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１、はじめに 

スポーツを行う上で心理状態によって結果が変わることがあるが、どのような言葉をかけると相手の心理状態が変化

するのかを知るために実際に運動をしてもらって研究することにした。 

 

2、実験内容 

① 被験者（44人）に何も言わないまま、二重跳

び（＝体力面）とリフティング(＝技能面)の連

続回数を記録する。 

② 被験者にアンケートを実施し、個人の性格に

ついて調べる。 

③ 被験者を２つのグループを A、Bに分けて、A

グループに「ペナルティを課す言葉」＝ムチ、B

グループ「ご褒美を与える言葉」＝アメを言う 

④ Aグループと Bグループの被験者の記録を再

度取って一回目と二回目の差を比較する。 

 

3、結果のグラフ 

 

↑リフティングでは、アメよりもムチの方が結果が伸びやすい。 

↓↓縄跳びはアメの場合の方が上昇する。 

 

４、グラフから… 

・ポジティブ思考の人が少ない 

・記録にポジティブかネガティブかは関係が薄い 

・リフティングの「アメ」が比較的成績が伸びやすい 



とよたにきてみりん！！      
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動機 

豊田市を活性化させるために何が必要か考えたと

きに手軽なパンフレットが必要だと考えたから。 

仮説 

① 仕掛けのあるパンフレット  

② コンパクトかつインパクト   

③ 誰にでもわかりやすい。 

④ ターゲットを絞る 

方法 

・アンケート 

・実際に豊田市のパンフレットを作る 

アンケート結果 

質問①どちらの広告がより見たくなりますか？ 

 

                 

 

 

豊田市のおすすめスポット 

家族層→鞍ヶ池、 

若者層→カフェ each、山カフェ、 

お年寄り層→中馬街道、 

誰でも→香嵐渓、豊田市美術館、スタジアム 

    藤岡四季桜 

 

   まとめ 

 

 

 

 

質問②どの色の文章が印象に残りますか。 

 

質問③どのフォントが一番印象に残りますか 

 

質問② 色        質問③ フォント 
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豊田市の活性化のためにパンフレットを作ってみた。今回はパンフレットの制作にあったって、色と

レイアウトに着目して研究を進めてきたが、今後は今回とは違った観点から豊田市の活性化に貢献

していくべきだと思う。また、全豊田市民が豊田市の発展について考えていくことが豊田市の活性

化につながっていくべきだと思った 

 

 



    最初がすべてじゃない ～印象をぶち破る～ 
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1. 研究の背景と目的 

最初の印象がどのような行動や言動によって、変化するのかを明らかにしたいと思い研究を始めた。 

大学などの新しい環境で同性・異性との関わり方を意識し、第一印象から良い印象にしていきたいと思ったから。 

 

2. 仮説 

女子は第一印象をふまえて、その後の周囲の人に対する態度を見ることで変化し、 

男子は第一印象にとらわれず、自分に対しての行動で変化すると考える。 

 

3. 研究方法・内容 

方法…２種類のアンケートの実施｛①文系４クラス（１５３人）、②９クラス男女６人ずつ（１０８人）｝ 

内容…全員が共通で認識している人物に対して持った最初の印象とその理由、その後変化したきっかけ、 

その原因となった行動・言動 

 

４．結果 

  女子は愛嬌・笑顔・清潔感・意外な一面で印象が 

  大きく変化している。 

  一方、男子は噂・立場によるものが多かった。 

  また、男女ともに好印象に変わる理由として、 

  話し方と内容の面白さが大きく関わっていることが分かった 

 

５．考察 

  女子は愛嬌・笑顔・清潔感が多かったことから、 

  その人の持つ雰囲気（自分の感じた印象）から好印象に 

  変わりやすい。 

  男子はその人の持つ雰囲気（自分の感じた印象）よりも 

  その人を取り巻く環境や情報に影響されやすい。 

  男女ともに話し方が大部分を占めていることから、人とかかわる際コミュニケーションを重視して 

  印象を変えていると考えられる。 

 

６．結論 

女子は表情・清潔感など雰囲気（見た目）に関する印象を持ちやすいため、自ら意識的に変えられる見た目を変化させる

ことでより良い印象で関係を作り上げていくことができる。 

男子は取り巻く環境や情報に影響されやすいことを理解したうえで情報による印象を超える 

積極的なコミュニケーションをとることでより純粋な関係を作り上げられる。 

また、話し方に気を配ることも人間関係を築くうえで重要だといえる。 

 

７.展望 

今回の結果から第一印象を変化させた個々の基準を明らかにし、 

また印象を変化させた人の基準の違いはどのような経験から生まれるのか、詳しく調べていきたい。 

  女(％) 男(％) 

