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研究目的
サプリメントや健康食品は体に良いと聞くが、摂
取をしすぎるとどうなってしまうのか気になった。
また、トクホなどと聞いたりするがそれはどのよう
なものでサプリメントなどとはどのような違いがあ
るのか疑問に思ったから。そしてサプリメントはど
のような印象が持たれているのか気になったから。
そして私たちは人間がサプリメントのみで生きてい
けるのかが調査した。
研究方法、結果
文献やインターネットでの調査。

例 おなかの調子を整える、体脂肪をつきにくくす
るなど。
栄養機能食品とは、表示において消費者庁の許可
を受けなくてもよいが、国が定めた基準値を満たし
ていなければならない。意味は、含まれる栄養素の
効果を表示できる食品ということ。
例 鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素、カルシ
ウムは骨や歯の形成に必要な栄養素など。
機能性表示食品とは、科学的根拠のある研究論文
を消費者庁に届け出る必要があるものの、国の審査
がなく、商品パッケージにいろいろな健康効果を表
示できる。
栄養機能食品は栄養素の効果しか表示できないが、
機能性表示食品においては事業者の責任において
様々な効果を表示できる。
これら以外のサプリメントなどは、効果について
表示して販売することはできないが、消費者の責任
において購入する。特定保健用食品にするには、ば
く大な資金がかかるので大企業しか特定保健用食品
に申請することができない。

グラフより、サプリメント摂取により大衆は疲労
回復、健康維持、日常の栄養補助などの効果を望ん
でいる。しかもそれは圧倒的な数字なので、歴然と
した結果だ。人々は健康の維持増進に励んでいる。

人間はサプリメントだけで生きていけるのか
サプリメントだけで生きていくのは可能だ。実際
必要な栄養だけを取り、高カロリーとは無縁の生活
をしている人もいる。しかし、生きていけることは
できるが、健康的な生活を送ることはできない。な
ぜなら、過剰摂取による副作用がある。ヒトは咀嚼
をしなくなると脳が刺激されなくなり脳の老化が早
く進んでいく。消化をしなくなるので消化器官が退
化していく。副作用は、胃、腸、肝臓、血圧などに
大ダメージを与える。下痢、嘔吐、ホルモンバラン
スが崩れ倦怠感、皮膚障害などが起こる。
結論、展望

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、サ
プリメントの定義の違い。
特定保健用食品

特定保健機能食品は、消費者庁長官の許可を受け
なければならないので、信ぴょう性が高い。また健
康効果を特定して大々的に表示できる。

我々はサプリメントや健康食品のいい面も悪い面
もしっかりと情報収集をし、自分の生活スタイルに
合わせて使い方をしっかりと考えなければいけな
い。しかし、それらは食品から作られており、自然
に存在する物質から作られているため、過剰摂取で
ない限り副作用は、ほとんどない。だから使い方を
守り自分に合うサプリメントや健康食品を使うこと
で健康な生活が送られるのであろう。

私たちの消費行動

～賢い消費者になるために～
Ｌ２

要旨

本校生徒にアンケート調査を行い、全国の成人を対象としたアンケートと比較することで、高校生に欠けている消費者意識や消費行

動に対する姿勢を分析した。調査の結果、「自分は正しい消費行動が行えている」と自信のある人の 割が、実際には正しい消費行動ができてい
ないことが分かった。そこでアンケートの結果から分析を重ね、今の高校生に必要な能力と対応策を提示した。

研究手法
・本校第3学年の1組から4組の108名、および先生
男女30名にアンケートを取り、結果を集計し、分析。
質問項目：Q1.自分の消費行動が無駄のない正しいものであると思うか。（その理由も）

Q1．約 7 割の生徒が自分の消費行動に自信がないと回答した。逆に約 3
割の生徒が自分の消費行動に自信があると回答した。
Q2．生徒では 19 パーセントが、先生方では 33 パーセントが何らかの被

