 

 課題としては、1回目の調査で男女比が異なっ

ていたことから男女比をそろえるとまた違った結

果が出てしまうかもしれないということが挙げら

れる。SDGsの観点から考えると、それぞれの国

の色の対する見方の違いを企業が理解すること

で、日本人だけでなく外国人にも購買意欲を高め

るようなモノづくりが進み、経済成長に繋がるの

ではないかと期待される。 

９・参考文献 

岩井ますみ(2006).『赤は本当に目立つのか』.株

式会社エクスナレッジ 

千々岩英彰(2001).『色彩学概説』.財国法人東京

大学出版会 
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KP 法のほうが黒板よりも記憶に残る授業ができるか 

福岡県立城南高等学校 

傘８―I班 徳永 智樹 

 

１・はじめに 

私は高校で黒板と KP 法の２つの授業を受けたこ

とがある。そこで私はある疑問を抱いた。それ

は、KP 法で行う授業と黒板で行う授業ではどち

らがより記憶に残る授業ができるかというもの

だ。私はこの疑問を解決するために「KP 法の方

が黒板よりも記憶に残る授業ができるか」という

問いを立て、調査することにした。私は、自分が

KP法での授業を受けた時に感じた、わかりやす

いという感覚から、KP法のほうが黒板よりもわ

かりやすいという仮説を立てた。 

 

２・研究内容 

 この研究では、2回の調査を行った。どちらの

調査でも KP法の授業と黒板の授業を行い、KP法

の授業と黒板の授業ではどちらのほうが生徒の記

憶に残るのかを調べた。2回の調査で被験者には

教室の前から 3列目までの好きなところに座って

もらった。これらの授業では、被験者の記憶に残

るかどうかを調査したため、被験者にメモを取っ

てもらうことはせずに授業の内容を記憶してもら

う形式とした。 

〈調査 1〉 

１回目の調査では、折り紙の「はと」の折り方を

教える授業を KP法と黒板の 2通りで実施し、授

業の後に被験者に実際に「はと」を折ってもら

い、その完成度と授業の理解度の統計を取った。

短時間で被験者の理解度を確認でき、理解度の深

さを容易に判定できることから折り紙を用いた。

また、折り方が極端に難しすぎず、極端に簡単す

ぎないものを考えた結果、8個の手順で折ること

ができる「はと」を選んだ（写真 1）。 

〇調査対象 

各授業の被験者は、無作為に抽出した城南高校 2

年生（2019 年当時）の 10 人とした。各授業の被

験者は重複しないようにした。 

〇授業の方法 

KP法の授業 

A3の白色の用紙を用い、用紙を上下に半分に分

けて、上半分には折り方の説明を黒のペンを使い

左横書きで書き、下半分には上半分で書いた説明

の進度に合わせて折った折り紙を貼りつけた。調

査で用いた折り紙は、15㎝×15㎝のもので、見

やすいように赤色に統一した。 

黒板の授業 

授業の進度に合わせて折り方の説明と説明に合わ

せた折り方の図を板書した。 

どちらの授業でも、受講後に、被験者に「はと」

を実際に折ってもらった。 

〇調査の時間配分 

調査の時間の構成は、全体を 20分として、最初

の 10分で授業、次の 5分で被験者に折ってもら

う、最後の 5分でアンケートを取った。 

〇統計の取り方 

統計は、次の二つを総合的に評価して取った。 

① 被験者に折ってもらった「はと」の完成度

「はと」の 8個の手順を５つに区切り、完成

に近いものから順に A、B、C、D、Eと評価し

た。 

② 被験者が感じた理解度 

アンケートで「自分が受けた授業は理解でき

たか？」という質問に対して、１（まったく

理解できなかった）～５（とても理解でき

た）の 5段階で自己評価してもらった（写真

2）。 

 

〈調査 2〉 

2回目の調査では、富山県の特色に関する授業を

KP法と黒板の 2通りで実施した。福岡から地理

的に遠いという理由で富山県を選んだ。授業で

は、富山県の名産品や特色、地形などの様々な内

容を取り扱った。<調査 1>の反省である、授業を
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する人によって内容が少し異なってくるという点

を踏まえ、KP法と黒板の授業を同じ人が行っ

た。 

〇調査対象 

各授業の被験者は、無作為に抽出した城南高校 2

年生（2019 年当時）の 10 人とした。各授業の被

験者は重複しないようにした。 

〇授業の方法 

KP法の授業 

A3の白色の用紙を用い、黒のペンを使い富山県

に関する特色を書く。書いたものを黒板に貼りつ

け、授業を行った。 

黒板の授業 

説明をしながら、富山県に関する特色を板書し

た。 

授業が終わった後、被験者に富山県に関する全 5

問のテストを解いてもらった。 

〇調査の時間配分 

調査の時間の構成は、時間で区切らずに授業が終

わり次第、テストを配り解いてもらう形をとっ

た。 

〇統計の取り方 

テスト（全 5問）の正答数（写真 3） 

授業が終わった後に授業の内容のテストを行い、

5問中、何問正解していたかで統計を取った。

〈調査 1〉で取ったアンケートでは、被験者の個

人的主観が大きく反映していると判断し、信頼で

きるデータではないと考えたため、〈調査 2〉で

は、実施しなかった。 

 

（写真 1） 

<調査 1>で授業や被験者に折ってもらった「は

と」と同じもの 

 

（写真 2） 

<調査 1>で理解度を測るために実際に用いたアン

ケート 

 

（写真 3） 

<調査 2>で用いた富山県のテスト 

 

３・結果 

次の 4つの表とグラフは、<調査 1>のそれぞれ

の授業で被験者の「はと」の完成度と授業の理解

度の関係を示したものである。 
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表 1.KP 法の授業による完成度、理解度別の人数の関係 

 

 

 

 

 

 

グラフ 1．KP 法の授業による理解度、完成度別の人数の関係 

 

 

表 2. 黒板の授業による理解度、完成度別の人数の関係 

 

 

 

 

 

 

グラフ 2．黒板の授業による理解度、完成度別の人数の関係 

 

 

これらの表とグラフからもわかるように、黒板の

授業では、完成度が A又は Bで理解度が 5又は 4

の人が突出している。これに比べて KP法の授業

では、完成度が Aで理解度が 5又は 4の人と完成

度が C又は Dで理解度が 5又は 4の人の人数の合

計が同じである結果となった。また、それぞれの

授業の理解度の平均を求めると、KP法の授業の

理解度の平均は 4.0、黒板の授業の理解度の平均

は 4.2となった。これらのことから、〈調査 1〉

では、黒板の授業の被験者のほうが KP法の授業

の被験者より授業の内容が定着しやすいという結

果になった。 

 

<調査 2>のそれぞれの授業時間は、黒板が 15

分、KP法が 7分となった。 

表 3とグラフ 3は、〈調査 2〉のそれぞれの授業

で被験者に実施したテストの正答数ごとの人数の

内訳を示したものである。 

 

表 3．それぞれの授業のテストの得点の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ 3．それぞれの授業のテストの得点の内訳 

 

 

黒板の授業では、テストで 5点満点を取った人が

突出していた。KP法の授業では、被験者の得点

が偏ることなく、5点、4点、3点の 3つにわか

れた。黒板の授業では 3点以下、KP法の授業で

は 2点以下の点数を取った人はいなかった。テス

 

A B C D E
5 3 0 0 1 0
4 1 0 1 2 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 1 1
1 0 0 0 0 0

完成度

理
解
度

 

 

5 4 3 2 1

KP法
4 4 2 0 0 4.2

黒板
8 2 0 0 0 4.8

正答数（点）
平均（点）

人
数
（
人
）
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トの平均点は、KP法の授業が 4.2 点、黒板の授

業が 4.8点となった。これらのことから、〈調査

2〉では、黒板の授業の被験者のほうが KP 法の授

業の被験者より授業の内容が定着しやすいという

結果になった。 

 

４・考察 

<調査 1> 

黒板の授業のほうが KP法の授業よりも理解度と

完成度が共に高く、理解度の平均も黒板の授業の

ほうが高かったことから、次の 2つのことを考察

した。 

① 普段の学校での授業が影響した 

被験者は普段から多くの授業を黒板で受けて

おり、黒板のほうが KP法の授業より慣れて

いるため折り紙の完成度と授業の理解度が高

かったと考えた。 

② 被験者が座った席が影響した 

被験者には教室の前から 3列目までの好きな

ところに座ってもらったため、座った席によ

って折り方の説明や図が見えにくい人がいた

のではないかと考えた。KP 法の授業では A3

用紙に手順や折り紙を貼りつけたため、黒板

の授業よりも文字や折り紙の大きさが小さく

なった。この点、黒板の授業では、どの席か

らでも文字や図が大きく書かれており見えや

すかったため、授業が KP法よりも理解しや

すかったのではないかと考えた。 

 

<調査 2> 

黒板の授業の被験者が KP法の被験者よりテスト

で高得点を出した人が多かった。このことから黒

板の授業では板書にかかる時間を被験者は内容の

理解や記憶にかけられるのではないかと考えた。

〈調査 2〉では、授業の時間を設定しなかったた

め、黒板の授業のほうが授業時間は長かった。こ

の時間で被験者は授業の内容を記憶できたのでは

ないかと考えた。KP法の授業では、提示された

説明を読みつつ、授業をしている人の話も聞かな

ければならないため「読む」、「聞く」という 2つ

の動作を同時にしなければならない。この点、黒

板の授業では、授業をしている人が板書をしてい

るときはその内容を読み、説明をしているときは

その説明を聞くという風に、「読む」、「聞く」と

いう動作を分けて行うことができるため記憶がよ

り定着したのではないかと考えた。これは日ごろ

の授業でも言えると思う。日ごろの授業を KP法

で行った場合、提示された内容を読みつつ板書を

ノートに写さなければならないため「読む」、「聞

く」、「書く」という 3つの動作を同時にしなけれ

ばならない。それに比べて黒板の授業では、板書

を読み、読んだ内容をノートに写し、説明を聞く

というように、「読む」、「書く」、「聞く」という

動作を分けて行うことができ、授業の内容が KP

法に比べて定着しやすいのではないかと考えた。 

 

私は、KP法の授業のほうが黒板の授業よりも記

憶に残ると考えていたが、調査の結果、黒板の授

業のほうが記憶に残る授業ができるということが

分かった。これは、前述のとおり黒板の授業が慣

れているものであり、「読む」、「聞く」という動

作を別々に行えるからであるからだと考えた。 

 

５・今後の展望 

〇今後の課題  

〈調査 1〉では前述のように KP法と黒板で授業

をした人が異なっていたため、多少の言葉遣いや

説明の違いが生じた。授業をする人を同じにする

ことで今回の結果とはちがった結果が生まれたか

もしれないと考えた。<調査 2>ではこの問題点は

解決できたが、<調査 1>でも授業をする人を同じ

にして調査したい。 

今回の調査で行った折り紙やテストでは、被験者

は KP法、黒板のいずれか 1つを受ける形式をと

った。そのため被験者の記憶力の差が折り紙の完

成度やテスト結果の差に影響する可能性があった
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と考えた。すべての被験者が KP 法と黒板の授業

