
 

 

漫画が人々に及ぼす影響 

 

                                     Ｌ６１ 

 

研究要旨 

漫画の影響によってスポーツの競技人口を増加させられるかということについて調べた。 

 

１ 研究背景と目的 

漫画によってスポーツの競技人口を増やせるのではないかと思い研究した。 

 

２ 研究手法 

文系１４５人にアンケートを実施。        

 

３ 研究結果および考察 

・漫画の影響を受けたのは約１０％（１４人）で予想より少なかった 

・漫画の影響を受けたスポーツは、どのくらいの期間やっていたか。 

 １年以内…３人 １～３年間…３人 ４～６年間…７人 ７～９年間 それ以上１人 

 →あまり長続きしないと思われる。 

・スポーツの漫画ではない漫画の影響を受けている場合も存在する。 

・影響を受けている漫画のうち９分の７個は１０００万部以上売れている人気の漫画である。 

・９分の６の漫画が発行部数ランキング５０位内に入っている。 

 

４ まとめと今後の展望 

・スポーツの競技人口の推移には漫画の影響が反映していると考えられる。 

・人気で発行部数の多い漫画ほど影響を及ぼす可能性が高いと考えられる。 

・アンケートが高校生だけであったので世代別にアンケートをとれば、いろいろな傾向などが分 

かると思った。 

 

５ 引用先  

        www.japanbasketball.jp/jba/date/enrollment/  日本バスケットボール連盟 

        https://kannbunn.github.io/MangaSales  漫画ランキング 

http://www.japanbasketball.jp/jba/date/enrollment/
https://kannbunn.github.io/MangaSales


小倉百人一首での天皇の和歌に反映された歴史的文化的背景 
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研究要旨 

小倉百人一首の天皇の和歌八首を選び、歴史的、文化的背景を調べた。その結果、多くの句に歴史的、文化的背

景があるのが分かった 

 

１．研究の背景と目的 

天皇が詠んだ歌を、時代背景や詠まれた時の心情を踏まえて、当時の天皇の気持ちを解明し、時代ごとに和歌に

どのような時代背景があるかを調べたいと思った。 

 

２．仮説 

和歌には、詠まれた時代の文化の特徴が反映され、歴史的事件は天皇との対抗勢力について詠まれているかもし

れないと予想した。 

 

３．方法 

和歌を時代ごとに分け、和歌の解釈を行い、歴史的、文化的背景が表れている部分を抽出して、時代ごと、総合

的にどのような出来事が詠まれる傾向があるか調べた。 

 

４．結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．結論、展望 

八首中七種に何かしらの時代的背景が見られた。奈良、平安時代では、季節、行事を表す和歌が見られ、平安後

期、鎌倉時代では跡継ぎ問題に関する和歌が見られた。 

今後は別の身分の人間や他の芸術作品についても調べてみて注目してみたい 

 

６．引用文献・参考文献 

「武家と天皇」 岩波新書 今谷明 

「天皇と日本の起源」 講談社 遠山美都男 

「ちはやと覚える百人一首」 講談社 あんの秀子 

「カラー版新国語便覧」 第一学習社 稲賀敬二 竹盛天雄 森野繁夫 

文化的背景 

 

・春過ぎて…持統天皇 

中国の風習の衣替え 

 

・君がため… 光孝天皇 

年中行事の七草 

 

・つくばねの… 陽成院 

直接的ではないが、ますらおぶり 

 

→文化面では行事についてでも特に

年中行事を扱ったものが見られた 

歴史的背景 

 

・秋の田の… 天智天皇 

大化の改新に伴う農民の負担 

 

・心にもあらで… 三条院 

浮き世を詠う。藤原道長との対立である。 

 

・瀬をはやみ… 崇徳院 

鳥羽上皇との確執 

 

・人もをし… 後鳥羽院 

荘園問題で鎌倉幕府と対立 

 

・ももしきや… 順徳院 

承久の乱の端緒。討幕への動き 

 

→歴史的背景では天皇と幕府、天皇の跡継ぎ

問題などが、多く見られた。 

 

 



なぜ分かり合えないのか  

～異文化相互理解のために～ 

                                             Ｌ63 

研究要旨 

 広大な領地をもつ点で共通する一方で、国同士の関係は良いとは言えないアメリカとロシアだが、その相違の背

景には歴史と気候が関係していた。相違の原因を知ることは、各国の意識を受け入れやすくさせ、異文化理解を深

めることにつながる。 

 

キーワード 

国民性…その国の歴史や風土に由来し、国民に共通して見られると考えられている気質。 

文化・コミュニケーション手法…今回は 2国内で広く普及しているものについてのみ言及している。 

集団主義…個人は集団と心理的な一体感をもち、集団の目標や利害を優先させていくという集団中心の考え方。 

個人主義…個人の意義と価値を重視し、その権利と自由を尊重することを主張する立場や理論。 

 

１．はじめに 

 近年、世界情勢が大きく揺らいでいる。過去に世界情勢に影響を与えた国について考察する。ここでは冷戦を挙

げてアメリカとロシアの価値観について考察する。 

 

２．結果・考察  

  

アメリカとロシアの特徴について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結論・展望 

 二国は、上に挙げた 3つの観点においては対照的な部分が多くみられた。同様に広大な国土を持つ大国であって

も、生活条件に強く影響を受け、かなりの相違を生じることがわかる。また、どの観点においても歴史や気候など

の根本原因が表れている。現在の相違という結果だけでなくその根本原因を知ることは異文化理解の手助けとなり、

より深い相互理解の手助けとなると考えられる。 

４．参考文献 

・ロシア人と接するにあたって—日本貿易会 http://www.jftc.or.jp/shoshaeye/angle/angle200611.pdf 

・アメリカと日本の国民性について(研究講演会記録) 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/yoron/71/0/71_KJ00005350108/_article/-char/ja/ 