Q2.消費者として何らかの被害にあったことがあるか。（具体的事例も）

害に遭ったことがあると回答した。厚生労働省が平成 27 年度に行った

Q3.4500円の20%引き 4500円の900円引き どちらが安いか。

「消費者意識基本調査」では 10.9 パーセントが被害にあったことがあ

Q4.50円の消しゴム 80円の消しゴム 120円の消しゴム どれを買うか。

ると回答したため、全国での調査に比べて多いことが判明した。

・書籍、論文、各種ウェブサイトを参照し、全国を対象としたアンケートの結果と比較し
た。

結果・考察

Q3．この質問は計算上同額となるのだが、
「相対価格＝単位を変えるなど
して印象を操作する価格表示」を利用して、こちらでアに選択が偏るよ
うに操作したものである。結果として、こちらの思惑通りアに偏る結果
となった。言いかえるならば、売り手にとって好都合な行動をしている
ということであり、正しい消費選択ができているとは言い難いものであ
る。
Q4．．この質問は計算上同額となるのだが、
「相対価格＝単位を変えるな
どして印象を操作する価格表示」を利用して、こちらでアに選択が偏る
ように操作したものである。結果として、こちらの思惑通りアに偏る結
果となった。言いかえるならば、売り手にとって好都合な行動をしてい
るということであり、正しい消費選択ができているとは言い難いもので
ある。

結論・展望
Q1 では、生徒教員ともに、“いいえ”の回答が多かった。Q2 では、どち
らも“いいえ”が多かったが、先生では約 3 分の１が消費者として何ら
かの被害にあったことがある。と回答していた。これは今までに生徒よ
りも多く消費活動をしているためだと考えられる。Q3 では、実質的な価
格は同じだが、値段の表記の仕方を、20%引き、900 円引きと変えたとき
にどちらがより安く感じるかを答えてもらった。あまり大きな差はみら
れなかったが、若干 20%引きのほうが多かった。Q4 では、同じものが三
種類の値段で売られているときどれを買うかという質問をした。生徒の
多くは真ん中の値段を選んでいたが、教員は最も安い値段を選択してい
た。少なくとも高校生は大人に比べて、正しい消費行動がとれていない
ことが分かった。やはり経験がものを言うといったところであろうか。
正しい消費行動ができるようになるためには、身近にある価格表示のト
リックなどの商業のテクニックを学ぶこと、意識して冷静に商品選択を
行うだけでも十分である。そういったことが生活における適切な商品選
択や詐欺に引っかからないといったことに結びつき、これからの生活に
役立つはずだ。今後も引き続き、消費者の心理や行動の研究を大規模な
調査により分析、考察を重ねていきたい。

世界の英語教育
Ｌ３
１はじめに
研究背景
現代社会ではグローバル化が刻一刻と進行している
ため、社会に適応するのに高いレベルの英語のコミ
ュニケーション能力が必要となると考えたこと。
２研究手法
アジア諸国やヨーロッパ諸国の小中学校または高校
の授業の内容や取り組みについて、インターネット
や文献を用いて調べる。また、日本についても同様
なことを調べて、比較する。
３仮説
ヨーロッパ諸国については、地形的なアドバンテー
ジがあるのではないか。
アジアでは単純な制度に問題があるのではないか。
４結果・考察
アジア諸国と日本の比較
英語の授業の開始
日本 小学校 5 年生 中国・韓国 小学校 3 年生
小学校の授業数の違い
日本 週１回 中国 ５～１０回 韓国 ２～３回
中学校で取り扱う単語量の違い
日本 ３２８５語 中国 約６０００語
韓国 約７６００語
このようにアジア諸国と日本には単純な量の差があ
り、英語に触れあっている時間にも大きな差がある
ことが分かる。
ヨーロッパ諸国と日本の違い
ヨーロッパでは第一言語と第二言語である英語との
近似がみられた。
意味
スペイン語
英語
ホテル
hotel
hotel
アルコール
policia
police
意味
イタリア語
英語
注意
attenzione
attention
10 年
dieci
decade
1 世紀
cento
century
このように、ヨーロッパの言語と英語はとても似て
いることがわかる。これだけ似ていれば、英語が定
着する時間には大きな差があることだろう。
すでについている外国との差
右上の表は国際コミュニケーションのための英語力
測定試験である TOEIC の結果である。この表から分
かる様に日本の英語力は４０位であり他国に大きく
劣っていることが分かる。また、中国は１２位、韓
国は３０位であり、近隣のアジア諸国より劣り、差
をつけられていることが分かる。