を受ける形式で調査したい。 

また、今回行った 2回の調査は、どちらも被験者

が 10人と少なかったので調査人数を増やして調

査をしたい。被験者を増やすことでより正確なデ

ータが得られることが期待できる。 

〇研究の発展 

<調査 2>において、KP法と黒板の授業時間に注目

すると、KP法の授業が黒板の授業よりも短時間

で終わったことから、KP法の授業は短時間で行

う授業やプレゼンテーションに向いていると考え

た。これらのことから、授業の内容を定着するこ

とに重点を置く場合は黒板の授業が適しており、

内容の定着よりも短時間で行うことに重点を置い

ている場合は、KP法の授業が適していると考え

た。このことは、他の授業形態にも当てはまるこ

とで、それぞれの授業形態に向き不向きがあり、

それを理解することでその場に 1番合った授業を

することができると考える。 

今回は KP法と黒板の 2つを比較したが、パワー

ポイントを用いた授業のように、ほかの授業形態

を調査対象に増やして調査してみたい。また、今

回の調査では、授業をする人の体調や声の大き

さ、板書の文字の大きさなどが結果に大きく影響

すると分かった。そのため、授業をする人の声を

機械に録音し、それを再生したり、AI に授業を

してもらったりすれば、授業をする人の体調や声

質などが関係ないため、より正確な調査になると

考えた。 

今回の調査で KP法と黒板の授業では、黒板のほ

うが記憶に残る授業ができるということが分かっ

た。さらに調査対象を増やして調べることで、ど

の授業が１番記憶に残る授業なのか、またそれぞ

れの授業はどのような場合に向いているのかを明

確にすることができる。そしてその時々に応じた

授業をすることで SDGsの目標のうち「質の良い

教育をみんなに」を解決することができると考え

る。 

６・参考文献 

川嶋直 皆川雅樹（2016）．『アクティブラーニン

グに導く KP法実践：教室で活用できる紙芝居プ

レゼンテーション法』．みくに出版． 

川嶋直（2013）．『KP法：シンプルに伝える紙芝

居プレゼンテーション』．みくに出版． 

脇山真治（2009）．『プレゼンテーションの教科

書』．日経デザイン編著．日経 PB社． 

『折り紙オンライン』． 

https://origami.onl/pigeons/. 

2019年 6月 26日． 
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スズメノカタビラの枯れるまでの日数は土のｐH で変化するのか 

福岡県立城南高等学校 

傘９―Ａ班  松野 凌士 

１・はじめに 

 雑草はほかの植物の生育を阻害したり、庭や道

の景観を悪くしたり、人間の生活に支障をきたす

ことがある。そんな雑草を駆除するとき、たいて

いは除草剤を使うことが多いだろう。しかし、除

草剤は人体やほかの動物に害を及ぼすイメージを

持っている人がおり、実際に害がある場合もあ

る。このような背景から、私たちは雑草を人間に

無害な方法で駆除できないかと思い、「スズメノ

カタビラの枯れるまでの日数は土のｐHを変える

ことで変化するのか」という問いを立て、研究を

した。スズメノカタビラを対象にした理由は、個

体数が多く、1年中生えているためである。 

 

２・研究内容 

 １回目の実験は、7.0Lのプランターを７つ用

意し、それぞれにバーミキュライトを 500g入れ

た。６つのプランターには、①有機石灰 400g ②

有機石灰 200g ③硫化アンモニウム 400g ④硫化

アンモニウム 200g ⑤⑥硫化アンモニウムと有機

石灰を 200g ずつ混ぜたもの、を入れ、あと一つ

には何も入れなかった。①のプランターには３

本、その他のプランターには４本ずつ、スズメノ

カタビラを植えた。その後、2019年８月 16日か

ら 9月 27日まで毎日水やりをして枯れるまでの

日数を記録した。枯れたという定義は、植物の表

面の約 8割が茶色に変色したと確認できたときと

した。 

 １回目の実験の結果より、２回目の実験では、

0.7Lのプランター５つにバーミキュライトを

500g入れ、それぞれのプランターに硫化アンモ

ニウムを 10g,20g,30g,40g,50g入れた。その後、

スズメノカタビラを３本ずつ植え、2019 年 12月

5日から 26日まで毎日水やりをして枯れるまで

の日数を記録した。 

 

 

３・結果 

〈１回目の実験〉 

 

グラフより、③④のプランターは枯れるまでの

日数が対照に比べ短いことが分かった。また、①

②のプランターは他のプランターと比べ、長いこ

とが分かった。 

〈２回目の実験〉 

 

プランターのｐＨを pHメーターで測定する

と、10g-6.5 , 20g-6.0 , 30g-5.5 , 40g-5.5 , 

50g-6.0となった。 

 

① ② ⑤ ⑥ ⑦ ④ ③

1本目 33 33 14 10 13 7 7

2本目 33 33 12 10 12 7 7

3本目 13 13 10 10 9 7 7

4本目 13 10 10 9 7 7
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４・考察 

 １回目の実験では、①②のプランターは塩基

性、③④のプランターは酸性になっているので、

結果より、スズメノカタビラは塩基性の土壌より

も酸性の土壌の方が枯れやすいと考えられる。２

回目の実験では、弱い負の相関関係が見られたの

で、入れた硫化アンモニウムの量が多く、ｐHの

低い土壌がスズメノカタビラの枯れやすい土壌で

あると考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験では、温度や湿度などの詳しい環境

状況を測ることができなかったので、その点を改

善していきたい。また、この研究が進んでいけ

ば、SDGsの「すべての人に健康と福祉を」や

「陸の豊かさを守ろう」などに貢献できると思

う。 

 

６・参考文献 

・伊豆田猛(2006) . 『樹林の成長と栄養状態に

対する土壌酸性化の影響』 

・加藤正広,家寿多正樹,藤家梓(2000) 

『0-11 土壌ｐH制御によるスズメノカタビラの

発生抑制』 

・後藤逸男(2012)．『基本からわかる土と肥料の

作り方・使い方』.家の光協会． 
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電気が植物に与える影響 

福岡県立城南高等学校 

傘９―B班  龍 幸佑 

１．はじめに 

 研究背景：植物の栽培方法に LEDを用いるな

ど栽培技術が発展している。 

  研究動機：植物と電気の関係に興味を持ち、

スプラウト栽培に生かせるのか知りたいと思っ

た。 

問い：電気はどのような影響を植物に与える

のか？ 

 

２．研究内容 

(実験準備) 

百均のタッパー、脱脂綿、単一電池、 

電極、電池ボックス、鉛筆の芯、 

ペットボトルの容器、 カイワレの種子 

実験装置は、タッパーの中にペットボトルの 

容器を置き、その中に水で湿らせた脱脂綿を 

敷く。 

 (実験方法)                

① 脱脂綿の上に種をまく。 

（約 40～50 粒ほど） 

② 実験期間は１回の実験で約２週間行い、

週 5日植物の水替えを行う。 

③ 実験で電気を流す時間は、調査①では１

日３０分、調査②では１日１時間とす

る。 

④ 実験で流す電圧の大きさは、０V, 1.5V, 

3V, 4.5Vの４つの大きさで行う。電気を

流すときは、鉛筆の芯に電極をつなぎ、

芯を植物に当たるように水の中に置く。 

⑤ 収穫した後、カイワレの葉の先端から根

元までの長さを測定する。ただし、根の

部分は長さに含まない。 

⑥ すべてのカイワレの平均値を電圧ごとで

出し、比較する。 

 

 

 

３．結果 

カイワレの各電圧の平均値 

１回目、２回目ともに 4.5Vが一番成長した。

一方、3.0Vの成長が一番遅く、0Vと 1.5Vは１

回目同じ結果になったが、２回目は 0Vの方が

1.5Vよりも成長した。 

 

４．考察 

・0Vや 1.5Vに比べて、3.0Vは育っていないこ

とから、電気を多く流せばよく育つという考え

は間違っていることがわかった。 

・1番電圧をかけた 4.5Vの成長が一番速かっ

たことから、電気が植物によい影響を与える可

能性があると言える。 

 

５．今後の展望 

① 加える電圧をさらに大きくしてどこまで電

圧を上げればよく育つのか調べる。 

② 実験回数を増やしてより正確なデータを集

める。 

③ SDGs2の“飢餓をなくす”につなげる。 

具体的には、植物が育ちにくい地域でも 

電気を使ったスプラウト栽培を用いて、効

率よく栽培、収穫できるようにする。 

④ 実際に実食し、味の変化などがないか調べ

る。 

⑤  

６．参考文献 

 クリーヴ＝バクスター、2005年、バクスター

氏の不思議な実験、日本教分社 

  

 0V 1.5V 3.0V 4.5V 

１回目 

（３０分） 

9.00cm 9.00cm 8.94cm 9.80cm 

２回目 

（１時間） 

10.30cm 9.66cm 9.42cm 10.70cm 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

 

回復と表面温度の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘 9―C 班  高城 沙良 

１・はじめに 

 近年、スマートフォンやインターネットを使用

する機会が増え、視力の低下に悩む人が増えてい

る。身体の不調は体温の低下が関係しているとい

うことを知り、視力の低下も原因は温度にあるの

ではないかと思った。そこで、私達は｢目の周り

を温めると視力は上がるのか。｣という問いを立

てて研究を進めた。 

 

２・研究内容 

 コンタクト、眼鏡着用者を含む城南高校高校 2

年生 17 人を被験者とした。 

今回は安易さを重視し、体の内部から温めるので

はなく、外から直接目の周りの温度をあげる方法

をとった。 

まず目を瞑り赤外線温度計で目の周りの表面温度

を測定した。視力検査シートを黒板に貼り、視力

1.0 のマークが認識できる限界の位置に下がって

もらい、黒板から被験者までの距離を測定した。

次に予め袋から取り出し、温めておいたカイロを

布で包み、目の部分にあてて 5 分間温めた。その

後再び赤外線温度計で目の周りの表面温度を測定

し、視力検査シートの視力 1.0 のマークが認識で

きる距離を測定した。 

 

３・結果 
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

４・考察 

 実験結果の散布図より、見る力は確実に伸びて

いることが言える。温度の上がり具合にばらつき

があることに加え、被験者の数も少ないことから

視力が伸びる適切な温度があるわけでもないと考

えられる。 

５・今後の展望 

 反省として、5 分間目を温めるだけではなく 5

分間目を休める被験者を用意する対照実験を行わ

なかったこと、被験者の人数が少ないことがあげ

られる。また、ストレッチなどで体を動かし内側

から体温をあげることで視力の上がり方も調査し

たい。加えて、この実験での視力の回復が継続的

なものか一時的なものかは分からない為、継続性

についての実験も必要だと考える。 

この研究が進むと安価かつ安易に視力を回復す

る方法が見つかり、視力低下に悩まさせる人が減

ると考える。 

６・参考文献 

・石原結實(2007).「実践編｢体を温める｣と病気

は必ず治る」 

・中川和宏(2014).「目を温めれば視力は良くな

る！」.株式会社アスコム 
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光の色が作物の成長に及ぼす影響 