・変革すべき企業風土と監査風土（2007柴田英樹）

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/web/img/pdf/bulletin/s18.pdf 

・著：リチャード・ルイス 訳：阿部珠理 2004『文化が衝突するとき 異文化へのグローバルガイド』南雲堂 

アメリカ ロシア

自由 寒い

楽観的 ストイック

ストリートダンス フィギュアスケート

ロシア 

国民性：愛国心が強く、リーダーシップへの

憧れを持つ。 

文化：寒い気候と広大な国土により、忍耐強

さを持つと同時に集団主義を強くした。舞踏

分野においても忍耐力が求められるバレエ

やフィギュアスケートが盛んである。 

コミュニケーション手法：忍耐強く、計画等

は概要から始め、詳細に移行する。 

 

アメリカ 

国民性：自国への誇りを持ち、自由であることを

尊重し個人主義を掲げる。 

文化：西部開拓から続く自由主義をもち、個人主

義を強くした。舞踏分野においても自由なストリ

ートダンスが盛んである。 

コミュニケーション手法：時間と自分の意見を大

事にする。計画等は個別の案件 1つ 1つに決着を

つけていく。 

 

まず、アメリカ、ロシアそれぞれの国についてイメージを知るた

め、本校 3 年生(2,3,4 組)を対象に自由記述式のアンケートを行っ

た。主なイメージは右図の通りである。多く挙げられた項目とし

て、アメリカは自由・楽観主義・ストリートダンスが、ロシアは

寒い・ストイック・フィギュアスケートがある。 

http://www.jftc.or.jp/shoshaeye/angle/angle200611.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/yoron/71/0/71_KJ00005350108/_article/-char/ja/
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/jinbun/web/img/pdf/bulletin/s18.pdf


関ヶ原の戦い 

～天下分け目の戦い～ 

                                            Ｌ６４ 

研究要旨 

 関ヶ原の戦いで、徳川家康は見事天下統一を成し遂げた。しかし、天下統一のためにとった方法は“戦争”だっ

た。果たして、平和は武力でしか手に入れることができないのだろうか。 

 

１．研究の背景と目的 

 天下分け目の戦いが１日で終わったことは知っていたので、なぜそのような大規模な戦いが、そこまで早く終わ

ったのか、そこにどのような力が関係しているのか気になったから。 

 

２．研究結果・考察 

①“関ヶ原の戦い”の概要 

・日時：１６００年１０月２１日 

・場所：美濃国不破郡関ケ原（岐阜県不破郡関ケ原町） 

・西軍（石田三成）と東軍（徳川家康）の天下統一をかけた争い 

 

 

➁関ヶ原の戦いの詳細 

午前５時  開戦。先陣は東軍の井伊直政。開戦早々、石田三成が最も期待していた、西軍の島左近が東軍の黒

田長政の鉄砲隊に撃たれ戦闘不能に。しかし、西軍にはいまだ参戦せずにいる毛利輝元、小早

川秀秋隊の４万５千もの巨大戦力が控えていたため、石田三成は勝利を確信して

いた。 

 

午前 11時 石田三成が西軍の毛利隊（南宮山 3万）と小早川隊（松尾山 1.5万） 

に参戦を命じるも、一向に動かない。→なぜか 

 

ⅰ.吉川広家の裏切り                   戦力では西軍有利→ 

家康と参戦しない約束をし、毛利隊と同じ南宮山のふもとに陣取っていた吉川広家隊が  

一向に動こうとせず、その結果、山頂あたりに陣取っていた毛利隊も参戦できなかった。 

 

ⅱ.小早川秀秋の裏切り 

 小早川秀秋は元豊臣家の跡継ぎ候補かつ輝元の家臣であり、西軍にいるべき人物である。しかし、石田三成が大

嫌いで西軍として参戦しようか、東軍として参戦しようか迷う。（初め、「西軍１０万」と聞いていた家康は、裏

切るようにと数々の手紙を送っていた。）そこに家康からの煽りを受け、仲間である西軍の大谷吉継に襲い掛か

る。このとき、大谷吉継はすでにそれを戦以前から予測していたため、小早川隊を迎撃した。 

ここから西軍の裏切りの連続！！寝返った小早川に呼応され、脇坂案治、小川祐忠、赤座直保、朽木基綱らの 

隊、藤堂高虎が大谷隊を襲う… 

→東軍の家康は温存していた３万の兵を、ここぞとばかり 

  に繰り出し、総攻撃。結果、わずか６時間余りで東軍の 

  圧勝。 

 

３．結論・展望 

 西軍が負けた一番の理由は家臣の裏切りだった。家臣に

裏切られて、兵力が低下したことで戦略通りにいかず、三

成が確信していた勝利には結びつかなかった。西軍の結束

は弱く、そのような状態で迎えた戦当日、小早川が裏切っ

たことで後に続いて反旗を翻す家臣たちが続出した。関ケ原の戦い以降も同様、人間は武力での結果を求めるいく

つもの戦争という過ちを繰り返してきた。そして終戦から７０年経った今、日本で戦のない世の中が保たれている

のは、人間が平和を切に願うようになったからであろう。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj06aKciJ_WAhWFu48KHUQwCQAQjRwIBw&url=http://ujikintoki-byoubu.hatenablog.com/entry/archives/395&psig=AFQjCNHXpvnLdPXgWwI5RszBggGE143mPQ&ust=1505285653847791


神話の共通点について 

ギリシャ神話と古事記 
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１． 研究背景と目的 

世界各地に存在する張遼はそれぞれに特色を持って

おり、その土地の気候や民族性を反映している。しか

し、神話ごとの共通のエピソードが散見できる。そこ

で特に共通点の多い、ギリシャ神話と古事記の二つを

比較して、それぞれの気候や民族性・文化と神話との

共通点に関係があるのかを確かめたいと思った。 

 