面白い 21 23 

話し方 24 23 

笑顔 10 3 

清潔感 7 0 

愛嬌 6 1 

表情 5 0 

意外な一面 4 1 

噂 0 12 

役職 0 11 

その他 23 26 



暗記にいいのは本当に青色なのか 
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１ はじめに 

 黒、赤、青の 3色のうち、どの色が効果的なの

かを明らかにするため実験し、考察する。 

２ 目的および仮説 

 効率よく暗記したいと思い、実験結果を今後の

学習に生かす。青色が暗記に良いと耳にしたた

め、暗記には青色が適していると考えた。 

３ 実験と結果 

実験 

暗記する事柄を黒、赤、青で記した、全 15 問の 

難易度が同じ３種類のテストを実施した。 

対象者は 31人、暗記時間は３分。 

例 ヴォルテール 『カンディード』 

  石牟礼道子  『苦海浄土』 

 

 

＊赤、青のみで、暗記時間を 10 分、対象者 3人

で再度実施した。 

→青のほうが平均が高くなった。 

＊対象者にアンケートをとった。 

実験で暗記しやすく感じた色は？ 

赤…41.7% 青…37.5% 黒…20.8% 

→各色の最高点者は、その色を最も暗記しやすい

と感じたことが分かった。 

 

４ 考察 

➀黒よりも色がついている方が点が良い。   

→日常的に黒い文字をみているから、ほかの色 

 の方が印象に残りやすかった？ 

②青色に最高得点者がいるが、低い人も多い。 

→青色には相性がある？ 

③暗記時間の違いでテスト結果が変化した。 

→短時間の暗記は赤、長時間では青が効果的？ 

５ まとめ 

暗記に適した色には個人差があり、自分に合った

ものを見つけて実践するとよい。 

実験➀をふまえて追加実験を試みたが、時間の関

係上十分な人数の確保ができなかったことが反省

点である。 

６ 参考文献 

『高校倫理 新訂版』実教出版株式会社 

『最新図説 倫理』株式会社浜島書店 

点
数 

31人の得点分布 

黒 赤 青 



名古屋をプロデュース 
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名古屋に人気がない理由を探り、改善していく！ 

背景・目的           

3大都市にもかかわらず人気がない名古屋。 

このままでは名古屋の発展を妨げてしまう。 

私たちで名古屋をプロデュースしよう！ 

 

研究手法 

文献調査、アンケート 

 

全国でのアンケート結果 

〈平成28年都市ブランド調査より〉 

●対象地域：札幌市、東京23 区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪

市、神戸市、福岡市 ●対象者：20～64 歳の男女で各都市の在住年数

が5 年以上の者（以下、全体とする）  

 

なんと、名古屋の魅力は最下位…！ 

 

第 3位に「魅力が思いつかない」がランクイン… 

 

 

 

西高生へのアンケート結果      

3年生１１０人 

西高生は名古屋を魅力的だと思っている！ 

 

☆名古屋のいいところ発見！ 

 
全国アンケートでも西高生へのアンケートでも上位に

「店」が挙げられた。名古屋には百貨店や大須商店街

など幅広い年齢に受ける店が多くあり、また、名古屋

港水族館やプラネタリウムなど子連れの親にとっても

嬉しい施設がある。人口が多すぎないので、年をとっ

ても落ち着いて暮らせる。以上のことから、名古屋は

遊び行くよりも、長く住むのに適した都市なのかもし

れないと考える。 

 

まとめ 

全国に取ったアンケートでは、名古屋は魅力がないと

いう結果になった。しかし、愛知県民（西高生）に取

ったアンケートでは、魅力があるという結果になっ

た。その理由として、お店がたくさんあることや、程

よく都会であり、東京や大阪などの大都市への便がい

いことが挙げられたので、名古屋は「観光で訪れた

い」魅力よりも、「長く住み続けたい」魅力があるとわ

かった。 

今後は観光施設を増やすよりも、交通整備や住宅施設

の建築、子育て支援などに努め、他の都市とは違う

「住みやすさ」の面でアプローチすることで名古屋の

人気が高まることが期待できる。 

 

◎引用 URL 2017_city_ranking.pdf 



   

 

「インスタ映え」を用いた現代人の傾向 
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・目的 

インスタグラムは流行をとらえていると考えられる

ため、インスタグラムの使い方の傾向をまとめること

によって生かせるものを見つけ、商業等に活用する。 

       Instagram 
・研究を始めた背景 

今日話題となっている SNS「インスタグラム」は、流

行をとらえており、インスタの使い方やその傾向を知

ることによって、その原因を逆手にとって、様々な用

途に用いられると感じたから。 

 

 

 

 

 

 

 

・仮説 

ＳＮＳ上で可視化された人気を得ることで自己満足

につながり、そのためにインスタ映え*を意識した写

真の投稿が多くなっているのではないか。 

また、インスタグラムに投稿されているものは、SNS上

で人気の得やすい流行性のあるものではないか。  

＊インスタ映え インスタグラム内で人気となる派

手な写真やおしゃれな写真を投稿すること 

 