福岡県立城南高等学校 

傘９―Ⅾ班  丸山 聖音 

１・はじめに 

 昨今の日本では、食料自給率が低下しており、

食料を確保するために輸入に頼る状況が続いてい

る。また、国内で生産できる作物であったとして

も、農薬の使い過ぎで人体に影響を及ぼす例も少

なくない。そこで私たちは、農薬を使わずにより

早く、より糖度の高い作物を育てるために、「生

育中のスプラウトが緑化するときの、光の色によ

ってスプラウトの長さに違いは出るのか。また、

糖度との因果関係はあるのか。」という問いを立

てた。 

２・研究内容 

 二年二組の教室で実験を行った。(FW①は七月

十日、FW②は九月十八日より開始。) 

＜使用した道具＞ 

ペットボトル、脱脂綿、霧吹き、カラーセロハ

ン、バット、アルミホイル、種(カイワレ大根、

レッドキャベツスプラウト)、糖度計、乳棒、乳

鉢、水 

＜研究手順＞ 

① カイワレ大根とレッドキャベツスプラウト

を、脱脂綿をひいたバットにうえ、霧吹きな

どで脱脂綿が湿るくらい水をかけ、アルミホ

イルをかぶせて光が当たらないようにして暗

所で発芽して 5～6㎝になるまで育てた。(Ｆ

Ｗ①では、脱脂綿を切り取らずに育て〔写真

1〕、ＦＷ②は、脱脂綿を小さく切り取ってそ

こに種を植えて育てた。〔写真 2〕)  

 

〔写真 1〕 

 

〔写真 2〕 

② 発芽したカイワレ大根とレッドキャベツスプ

ラウトを、カラーセロハンを張ったペットボ

トルに移し〔写真 3〕、光の当たる場所におい

て五日間光にあてて成長させながら、葉の色

を緑化させた。（左から、黒・透明・黄・

緑・青・紫・赤）

 

〔写真 3〕 

③ 五日経ったらカイワレ大根とレッドキャベツ

スプラウトを収穫し、長さと糖度を測った。 

（糖度の測り方） 

乳鉢に収穫したカイワレ大根やレッドキャベ

ツスプラウトをセロハンの色ごとに入れ、乳

棒ですりつぶし、すりつぶして出た水分の糖

度を、糖度計を用いて測った。 

 

３・結果 

 ＜ＦＷ①＞ 

カイワレ大根、レッドキャベツスプラウト共に枯
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れた。 

＜ＦＷ②＞ 

ＦＷ②では、以下の結果が得られた。 

カイワレ大根 

セロハンの色 糖度 

透明 0.60％ 

赤 0.50％ 

青 0.30％ 

紫 0.40％ 

黄 0.30％ 

緑 0.40％ 

黒 0.40％ 

 

 

 

レッドキャベツスプラウト 

セロハン

の色 

緑化前の

長さ(平

均) 

緑化後の

長さ(平

均) 

透明 3.6 4.1 

赤 4.2 5.5 

青 4.8 6.2 

紫 5.4 6.3 

黄 4.6 5.6 

緑 5.6 6.6 

黒 5.1 5.9 

 

 

 

 

 

レッドキャベツスプラウトの糖度 

セロハンの色 糖度 

透明 0.15％ 

赤 0.05％ 

青 0.30％ 

紫 0.15％ 

黄 0.10％ 

緑 0.15％ 

黒 0.05％ 

 

 

0.60 
0.50 

0.30 
0.40 

0.30 
0.40 0.40 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒

カイワレ大根の糖度（％）

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒

13.9 
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16.7 
21.7 

17.9 15.7 

0
5
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15
20
25
30
35

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒

レッドキャベツスプラウト
の成長の変化率（％）

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒

0.15 

0.05 

0.30 

0.15 
0.10 

0.15 

0.05 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒

レッドキャベツスプラウト
の糖度（％）

透明 赤 青 紫 黄 緑 黒
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４・考察 

 ＜ＦＷ①＞ 

枯れた理由として、次の三つが挙げられる。 

・水分不足 

・実験手順②の際に、空気穴を作らなかったこと

による酸素不足。 

・緑化した日数が長かったこと。 

＜ＦＷ②＞ 

レッドキャベツスプラウトにおいて、赤と青の光 

の時に大きな伸びがみられているので、緑化する 

際に、赤と青の光が必要だと考えられる。また、 

青の光の時が最も糖度が高いので、青の光には光 

合成を促進する可能性があるが、赤の光の時の糖 

度は最も低いので、赤の光で大きな伸びがみられ 

たのは光合成以外の要因があると考えられる。カ 

イワレ大根、レッドキャベツスプラウトそれぞれ 

において、光の色によって作物の長さに違いが出 

た。さらに、光の色によって糖度にも違いが出た 

。しかし、長さが長いからといって、糖度が高い 

わけではなかった。以上のことから、光の色と糖 

度、光の色と作物の長さには因果関係があるが、 

作物の長さと糖度には因果関係はないと考えられ 

る。 

５・今後の展望 

 今回の実験の結果を踏まえ、今後の実験で取り

組みたいことは、以下の三点である。 

・カイワレ大根の、光の色による長さの違いの調

査、実験。 

・対照実験を正確に行うために、条件を明確化。

(カラーセロハンの張り方を統一する、同じペッ

トボトルの容器を使用するなど) 

・レッドキャベツスプラウトにおいて、赤色の光

が吸収される要因の追求。 

この実験が発展し、作物が育つ速さや糖度をコン

トロールできるようになれば、作物を今までより

速く育てて生産サイクルを上げたり、栄養成分を

安全に操作し、国内での消費量を増やすことが可

能になると考えられる。そうすることで、日本か

ら SDGs をより発信していけるだろう。 

６・参考文献 

 ・前田秀一(2016).『トコトンやさしい色彩工

学の本』．Ｂ＆Ｔブックス日刊工業新聞社 

・中原採種場(株)(2019) 

「スプラウト(かいわれ系)の育て方－野菜づくり

講座」 

https://www.nakahara-

seed.co.jp/lecture_a.html 

2020年 4月 5日 
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人の身近な味覚が植物の糖度に及ぼす影響 

福岡県立城南高等学校 

傘 9―E 班  中垣 弘幸 

１・はじめに 

 現代日本の野菜不足と言われる食生活が生活習

貫病の原因となっていることを受けて、何かこの

問題の解決の糸口になるような研究をしようと思

った。そこで、多くの人が苦手とする野菜の苦味

を身近なものを用いて和らげることで、野菜の摂

取量を増加させることができるのではないかと思

い、植物の苦味を和らげるために有効な糖度を高

める方法についての研究を行った。 
 

２・研究内容 
 私たちは、野菜（この実験ではラディッシュ）

を育てる上で、土に混ぜると最も糖度が高くなる

味覚は五味（甘味、塩味、酸味、苦味、旨味

（mikakukyoukai.net より））のうちどの味覚で

あるのかについて研究を行った。この実験では、

五味の肥料に砂糖（甘味）、食塩（塩味）、クエン

酸〈酸味）、コーヒーの粉（苦味）、味の素（旨味）

を使用した。 
食品名 主成分 
砂糖 スクロース（ショ糖） 
食塩 塩化ナトリウム 
クエン酸 クエン酸 

コーヒーの粉 カフェイン、クロロゲン酸 
味の素 グルタミン酸 

 
 〈ＦＷ１〉 
場所 城南高校三階中央ホールベランダ（北側） 
期間 2019 年 7 月 10（水）～7 月 30 日（火） 
実験方法  
１、5 つのプランターに無肥料土を入れ、深さ 2cm
の穴を 3 つ掘り、その穴に種を 5 粒ずつ植えた。

２、5 つのプランターにそれぞれ食塩、コーヒー

粉、味の素、砂糖、クエン酸を 20g ずつ与えた。 
２、朝、夕 2 回に分けて毎日水やりを行った。 
３、芽が出た後に、1 つのプランターあたり 3~5
本のラディッシュが育つように間引きを行った。 

４、収穫 
 〈ＦＷ２〉 
場所 城南高校三階中央ホールベランダ(北側） 
期間 9 月 25 日（水）～10 月 25 日（金） 
実験方法  
（ＦＷ１の実験方法から変更した点） 
・使用する土を無肥料土から基本養分を含む肥料

土に変更した。 
・20g の肥料（五味）を一度に与えるのではなく、

10g の肥料（五味）を種植えと間引きを行うとき

に与えた。（計二度） 
その他はＦＷ１と同様に行った。 
 〈ＦＷ３〉 
場所 城南高校三階中央ホールベランダ（南側） 
期間 11 月 13 日（水）～12 月 2 日（月） 
（ＦＷ２の実験方法から変更した点） 
・場所を城南高校三階中央ホールベランダ（北側）

から城南高校三階中央ホールベランダ（南側）に

変更した。 
その他はＦＷ２と同様に行った。 
 
３・結果 

 〈ＦＷ１〉 
ラディッシュが枯れたため、データが取れなかっ

た。 
 〈ＦＷ２〉 
ラディッシュは、順調に成長し、実ができる部分

は赤く色づいたが、実ができる前に茎が折れ枯れ

てしまった。 
→データなし 
 〈ＦＷ３） 
塩味では芽がでなかった。旨味、甘味、酸味の肥

料を与えたラディッシュが良く成長したが、実は

ならなかった。苦味では、芽が出たが、成長途中

から旨味、甘味、酸味と比べてあまり成長しなか

った。 
→データなし 
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４・考察 

〈ＦＷ１〉

・ＦＷ１で使用した無肥料土と肥料（五味）では、

ラディッシュが成長に必要な栄養が不足していた

と考えられる。

・ＦＷ１の時期がラディッシュの適正生育時期（4
月～6 月、9 月～11 月）ではなかったため枯れた

と考えられる。

 〈ＦＷ２〉

・育てた場所がベランダ（北側）であったため、

実をつけるために必要な日光が不足していたため

枯れたと考えられる。

・成長中に台風が接近し、茎が折れたため枯れた

と考えられる。

 〈ＦＷ３〉

・FW2 で用いた肥料土をそのまま使用したため、

成長に必要な栄養が不足していたと考えられる。

・塩味で芽が出なったのは、土壌中の塩分濃度が

高くなって、ラディッシュと土壌の間に浸透圧の

差が生じたため、根から十分な水分を吸収できな

かったためだと考えられる。

・苦味で成長途中、比較的成長しなくなったのは、

成長を阻害する、フェノール物質であるクロロゲ

ン酸等が含まれていたためだと考えられる。

・旨味と甘味と酸味で良く成長したのは、それぞ

れグルタミン酸、スクロース（ショ糖）、クエン酸

がラディッシュに好影響を与えたためだと考えら

れる。具体的には、グルタミン酸は、植物の成長

に利用される有機物であるアミノ酸の一種である

ため、好影響を与えたと考えられる。スクロース

は、光合成で合成された栄養素を変換したものと

同じものであるため、成長に利用されたと考えら

れる。クエン酸は有機酸と一緒に吸収され、植物

の成長に関わるクエン酸回路に働きかけ、刺激を

与えたと考えられる。

・生育時期が 11 月中旬からだったため、ＦＷ３

の時期がラディッシュの適正生育時期ではなかっ

たため枯れたと考えられる。

５・今後の展望 

よく成長したスクロース、クエン酸、グルタミ

ン酸をそれぞれ多く含む食品を追加し育てる。

家庭菜園で自分好みの野菜を作ることが簡単に

なり、野菜を摂取するように促進できる。そのた

め、現代の食生活で不足している食物繊維やビタ
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ミンを手軽に摂取できるようになり、偏った食生