２． 研究手法 

・古事記、ギリシャ神話の資料から共通点を探す 

・日本、ギリシャの気候、地域性や国民性の類似点が

神話の共通点に関係するか考察する 

 

３． 結果・考察 

〈気候について〉 

 
海に囲まれ、豊かな自然と四季 

日本          ギリシャ 

・モンスーン型気候   ・地中海性気候 

  台風など激しい気象   年中を通して穏やか 

     ↓           ↓ 

  自然に対し従順   自然に対し主体的、支配的 

 

〈農業について〉 

国 日本 ギリシャ 

作物 稲 麦 

 

あらすじ 

ホノニニギが祖母

の太陽神アマテラ

スに稲穂を与えら

れ、稲作を伝える 

青年トリプトレモス

が農耕の女神デメテ

ルに麦を与えられ、

世界にひろめる 

 

〈死後の世界について〉 

古事記 

死んだ妻イザナミを取り戻すため、イザナギという神

が黄泉の国へ訪れる。 

ギリシャ神話 

詩人オルフェウスが死んだ妻を蘇らせるために冥界

へ下り、冥王ハデスに嘆願する。 

 

↑島根県松江市にある黄泉の国への入口 

共通点 

・死後の世界は地下に存在する。 

・「見るなの禁」を犯し、妻を蘇らせることは叶わな

かった。 

・死後の世界の食べ物を口にすると、元の世界に帰れ

ない。 

相違点 

・古事記の黄泉は不浄なものの集まった穢れた場所 

 ギリシャ神話の冥界は穢れの描写はない 

↓ 

死にたいする価値観の相違 

 

４．まとめ・結論 

以上の結果とその考察から日本とギリシャでは、農耕

においては祭祀を重視し、日常生活が神と密接に結び

ついていること、死後の世界において死は生の延長線 

上に存在し、互いに隔離されたものでは無いというこ

とが共通していることが分かった。また、これらの共

通点が存在する神話は、それぞれの気候・地形などの

風土的な条件とそこから形成される人々の文化や思

想・意識などと関係があることが分かった。 
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研究要旨 

若者が頻繁に使う「若者言葉」はどのように生ま

れるのか。私は「SNSやインターネット、LINEが関

係している」という仮説を立て調べた。 

 

１．研究の背景と目的 

若者言葉にはかえって人に伝わりにくい言葉

や、大人が理解するのが困難であろうと思われる

言葉が多いにもかかわらず、若者が頻繁に使う理

由を明らかにする。 

 

２．仮説  

若者が若者言葉を使う理由は SNS、インターネッ

ト、LINEに関係している。 

 

３．研究手法 

本、インターネット 

 

４．結果 

①若者言葉の種類 

若者言葉の種類 例 

短縮語 
気持ち悪い→きもい 

ギャル語 
怒る→激おこぷんぷん

丸 

頭文字の略語 
K空気が Y読めない→KY 

ぼかし語 ～ぽい、～みたいな 

ネット上で用いる語 
ﾉｼ→またね 

 

②若者の代表的な特徴について 

・仲間意識や優越感を感じるために他人にわからな

い言葉を使う。 

・常に人とつながっていないと不安。 

 →ネット依存 

・楽しむことに貪欲 

 

③若者の SNSやインターネット、LINEの利用状況

と若者言葉の関係性について 

≪SNS・インターネット≫ 

・ネットに依存。 

⇒お金がかからず、大体のことを知ることがで

きる。 

・多くの人と係わることができる。 

⇒会話を面白くしたいと考える。 

 ⇒受け入れられないことを恐れる。 

≪LINE≫ 

・LINE疲れ…既読スルーをすることによるいじめを

恐れ、無意識的にストレスを感じる。 

⇒若者にとって、既読無視＝存在を無視 

 

③若者言葉に関するアンケート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．考察 

・若者言葉は昔から仲間意識や優越感を味わうため

に使われてきた。 

・SNSで出会う人々と仲良くなりたい。 

 ⇒面白く印象強い若者言葉を使用。 

・LINEで既読無視に対するいじめへの恐怖。 

 ⇒できるだけ早く返せるように「短縮語」を使

用。 

・新しくできた若者言葉。 

 ⇒友人から知り、SNS,インターネットを用いてさ

らに別の友達へ拡散。 

よって、SNSやインターネット、LINEと若者言葉

は少なからず関係があると考えられる。 

 

６．今後の展望 

これからより社会が情報化し、若者と SNS、LINE、

インターネットとの関係が密接になっていくにつれ

てそれに応じた若者言葉も生まれてくると考えられ

る。 



明治・大正における女性運動 
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研究要旨 

 

働く女性の地位向上が叫ばれている今日、女性政治   ・日本で初めて女性による男女平等論を展開 

家の動向に注目が集まっている。しかし、かつての日   ○福田英子(1865～1927) 

本では女性の地位は男性より低かった。鎖国体制崩壊   ・「東洋のジャンヌ・ダルク」と呼ばれる 

後に新たな思想が日本にも入ってくると、女性の地位   ・朝鮮改革運動に参加 

を向上させようと平塚らいてうなどが立ち上がり、現   ・社会主義雑誌「世界婦人」を創刊 

代の社会がある。私たちはさらなる女性の社会進出の    

ために必要なことを考えた。              2． 現代における女性の地位に対する意識調査 

                           問「現在、働く女性の地位に対してどう思いますか」 

1． 研究の背景と目的                   1.女性の地位向上に向けて行動を起こすべき 

                               2.今のままでよい 

海外への対抗意識から女性の地位への考え方が変わ     3.女性の地位向上が叫ばれすぎている 

ったのではないかという予想から、明治・大正時代を         4.よく分からない 

対象とした。日本における女性に対する思想の転換と 

その影響で女性の労働環境がどのように変わったか 

調査する。 

 

2． 研究手法 

 

・書籍・インターネット・アンケート 

                                                                 

3． 結果・考察 

 