・手法 

西高生を対象にした紙媒体によるアンケート 

インターネットを用いた情報収集 

 

・結果 

アンケートの結果として、インスタ映えという言葉の

認知度については、男女で９９％と予想以上に高い数

値となった 

そのうえでインスタ映えの意識はあるかに関しては

５０％であり、「いいね」の意識は２２％と予想を反し

て低い結果となった。 

インスタ映え、「いいね」の意識の理由として挙げられ

たものには、多く見られると嬉しい。人気を得たい。

といったものが大半であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・考察 

インスタ映えという言葉の認知度に対して、インスタ

映えの意識が低かった原因として、都会と地方という

場所の差、アルバイトの有無が大きく考えられる。 

インスタグラム上で人気のあるものは、おしゃれな食 

べ物の写真が一つ上げられ、地方に比べて都会の方が

選択肢が広い、という点で豊田とは差があるのではな

いかと考えられる。 

インスタ映えを目的とした写真は、交通費やそのもの

の費用が掛かるため、アルバイトの有無が関係してい

ると考える。西高生を対象にしたアンケートでも、イ

ンスタ映えの意識よりも食べたい意識が強かったこ

とからもこのことが考えられる。 

 

・まとめ・今後の展望 

 今回の結果を踏まえてアンケートをとる対象を

再考し、考察で上げられたものの関係性を調べたい。 

この結果から、インスタグラムを商業等へ活用する

際も「インスタ映え」を求める客層へアピールする

のではなく、インスタグラムのアカウントで宣伝を

するなどに方向転換することも考えていくべきだ

と思われる。実際に商業利用をしたら、どれほどの

人が利用し、どのような効果が生まれるのかという

ことも今後調査したい。 

  

・参考文献 

心理学―生活と社会に役立つ心理学の知識― 

青木紀久代 

新星出版社 

 

他人を支配する黒すぎる心理術 

verb 

サンクチュアリ出版 
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① 研究背景 

近年、凶悪犯罪が多発している。 

そこで、犯罪者に共通点があるのか疑問に思

った。 

② 研究目的 

犯罪者の共通点を調べて、犯罪を減らすため

には、何が必要か考察する。 

③ 研究手法 
犯罪者の生い立ちや経歴を調べる。 

 

事例１ 神戸連続児童殺傷事件 

 1997 年当時 14 歳の中学生が小学生２人を殺害、3 人

に重軽傷を負わせた。 

   事例２ 池田小児童殺害事件 

2001 年当時 37 歳の男性が大阪教育大学付属池田小学

校に侵入し、8 人を殺害、児童 13 人教員 2 人に重軽傷

を負わせた。 

   事例３ 西鉄バスジャック事件 

2000 年当時 17 歳の少年がバスを乗っ取り女性 1 人が

死亡、２人が負傷した。 

   事例４ 川崎金属バット両親殺害事件 

1980 年当時 20 歳の予備校生が寝ていた両親を殺害し

た。 

   事例５ 新潟女児殺害事件 

2018 年 23 歳の男が小学 2 年の女児を線路に遺棄した。 

   事例６ 座間９遺体遺棄事件 

2017年、男が単独で男女9人をアパート内で殺害した。 

   事例７ 東海道新幹線殺傷事件 

2018 年男が新幹線で複数の乗客を刺し男性１人が死亡、

女性 2 人が重症を負った。 

   事例８ オウム真理教事件 

麻原彰晃を教祖とするオウム真理教が計 29 人を死亡、

6000 人以上を負傷させた。 

 

 

④ 主な原因のまとめ 

親からのプレッシャー：事例３、４ 

親からの暴力：事例１、２ 

両親の不仲：事例６，７ 

親の無関心：事例８ 

女児への過度の愛：事例５ 

⑤ 考察 

調べた８件の事例のうち事例 5 を除いて、親

からの影響を受けている。 

 

親からのプレッシャー 

親の期待に応えようと常に必死なために、悩

みを抱えても弱音を吐けずため込んで爆発 

 

親からの暴力 

親の暴力で解決するという考え方を真似する 

 

両親の不仲 

親同士のけんかを目の当たりにしていると、

原因は自分だと思ってしまうなど、精神的に

不安定になる 

 

親の無関心 

自己否定から、わざと人が嫌がるようなこと

や悪さをすることで自分に興味を引こうとす

る 

 

→大人が子供のいい面も悪い面も認めてあげ

ることで、親と子の関係を強化する必要があ

る。それが困難な場合は、学校の先生に認め

てもらうことや、児童相談所による保護など

ができれば、犯罪をおこすのを防ぐことがで

きる。どんな状況に陥っても自分を受け入れ

てくれる場所が一つでもあれば子供は安心で

きる。 

 