活からバランスのとれた食生活へと改善されるこ

とが見込まれる。したがって、SDGs３つめ「す

べての人に健康と福祉を」の「すべての人に健康

を」の部分に貢献することが見込まれる。 
 
６・参考文献  
一般社団法人日本味覚協会「味の分類」(2014) 
https://mikakukyoukai. net 
2020/07/08 
 小西国義（2000）「植物の生長と発育」養賢堂 
日本放送協会（2008）「よく分かる土・肥料・鉢」

ＮＨＫ出版 
農政調査委員会（1966）「体系農百科事典（全 8
巻）第 1 巻」農政調査委員会 
日本植物生理学会 
「コーヒーとお茶の発芽と生長の関係」（2011）
https://jspp/org/q_and_a/detail.html?id=2509 
「植物中の有機酸について」 
https://jspp/org/q_and_a/detail.html?id=3409 
2020/07/08 
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ミナミヌマエビの飼育環境はどのような環境が適しているのか。 

～室内でエビを生育して～ 

福岡県立城南高等学校 

傘 9―F班  清水 たいら 

１・はじめに 

 ミナミヌマエビは一生を淡水で過ごし、ミナミ

ヌマエビ同士で攻撃や共食いをしないことや半年

で成体になり、１年を通して４０個程度１度に産

卵することを知り、ミナミヌマエビを室内の最低

限の設備で繁殖させる方法を検討することにし

た。 

 

２・研究内容 

〈実験１〉 

水槽（175㎜×150㎜×105㎜）を用意し、

ミナミヌマエビが最終的に何匹になるかを調

べた。 

実験道具 

・水槽（175㎜×150 ㎜×105㎜）×３個 

・ミナミヌマエビの餌（沈下性） 

・ソイル（弱酸性） 

・ミナミヌマエビ（19匹をそれぞれの水槽 

に６、６、７匹入れる） 

・水草 

条件は 7月 10日から明るさ 100ルクス、 

週に 1から 2回水を変え、エサは週に 6回 5

粒から 7粒あたえた。 

〈実験 2〉 

2つの水槽（175 ㎜×150㎜×105 ㎜）にソ

イル、水、水草、を同じ量入れ、一方の水槽

にのみ 3匹のミナミヌマエビを入れてもう一

方の水槽にはミナミヌマエビをいれずに、エ

サを週に 6回 5粒から 7粒あたえ、毎朝 7時

３０分頃にｐH試験紙をつけて測定をした。 

 

 

 

 

 

３・結果

 

グラフ１ 

  

（結果 1）実験 1では、最初 19匹から育ててい

たエビは夏が終わるころには 3匹まで減り、そこ

から減ることは無くなった。また、10月 15日に

卵が孵化し、72匹まで増えた。 

（結果 2）実験 2では、グラフ 1より、エビを入

れていた水槽の pHがもう一方のエビを入れなか

ったものと比べて、すこし高い値になった。 

 

４・考察 

結果１より、今回使った水槽では、次々にエビ

が死んでいってしまった。結果、エビは 3匹まで

減ってしまった。その原因は水槽の酸素濃度や水

質などの環境が、ミナミヌマエビが生育するには

劣悪であったためと考えられる 

 結果 2より、エビがいるといないとでは、あま

り㏗の変化が見られなかった。そのためミナミヌ

マエビはアンモニアなどにより、あまり水質を変

化させることが少なく、酸素の濃度などのほかの

原因でエビが死んでいったと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回、思っているようにエビが増えずに環境を

変えた実験をすることができなかった。次に機会
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があるときには次のような条件で行ってみたい。 

・ミナミヌマエビの生育する水草の下のように水

槽を暗くする。 

・より大きな水槽で実験をする。 

・酸素の濃度を測定する。 

・水槽の水がきれいなままにしておくことができ

るように、フィルターを取り付ける。 

 

６・参考文献 

 ・平野礼次郎 昭和 63年  

「エビ・カニ類の種苗生産」 

株式会社 恒星社星生閣 

・木村義志 2007年 

「学校で飼う水辺の生き物」 

学習社 
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塩 vs 植物 

福岡県立城南高等学校 

傘 9―G班  仲川 壮哉 

１・はじめに 

 塩分は塩害を起こし植物の成長を妨げる一方、

海水トマトのように植物をより美味しく育てるこ

ともできる。ではそのボーダーラインはどこにあ

るのだろうか？私たちは今回の課題研究でこれを

突き止めることを目標とした。 

 

２・研究内容 

 先の疑問を解決するために、今回私たちは

NaCl 水溶液、KCl水溶液を用いて、カイワレ大

根を生育し、茎長を比較した。また栽培方法とし

て NaCl、KCl の植物に及ぼす影響を調べたいた

め、水耕栽培を採用した。溶液は 3日ごとに取り

替え、計 9日かけて生育した。溶液の濃度は、ま

ず原液として海水を模した NaCl 2.64％、KCｌ 

0.07％（いずれも質量％濃度）水溶液を作成し、

以下の濃度で調査した。 

【調査１】 

  
【調査２】 

  

図１及び２は生育に用いた容器（大和プラスチッ

ク キッチンファーム 120番）と囲い（段ボール

製）である。 

 

 

         図１      図２ 

３・結果 

 

 

・生育容器の通風孔から日光が差し込み一部の  

サンプルだけ著しく成長してしまい正確なデータ 

が取得できなかった。 

・参考記録ではあるが③が最も育った。 

 

調査１では日光が平等に差し込まなかったことで

成長に著しく差が出てしまった。そのため調査２

では直射日光の当たらない暗所で生育した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・➀～③の育ち方にあまり差異は見られなかっ

た。 

・④と⑤では⑤は④に比べて茎長が長く、発芽率

もよかった。 

 

【調査１】 
 
 
 
 
①   ②   ③    ④   ⑤ 

 
①   ②   ③    ④   ⑤ 

【調査２】 
 
 
 
 
 

①   ②   ③    ④   ⑤ 
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４・考察 

 海水の 20倍希釈液から植物の生長を促進する

効果が現れ始めるのではないかと考えられる。 

 また、調査１③と調査２④，⑤の比較から

NaClは植物の成長を阻害するはたらき、KCｌは

植物の成長を補助するはたらきがあるのではない

かと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回は調査１が上手くいかず、時間やサンプル

数の都合で正確な実測値を得ることができなかっ

たため、考察の根拠として弱いものになってしま

った。また今回はカイワレ大根での検証だったた

め、他の植物でも検証するよう計画したい。 

 さらに、カリウム Kと合わせて「植物の三大栄

養素」と呼ばれる窒素 N、リン Pでも同様の実験

を行うこと、海水と違う濃度の溶液を用いて実験

を行うことも考えている。 

 

６・参考文献 

アースコンシャス・ストア 「塩の利用 美味し

い野菜づくり」 

https://www.saltmap.jp/fs/earth/c/salt-agri2 

北野雅治（2007）「農業における塩の利用-美味し

い野菜づくり」 公益社団法人 ソルト・サイエ

ンス研究財団主催 ソルト・サイエンスシンポジ

ウム（2007 より） 

高橋英一（1991）「塩類集積土壌と農業」 博友

社 
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カイワレ大根を軟水･硬水に浸すとどちらの方が背丈は長く成長するのか 

福岡県立城南高等学校 

傘９―H班  栗田 結菜 

１・はじめに 

 水は、１L中に溶けているカルシウムとマグネ

シウムの量を示したものをもとに 120mg/L未満を

「軟水」、120mg/L以上を「硬水」と分けられて

いる。（WHO（世界保健機関）の基準）この水に含

まれるカルシウムとマグネシウムの量によって植

物の成長度が変化するのか気になった。そこで、

「カイワレ大根を軟水･硬水に浸すとどちらの方

が背丈は長く成長するのか」という問いを立て

て、研究した。 

２・研究内容 

 〈実験で使用する道具〉 

・カイワレ大根の種 

・キッチンペーパー 

・プラスチック製のコップ 

・軟水（いろはす） 

・硬水（エビアン） 

（いろはす（軟水）の硬度は 36mg/L、エビアン

（硬水）の硬度は 304mg/Lである。） 

・段ボール 

〈実験手順（フィールドワーク１）〉  

1,プラスチック製のコップ（６個）の底にキッチ

ンペーパーを敷き、軟水、硬水をコップの中に

７mL入れた。（軟水、硬水のセットは各３個ず

つ作成した。） 

2,1 で作成したコップの中にカイワレ大根の種各

100 粒入れた。 

3,風通しの良いベランダで、日差しを避けて段ボ

ールの中で生育させた。  

4,７日後、生育させたカイワレ大根の長さを測

り、コップごとに平均値を出した。 

フィールドワーク２では、個数を各 4個に増や

し、個体差をできるだけ影響させないようにし

た。 

カルシウムの働き 

害虫に対する抵抗力の増加。根の生育の促進。植

物内での過剰な老廃物の中和や土壌酸度の調整。 

マグネシウムの働き 

光合成に必要な葉の葉緑体を作る構成物質のひと 

つ。リン酸の移動の手助け。 

３・結果 

フィールドワーク１；軟水はすべてコップの半

分の高さまで成長していたが、硬水は成長にばら

つきがみられた。（硬水②と③はコップの半分の

高さまで成長していたが、硬水①はまだ発芽して

いないものも見られた。）軟水と硬水で差は出た

が、個体差があった。 

２回のフィールドワークを通して、個体差はあ

るものの軟水の方が、背丈が長くなりやすい。硬

水も成長しないわけではないが、個体差が出やす

いことが分かった。 

 

 