1．  主な女性政治家 

 ○平塚らいてう(1886～1971) 

・母性保護主義を主張 

・女性の自我の確立を訴えた 

・「元始、女性は実に太陽であった」          グラフから見ると 1と答えた人の割合が男性の方が                         

 ○与謝野晶子(1878～1942)              より大きく半数を占めており、女性の地位向上に積極 

 ・女性の官能を歌った詩人              的である。逆に女性は現状に満足している人の割合が 

 ・雑誌「青鞜」に詩「そぞらごと」を送る       大きかった。他にも女性は 3と答えた人の割合が大き 

 ・女権主義を主張し、平塚と対立           かった事も注目すべきである。 

 ○岸田俊子(1863～1901)                これらの結果は、女性が麻痺してしまったからか本 

 ・女性解放運動の先駆け                             当に改善されたからなのか、あまり地位向上を必要と 

 ・評論「同胞姉妹に告ぐ」を発表           感じていない事を示している。大事なのは、差別を感

じた時に声をあげる事である。 

 

                           4. 参考文献 「時代を生きた女たち」朝日新聞出版 
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就活における第一印象とリクルートスーツの意義 

～No More就職浪人～ 
 

 
 

                                                Ｌ６８ 

  

 

 

 

はじめに 

人の第一印象はどのような所を見て決まるのか。そこ

で、面接官は就活生のどのような所を見ているのか、ま

た、リクルートスーツの必要性についても知りたいと思

った。そこで、「人の第一印象は最初に目から入ってく

る情報である表情や服装で決まる」という仮説を立て

た。また、今回はアンケートをもとに考察した。 

 
リクルートスーツとは？ 

リクルートスーツはその名のとおり、 

就活生のためのいわば「簡易スーツ」 

である。素材やデザインなど、 

様々な面でビジネススーツより品質が 

劣り、その分、価格も１万～３万円と 

安価なものが多い。 

 
Q1.就職活動にリクルートスーツは必要だと思うか。 

またその理由。 

結果は、「はい」：63％、「いいえ」：37％となった。 

 

 

肯定派では、表面的な面で印象を良くするという意見が

多かったが、否定派では、服装も自分を表現する一つの

手段であるといった個人の自由を尊重する意見も見られ

た。 

 

0 5 10

第一印象が良く見える

清潔感がある

服装を考えなくてよい

風習から

肯定派の意見(相対値)

0 5

個人の自由

個性・自然体を見せる

就職後にスーツを着ない

否定派の意見(相対値)

Q2.就職面接において、面接官はどこを重視していると

思うか。 

 
0 20 40 60 80 100

態度

服装

意欲・積極性

言葉遣い

返答

経歴

Q3.Q4.面接官が就活生を一目見て悪い印象を受けると

したら、どのような点だと思うか。また、良い印象の場

合はどうか。 

・服装については、女性の場合、メイクが派手であった

り、崩れていたりすると目につきやすい。 

・男女に共通で髪の毛の乱れ、靴の汚れや服のしわなど

が気になるという意見も多かった。 

中身より外見…？ 

ある調査では、就活生を二人、 

・経歴や学歴はほぼ同じ 

・片方は身なりや姿勢を整え、もう一方は、対照

的にだらしない身なりや姿勢をしている 

 ・面接では全く同じ内容を話す 
 

という条件で用意し、数社の就職面接を受けさせた

結果、やはり前者の方が内定の獲得数が多かった。 

 

まとめ 

・面接官に清潔感を感じさせる身だしなみにする。 
 

・個性を主張しすぎないために、リクルートスーツ 
が有効である。 

 
・スーツのしわや靴の汚れ(女性の場合はストッキング

の伝線も)など細かいところにも気を配る 
 

就職面接において、リクルートスーツは面接に臨むため

のいわば“戦闘服”である。そして就職面接において服

装に求められるのは、個性ではなく、社会への順応力を

確認するという側面を持つといえるだろう。 

 

 

0 10 20 30

身だしなみ・服装

態度

姿勢

視線

悪い印象

良い印象

態度や服装、言葉遣いというのは、当人次第でその場で

繕うことのできるものであり、返答の内容や経歴よりも

上位に来ることから、就職面接ではやはり、第一印象で

の評価が重要になると考えられる。服装については、Q1

のように、リクルートスーツによる印象の向上をはかる

ことができる。 

 



 

 

 

 

 

 

研究要旨 

「えせ同和行為」の方法、種類について把握する。 

差別、同和問題など、日本の社会の歴史的背景、経緯に正しく知る 

「えせ同和行為」に対する適切な対処方法について知る 

 

１．研究の背景と目的 

以前、差別という大きなくくりで、差別問題についての調査を進めていくにあたって、差別問題とはかつてのも

のであり、現代とは関係性が薄いものだと考えていた。だが、調査を進めていく中で、現代にも部落差別などの差

別を利用した犯罪（≒えせ同和行為）が存在しているということを知り、えせ同和行為について調べたいと感じ

た。 

 

２．結果 

①えせ同和行為とは 

「同和問題は怖い問題である」という人々の誤った認識

に乗じて、同和問題を口実に、会社や個人、官公署等に

対して不当な利益や義務のないことを求める行為のこと

である。また、「えせ同和行為」は、同和問題の解決に向

けた活動とは全く関係がない、ゆすり、たかりなどの不

法な行為である。では、一年の間にどれほどの事件が起

きているのだろうか。 

 