５結論・展望
アジア諸国と英語の授業数や単語の量を比較したと
ころ日本は圧倒的に劣っていることが分かった。
→英語の開始時期を早めたり、扱う単語の量を増や
したりコミュニケーションを重視した授業内容にす
ることが求められる。
ヨーロッパ諸国の言語がとても英語に似ていて、英
語を学ぶ上で大きなアドバンテージを持っているこ
とが分かった
→そのような国に追いつくために、より英語と触れ
合う時間を増やして英語に慣れていくことが求めら
れる。
さらに、英語のテレビ番組を流すなど大々的な策が
求められるだろう。
そしてグローバル社会で日本人が活躍していくため
に、これからの時代を担っていく世代が英語を使っ
て生きていくという自覚を持つ必要がある。
引用・参考文献
https://english-innovations.com/why/
http://oceangnet.com/images/pdf/asia_jijyou.pdf

高齢者が働きやすい社会を作るために
Ｌ4
１．はじめに
現在、以前よりも多くの高齢者が働くことを希望
するようになっている。そのような高齢者が、どう
したらより良い環境で働けるのだろうか。
２. 研究目的
以前に比べ多くの高齢者が働くようになった理由
や動機、きっかけを探り、それを踏まえてどのよう
にしたらより良い環境で働けるのか、あるいは高齢
者にどのようなサポートをするべきなのかを考え
る。
３．研究内容
①高齢者が働くようになった理由や動機、きっかけ
就業理由
割合(男性)
割合(女性)
自分と家族の
生活を維持す
53.9%
46.6%
るため
生活水準を上
4.9%
6.0%
げるため
健康に良いから

9.6%

9.3%

生きがい、社
11.3%
12.5%
会参加のため
頼まれたから、
時間に余裕があ
12.1%
10.8%
ったから
出典：厚生労働省「高年齢者就業実態調査」
高齢者が働く理由には、年金の減少により、生活
水準を保つことが困難になったり、仕事に生きがい
を求めたりなどといったものが挙げられる。
②希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業の割合

2010 年から 2014 年にかけて約 25％増加している。

③高齢者雇用を促進するための企業への助成金
独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構などが
高齢者雇用への支援を行っている。
・65 歳超雇用推進助成金
・高年齢者雇用安定助成金
など、多様な支援が行われている。しかし、問題点
もある。
≪2013 年度「高齢者雇用安定助成金制度」≫
・定年を控えた高齢者を雇い入れた事業主と、高齢
者が働きやすいように職場を整備した事業主を支援
・高齢者の転職雇用に対しては一人当たり 70 万円の
支給で 2013 年度の目標は 2025 人、職場環境の整備
に対しては 500 万円の支給で 945 件の目標が設定さ
れていた。
2013 年度の実績は、転職雇用者に対する支給はた
ったの 1 件、職場環境整備の助成も 48 件に過ぎず、
約 70 億円の予算のうち 99％が使われずに余った。
４. 考察
・年々就業を希望する高齢者は増加している。
それに合わせて高齢労働者を受け入れる企業の割
合も上昇。それに伴い、高齢者を受け入れる企業に
対する金銭的支援を行う財団も設立された。
・高齢者の働く理由は多様であり、高齢者のニーズ
に合わせた企業側の対応も求められているというこ
ともわかった。
５．結論、展望
多様な就労の選択肢を確保していく
ことが必要！
・個々の企業労使の自主的・自律的な取り組みが尊
重されるべき
しかし、若年者雇用など労働市場全体に及ぼす影
響も考慮するべき。、新卒採用への影響など、将来
を担う若者の雇用が阻害されかねない。また、労働
市場の活性化を停滞させ、国の活力低下をもたらす
可能性もある。
・高齢期の生活の安定に向けた多様な施策
Ex)雇用政策・福祉政策両面からのセーフティネ
ットのあり方の検討など。
・企業年金制度の柔軟化・多様化の早期実施
・企業外も通じた雇用確保

外的要因による記憶の変容
Ｌ５

記憶について
記憶にはシステムがあり、以下の通りである。
①記銘（物事を反復させて記憶する）
②保持（「記銘で記憶されたことを保つ）
③想起（｢保持｣されたことを思い出す、｢再生｣・｢再
認｣の 2 種類）
この３つのプロセスを経て記憶される。

さらに、「車の窓ガラスは壊れたか」という質問をする
と、「激突した」という表現の質問をしたグループの中で
「イエス」という回答が目立って多くなる。
実際の映像では窓ガラスは壊れていないのだが、「激突」
という言葉に引きずられて、記憶が作り替えられたことが
わかる。
調査①
記憶の変容の原因