⑥参考文献 
『絶歌』著者；元少年 A 

産経 WEST 等 



 

♦ 仮説         
豆腐・もやし→→味の主張がない、安価 

卵→→タンパク質○・脂質× 

こんにゃく→→安価、食物繊維○・味のしみやす

さ× 

 

♦ 方法         
① 好きな食材、メニューなどのアンケートを実施

する 

② 広告で安価な食材探し、クックパッドで主菜副

菜のメニューを調べ、簡単に調理できそうなも

のを選ぶ 

③ 調理する 

④ 足りない場合は改善する 

（調理するもの）豆腐ハンバーグ・卵ともやしのチ

ーズオムレツ 

 

 

 
♦ 結果         
 

 

 

♦ 考察         
〇アンケートについて 

♦男子…和食洋食中華  

   肉          

     納豆         

♦女子…洋食  

    肉  

    サラダ  

〇料理について  

テーマに沿うような食材は味の主張×→味のバラン

の考慮の必要性 

主菜が魚で満足感が得られない→豆腐・こんにゃ

く・しらたき（低カロリーで重めのもの）を献立に

加える   

① 豆腐ハンバーグ→失敗．．．野菜の入れすぎ、

つなぎの部分がない 

あんかけのようなとろみ食材→→満腹感〇 

② 卵とチーズのオムレツ→→成功．．．簡単、味

のインパクト〇 

チーズを入れる→→タンパク質の吸収〇 

       

♦ まとめ        
問題点…アンケートの対象となる人数が少なかっ

た。 

私たちの目標である最高の定食を実際に作ること

ができなかった。 

今後の課題…もう少し幅広い世代を中心としたア

ンケートを作り、そしてその結果を踏まえたうえ

で、万人受けする定食を作りたい。 

 
７．参考文献  豆腐ハンバーグ https://recipe.rakuten.co.jp/category/30-300-

1135/ 食品のカロリーhttps://recipe.rakuten.co.jp/category/30-300-1135/ 
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♦ はじめに   
高校生は食べ盛りでお金がかかる。また女子は低カロリーを望む人が多い。そのため、満腹感も得られ、

かつ安くて栄養のあるものを見つけたくて研究した。 

 

和食離れ 

 

https://recipe.rakuten.co.jp/category/30-300-1135/
https://recipe.rakuten.co.jp/category/30-300-1135/
https://recipe.rakuten.co.jp/category/30-300-1135/


戦国’s KITCHEN～現代風兵糧丸を作ろう～ 
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１ はじめに 

化学調味料や保存設備が整っていない戦国時代

に普及した携帯食料である兵糧丸。兵糧丸をア

レンジし、現代人の不足している栄養素を補う

ことが出来る現代風兵糧丸を作ることにした。 

2 動機 

市販されている携帯食品には食品添加物が含ま

れていることが多い。食品添加物による害が叫ば

れる今日、無添加の携帯食品、加えて現代人の不

足する栄養素を補えるものを作りたいと考えた。 

3 研究手法 

① 現代人の栄養摂取量の調査 

② 不足している栄養素の発見 

③ それを補える兵糧丸のレシピの考案 

④ 調理、試食の後、改良案を提示 

⑤ 完成形を作る 

⑥ 栄養素を計算し不足している栄養素を補えて

いるか調べる。 

４ 実験内容 

 

 

① 白玉粉、小麦粉、そば粉、きな粉、すりごま

（各２００ｇ）とバジル、クルミ、ギリシャ

ヨーグルト(適量)を水や蜂蜜を混ぜて粉っぽ

くならなくなるまで混ぜる。 

② ５cm 程に丸めて１５分蒸す。 

③ 蒸し終えたらきな粉をまぶし

て天日干しする。 

※今回は黒蜜、クルミ、バジルで兵糧丸用のタ

レを作った。 

４ 実験結果 

 

５ 反省、今後の展望 

今回は試行回数が足りず試せなかったが兵糧丸

は様々な作り方のものがある為それぞれの兵糧

丸で栄養価を比較すればより有意義なデータが

取れると思われる。 

６ 参考文献 

武士のメシ(永山久夫・宝島社)、国民栄養調査

(厚生労働省) 

食物繊維 ビタミンB カルシウム

不足分と兵糧丸の栄養素の比較

不足分 男 不足分 女 兵糧丸1個あたり

食物繊維、ビタミン B → 2個 

カルシウム → 3個 

https://www.irasutoya.com/2018/03/blog-post_31.html
https://www.irasutoya.com/2016/11/blog-post_153.html
https://www.irasutoya.com/2017/03/blog-post_50.html
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競技 班員 真顔 笑い 差