②具体的な事例内容 

事件内容…交通事故の保険金について、同和団体を名乗

る者が被害者の代理人であると称して、不当に高額の示

談金を要求してきた。要求を拒否したところ、「我々を差

別するのか、糾弾するぞ」とおどしをかけてきた。 

対処方法…このように同和団体を名乗る者が代理人とし

て不当に介入してくるケースがある。第三者が代理人として対応してきた場合、被害者からの委任状等で代理権限

の有無を確認する。委任状等の提示がない場合、適正な代理人と確認できないため、その者と交渉する必要はない。

仮に、この同和団体を名乗る者が正式な代理人であったとしても、普段どおりの対応をする。彼らが交渉を有利に

進めるため、同和団体の名前を騙ったり、同和団体の名刺を提示したりすることはよくあるケースだ。交渉にのぞ

む姿勢や要求金額があまりに不当であれば、交渉を継続しても正しい結論を見出すことは困難と思われるため、で

きるだけ初期の段階で交渉を打ち切り、弁護士に相談した方がよい。 

 

３．考察 

このように えせ同和行為とは様々な事例があるため、対策をとることは容易なことではない。だが、現代の私た

ちの暮らしは、えせ同和行為と密接に関わっている、つまり えせ同和行為による被害は決して他人事ではないの

だ。よって、私たちは えせ同和行為に関する正しい知識を身に着けるということが求められているのである。 

 

４．研究の問題点及び今後の課題 

今回の調査を通じて私たちがいかにえせ同和行為について知らないということが分かったため、社会を担ってゆく

私たち自身が率先して差別問題から目を背けず、新聞などで情報を得て、えせ同和行為について知り、正しい知識

を身に着けた上で、防止するためにはどうすればよいのかという策を練ることが必要であると感じた。 

 

５．参考文献 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken86.html 

 

～えせ同和行為～ 

Ｌ６９ 



アフリカの貧困と原因 

                                              Ｌ70 

 

研究要旨 

世界に存在する貧困に苦しんでいる様々な民族が数多くあるが、その原因と解決法は定かではない。そのためこ

こでは私たちが思う貧困の原因を述べたいと思う。 

                                    

１． 研究の背景と目的 

恵まれている生活をしている私たちとは裏腹に 1日を生き延びるための生活もままならない暮らしをしている

子供たちもいる。慈善団体が継続的に発展途上国を支援しているが状態がよくならないのはなぜか、その実態

を明らかにするため。 

                                    

〔基礎〕 

《貧困の認定基準》 

Ⅰ．国民総所得（GNI）の 3年平均値が 905米ドル以下 

Ⅱ．健康や識字率などに基づく人的資源指数が一定値以下 

Ⅲ. 農作物生産量の安定度などに基づく経済的脆弱性指数が一定値以下 

Ⅳ. MDG（129か国中 72か国が栄養不足人口の割合を半減させるというミレニアム開発目標） 

《貧困を基準》 

1日 1.25ドル（約 138円）未満で暮らす人を貧困とする：国際貧困ライン（世界銀行が設定する貧困ライ

ン） 

 

２．仮説：貧困につながる原因 

⑴教育機関の少なさ 

⑵医療設備の少なさ 

⑶食糧不足 

 

３．結果・考察 

   アフリカ市場については、様々な課題が存在するものの、将来性は高く、市場獲得可能性を十分に秘めてい

る。小規模な市場の国が多いことから、個々の国の市場ではなく、より広域の地域的範囲で捉えていく必要が

ある。日本は、将来性を踏まえたアフリカ重点国に対する教育機関の提供や、先進国と発展途上国間の貿易に

関する様々な規約（フェアトレードなど）を定めることが求められると考えられる。今回の課題研究では、3

つの視点でしか考察をしていないが今後のアフリカの課題として国内の利益の資源価格の影響を受けない産

業、都市、製造業が発達し、資源輸出国などモノカルチャー経済からの脱却を進めることが重要でなる。ま

た、そのための基盤となる食料・農業分野の生産性改善や、感染症対策などの保健・衛生面の改善も併せて対

応していく必要がある。日本は、ODA（政府開発援助）によってインフラ開発、農業の発展を図りつつ、産業

多角化に向け、ことが重要である。 

   『高い収入を得られるのはその人の能力が高いからで、逆に低収入なのはその人の能力が低いからだ。能力

の高い低いは自己責任だから、収入高い低いは自己責任だ。こうした考え方は今の社会で強い影響力を持って

います。』(「なぜ富と貧困は広がるのか」後藤道夫、木下武男より) この言葉からもわかるように、アフリカ

の現在の様々な面においての生活状況は非常に悪いものである。それらをすべて解決するには幾年もの時間を

要する。生まれ持った生活環境や素質で将来を決めるのではなく、教育や医療などあらゆる人がチャンスを得

られるような社会をつくっていくことが最も重要であると考える。                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



世界の子供の貧困の要因 

～見える貧困と見えない貧困～ 
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はじめに 

世界中で貧困が問題になっている。今回はアフガニスタンと日本の子供の貧困に焦点をおいた。アフガニスタンは

絶対的貧困といい、食糧不足や十分な教育が受けられないなどの問題を抱えている。一方、日本は相対的貧困とい

い、目には見えない貧困がある。そこで、アフガニスタンと日本の子供の貧困を比較し、それぞれの貧困の理由を調  

べる。 

結果・考察                       

 
（１）アフガニスタンの貧困        

①絶対的貧困とは 

必要最低限の生活水準が満たされていない状態 

②アフガニスタンの現状 

順位 国 識字率(%) 

1 ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ 100.0 

28 日本 99.0 

世界平均 85.9 

216 ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ 28.1 

217 南ｽｰﾀﾞﾝ 27.0 

             識字率ランキング 

③要因 

ⅰ）タリバン政権時代 

若い男性が聖戦のために兵士となった。一方、女

性は職場や学校から追い出され、教育を受けた

り、仕事をしたりすることを法律で禁止された。 

ⅱ）タリバン政権崩壊後 

女性の教育や仕事の制限がなくなり、就学者は８

倍に増加した。しかし、今もなお、アフガニスタ

ンの」女子教育の発展、校舎の設備、暴力、女子

教育の不足が問題である。 

 

（２）日本の貧困 

①相対的貧困とは 

特定社会の集団の中で大多数の標準に比べて貧しい状態 

②日本の現状       

 