４・考察 

 植物に肥料を与えすぎると成長しにくくなるよ 

うに（肥料濃度が高くなると根から栄養を吸収で

きなくなり、根の水分も奪われやすくなる）、硬

水はカルシウムとマグネシウムの含有量が軟水に

比べて多いため、植物にとって栄養素が多すぎ

4.33 4.6 4.9 6.02 4.98

0
1
2
3
4
5
6
7

1 2 3 4 平均値

軟水

4.3 3.56 4.5 3.55 3.78

0
1
2
3
4
5

1 2 3 4 平均値

硬水
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て、栄養を吸収しにくいのではないかと考えた。

また、硬度が高くなるほど、カルシウムとマグネ

シウムの含有量が多いため、植物の成長を妨げて

しまうのではないかと考えた。しかし、硬度が０

mg/Lになると水自体に含まれる栄養分が少なく

なってしまうため、栄養不足となり、成長が遅く

なるのではないかと考えた。 

５・今後の展望 

 硬度が高いほど植物の成長を妨げてしまうの

か、また逆に硬度が 0mg/Lに近づくと成長量が変

化するのか条件設定をさらに細分化して調べた

い。また、個体差による誤差を減らすため、数を

増やして実験する必要がある。観察回数増やし、

何日目で軟水と硬水による影響が出るのか調べた

い。 

６・参考文献 

橋本淳司（2007）、『おいしい水きれいな水』、日

本実業出版社 

角田隆志・山中登志子（2011）、『なっとく！の

水・浄水器選び』、彩流社 

エビアン公式ホームページ 

「ミネラル量と水の硬度、硬水と軟水の違い」 

https://www.evian.co.jp/water/type/04 

観葉植物の正しい肥料の与え方と、絶対に注意し

たい５つの勘違い-A tropical Garden 

https://a-t-g.jp/home-plant-manure-1802 

住友化学園芸 

www.sc-engei.co.jp 
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植物の成長と三大栄養素の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘 9―I班  今村 友莉亜

１・はじめに 

 身近にあり、かつ人間に必要なものが植物の成

長を促進させることができるのかという疑問を持

った。さらに、植物の増産ができれば、「食糧不

足」の解決につながると考えた。 

 

２・研究内容 

 この実験では、植物として多肉植物を使い、三

大栄養素である「炭水化物」「脂質」「タンパク

質」として、それぞれ私たちの身近な食品である

砂糖、食用油、黄粉を用いた。 

 

〈調査方法〉 

① 大きさがほぼ同じの多肉植物を４鉢用意し、 

・水のみ…鉢 1(対照) 

・水＋砂糖…鉢 2 

・水＋油…鉢 3 

・水＋黄粉…鉢 4 

の条件で育てる。 

② 週に 1回×10回、水と物質をそれぞれの鉢に

与える。 

※7 月 10日は水 500ｇ、物質 50ｇを与えたが、

土に浸透した後そこから流れ出る水の量が 6号の

鉢に対して多すぎる判断したので、7月 17日は

水 300ｇ、物質は 30ｇを与えたが、まだ多すぎる

と判断。そこで、7月 24日以降、水 200ｇ、物質

20ｇを与え続け、計 10回与えた。 

 

３・結果 

 ・鉢１…10回与えて順調に成長した。最初よ

り大きくなった。 

・鉢 2…10回与えて多少は成長していたが、特に

目に見える成長はしなかった。最初よりも根の部

分が枯れ小さくなった。 

・鉢 3…水と物質を与え始めて 2回目から、葉 

の先端がピンク色になった。3回目から根の部分

が枯れ始めた。7回目から完全に枯れた。 

・鉢 4…6回目から根の部分が枯れ始めた。最初

よりも根の部分が枯れ、大きさは鉢 2よりも小さ

くなった。 

 

  

7/10(水) 

 

9/4(水) 

 

11/13(水) 

鉢

1 

   

鉢

2 

   

鉢

3 

   

鉢

4 

   

 

〈植木鉢 6号(直径:17ｃｍ)の直径に占めるエケ

ベリアの直径(小数第一位切り捨て)〉単位:％ 

 7/10(水) 9/4(水) 11/13(水) 

鉢 1 35％ 41％ 53％ 

鉢 2 29％ 29％ 35％ 

鉢 3 18％ 18％ 18％ 

鉢 4 35％ 29％ 18％ 
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結果的に、鉢 1の多肉植物が、他の多肉植物より

も大きくなり、鉢 2～4の水と栄養素を加えた多

肉植物は初期よりも多少は大きくなったものもあ

ったが、大半は初期よりも小さくなったり枯れた

りした。 

 

４・考察 

 〈砂糖があまり成長しなかった理由〉 

砂糖は多肉植物に対して特に栄養分となることも

なく、また肥料内に存在する微生物に対して、栄

養を与えてしまい、微生物が肥料内で繁殖しすぎ

たことにより、多肉植物に必要な水が微生物に吸

収された。そのため多肉植物が効率よく水を吸収

できなかったと考えられる。 

 

〈油を加えたら枯れた理由〉 

元々無機質の肥料は石油や鉱物を原料としてい

る。それにさらに油を加えたことにより、濃度障

害を起こし、多肉植物にとっては栄養素ではな

く、害になったと考えられる。 

 

〈黄粉を与えたら枯れた理由〉 

黄粉は水に溶けず、土の表面に固まるため、多肉

植物の根に届かず特に栄養分となることはなかっ

た。また砂糖と同様に、肥料内の微生物に栄養を

与えてしまったため、多肉植物が効率よく水を吸

収できなかったと考えられる。 

 

〈全体の考察〉 

今回の実験で使用した人間の三大栄養素である、

炭水化物、脂質、タンパク質は、人間の生命維持

や身体活動に欠かせないエネルギー源となってい

る。しかし、植物は光合成によって自らエネルギ

ーを生産することができる。したがって、これら

は植物にとって必要ではなかったと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験では、植物の成長を促進する栄養分

を見つけることはできなかったが、与える物質を

変えて実験を続けることで、植物の肥料に使える

栄養分や、植物の成長を促進させる栄養分が見つ

かるかもしれない。また、今回のように成分ごと

に肥料として物質を与える調査をすれば、どの成

分が一番植物の成長を促すか調べることができ

る。 

 

６・参考文献 

出澤清明(2008)．『よくわかる土・肥料・鉢』．日

本放送出版協会． 
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傘１０ 言う・書く・描く 

１０－A 記憶に残る文字 

１０－B アジアの国々において、印象に残りやすい字の 

フォントに違いはあるのか（アルファベット） 

１０－C 魅力的な本の色とフォントの相関関係 

１０－D 最も優れた暗記方法について 

１０－E 一人称と職業、年齢、性別の関係性 

１０－F 早口言葉をより速く、聞き取りやすくするためには 

どの筋肉をきたえるとよいのか 

１０－G 短時間でより多くの漢字の読みを記憶できる方法 

１０－H 字がきれいな人とそうでない人の違いは 

姿勢や持ち方が関係するのか 

１０－Ｉ 目標宣言と試行結果の関係 
 



記憶に残る文字 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―A班 山下 幸志郎 

１・はじめに 

 まず初めはきれいな文字とはどのような文字な

のかなというありきたりな疑問から始まった。し

かし、研究や実験をするに当たって「きれい」と

いうのは抽象的で結果を出すには適さないと考え

た。そこで、「きれい」を「印象に残る」に置き

換え、印象に残るということは記憶に残ると連想

した。また、文字と言っても、人の書く字には癖

や個人差がありこれもまた実験には適さないと考

えた。そこで、パソコンなどで使われる書体だと

よく特徴が反映され、望むような結果を得やすい

のではないかと考えた。そして、「記憶に一番残

りやすい書体は何か。」という問いを立てた。 

 

２・研究内容 

 今回はゴシック体・行書体・ゴシック体・明朝

体・教科書体の５つの書体を用いてそれぞれ２パ

ターンで実験を行った。 

 

実験１ 

 まず初めに、「フランス生まれのたぬきが１７

匹で太平洋を泳いで横断した。」という文章をそ

れぞれ５つの書体分用意し、そのうちの１つを被

験者に見せた。その後、100 マス計算を解かせ、

すべて解き終わった後どの程度文章を覚えている

かを書かせた。被験者 40人に行い班独自の減点

方法でそれぞれの書体に点を定めた。班独自の減

点方法は、例えば単語の並びが違っていたら減点

１、「たぬき」が「タヌキ」のように表記が異な

っていたら減点１、などのように決めた。 

 

実験２ 

 険・と（ポップ体）漫・い（行書体）孝・つ

（ゴシック体）閑・わ（明朝体）捕・ろ（教科書

体）の計 10個を散らした１枚の紙を見せた。そ

の後、100マス計算を５分間解かせ、どの文字を

記憶しているかを書かせた。書かれた文字の数を

集計した。 

 

※実験１では被験者一人に対して一つの書体しか

調べることが出来ない実験内容で、それではそれ

ぞれの書体に個人差が出てしまうと考え、実験２

では被験者一人に対して５つの書体を調べられる

ような実験方法にした。また、間の 100マス計算

も終わり次第にしてしまうと、そこでも見てから

書くまでの時間に 100マス計算を解くスピードに

よる個人差が出てしまうと考え、決まった時間を

設けることにした。 

 

３・結果 

実験１の結果 

 

ポ
ッ
プ
体 

行
書
体 

ゴ
シ
ッ
ク
体 

明
朝
体 

教
科
書
体 

点
数 

－１６ －１９ －２５ ―１８ －２２ 

 

実験２の結果 

 

ポ
ッ
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行
書
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シ
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教
科
書
体 

険 と 漫 い 孝 つ 閑 わ 捕 ろ 

15 10 14 16 6 9 10 13 6 10 

合

計 
２５ ３０ １５ ２３ １６ 

誤

答 
０ ４ １ ５ ２ 
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４・考察 

 まず２つの実験の結果を見て分かることは、ポ

ップ体が最も正確に覚えられやすいということ

だ。実験２の結果を見ると、確かに行書体の合計

が最も多いが、誤答も多いため誤答が無く合計が

２番目に多いポップ体が最も正確に覚えられやす

いと思われる。ポップ体が最も覚えられやすかっ

たのは、他の４つの書体に比べ、字そのものが大

きく、太く目につきやすかったのではないかと考

えられる。その面で考えると今回はこの５つの書

体であったためにポップ体が１番という結果にな

ったけれど、別のポップ体よりも大きく、太い書

体を実験に加えると、結果は変わってくるのでは

ないかと思う。また、今回の２つの実験では間に

100 マス計算を入れたとはいえ短期間の記憶しか

測ることが出来なかったと思う。もっと多く時間

を空けると、また結果が変わってくるのではない

かと考える。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験でポップ体が最も正確に覚えられや

すいと分かった。日々覚えることの多い学生であ

る私たちの身近で考えると、単語帳などにポップ

体を用いると今よりも、より覚えやすくなるので

はないかとこの研究の先に可能性を感じた。 

 また一方で、今回の２つの実験では被験者の対

象は学生であったが、私たち学生よりも多く世の

中の文字に触れてきたであろう成人の方々はどう

であるのかが気になった。また、この研究に対す

る意見の中に今回の実験では日本語の漢字やひら

がな、カタカナが主だったけれど、英語などでは

どうであるのかという意見があり、すごく興味深

かった。 

 以上のような研究が SDGs（持続可能な開発目

標）の一つである「質の高い教育をみんなに」へ

つながっていくのではないだろうか。 

 