A 38m 42m  +4m

ハンドボール B 24m 30m  +6m

投げ C 34m 39m  +5m

D 24m 31m  +7m

A 4.00m 3.60m  -0.4m

走り幅跳び B 4.60m 4.90m  +0.3m

C 4.75m 4.85m  +0.1m

D 3.80m 4.20m  +0.4m

A 6 4 -2

テニス B 5 2 -3

(本） C 5 8 +3

D 5 2 -3

A 20 12 -8

バスケ B 13 16 +3

（本） C 7 16 +9

D 10 10 0

A 3 1 -2

卓球 B 4 2 -2

（本） C 5 4 -1

D 5 3 -2

A 45cm 55cm  +10cm

長座 B 52cm 55cm  +3cm

C 48cm 56cm  +8cm

D 57cm 63cm  +6cm  

 

 

 

 

 

• バスケのフリースロー

• テニスのリターン

• 卓球のスマッシュコントロール

• ハンドボール投げ

• 立ち幅跳び

パワー

• 長座体前屈

柔軟

手法
１．上記の種目を班員は真剣な表情でやる

２．もう一度、上記の種目を笑いながらやる（口角が上がる程度）

３．結果の変化をしらべる

はじめに：笑いが自分の身体にどのような影響を及ぼすのか。班員がパワー系、コントロール系、柔軟系の

種目に分けて、変化を調べる。 

目的：感情が身体に与える影響を調べ、パフォーマンスの向上を図る 

仮説：パワーは上がるが、集中力やコントロールは落ちやすい 

研究手法 

１０本×５、合計５０本行う 

交互に３回投げ、その平均値 

交互に１回ずつ 

 

先行研究の結果は笑うことによって、運動能力が上がるとしか記述されていなかったが、その中

身をそれぞれの種目に分けて調べた結果、笑うことによって、身体のパワーは上がることが分か

った。しかし、集中力やコントロールは下がりやすかった。 

結果よりパワー系の種目は笑って行ったほうがいいと考えた。 

または、競技者が競技に慣れていなかったため結果の変化が激しかったと考えられる。 

安定した成績が残せる人にやってもらい変化を調べたい。 

 
参考文献：koara.lib.keio.ac.jp 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-LpPPDbT-FQI/WGnPM5133KI/AAAAAAABA1E/Xcx5eSxl7oYMqAZUooEe2ao_FcHUeUFDQCLcB/s800/boy_macho.png
https://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_9118.html
https://www.irasutoya.com/2014/12/blog-post_592.html
https://www.irasutoya.com/2014/12/blog-post_760.html
https://1.bp.blogspot.com/-LpPPDbT-FQI/WGnPM5133KI/AAAAAAABA1E/Xcx5eSxl7oYMqAZUooEe2ao_FcHUeUFDQCLcB/s800/boy_macho.png
https://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_4973.html


ひみつ道具は再現可能か 
L３２ 

 

 

研究背景 

近年の科学技術の急速な発達により、あら

ゆることが可能になってきた。そこで、これ

からどのような技術が誕生するか、またで

きるようになるかについて興味を持ち、「ド

ラえもん」を参考に科学技術について研究

し将来人の役に立てるような知識やアイデ

アを蓄えたい。 

仮説 

初期のドラえもんの道具なら可能？ 

研究要旨 

秘密道具が実現可能か不可能かを調べ、可

能なものは具体的な制作方法を、不可能な

ものは近い将来実現可能になるかどうかを

根拠に基づき予想した。アンケート実施 

現状 

再現済み  

１ほんやくコンニャク 

２ウソ発見器 

３望遠メガホン etc. 

 

研究中 

１室内旅行記 

２植物自動化液【キー坊】etc. 

 

現段階で再現は厳しい  

１マルバツ占い 

２どこでもドア etc. 

結果 

アンケートの結果圧倒的に票が集まったの

は、「どこでもドア」「もしもボックス」であ

ったがどちらもいまのところ、実現不可能

である。しかし、どこでもドアはさまぁまな

研究チームが物体の時空間移動の研究を進

めているため近い未来実現することができ

るかもしれない。他にも『翻訳コンニャク』

や『着せ替えカメラ』『お天気ボックス』な

どが挙げられたが、『翻訳コンニャク』は人

体に直接能力を与えるのではなくきかいを

つかうことによって完成されているイヤホ

ン型の「ＰＩＬＯＴ」が一つの例だ。『着せ

替えカメラ』はＶＲ，ＡＲ技術の発展によっ

て完成された。 

 



よりよい睡眠習慣とは？ 

～西高生の睡眠習慣から考えよう！～ 
L３３

１ はじめに 

 授業中に睡魔に負けて寝てしまう人がいる。しっかり

寝ているはずなのに…と思っていても眠くなってしま

うのはなぜか その原因を明らかにして、解決方法を

探したい。 

 