③要因 

ⅰ）非正規雇用者の増加 

バブル崩壊後の 1990 年から非正規雇用者が増えた。バブ

ル崩壊後の円高に加え新興国の社会生活の基盤となる施

設が整備されたので新興国での安い人件費での生産が可

能になった。製造業の海外進出が進んだため製造業は雇用

者を減らし、その雇用はサービス業に向かうこととなる。

サービス業は不況による人件費の削減や景気変動による

雇用調節を目的として、非正規雇用者多く受け入れた。 

ⅱ）ひとり親世帯 

  

 

 

① 相違点 

～アフガニスタン～ 

・戦争の武器にお金がかかり、人々の生活に必要

な食べ物や、衛生環境の整備をするお金がない。 

・宗教、政権による弾圧           

 

～日本～ 

・労働条件が悪く、非正規雇用者が増え、多くの

収入を得ることができない。 

・1 人親世帯が多い。 

② 共通点 

・教育を十分に受けられない 

 

まとめ 

貧困という負の連鎖は続いていく。正しい知識をもった

大人を育てることが、世界を正しい方向へ導くために必

要であり、十分な教育を受けることの重要性を世界中で

もっと考えていかなくてはいけない。 

 



交通機関 料金 順位 高速道路との差

名鉄名古屋本線（名鉄名古屋～名鉄岐阜） 550 2 90

JR東海道本線（名古屋～岐阜） 470 1 170

名神・東海北陸道（一宮I.C .～岐阜各務原I.C .) 640 3 0

交通機関 料金 順位 高速道路との差

名鉄名古屋本線（名鉄名古屋～豊橋） 1110 1 550

JR東海道本線（名古屋～豊橋） 1310 2 350

東名高速道路（名古屋I.C .～豊川I.C .) 1660 3 0

交通機関 料金 順位 高速道路との差

JR東海道(京都)線（大阪～京都） 560 3 470

京阪本線（淀屋橋～出町柳） 470 2 560

阪急京都本線（梅田～河原町） 400 1 630

名神高速（吹田I.C .～京都南I.C .) 1030 4 0

交通機関 料金 順位 高速道路との差

JR関西本線（大阪～奈良） 800 2 740

近鉄奈良線（大阪難波～近鉄奈良） 560 1 980

第二阪奈道路（梅田I.C .～宝来I.C .) 1540 3 0

交通機関のシェアの関係について 

～中京京阪神圏を通じて～ 
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・研究要旨 

近年、自動車による環境問題が懸念 

されている。環境にやさしい鉄道の 

利用状況を知ってもらい、鉄道の利 

用を促進し、環境保全の意識を高め 

ようと、この研究を始めた。 

 

・研究の手法 

 名古屋市中心部に行く際にどの交通機関を利用するかについてのアンケート調査を実施し、どの交通機関がよく利用されるのかを把

握した。また、名古屋市周辺と京阪神地区の私鉄のターミナル駅からの運賃、それと並行する高速道路の通行料金を調べ、それぞ

れを比較した。 

・結果 

① アンケート調査の結果 

・アンケートの対象が豊田市民、とりわけ名鉄沿線住民が多かった 

ため、名鉄の利用者が多い結果となった。 

・駅から遠い場所に住んでいる人は、公共交通機関を利用せずに、 

高速道路や国道１５３号線などを使う人が多かった。 

 ・JR線を利用するためには豊田市周辺に住む人々は乗り換えが必要な 

  ため、JR線の利用者は名鉄より少なかった。 

② 名古屋市周辺と京阪神地区の鉄道運賃、高速道路料金の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・考察及び今後の展望 

 今回調べたすべての区間において、鉄道運賃の方が安い結果となった。鉄道運賃については、京阪神圏の私鉄は名古屋周辺の私

鉄の運賃よりも安い。その理由として、名古屋周辺よりも鉄道のシェアが高く、運賃を上げることによって収入を賄わなくてよく、百貨店

などの商業施設を沿線で運営し、鉄道事業と商業施設の双方で収入を得ていることがあげられる。 

鉄道は電気を動力としているため、一人を運ぶ際の CO2排出量が非常に少なく環境にやさしい交通手段として注目を集めている。利

便性だけでなく、様々な視点から交通機関を選んでほしい。 

今後は、リニア中央新幹線の開業によって東京・大阪・名古屋の三大都市圏の鉄道利用者数は増加すると見込まれており、東海地

区でも様々な取り組みが開始される。公共交通機関は日本の経済発展・観光客誘致に威力を発揮する。今後とも、新たに発信され

る情報にアンテナを張り、動向を見守っていく。 



現代日本の中学校におけるいじめはなぜ起こるのか 
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研究要旨 

 昨今、中学校におけるいじめが社会問題化してきている。 

 

1.研究の背景と目的 

いじめによって、人が自ら命を絶つことは大変悲しいことである。クラス内のいじめについても、教員は目を背け、

クラスメイトも見て見ぬふりをしている腐敗した学校教育の現状を、少しでも変えたいと思った。 

 

2.研究手法 

インターネットの情報を基に、事例などを調べ、図書室の書籍・文献を参考にした。 

 

3.結果・考察 

2010 年ごろから急速に増加してきたいじめである。メッセージ交換アプリ「LINE」のグ

ループ機能を使った集団いじめや、ソーシャルネットワークサービ

ス SNS 全般にわたって、恥ずかしい画像を投稿されるなど、その形

式は多岐にわたる。勉強やスポーツなど、ある特定の分野において、

できすぎる子や、できなさすぎる子、また他人と違う特徴を持ってい

るなどである。 

 

(1)女子のいじめについて 

間接的なものや、精神的なものが多い。例えば、クラス内で、遠

足や修学旅行の班決めの際、特定のひとりを仲間はずれにしたり

することや、むしをしたりなどである。 

 