このことから、質問の表現に引きずられて記憶が歪んで
しまったと考えられる。

(イ)情動による変化
(ロ)記憶のバイアスによる変化

考察

(ハ)外的要因による変化

記憶されたことがらは、想起されるときに外的な要因など
によってある部分が強調されたり、単純化されたりして、

もとの記憶とは変化してしまう可能性があるということ
調査②
が分かった。
ロフタスとパーマーの実験(Loftus＆Palmer,1974)
まず、被験者全員に全く同じ自動車事故の映像を見せ
まとめ
その後①②のグループに分け事故についての質問を
① 記憶には「記銘」「保持」「想起」の三段階のシス
する。
テムがある
①「車がぶつかった時、どれくらいのスピードで走っ
ていましたか？」
「車がぶつかったとき、どれくらいのスピードで走っていまし
② 記憶の変容は「想起」の段階での様々な要因によっ
②「車がぺしゃんこに潰れた時、どれくらいのスピー
て起こる
ドで走っていましたか？」
「車がぺしゃんこにつぶれたとき、どのくらいのスピードで走
という質問をそれぞれの被験者群におこなう。
今回の研究から質問の仕方 1 つで答えは大きく変わってき
すると、同じ映像を見ているにもかかわらず被験者が
てしまうことがわかった。
選んだ速度は違っていた。
今後さらに記憶の変容について深く研究し、人に質問をす
調査③

る時にその質問が相手の答えを誘導するようになってい

さらに、このとき質問に用いる単語を、｢激突した｣｢衝突

ないか気を付けること、自分が正しいと思っている記憶が

した｣｢ぶつかった｣｢当たった｣｢接触した｣の５つのグルー

無意識に変わったものである可能性があることなど、さま

プにする。

ざまな面で注意をすることが大切だと私たちは考えた。

その結果、まったく同じ映像を見ているにも関わらず、５

この研究で記憶がいかに繊細であるかを知った。この分野

つのグループの車のスピードに対する回答は少しずつ異

の研究が進むことでより正確な記憶を人から引き出すこ

なった。回答者の車の評定速度は｢激突した｣と｢接触した｣

とが可能になるかもしれないと考えると、今以上にこの学

では 14km/h も違った。

問の重要性を感じることができた。

Ｌ７

同調圧力が人間の行動

かを調査した。

形成に与える影響

人で述べることができるかどうかを質問した。

まず話し合いの最中に多数派に対抗する意見を自分が一

そしてその結果を踏まえ、自分が話し合いのなかで、自分と
意見をともにする人間が一人だけだったときその意見に賛同

Ｌ8

することができるかどうかを質問した。(アンケートは豊田西高
校第 3 学年文系の生徒を対象に行った。)