 

６・参考文献 

高橋 佑磨・片山 なつ 

「書体の使い分け」 

https://tsutawarudesign.com/yomiyasuku1.html 

2019年 1月 11日 

178

https://tsutawarudesign.com/yomiyasuku1.html
https://tsutawarudesign.com/yomiyasuku1.html


福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

アジアの国々において、印象に残りやすい字のフォントに 

違いはあるのか（アルファベット） 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―B 班  前田 桃 

１・はじめに 

 最近、町の店でたくさんのアジア人を目にする

ようになったが、日本人が多い店、中国人が多い

店、韓国人が多い店など、客の国籍が店によって

分かれているように感じた。そして、このような

違いが生まれるのは、国によって印象に残りやす

い看板が違うからではないかと考えた。 

 そこで、アジアの国々において、印象に残りや

すい字のフォントに違いはあるのか、調べること

にした。 

 

２・研究内容 

 次の日程でアンケートを実施した。日本人への

アンケートは日本語で、外国人へのアンケートは

英語で行った。 

フィールドワーク① 

日時；2019年 7月 10日、5∼7限 

場所；福岡空港国際線ターミナル 

校内アンケート 

 日時；2019 年 7 月 17 日、6・7限 

 場所；城南高校 

フィールドワーク② 

 日時；2019 年 9 月 25 日、5∼7 限 

 場所；福岡空港国際線ターミナル 

 

＜アンケートの内容＞ 

① 出身国を尋ねる。 

② いろいろなフォント(表 1)で書かれた英単語

18個を並べた紙(画像 1)を 3秒間見せ、紙を

伏せる。 

③ どの英単語が最も印象に残ったかを尋ねる。 

 

 

 

 

表 1；使った英単語とフォント 

英単語 フォント 

Apple Century 

Black HG正楷書体 

Chair Impact 

Glass HGP行書体 

Green Cooper Black 

Happy 游ゴシック 

Money Arial 

Night Adobe 

Peace Times New Roman 

Stand HGP創英角ゴシック UB 

Story Imprint MT Shadow 

Study Meiryo 

Table Vladimir Script 

Teeth Gungsuh 

Watch Forte 

Water Bernard 

White Brush Script 

World MS明朝 

 

画像 1；アンケートに使用した紙
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

３・結果 

印象に残った単語 

                                                        

 

 

 

 

 

４・考察 

・国によって、それほど大きな違いは見られなか

った。 

 

・HGB 創英角ゴシック UB、Impactなど、字の太

いフォントが印象に残りやすかった。 

 

・日本で「Green」が印象に残った人が多かった

のは、日本の『Greeeen』というアーティストが

このフォントを使っているため、他の国の人に比

べ、日常で目にすることが多いためと思われる。 

 

・「Money」「Happy」などが印象に残ったという人

も多かったため、単語の意味合いも関係したので

はないかと考えられる。 

 

・どの国の結果でも、位置が真ん中に近い単語が

印象に残りやすかったため、配置も関係していた

と考えられる。 
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Money
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福岡県立城南高等学校 ESD 課題研究 

５・今後の展望 

・印象に残りやすかったフォントを用いた看板・

チラシなどを作ることで、アジア人の集客に繋が

り、国・地域の活性化を図ることができるのでは

ないか。 

 

・アンケートを英語で行ったことで、意味がうま

く伝わらなかったため、説明を紙に書いて、その

紙を見せるなどして、意味をきちんと理解しても

らう。 

 

・単語の意味合い・配置など、フォントとは関係

のないものが結果に影響してしまったため、単語

と配置を変えて再度調査を行い、今回の結果と比

較する。 

 

６・参考文献 

小林章(2011).『フォントのふしぎ』.美術出版社 

高柳ヤヨイ(2005).『文字のデザインを読む。』.

ソシム 
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魅力的な本の色とフォントの相関関係 

福岡県立城南高等学校 

傘１０―C班  廣瀬 沙耶佳 

１・はじめに 

 班員全員が読書好きということもあり本の表紙

関連の文献を調べた結果、先行研究の少なかった

もののうち色とフォントの関係に興味を持ったこ

とから。魅力的な本の色と相関関係について調べ

ることにした。 

２・研究内容と結果 

【アンケート①】 

 まず、アンケート①での目的はアンケート②で

使うためのフォントを選ぶこと。平仮名のみの題

名「さながら」、漢字のみの題名「人間以上」漢

字と平仮名の混ざった題名「砂糖菓子の弾丸は撃

ち抜けない」の３種類の題名を用意し、A,MSゴ

シック B,MGP 教科書体 C,MS 明朝 D,HG 丸ゴシック

M-PROの４種類のフォントからそれぞれ読みたい

と思ったものを選んでもらう。背景色は色相環の

中に属さず明暗表でも間に位置する灰色とした。

また、今回はフォントを選ぶためのアンケートで

あるので文字色は黒で統一した。また、調査対象

者に本としてイメージしてもらうために「重盛あ

や」という架空の作者名を添付した。 

図１ 明暗表 

表１ 平仮名 上段から順に ABCD 

さながら 

さながら 

さながら 

さながら 

表２ 漢字のみ 上段から順に ABCD 

人間以上 

人間以上 

人間以上 

人間以上 
表３ 漢字と平仮名 上段から順に ABCD 

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 

砂糖菓子の弾丸は撃ち抜けない 

表４ 作者名 上段から順に ABCD 

重盛あや 

重盛あや 

重盛あや 

重盛あや 
一般的な文庫本のサイズである１０５mm×１４８

mm四方の背景が灰色の紙に横書きで上方に題

名、その下に作者名を配置し、第５５期城南高校

生１３８人にそれぞれの題名でどのフォントの表

紙が最も魅力的に見えるかアンケートを実施し

た。 
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アンケート①の結果 

表５ 
(人) 平仮名 漢字 漢字と平仮名 

A 24 21 39 

B 58 67 36 

C 43 45 31 

D 13 5 32 

また、男子では全て Bのフォントを選んだ者が多

く、女子は上表の総合計と同様に平仮名、漢字は

B、平仮名と漢字の混ざっているものは Aが最も

多いという結果になった。 

 

アンケート①の考察 

MGP 教科書体が多く選ばれたのは、普段から学校

の教材などで最も多く目にする機会が多く馴染み

があるのではないか。逆に HG丸ゴシック M-PRO

が少なかったのは、目にする機会が少なかったか

らではないか。このことから見慣れているものほ

ど魅力的に見えやすいのではないかと考えられ

る。 

 

アンケート①の反省 

当初班員四人で色のイメージがしにくいものとい

うことで３種類の題名を用意したがアンケートを

とっているうちに複数の回答者から「砂糖菓子の

弾丸は撃ち抜けない」という題名は色のイメージ

がつきやすいのではないかという意見が上がっ

た。また、「人間以上」についても多くの人が知

っている既存の作品と名前が似ておりイメージが

ひっぱられてしまうという意見があがった。 

 

【アンケート②】 

アンケート①で選ばれたフォント（MGP教科書

体）を使い、最も目につく色を選ぶという目的で

アンケート②を実施した。題名はアンケート①の

反省と、題名を分けても結果があまり変わらなか

ったことより調査対象を「さながら」だけに絞っ

た。「さながら」の MGP教科書体で、色は偏りの

ないように色相環を用いて時計回りに黄みの橙か

ら緑みの青までを自然色、それ以外を不自然色に

分けて偏りをみた。 

 

図２ 色相環 

黄を②とし、時計回りに⑫まで番号をつけて、そ

れぞれの色ごとにアンケート①と同じように表紙

を作り調査を行った。背景色も同様に灰色に設定

した。また、アンケート①で「イメ－ジがつく」

などの意見がでていて、フォントと色とは関係な

い理由で選ばれるのを避けるために理由を聞くこ

とにした。対象は第５５期城南高校生１４７人で

ある。 

 

アンケート②の結果 

 

図３ アンケート②総合計 
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図４ アンケート②女子合計 

 

図５ アンケート②男子合計 

また、その色を選んだ理由は大きくまとめると次

のようになった。 

 

図６ その色(番号)を選んだ理由 

また、図２の色相環より自然色のほうが選ばれや

すい傾向にあることが分かる。そして、図 6より

目につきやすいからという理由が最も多かった。 

 

アンケート②の考察 

教科書体は他のフォントに比べて人のかいた字に

近く自然な感じがするので自然色が選ばれやすい

と考えられる。 

 

３・考察 

MSゴシック、MS明朝、HGP教科書体、HG丸ゴ

シック M-PROの中では最も教科書体が目につきや

すい。教科書体には不自然色よりも自然色の方が

合う。 

また、目につきやすいフォントと、そのイメー

ジと合う色を組み合わせた本の表紙が魅力的に見

えやすいと考えられる。 

 

４・今後の展望 

 他のフォントでも、フォントのイメージと色が

合ったものが目につきやすいのか調べたい。(MS

ゴシックは角張っていて人工的なため不自然色が

選ばれるのかなど)また、それぞれのフォントご

とに合う色を調査して組み合わせの傾向を調べ、

最終的にどの組み合わせが最も魅力的であるか調

べたい。また魅力的であると言うことは目につき

やすく印象的であるということであるので、ボラ

ンティアや募金を呼びかけるポスターの色合いな

どの、重要な情報を目につきやすくすることに役

立てられる。 

 

５・参考文献 

熊本 忠彦、吉田 紫世理（２０１８）「フォン

トと背景色の組み合わせによる印象の変化」 

エドワード･ジョンストン〔遠山由実訳〕（２００

５）『書字法･装飾法･文字造形』朗文堂 
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最も優れた暗記方法について 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―D班  渡邊 航平 

１・はじめに 

 単語などを勉強する上で最も効率よく暗記でき

る方法は何なのかを知りたく、今回の実験を行っ

た。 

 

２・研究内容 

 『30 桁の数字の羅列が書かれた紙を見なが

ら、「言う」、「書く」、「聞く」ことを１分間行

い、その中でどれが最も暗記しやすいか。』とい

うことを調べる研究をした。 

「言う」では、配布された 30桁の数字の羅列

が書かれた紙を見ながら、１分間声に出して覚え

るという方法で実験を行った。このとき、言う回

数は制限せず、覚える順番は自由とした。 

「書く」では、配布された 30桁の数字の羅列

が書かれた紙を見ながら、１分間暗記用の紙に書

いて覚えるという方法で実験を行った。このと

き、書く回数は制限せず、覚える順番は自由とし

た。 

「聞く」では、配布された 30桁の数字の羅列

が書かれた紙を見ながら、読み上げられる数字

(15 秒で 30桁の羅列を 1回読む速さ)を１分間聞

いて覚えるという方法で実験を行った。 

すべての実験で、結果に影響を与える可能性の

ある行為(「言う」の場合…指で書くなど)は禁止

した。 

暗記時間が終了したのち解答用紙を配布し、暗

記できたところまで記入してもらう。解答終了

後、回収し、数字１つにつき１点として採点す

る。今回の被験者の人数は「言う」と「書く」が

21 人、「聞く」は時間の都合上、14 人とした。 

 