(2)スクールカーストについて 

スクールカーストとは、人為的に作られたものではなく、自然発 

生的にできた学校内における生徒一人ひとりをランク付けしたもの 

である。このスクールカーストの上位層に位置する生徒の発言は、 

とても大きな影響力があり、他の生徒は黙認せざるを得ない。左表 

からも読み取れるように、現代の教室には格差が生じている。 

 

4.結果・考察 

親や教員は、こまめに生徒たちの様子をチェックして、いじめ防止 

に努める必要がある。生徒たちが団結し教員に伝えられる関係性を 

普段から作っておき、ひとつひとつすこしずつであったとしても、 

解決にもっていくことが大切である。 

 

     5.引用・参考文献 

「いじめはなくならないの？」 尾木直樹 著 
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研究要旨 

 サイコパスの特徴や性質について調べた。また、アンケートを実施した。サイコパスになる原因は先天的な

サイコパスの性質と幼少期の生活環境が人格形成に大きく影響していることが分かった。異常犯罪を起こすサイコ

パスの人格を形成しないために、教師や親が正しい教育を行い、子どもに社会性と教養を身に付けさせるべきだ。 

 

サイコパスとは 

①サイコパスとは 

精神病質者(サイコパス)：反社会的人格の一種を意味する異常心理学上の心理用語。 

②犯罪心理学者ロバート・Ｄ・ヘアによる定義 

・良心が異常に欠如している 

・他者に冷淡で共感しない       

・慢性的に平然と嘘をつく 

・行動に対する責任が全く取れない 

・罪悪感が皆無 

・自尊心が過大で、自己中心的 

・口が達者で、表面は魅力的 

 この特徴は扁桃体、眼窩前頭皮質、前頭前皮質腹側システムの機能の低下によって引き起こされている。 

 

サイコパス診断に基づくアンケート 

《 実施目的 》 

サイコパスの性質を持つ人はアメリカには 25 人に１人(4％)、日本には 200～300 人に 1 人(0.4％)の割合 

で存在していると言われているが、その数値が正しいのか確認したかったため。 

 

《 実施方法 》 

インターネットに掲載されていたサイコパス診断をもとにした 11 問のアンケートを文理 2 クラスずつに配 

り、全 147 人に回答してもらった。 

点数が 23 点以上であればサイコパスの気質がある可能性があるとみられる。 

 

《 結果 考察 》 

 

全体の人数 147 人のうち 4 人がサイコパスの気質があるかもしれないことがわかった。 

一般的に言われているサイコパスの割合よりも西高生のサイコパスの割合は高いことがわかった(全体の 2％)。 

 

今後の展望 

主としてサイコパスの性質は生まれもつものだが、人格を形成しているのは後天的な反社会性であり、幼少期の生

育環境や経験が大きく関わってくる。そのため、親や周りの大人は子供に愛情を十分に注ぎ、分別をしっかりとつ

けさせてまともな人間に育つような教育を行い、子供の協調性や社会性を身に付けさせることが必要である。 
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研究要旨 

笑顔と健康に関する調査を行った。自発的な笑いにおいても、意図的な笑いにおいても健康にいい影響を与えて

いることが分かった。 

１．研究の背景と目的 

長生きする高齢者はよく笑っているというイメージがあり、笑顔について調べたところ、笑顔には「リラクセー

ション効果」あることが分かった。そこで私たちは笑顔が健康に与える効果について研究を行った。 

２．仮説  

笑顔は身体的にも精神的にも良い影響を与える 

３．方法 

 Ⅰ「健康」の定義(公益社団法人 日本 WHO協会 健康の定義について) 

Ⅱ笑いに関する今までの研究の調査(吉川政己「老いと健康」岩波新書 など) 

Ⅲアンケート調査 

 （「健康」を病気の有無における「身体的な健康」と、心の状態を表す「精神的健康」の二つに分ける。） 

４．結果 

 Ⅰ「健康」の定義 

「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的に

も、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」（公益社団法人 日本 WHO協会） 

Ⅱ笑いに関する今までの研究 

 「身体面」 

  疼痛緩和、内分泌系に関する影響、血糖上昇抑制作用、免疫系への効果、癌や感染症への予防効果 

 「精神面」 

  ストレスコーピングの向上、不安の軽減、緊張の緩和 

Ⅲアンケート結果 

豊田西高校の文系のクラスの祖父母の方々（60代～80代）52人に健康に関するアンケートを行った。 

1年齢 

2今までにかかった病気 

3辛いと思った経験が多いか（多い・やや多い・少ない・ない） 

4よく笑っているか 

5「よく笑う」と答えた人の中で、「自発的な笑い」が多いか「意図的な笑い」が多いか 

  

グラフから、身体面ではよく笑う方が重い病気を患いにくく、笑わない方が重い病気を患いやすいことが分かっ

た。精神面ではよく笑う人は辛い経験が少なく、笑わない人は辛い経験が多いという結果は得られなかった。 

５．結論及び展望 

 笑顔は身体的に良い影響を与えるという事が分かったが、精神的にも良い影響を与えるという結果は見られなか

った。また、自発的な笑いと意図的な笑いに相違は見られなかった。この結果から、今後の展望として、患者の

治療の一環として笑顔のトレーニングや患者が笑うような行事やイベントを行う事で、より少ない薬でも完治す

ることが出来るだけでなく、今では治らないような病気を改善することが期待される。 
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１：研究の背景と目的 