研究背景
今の社会では万人に意見の均一化を強制する同調

結果 2

的な空気が蔓延し、自分の自由な意見が非常に言

この実験の結果、回答を得られたのは 98 名だった。両方の

いづらい世の中になった。多数派を占める考えが、

答えにイエスと答えた人数は 21 名、最初の質問に対してノー、

少数派を弾圧し、全体的意見に反対するものを非

二問目の質問に対してイエスと答えた人数は 28 名、両方の

人道的、非倫理的だと攻撃し共同絶交するような

質問に対してノーと答えた人数は 48 名であった。最初の質問

事態が横行している。

に

我々はこのような思考排他的な風潮が人間の行動
形成にどのような影響を与えるかを考察し、このよう

まとめ

な状況をどうやって打開するかを研究する。

人間社会において我々は様々な同調圧力を感じており、多数
の人間が存在しているこの社会で同調圧力を消失させること

同調圧力

は現実的に考えて不可能である。しかい、このような排他的

同調圧力とは、人間が会社や学校などの特定の集

な空気に打ち勝つためには、たとえ自分が少数派であったと

団の中で行動するとき、少数派の人間に対して多数

しても、自分の意見を通すことを諦めるのではなく、自分と似

派の人間が、自分たちの行動または意見を暗黙の

た意見の人間を探し、同じような意見を主張するコミュニティ

うちに肯定させることを意味する。

を形成する事によって、多数派の人間に対して意見を表明す
ることができる。

調査１

参考文献

同調圧力が社会的にどの程度蔓延しているかを調査するた

インターネットとマスメディアの相互作用が、世論形成に及ぼ

め、自分が同調圧力を感じたことがあるか、またそれはどのよ

す影響に関する考察 金相集

うな状況だったかを調べた。

「ネット世論」という曖昧、＜世論＞＜小公共圏＞＜間メディ
ア性＞ 遠藤薫

結果１

沈黙の螺旋理論 世論形成過程の社会心理学 ノエル ノエ

同調圧力を感じたことがあるかという質問に対しイエスと答え

マン

た人数、は７７名。ノーと答えた人数は、６０名と同調圧力を

メディア流行の心理 中島純一

感じたことがあると答えた

グループ・ダイナミックス：集団と群衆の心理学 釘原直樹
同調圧力メディア 森達也

実験 2
実験２では、会議中にどのような状況で同調圧力を感じるの

辞世の言葉には共通点があるのか？
Ｌ９

① はじめに
「辞世の言葉」とは、人が死に際して残す詩歌、言葉などのことを指す。
② 研究方法
私たちは、多岐にわたる日本人の「辞世の言葉」を、以下の 3 つの観点に分類し、様々な視点から研究するこ
とにした。
尚、時代背景と辞世の言葉の共通点を探す為、時代は平安～明治に区別している。
【1】 時代＋内容
【2】 時代＋死因(老衰/病気/自殺/他殺)
【3】 時代＋身分(貴族/武士/文化人)
③ 結果
・時代＋内容
怒り
5%

他人
10%

平安

悲しみ
30%

称賛
5%

死を受
け入れ
る(後)
5%

無常
5%
死を受
け入れ
る(前)
15%

願望
25%

怒り
7%

他人
7%

鎌倉

悲しみ
20%
死を受
け入れ
る(後)
13%

称賛
7%
無常
6%

怒り
8%

室町

無常
15%

死を受
け入れ
る(前)
20%

願望
20%

その他
8%

死を受
け入れ
る(前)
31%

その
他
15%

悲しみ
15%

死を受
け入れ
る(後)
23%

戦国

称賛
5%

死を
受け
入れ
る(前)
50%

称賛
5%

無常
15%

江戸

悲し
み
15%

願望
10%

死を
受け
入れ
る(後)
5%

死を
受け
入れ
る(前)
50%

無常
30%

・時代＋死因
平安

自殺
15%

病死
31%

鎌倉

自殺
19%

室町

自殺
21%

病死
43%

病死
45%

老衰
10%

老衰
31%

戦国

老衰
5%

他殺
19%

他殺
30%

病死
20%

他殺
29%

老衰
7%

江戸
自殺
50%

他殺
10%

病死
65%

他殺
25%

自殺
25%

・時代＋身分
文化
人
15%

文化
人
19%

平安
武家
50%

貴族
35%

貴
族
25%

鎌倉

文化
人
36%

武
家
56%

室町

文化
人
5%

戦国

江戸
文化
人
40%
武家
55%

武家
64%
武家
95%

貴族
5%

④ 結果、考察
『平安時代』当時は公家中心の国風文化が栄えており、貴族も数多くの辞世の句を残している。
『鎌倉時代』老衰で死亡した割合が最も高い。初めて武家が言葉を残した割合が半分を超え、だんだんと
武家中心社会へと移行しているのが分かる。
『室町時代』南北朝、北山、東山など多くの日本人による文化が生まれた時代。武家だけでなく、文化人
も数多くの言葉を残している。
『戦国時代』たくさんの武将が命懸けで争い、死が常に近いものであった時代。その為、死を受け入れる
辞世の句の割合が最も多い。男性だけでなく、女性による自殺や殉死も多い。
『江戸時代』特に明治維新があった幕末は有名な人物による辞世の言葉が多い。
⑤ 今後の課題
明治時代以降の辞世の句も調べてみたい。

新しいがん治療
～感情と病状は関わりがあるのか～
Ｌ１０
調査①
モチベーションが上がるときについてアンケートを
実施した。
ⅰ）勉強するとき
成績が伸びたとき、褒められ
１２人
たとき
趣味や好きなことをしたあと
９人
自分へのご褒美があるとき
８人
自分を戒めたあと
２人
その他
６人
結果が得られた後にやる気が出る人が多いことが分
かった。
ⅱ）運動するとき
目標達成に近づいたとき
１６人
音楽を聴いたあと
６人
声を出したあと
３人
自分へのご褒美があるとき
２人
楽しんでいるとき
２人
勝ちたい気持ちがあるとき
２人
その他
５人
圧倒的に目標達成に近づいたときにモチベーション
が上がるという人が多いのに次いで、音楽を聴くこ
とで集中力を高めるという人が多かった。
調査②
精神医療でがんはよくなると思うか
NO
13%