２ 仮説 

以下の項目が関係しているのではないかと考えた。 

① 寝始めた時間 

② 睡眠時間 

③ 寝る前にしていたこと 

④ 寝る前にしていたこと×睡眠時間 

⑤ 寝る前にしていたこと×寝始めた時間 

⑥ 睡眠時間×寝始めた時間 

 

３ 研究手法 

・睡眠に関する本で調べる 

・睡眠に関するアンケートを実施 

○就寝・起床時刻 

○就寝前の行動 

○授業中何コマ眠くなるか 

 

４ 結果  表１                 表２              表３  

                  

・スマホを使っている人が 50％だったため、そこに注目すると、他に比べて 4コマ以上眠くなる人が多いことが分か

った。 

・睡眠時間だけで考えると、6時間や 7.5時間では 4コマ以上眠くなっている人の確率が低いことが分かった。 

 

５ 考察 

① 寝始めた時間は表１から見ると、何時に寝始めようが眠くなる人の割合に関係は見られなかった。 

② 表３から６時間と 7.5時間いわゆる 90分サイクルの睡眠には、それ以外の睡眠時間よりも眠くなる人の割合が

少なかった。 

③ 表２から、明らかにスマホ等を寝る前に触っている人の割合が高かった。 

④ 前提として睡眠時間が短い人の割合は多く、また睡眠時間が多く確保している人でもスマホ等を触っていると

割合が多くなる。 

⑤ 上記の通り スマホ等に関係がみられた。          参考文献 

⑥ 90分サイクル×11:30に寝始めた人の割合が少なかった。     眠りたい 眠れない (森田雄介) 

4コマ以上眠くなる人

10:00 0%

10:30 27%

11:00 30%

11:30 27%

12:00 33%

12:30 32%

1:00 23%

4コマ以上眠くなる人

スマホ等 35%

勉強 17%

音楽 26%

寝る準備 17%

風呂 14%

ストレッチ 40%

その他 23%

4コマ以上眠くなる人

4時間 57%

4.5時間 38%

5時間 31%

5.5時間 26%

6時間 23%

6.5時間 34%

7時間 32%

7.5時間 25%



５ 人々が電車に求めるもの 

 

鉄道の歴史は蒸気機関車に始まり、新幹線、リニ

アモーターカーの発明によって高速化が進んだ。 

しかしこれから求められるのは利便性や安全性の

維持である。新しい鉄道のための費用や工事の規

模を考慮すると、鉄道は百年後も同じ姿であると予

想される。 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ぼくらの未来予想図 

～１００年後の交通機関～ 
                                        L３４ 

１ はじめに＆仮説 

1918年、当時の知識人たちは 100年後の日本の姿を

予想し、一冊の本にまとめた。中には「郵便と電信はな

くなり、みな電波にて通信す」と、正確な予想もあった。

その本のさまざまな分野における先見性に驚いた私た

ちは、自分達の身近にあり、現在発展の著しい交通機

関という分野の 100年後を、車、電車、自転車、のそ

れぞれの乗り物について予想してみたいと思った。 

 

自動車は全ての車が自動運転になり、水素自動車が

10％、電気自動車が 90%を占める。電車と自転車は今

とあまり変わらない。 

 
２ 法整備から見た自動車 

現在日本の公道で利用できる最高水準がレベル２と

なっており、本格的な自動運転の実用には至ってい

ない。 

各企業は２０２０年前半を目処に開発を進めている

が、我々一般人が乗れるようになるのはもう少し先の

ことになるだろう。 

４ 自転車社会 

 

・1800年代からあまり変わっていない 

・化石燃料を全く利用していない究極のエコカーで

あるため、注目度大 

・ヨーロッパでは自転車社会が非常に発達 

 

100年後には自転車は有力な交通機関になる！ 

３ 電気自動車と自動運転 

 

☆今後 10~20 年間 

 ・電気自動車の広がり  

・自動運転レベル２、３の実用化 

 →技術的、社会的課題が山積 

☆100 年後 

 ・水素自動車の普及 ・カーシェアリング 

 ・自動運転レベル４、５の実現 

  →個人のニーズや都市に合わせて、多種多様に

 

まとめ 

はじめは、“交通機関”だけに注目して調査を行って

いた。 

→交通機関が街づくりや環境問題、私たちの生活

など様々な要因の影響を受けたうえで成り立つこと

が分かった。 

100年後どのような交通機関を利用しているか、正

確な予測は難しいが、今以上に多種多様な、多くの

人々それぞれのニーズに合ったものであると思わ

れる。 

【私たちの立てた仮説】 

参考文献・自動車業界の今と昔がわかる本 中西孝樹 洋泉社 

2015 11/14 

・のりもの進化論 松浦晋也 太田出版 2012 ４/15 

・図解次世代自動車ビジネス早わかり、百年に一度の変革期！ 

 デトロイトトーマツコンサルティング株式会社自動車セクター/

著 中経出版 

 



  