 

 

 

 

 

３・結果 

 
～平均点～ 

【言う】…16点 

【書く】…13点 

【聞く】…12点 

 

４・考察 

 今回の実験で「言う」、「書く」、「聞く」の中で

最も優れた暗記方法は「言う」であると考えられ

る。また、「言う」には自分で声に出すというア

ウトプットと、その声を聞き取るインプットが同

時に行われているため、他 2つより効率よく暗記

できているのではないかと考えられる。 

 

５・今後の展望 

 今回「聞く」の人数が他 2つと比べて少なく、

結果に少なからずとも影響を与えていると思われ

るため、次回からはすべての人数を揃えるように

したい。また、今回は数字だけだったが、応用と

して英単語などを使った実験も行ってみたいと思

う。さらに、「言う」、「書く」、「聞く」だけでな

く、「言いながら書く」などの、一度に複数のこ

とを行うとどうなるのかも実験してみたい。 

 

６・参考文献 

藤本忠正（2008 年）．『記憶力日本選手権チャン

ピオンが教えるスーパー暗記述』．株式会社アス

ペクト 
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一人称と職業、年齢、性別の関係性 

 
 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―E班  富田 莉音 

１・はじめに 

 親や知り合いが場所や状況により一人称を変え

ていることに興味を持ったため、どこでどのよう

な一人称を使い分けているのか、社会で一人称が

どのような使われ方をし、役割を果たしているの

か調べてみようと思ったことが今回の動機であ

る。まず、先行研究として一人称についての本の

内容では、英語では愛称や職業でしか位置づけが

できないのに対し日本ではママやパパ、先生が実

際に一人称でママ、パパ、先生というのは話す対

象となる子供の視点になって話すことで話を理解

しやすくなる、また関西方面では一人称を「自

分」にすることが多いといわれている。その理由

として直接人称名詞を用いらないことで人間関係

を持ち込まなくてよいということが挙げられてい

る。そこで一人称のちがいを、年齢、性別、職業

の３つにしぼり一人称が変化するのか調査しよう

と考えた。 

２・研究内容 

 自分たちで作成した質問用紙を配布し対象者に

答えてもらう。まず調査１では 

質問内容 

①職業 

②年齢（10代～50代以上） 

③性別 

④家庭での立場(父、母など) 

⑤他人からの自分の呼ばれ方 

⑥家庭での自分自身の呼び方 

⑦職場や学校での自分自身の呼び方 

の 7項目を城南生男女各 20名、城南の先生 10名

城南生の保護者 50名を対象に答えてもらう。 

調査 2では調査対象を広げるために城南生の弟・

妹を対象として城南生に答えてもらう。アンケー

ト項目を上記の⑤と⑦の質問を省きアンケート調

査を行った。年齢の幅を 5歳ずつに分け 0～16歳

に変更した。 

 

３・結果 

・調査１の結果 

職業別、年齢別、性別別にグラフを作成した。 

・職業別 

学生は名前、私、うち、僕、俺と呼んでいる人

が多かったが先生や 20代以上（学生以外）の人

は「私」を使っている人が大半を占めていた。職

業柄「先生」と呼ばれる人は、一人称が「先生」

である場合があった。 

 

・年齢別 

項目が多く様々な結果が出たためグラフで説明

する。家庭での 1人称は 10代や 20代は、「私」

を使っている人が多かったのに対し、40代、50

代以上では父母、パパママを使っている人が半分

以上を占めていた。職業における一人称では 20

代以上になると 7割以上が「私」を使っていた。 

10代では男子の 1人称で「俺」がほかの年代

より多くを占めていた。 

（以下 年齢別のグラフ） 
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・性別別 

男性は家庭での自分自身の呼び方は「俺」や父

母やパパママが占めていた。 

職業や学校での呼び方は「俺」、「私」が多かっ

た。女性は「私」や名前、男性同様、家庭では父

母やパパママ、ほかに「うち」、ニックネーム

と、様々な一人称があった。 

 

アンケートを行う中⑤の他人からの自分の呼ば

れ方の項目のアンケート結果は一人称とは関係が

ないと思われた。 

                 

４・考察 

 ・職業別 

学生は自分の好きなように呼んでいる人が多いと

思われる。それに対し先生やほかの職業の人々は 

「私」というかたい表現を使っている人が多いこ

とから、この表現が好まれている、丁寧な印象を

与えると考えられる。 

・年齢別 

職場では 20代以上がほとんど「私」を使ってい

ることから上記と同じことが考えられる。 

・性別別 

アンケート結果で女性の一人称では男性の一人称

にはなかったニックネームが出ていた。 

男性より女性のほうが場面によって使い分けてい

る人が多いと思われる。 

 

 

 

５・今後の展望 

 アンケートの調査対象で年齢を引き下げたが十

分な調査結果が得られなかったため、60代～、

16歳以下にアンケートを行う。 

城南の先生や城南生の保護者にアンケートをとっ

たが男女比が均等ではなかったため、男女比をあ 

わせてアンケートを行う。 

上記の 2つを改善することで正確で詳しい結果が

得られると思う。 

また、SDGｓの 5「ジェンダー平等を実現しよ

う」では、英語にはない日本独特の一人称の使い

分けを知ることでそれぞれの一人称があらわす距

離感を知ることで実現できるのではないのか。 

そしてこれを通して一人称の大切さも知ることが

できるのではないか。 

 

６・参考文献 

田窪 行則（1997）「視点と言語行動」 

くろしお出版 13-44 

 

カヘギョン(2001)「日韓両国語における敬語の対

照研究」 白帝社 
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早口言葉をより速く、聞き取りやすくするためにはどの筋肉をきたえるとよいのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―F班 本村 英玲奈 

１・はじめに 

 これから学校や就職先でプレゼンテーション等

をするときに、相手がききやすくするためには、

滑舌をよくすることが必要になると思い、早口言

葉をより速く、聞き取りやすくするためにはどの

筋肉をきたえるとよいかについて研究した。 

 

２・研究内容 

 インターネットで調べたところ、さ行、た行、

ら行が言いにくいと分かったので、それぞれの行

に関係する早口言葉を３つ選んだ。 

・獅子汁獅子鍋獅子どん獅子シチュー以上獅子食

試食審査員試食済み新案獅子食七種中の四種 

・野田だな野田だな野田なのだな 

・ラバかロバかロバかラバかわからないのでラバ

とロバを比べたらロバかラバかわからなかった 

 次に、インターネットから、３つのトレーニン

グ方法を選んだ。 

・割り箸の太い方をそれぞれ奥歯で噛んで、「ら

たなかさ」と 10 回言う(表情筋を鍛える) 
・舌を、歯茎の外側に沿って、右に５回、左に５

回まわす(舌筋を鍛える) 
・早口言葉を母音に変換して 10 回言う 

(喉を鍛える) 
 城南生９人を、それぞれの早口言葉に３人ずつ

に分け、その３人に３つのトレーニング方法を振

り分けて、実践してもらった。 
２ヵ月ごと、計２回録音してタイムを計った。 
その後、城南生 20 人にトレーニング前とトレー

ニング後の音声を聞いてもらい、どちらのほうが

聞き取りやすいか調査した。 
 

 

 

 

 

 

３・結果 

被験者のタイムの変化と票数 

T…トレーニング 

 タイム(秒) 票数(人)  

人 T前 T後 T差 T前 T後 筋肉 

Ａ 2.67 1.18 -1.49 12 8  

舌筋 Ｂ 5.10 5.94 +0.84 18 2 

Ｃ 9.03 8.13 -0.90 1 19 

Ｄ 8.45 7.28 -1.17 17 3  

表情筋 Ｅ 4.63 4.47 -0.16 13 7 

Ｆ 2.99 1.97 -1.02 4 16 

Ｇ 11.31 6.13 -5.18 6 14 喉の 

筋肉 Ｈ 1.72 1.53 -0.19 10 10 

Ｉ 5.09 4.79 -0,30 5 15 

 

４・考察 

 ９人中 8人の早口言葉のタイムが速くなった。

このことから、筋肉を鍛えることは速く言うこと

に効果があると考えられる。 

 トレーニング前より後のほうが聞き取りやすい

という票が増えたのは、喉の筋肉を鍛えた場合で

あった。このことから、聞き取りやすくするため

に、喉の筋肉を鍛えると良いと考えられる。 

これにより、喉の筋肉を鍛えることが早口言葉

を速く、聞き取りやすく言うことにつながると考

えられる。 

 

５・今後の展望 

 改善点は、20人より多くの城南生に音声をき

いてもらうこと、音声の音量をすべて同じにする

ことである。また、このまま研究を継続すると、

舌筋や表情筋のトレーニングをしている被験者が

大幅に記録を伸ばすということも考えられる。 

今回、喉の筋肉を鍛える方法として行った、早口

言葉を母音に変換して言うトレーニングは、簡単

で、道具を必要としないので、相手がききやすい
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ように話したいという人は、すぐに実行できる。

このトレーニングは、２ヵ月という短期間で行い

このような結果になった。そのため、早く成果を

出したい人は喉の筋肉を鍛えるトレーニングが良

いと考える。 

 

６・参考文献 

魚住りえ(2016)． 

『10歳若返る！話し方のレッスン』．講談社． 

出口富士子(2017)． 

『はじめてのナレーショントレーニング』． 

雷鳥社． 
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短時間でより多くの漢字の読みを記憶できる方法 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―G班  藤嶋 大和 

１・はじめに 

 テスト勉強などで多くのことを暗記する際、効

率よく暗記する方法はないか、と疑問を持ったた

め。そこで、短時間でより多くの漢字の読みを記

憶できる方法について調査した。 

 

２・研究内容 

 実験を行う前に、実験の潤滑な進行と仮説を立

てるために事前調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

上記のアンケートを城南高校 2学年の生徒 40人

に対して行い、結果を集計した。 

結果は多い項目から順に、見て覚える(22人) 

声に出して覚える(8 人) 書いて覚える(6人) 

その他(4人)となった。この結果から見て覚える

方法が一番記憶に残りやすい、と仮説を立てた。 

 

【実験①】 

上記の 3つの方法で最も効果的な方法を調べた。 

＝手順＝ 

無作為に抽出した城南高校 2学年の生徒 90人

を 30人ずつ見て覚える、声に出して覚える、書

いて覚える、の 3つのグループに分け、それぞれ

のグループに課された方法を用いて個人で、難解

な漢字の読みを 40問出題し 10分間で最大限覚え

てもらい、10分後にテストを行い、結果を集計

した。 

ここで、難解な漢字の読みとは常用漢字表に記さ

れてない読みのことで、大漢和辞典より抜粋し

た。 例;胡(でたらめ)、抑(そもそも) 等 

このような漢字を用いたのは、記憶力に関する実

験を行う際、被験者の既知の問題が含まれると正

しい結果が得られないと考えたからだ。 

 