YES
87%

調査③
精神状態が病状に影響を与えた実例を調べて、看護
師の方の話を聞く。
＜実例＞
1991 年、大阪の吉本興業「なんばグランド花月」に
健常な男女 19 名を集め、講演前後の NK 細胞の活性
状態を調べたところ、講演前の数値が低すぎた人は
正常値まで上昇し、高すぎた人は正常値まで下降す
るという結果を得たという実験事例を見つけた。

＜がん病棟で働く看護師さんへのインタビュー＞
・患者さんの精神的ケアをする際に気をつけている
ことはありますか？
→①会話の中で患者さんの言葉をオウム返しする
患者さんがバットニュースを聞いた時、患者さんの
言葉を繰り返して患者さん自身の気持ちを再認識さ
せることができる。さらに、沈黙も大切な時間で、
患者さんに考える時間を与えることが出来る。
→②精神状態と治療の進行とのギャップを埋める
ガンであることを告知され、状況を飲み込むことが
できないまま治療がスタートしどんどんすすんでい
ってしまうと、患者さんの気持ちが追いつかないま
ま日常を過ごすことがある。治療は早いに越したこ
とはないがそのような場合は、ゆっくりとこの先の
治療についての説明を行う。
→③家族のケア
治療ごとの効果判定の際は普通の精神状態じゃな
く、何を話されたか覚えておらず一人で受け止めき
れない人が多いため、必ず家族や近しい人と共に来
てもらう。
その際に、患者さんを支えてくれる人がいるかいな
いかで、治療に大きな影響を与えることが有り家族
の存在がとても大切になる。そのため、家族も第二
の患者と言われるほど精神面の負担が大きく、患者
さんとは別で家族の方の話を聞く機会もある。中に
は医師や看護士には本当の症状を言わず、家族に当
たる患者さんもいるため、本当の症状を知るために
もこの機会は重要である。
結論・今後の展望
過去の実験事例を調べた結果から、笑いが免疫に
作用すると考えられる。笑うことで免疫システムを
正常化させ、病気の予防や進行を防ぐことが期待で
きるだろう。
この調査の結果、今後は患者一人一人にあった目
標設定や、音楽や趣味などを利用した治療方針を作
成し、患者の治療に対する意識を高めることで、よ
り治療の効果が期待できるのではないかと考える。
そのために臨床心理士や、カウンセラーも組み込
んだ医療チームの連携による医療で患者とより細や
かなコミュニケーションをとることが、今後望まれ
ていくだろう。

Ｌ11
１、研究要旨
第二次世界大戦前では、国のために、天皇のため
にという教育がなされ、「個人」という見方は全く
なかった。しかし戦後は、教育勅語に代わり教育基
ｃ
本法が制定され、国民一人一人の人間形成が重視さ
れるようになった。現代では、ゆとり教育を経て、
少子高齢化に合わせた教育制度の改革に加え、「い
じめ」「虐待」「ひきこもり」などが新たな社会問
題となっている。
２、研究内容

Ⅰ 第二次世界大戦後の社会背景と教育改革

年

社会改革

教育改革

57

スプートニック・
ショック
日米安全保障条
約、東京オリンピ
ック開催決定
東京オリンピック

理数教科重視、科学技
術教育
英語教育、国際社会で
活躍できる人材づくり

60

64
73
74
1

第一次石油危機→
インフレ、不況
生産性向上
21 世紀教育新生プ
ラン

2
15

経済発展における人材
育成
詰め込み教育→教育改
革困難
ゆとり教育発案
スパーサイエンススク
ール指定
PISA 調査学力低下→
ゆとり教育の象徴
少子化と人口減少に対
応した教育