現代の日本では流行は私たちの生活と密接に結びついて

いる。しかし、その出所や原因についてあまり触れたことがな

い。さらに私たちは流行に流されがちである。この流行の原

因、メカニズムについて知るため、今回はグルメに分野を絞

って調査を行うことにした。 

2：仮説 

流行が起こる原因には次の要素が存在すると考えた。 

・口コミ ・SNSや雑誌メディアなどによる情報の拡散 

・有名人の発言 ・印象に残るキャッチコピー 

３：研究手法 

⓵流行は学術的な定義がなされていないため、研究する

にあたってどのようなものが流行とみなせるかを定義した。 

・急にある現象が世間一般に広がっていくこと。 

・条件 メディアに何かしらの形で取り上げられ、巷である程

度認知されていること。 

⓶定義を基として、どのようなものが流行していたかをネッ

ト、文献、企業の HP で調査する。 

⓷調べた事例を見て、流行に至るまでにどのような手法が

使われていたか、どんな原因があって流行に発展したかを

様々な数値データやインタビュー記事から考察する。 

４：調査結果 

今回の調査で流行の一つであると判断したのは以下のとお

りである。 

⓵グルメイベント→東京ラーメンショー 

⓶ブラックサンダー(有楽製菓) 

⓷TRANSIT GENERAL OFFICE のプロデュース店舗 

  →DOMINIQUE ANSEL BAKERY 

⓵東京ラーメンショー 

・東京ラーメンショーは 2009年から開催 

・全国からラーメンファンが集まる大規模なイベント。 

⓶ブラックサンダー(有楽製菓) 

・有楽製菓が 1994年に発売したチョコ菓子。 

 

この他にも、様々なコレボレーションを実施している。 
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⓷DOMINIQUE ANSEL BAKERY 

・中村禎裕氏がプロデュースして海外から出店してきた人気パン屋。 

同氏によると、 

 日本に馴染みがある国で流行している店 

 日本人の生活に影響を与えるもの 

の、2 つを意識してプロデュースすることが人気につながっているという。 

５：結論・展望 

上記の具体例から以下が要因であると考察した。 

１ 近年では「SNS 映え」を意識したものが発生要因になってい

る。 

２ 印象に残るキャッチコピー、有名人の発言が興味・関心を作

っている。 

また、流行はあるものが一般的なものに変わるプロセスの一部

だということも分かった。 

 

６：参考文献、引用 

・有楽製菓 公式 HP  

www.yurakuseika.co.jp/02lineup/detail/black_thunder.html 

・トランジットジェネラルオフィス公式 HP www.transit-web.com/ 

・Yahoo ライフマガジン lifemagazine.yahoo.co.jp/articles/1377 

・東京ラーメンショー 公式 HP www.ramenshow.com/ 
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６：参考文献・引用 

・有楽製菓 公式 HP 

www.yurakuseika.co.jp/02lineup/detail/black_thunder.html 

トランジットジェネラルオフィス公式 HP ww.transit-web.com 

Yahoo ライフマガジン lifemagazine.yahoo.co.jp/articles/1377 

東京ラーメンショー 公式 HP  www.ramenshow.com/ 
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＜研究要旨＞ 

 色によって消費者が持つイメージや印象は大きく

変わる。色の特性を理解することが消費行動を行う上

で重要なことであると言える。 

＜目的＞ 

 商品の色と消費者が持つイメージ、購買意欲及び売

り上げとの関係について明らかにし、正しい消費行動

とるための方法を見つけることを目的とする。 

＜研究方法＞ 

 インターネット及び複数の文献を利用し、様々な論

文を比較してグラフや表にまとめた。 

＜結果＞ 

① 色の持つイメージ 

私たちが持つ色ごとのイメージと企業のブランド

ロゴを比較し表にまとめた。 

色 イメージ ブランドロゴ 

赤 生命力、情熱 

行動力 

トヨタ 

マクドナルド 

オレンジ 活気、健康 

家庭的 

au 

クックパッド 

黄 にぎやか、希望

幸福 

クロネコヤマト 

イエローハット 

緑 平和、安全 

リラックス 

落着き 

NEWS ZERO、JA 

スターバックス 

コーヒー 

青 さわやか、冷静

誠実 

Facebook 

ローソン 

シルバー バランス、自然

落ち着き 

ソフトバンク 

レクサス 

紫 高級、上品 

芸術的 

イオン 

阪急阪神ホテル 

黒 格調高い 

重厚感 

NIKE 

PUMA 

白 清潔 

純粋 

The Share 

＜参考文献＞  

熊本大学 

マーケティングとカラーコーディネートに関する研究 

http://www2.gsis.kumamoto-u.ac.jp/~info/2004_2/w

orks/g031a081/exe.pdf 

②色がどれほど視覚に作用するか 

 視覚が占める割合は 8 割以上で、視覚に訴えかける

ために一番効果的であるのは“色”である。これは、

商品選択にも影響

を与える。色は一

瞬で商品の印象や

イメージを伝え、

購買意欲を向上さ

せることができる。 

 

② カラーマーケティングとは 

・例１ 売り上げとの関係 

 色は商品にイメージを付ける。企業はカラーマーケ

ティングを行うことによって、他商品との差をつけ売

り上げを伸ばすことが出来た例も多数存在する。今ま

での商品のイメージとは一風変わった色を選択するこ

とで、時代によって多様化していく消費者のニーズに

合わせていくことが企業に求められる。 

・例２ ブランドロゴとイメージ 

 企業のブランドロゴは、商品と連動し同一化するこ

とにより企業の象徴となる。またロゴに色のイメージ

を使うことにより、新たなイメージ付けをすることも

できる。カラーマーケティングは時代の風潮や消費者

の経済状況によって変わっていく。 

 

 

 

＜結論・展望＞ 

 色は商品のイメージを左右する重要な要素の一つ

である。消費者の商品選択、企業のマーケティングや

ブランドイメージにとって、色が大きく関わっている

ことが明らかになった。よって、色のみに縛られるこ

とのない正しい消費行動をとるための方法として、私

たち消費者は、色の特性を理解し、企業による商品の

色の故意的な操作に騙されないようにすることが有効

であると考察できる。 

 

大阪大学 

人間の五感による情報判断の割合 

www.osaka-ue.ac.jp/zemi/kusanagi/2002book/pdf/a1

5_miyamoto.pdf 
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