 
１位 日本 

２位 スイス 

３位 シンガポール 

４位 スペイン 

４位 オーストラリア 

いい点 悪い点 

一汁三菜で、栄養バランスが良い 醤油、味噌、塩を使い、塩分過多になりやすい 

四季に合わせて、より栄養素の高い旬の食材を取り入れ

ている 

カルシウム不足 

米、発酵食品の抗酸化作用によって、老化防止ができる カロリーが低いので、エネルギー不足になりやすい 

L３５ 

はじめに 

これからの人生において役立つことを調べたくて、健康寿命を延ばすことに観点をおいた。長寿の裏には長寿

国である日本人を支える食にあるのではないかと考え、食に関することを調べ始めた。 

仮説 

① 高齢者がよく食べている → 魚、肉 

② 化粧品に使われる → 大豆 

③ 日本人が長生き → 和食 

方法 

世界の長寿国ランキングから見つけた共通点を考慮し、 

栄養素の高いメニューを考案した。 

① 魚、肉について                          

魚の栄養素・・・EPA、DHA（ドコサヘキサエン酸）、 

タウリン、タンパク質が含まれている。タウリンは、血 

管を拡張したり血液をサラサラにし、血圧やコレステロ 

ールを下げる。 

 

心臓病の予防に繋がる 

また、タンパク質は肉より魚の方が多く含まれている。 

沿岸部が多いことから、 

魚を食べる国が上位に多いということが分かる。 

③ 和食について 

   

② 大豆について 

  大豆は、女性ホルモンに似ているイソフラボン 

という成分を含んでいる。これは、心臓病予防 

に効果があるとされている。また、カルシウム 

も多く含んでいる。 

世界の長寿国ランキング 

雑穀米 

カルシウム不足を補う抗酸化作用があ

り、老化防止につながる 

なすの煮浸し 

うまみ成分が豊富な昆布だしを 

使うことで、塩分の使用を抑える 

牛乳入り味噌汁 

牛乳でカルシウム不足を補う 

かぼちゃのマヨネーズサラダ 

旬の食材を使い、栄養を多くとれる 

鮭ときのこのソースホイル焼き 

心臓病を予防する効果がある 

緑茶 

ポリフェノールが血糖値を下げる 

このように、長生きをするためにはカルシウム不足、塩分過多など欠点を補った和食の献立が究極といえるだろう。 



血液型のトリセツ ＩＮ ＪＡＰＡＮ ～血液型によって性格は変わるのか？～ 

L36 

①研究背景 

身近なところで、血液型で性格を判断されることが多かったのでそれが本

当に正しいのか気になった。 

②研究目的・意義 

イメージと実際の関連性を調べて、これからの社会でのコミュニケーショ

ンの向上に役立てる。  

医学的豆知識  

＊Ａ型・・免疫力が弱く、病気にかかりやすいため用心深くなった。 

＊Ｏ型・・免疫力が最も強く、開放的でチャレンジ精神多め。 

＊Ｂ型・・免疫力が強く、Ｏ型に似ている。 

＊ＡＢ型・・Ａ型以上に免疫力が弱く、疑い深く内向的。 

免疫力の強さ   Ｏ型＞Ｂ型＞Ａ型＞ＡＢ型      

     

このように世間一般では、血液型によって日常生活から違いが出るとされています。

果たしてこのイメージは正しいのでしょうか？ 

 

～リサーチクエスチョン～ 

血液型で性格は変わるのか？ 

→私たちは血液型が性格に影響を及ぼすと仮説を立てた。 

実験 

方法①アンケート 

西高 3 年生 360 人の血液型の割合と、それぞれの血液型に対するイメー

ジの調査を行った。(結果が集まったのは 323 人) 

①の結果 

 

 

 

 

 

 

①の実験から、西高の 3 年生は日本の平均血液型割合に比べてＡＢ型の割

合が多いことが分かった。また、それぞれの血液型に対するイメージは大

きく分かれた。           

 

 

方法②行動実験 

西高生がもつそれぞれの血液型に対するイメージが本当に正しいのか 

を検証するために、各項目に分けて調査した 

 

 

それぞれの血液型 40 人の生徒に調査したところ、全体で約 65％の人が 

自分の血液型の項目に当てはまっていた。 

 

以上の実験結果から、血液型は多少なりとも性格に関係することが 

分かった． 

 

③考察 

大抵の人が持つそれぞれの血液型に対するイメージと実際は一致してい

た。アンケート実験を通して、西高の三年生は血液型によって性格が分か

れると考えている人が多いこと、そして行動実験によってその考えが正し

いことも分かった。 

一概には言えないが、血液型で性格が異なることは多くあることだという

ことを知って自分と違う相手の一面を理解することで、これからのコミュ

ニケーションの向上につなげていきたい。また、〇〇型だから～ という

ような偏見が少しずつ生まれている現代の中で、互いの特性や長所を理解

しあうきっかけづくりに貢献していきたい。 

 

④おまけ 

今回のアンケートを通して理系文系間での血液型の割合の差を調べたとこ

ろ、B 型以外割合が異なっていることが分かった。このことから、血液型

が脳や向いている職業に関係しているのかどうかも今後調べていきたい。 

 

⑤参考文献 

https://biz-journal.jp  

https://excite.co.jp            

https://www.google.co.jp.search     

              

   ご清聴ありがとうございました。 

A

38%

B

30%

O

22%

AB

9%

?