【実験②】 

実験①の結果を基に、どのように見て覚えるとよ

り効果的か調べた。 

＝手順＝ 

 無作為に抽出した城南高校 2学年の生徒 60人

を 30人ずつ、黒板を見て覚える、赤シートを用

いて見て覚える、の 2つのグループに分け、それ

ぞれのグループに課された方法を用いて個人で、

難解な漢字の読みを 40問出題し 10分間で最大限

覚えてもらい、10分後にテストを行い、結果を

集計した。 

 

３・結果 

 実験①の結果は次のグラフと表が示すようにな

った。 

 

・最大値と平均値は見て覚えるが最も高く、最小

値は声に出して覚えると見て覚えるが最も高い。 

 

最大値 最小値 平均値

声に出して覚える 36 6 20

書いて覚える 38 2 15

見て覚える 40 6 28

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

点
数
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点
）

実験①

あなたは 

あなたはどのように漢字の読みを記憶しますか？ 

1．声に出して覚える 

3．見て覚える 
2．書いて覚える 

4．その他(    ) 
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実験②の結果は次のグラフと表が示すようになっ

た。 

 

・最大値は黒板を見て覚えるほうが高く、平均値

と最小値は赤シートを使って覚えるほうが高い。 

 

４・考察 

 実験①の結果より平均値、最大値、最小値より

比較すると、見て覚えるが 2つの項目で最も高く、

平均値では他の方法とそれぞれ 8点、13 点の差を

つけていることから、見て覚える、声に出して覚

える、書いて覚える、の 3 つの方法では見て覚え

るが短時間で効果的に記憶できる方法だといえる。 

また、実験②の結果より黒板を見て覚える方法と
赤シートを使って覚える方法を比較すると平均値

で 5 点の差があることから赤シートを使って覚え

るほうが短時間で効果的に記憶できる方法だとい

える。 

よって、短時間でより多くの漢字の読みを記憶す

るには目的のものを隠しながら見て覚える、言い

換えれば周りの対象と差をつけつつ視覚に訴える

ようにして覚えると良いといえる。 

 

５・今後の展望 

 今回の実験を基に、より効果的な暗記の方法を

追究して、教育現場に生かすことで SDGｓの 1つ

である「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献

することができると考える。今回の実験で導かれ

た結果は短期記憶の場合に限っているので、今後

の実験では長期記憶の場合も検証する必要があ

る。また、今回の実験では漢字の読みという限定

的な対象になってしまったので英単語、数字の羅

列など他の対象を用いた研究を行うなどして、こ

の研究を発展させる。 

 

６・参考文献 

フロイド・Ｅ・ブルーム（2004）『新・脳の探

検』講談社 

Ａ・Ｍ・スープレナント（2012）『記憶の原理』

勁草書房 

諸橋轍次（2000）『大漢和辞典』大修館書店 

最大値 最小値 平均値

赤シート 35 13 25.5

黒板 38 8 20.8
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実験②
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字がきれいな人とそうでない人の違いは姿勢や持ち方が関係するのか 

福岡県立城南高等学校 

傘 10―H班  中島 実菜 

１・はじめに 

 先生が、「テストの採点の時に字が汚くて読め

ない人もいる。」と言っていたのを聞き、誰もが

字をきれいに書く方法があればいいと考えた。ま

た、社会的背景には、インターネットの普及に伴

う、字を書く機会の減少が関係していると考えた

ため、今回の研究テーマとした。 

 

２・研究内容 

① 男女 20名ずつに指定した文章を同じ大き

さで書いてもらい、姿勢と持ち方を写真に撮

った。 

 

② 書いてもらった字を男子 10 名ずつ、女子

10名ずつの計４ブロックに分け、無造作に

選出した 50名に各ブロックのもっともきれ

いな字と汚い字を選んでもらった。 

 

③ アンケートの結果から、きれいな字を書く

人とそうでない人の姿勢と持ち方の関係を調

べた。 

※ 書いてもらった文章 

「故郷への思いは永遠だ。」 

〈理由〉 

・ 漢字、ひらがなを使っている。 

 ・ 「永」という漢字は永字八法という書道の

技法がすべて含まれているため。 

 

３・結果 

各ブロックできれいな字と選ばれた 4人中３

人は、姿勢が正しかった。汚い字と選ばれた４

人は、４人中３人は姿勢が乱れていた。持ち方

については、それほど大きな差はなかった。 

 

４・考察 

最もきれいだと選ばれた４人と汚いと選ばれ

た４人だけを見ると、背筋がまっすぐで姿勢が

正しい人がきれいな字を書いていると考えられ

る。 

しかし、調査した人全体を見ると、背筋がま

っすぐであっても汚い字と選ばれる人が多かっ

た。 

よって、姿勢と字のきれいさに関係はあまり

ないと考えられる。また、字が大きい人が汚い

字と選ばれる傾向にあることも分かった。 

 

５・今後の展望 

 〈課題〉 

・ 字の大きさが大きい人と小さい人がおり、

結果に影響したと考えられるため、枠を作

り、字の大きさを揃える。 

・ アンケートをとる人数を増やし、より結果

に信憑性をもたせる。 

 

〈研究がどう役立つか〉 

・ 字をきれいに書くことができるようになれ

ば、テストの採点がしやすくなる。(学校の

先生) 

・ 契約書などを書いた際の読み間違いによる

トラブルがなくなる。(相手に伝わりやすく

なる) 

・ 日本語だけでなく世界中で字をきれいに書

く人が増えれば、丁寧に字を書くことによっ

きれいな字 汚い字

姿勢と字の関係

姿勢が乱れて
いる
姿勢が正しい
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て学習の質の向上につながるため、SDGs 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 

NHK 取材班(1989)．『驚異の小宇宙・人体５・

なめらかな連係プレー骨、筋肉』,日本放送出版

協会 
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目標宣言と試行結果の関係 

福岡県立城南高等学校 

傘１０―I班  浜田 穂花

１・はじめに 

「夢は口にしていれば叶う」というような言葉を

誰しも一度は聞いたことがあると思う。またその

逆で、ネガティブな発言ばかりしていると結果も

それに伴い悪いものになるということもいえる。

所謂宣言効果や言霊などと呼ばれるものである。 

私たちはそのようなものが本当に存在するのか

に興味を持ち、簡単な実験で調べてみようと考え

た。  

２・研究内容 

【試行１】 

城南高校の 55期生 29人に対してそれぞれ 3

回、引き算の百マス計算を行った。 

1回目は何も言わずに、２回目は１回目の出来を

踏まえたうえで自身の実力より若干低めに見積も

った点数を目標として記入してもらい(以下ネガ

ティブ)、3回目はその逆で高めの点数を目標と

して記入してもらったうえで(以下ポジティブ)試

行した。 

制限時間はそれぞれ 45秒間で、問題用紙は 3回

とも同じものを使用し、時間内に記入したものの

うち、正解した数を得点とした。また、人によっ

て引く順番による正負の違いがあったが、絶対値

があっていれば正解として、被験者ごとに目標

(2,3回目のみ)、記入数、ミス数、得点、正答

率、目標達成率(2,3回目のみ)を記録し、さらに

そのそれぞれで全体の平均値を算出した。以下で

はそのうち平均得点とミス数の平均のみを示して

いる。 

【試行２】 

城南高校の 55期生 32人に対してそれぞれ 3

回、緩衝材(プチプチ)をつぶす実験を行った。や

り方は試行１と同じだが、2回の目標宣言の順番

は人によって異なるようにした。しかし班員間の

連携不足などがあり、2回目にポジティブな目標

宣言をした人は 25人、ネガティブな目標宣言を

した人は 7人となった。 

コツがいる作業なので、慣れによる結果のばらつ

きをなくすため 1回目の前に実験用の緩衝材の半

分くらいのものを渡し、練習させた。１～３回目

の制限時間はそれぞれ 40秒で、時間内に完全に

つぶした数を得点とし、被験者ごとに目標(2,3

回目のみ)、結果、目標達成率(2,3回目のみ)、

最高得点、最低得点を記録した。さらにそのそれ

ぞれで全体の平均値を算出した。以下ではそのう

ち平均得点のみを示している。 

３・結果 

【試行１】 

 
【試行２】 
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４・考察 

 今回の研究では、両方の試行でポジティブな目

標宣言をしたとき、ネガティブな目標宣言をした

とき、目標宣言をしなかったときの順に平均得点

が高かった。これは宣言効果によるものというよ

りは、単純に同じ作業を繰り返したことによる慣

れの影響が主な原因だと考えられる。研究の手段

に馴染みのないものを使用した結果、被験者に戸

惑いが生じ、1回目の得点が低くなった。宣言効

果が実際にありそれがこの研究で証明されると仮

定すれば、ポジティブな目標宣言をした時、目標

宣言をしなかったとき、ネガティブな目標宣言を

した時の順に平均得点が高くなることが予想され

る。 

 そもそも宣言効果というのはある種の洗脳的な

効果でもなんでもなく、目標を他人に対して宣言

することで生まれる「言ってしまったから後には

引けない」というプレッシャーをモチベーション

に努力することで結果として成果が出ることを言

うのであり、「頑張れるように」「挫折しないため

に」するものである。にもかかわらず、今研究に

おける目標宣言というのはその場で突然書かされ

るもので、その上ただ書かされるだけなのでそれ

が周囲に知られることはないし、達成したいとい

う意思を持っている人はいなかっただろうし、実

際達成できたかすら公開されることはない。他人

に強制されて設定する目標を宣言することに意味

があるとも考えにくい。また試行自体も 1回 1分

に満たない極めて短時間で行われるものであり、

その時間内、自分が数秒で立てた目標のことなど

ほとんどの人が頭の片隅にもなかったのではない

かと思う。 

 この研究内容で宣言効果の存在が立証されれば

それは逆に問題である。心にもない即興の目標宣

言でその目標を達成することができるのなら、そ

もそも失敗という言葉など存在していないだろ

う。 

  

言い換えれば、今回の研究では立証されなかった

ものの、宣言効果の存在そのものは一概には否定

できないということになる。前述したとおり、目

標宣言はすることで自分の能力が上がるなどとい

う超越的な力を持つものではなく、周囲にその内

容を知らせることで努力し続けるモチベーション

につなげるためのものである。今回の研究ではや

り方が悪かったが、定期テストなど、もう少し長

期的で達成することで本人が利益を得られるよう

なもので試してみればまた違った結果が得られる

かもしれない。 

５・今後の展望 

  この研究においてこれ以上何かをする予定は

今のところはない。もう少し結果に差が出やす

く、達成することで被験者側に利益があるものを

実験手段として用いればよかったのだと思うが、

とくには思いつかない。 

 もし宣言効果が実証されれば、学校教育や社員

教育全般、特に定期テストや入試、就職活動など

で大きな力を発揮し、最終的に労働の合理化やそ

れに伴う経済成長などが期待できると考える。 
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