1%

日本人の血液型割合

A

32%

B

24%

O

28%

AB

12%

?

4%

西高三年生の血液型割合

  Ａ型 Ｂ型 Ｏ型 ＡＢ型 

１位 几帳面 マイペース おおざっぱ つかみどころがない 

2 位 真面目 自己中 マイペース 変わってる 

A 型 B 型 O 型 AB 型 

□ノートがきれい □笑いのツボが変 □机がきたない □たまにずれてる 

□ロッカーがきれい □人の話を聞かない □説明が雑 □オンとオフの差が激しい 

□ファイルの中がきれ

い 
□人に左右されない □なんとかなる精神 □独特の雰囲気を持っている 

https://biz-journal.jp/
https://excite.co.jp/
https://www.google.co.jp.search/


ファッション誌から見る 

書店のこれから                   L37 
 

はじめに 
近年、紙の本の売り上げが下がっている。そこで、この紙媒体の衰退の状況を改善するために、手に取りやすいと思

われるファッション誌に注目して、どうすれば売り上げが伸び、書店へ行く人が増えるかを研究することにした。 

 

仮説                
○電子版の普及により紙媒体が減少している。            
○付録の充実化が売り上げ増加に効果的。 

 

研究内容              
アンケート（文型女子対象 67人） 

○電子版で読む人…12％ 

○注目ポイント  ○雑誌に関する情報の入手先       グラフ 

１特集      １SNS 

２モデル     ２書店     

３付録      ３インターネット 

 

発行部数 

 ‘12 ‘15 ‘18 

Seventeen 346,667 240,000 220,000 

ViVi 383,334 273,334 136,667 

non-no 456,667 280,000 183,333 

※各年の 1～3月の発行部数 

 

結果・考察 
アンケート…表紙や価格よりも内容を重視する人が多い。また、SNSで雑誌の情報を入手する人、次いで書店で入手

する人が多い。高校生の間では電子版はあまり普及していない。 

グラフ・表…書店数は何十年も減少傾向にあり、雑誌返品率は上昇傾向にある。さらに、発行部数自体も減ってい

るため、売り上げは大幅に減少しているといえる。 

 

結論・展望 
売り上げが減少している中でも、化粧品やかばんなどのグッズ付録や人気のアイドル、俳優などが表紙である雑誌、

映画とコラボした雑誌などは売れる傾向があるため、これらの特集を組み、SNSやテレビを使って宣伝することが雑

誌の認知度を上げ、さらにはリピーターをつかむきっかけになると考える。そうして書店の利用者も増えるだろう。 

 

引用・参考文献 
http://www.1book.co.jp/005806.html 書店数の推移と書籍・雑誌の返品率の関係 2007年～2016年 寄稿：冬狐

洞 隆也 氏 

https://www.j-magazine.or.jp/ 一般社団法人 日本雑誌協会 

http://www.1book.co.jp/ 日本著者販促センター 

 



じゃんけんで勝つためには    
                                 L38 

＜研究背景＞重要な場面でのじゃんけんで勝ちたいから。法則性を見つけたいから。 

＜仮説＞何かしらの法則性があり、勝てる可能性が高い手はある。 

＜実験方法＞ 

３年１組、２組の生徒３０人を無作為に選び、５人１チームを６組つくり、総当たりで 

じゃんけんを行う。 

実験１ 最初に出しやすい手はあるのか 

実験２ １回で勝ちやすい手はあるのか 

実験３ あいこの次に勝ちやすい手はあるのか 

＜実験結果＞ 

実験１             実験２             実験３ 

 

 

 

 

 

 

＜実験から分かったこと＞ 

・最初に出す手にはそれほど差がない 

・少しの差だが、パーは勝ちにくい 

・あいこになった場合、あいこになった手に対して勝つ手を出すと勝ち易い 

＜まとめ＞ 

校内実験では、研究時間が短く実験回数が少なかったので、結果にばらつきが出た。しかし、同じ実

験を行った芳沢光雄の論文の 700 人以上のデータでは、グーが 31.7％ チョキが 33.3％ パーが

35.0％で、私たちが行った実験と結果が異なった。 

＜参考文献＞https://analytics-notty.tech/study-how-to-win-with-a-scissor/ 
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