年表から考察
・1957 年にロシア、アメリカが人工衛星の打ち上げに成
功したことや 1960 年に東京オリンピックの開催が決ま
り、理数教育や英語教育が重視されるようなった。
・1970 年代は、詰め込み教育が原因で、理解できない子
供が増え、ゆとり教育へとつながり、ゆとりある授
業、楽しい学校、創意工夫が目指された。
・2000 年代には、70 時間から 3 割減の授業実践があり、
ＰＩＳＡ2000 の学力調査で学力低下につながった。
・現代には「いじめ」「虐待」「ひきこもり」が問題と

浮いた時間は生徒個人の自主的な勉強の時間に充
てる。
・生徒自身が、自分で物事を考える力を育てることが
できるように導く。
②ゆとり教育の内容
・勉強内容の選択
生徒が学校から与えられた勉強を受動的にこな
すのではなく自主的に教科を選択することで生
徒の学習意欲が上がり、より学習効率とクオリテ
ィが上がる。
・総合的な学習の時間
各学校が創意工夫によって独自のカリキュラム
を組み、バラエティに富んだ学習機会を、生徒に
与えようというのが狙いである。
・選択学習
生徒の習熟度に合わせて、より発展的な内容を扱
うことが可能になり、より生徒個人に焦点を合わ
せた学習機会を与えることが目的である。
・問題解決力を養う学習
例えば、観察や実験、プレゼンテーションのよう
な、問題を解決ための時間と思考力を必要とする
学習を行う。そのため、より考える力を養うこと
ができる。
・週休二日制
日頃の疲れをとるためではなく、空いた時間で生
徒が自主的に学習する機会を与えようというも
のである。
３、結論・展望
第二次世界大戦後には「臣民づくり」の教育から、
「一人一人の権利を尊重する」ための教育に変わり、
それ以来はスプートニクショックによる理数教育の
重視やオリンピックによる英語教育など、世間の動向
に合わせた教育がなされてきた。しかし現代の日本で
は、2000 年前から社会問題となっていたいじめが深
刻化し、さらには、ひきこもり、虐待なども問題とな
り、世界に目を向けるよりも、国内の状況を解決する
ことで手いっぱいになっている。ゆとり教育による学
力低下を改善することも必要だが、子どもがより充実
した学校生活を送るために、その両方を両立して改革
を進めることが必要となるだろう。

なり、少子高齢化にも対応するための教育改革を目指
している。

Ⅱゆとり教育について
①ゆとり教育の目的
・各学校のスタッフが、自分たちで知恵を出し合って
特徴ある教育を行う。
・生徒の学ぶ勉強範囲を絞ることでその負担を減らし、

引用・参考文献
・『学校教育の戦後７０年史』小学館、2016 年
・なぜゆとり教育ができたのか‐義務教育からの脱出
・ドーなってるの？ゆとり教育

関ヶ原の戦い

の資料から見た通説の危うさ
Ｌ１２

○はじめに
現在に至るまで日本の歴史は日本人の常識として私たちに教えられてきたが、近年、通説とされてきた歴
史に新しい可能性が生まれることが多くなった。そこで、私たちは通説にはどのような根拠があったのか、
その根拠は本当に正しいものなのかということに疑問を持ったため、関ヶ原の戦いを例に挙げ調べることに
した。

○関ヶ原の戦いの通説と根拠
豊臣秀吉の死後、徳川家康が天下の実権を握ろう
としたため石田三成と対立し、両者は関ヶ原で激突
した。
このあらましは明
治 26 年に陸軍参謀本
部によって編纂され
た「日本戦史～関原
役～」という史料に
記載されている。

③エリザベス女王が黒幕説
世界が大航海時代にあったこの頃、日本との
貿易を望んでいたイギリスのエリザベス女王は
使者の三浦按針を介し関ヶ原の戦いを利用して
日本との貿易を独占しようとした。
三浦按針は漂流によって日本
にたどり着き、その後エリザベ
ス女王とのやり取りがあったか
どうかは定かではなく、有力に
なりにくい。

○他の説について
① 戦自体が八百長説
豊臣秀吉亡き後の不
安定な天下を安定さ
せるための石田三成
と徳川家康によって
の八百長だった。
ほとんどの兵士は戦が八百長であることを知らな
かったため、その真相は埋もれていきこの説は有力
となれなかったと考えられる。
②北政所が黒幕説
豊臣秀吉の正室である北政所は跡継ぎとなる秀頼
が生まれた淀君に嫉妬し、淀君と秀頼の殺害のため
に関ヶ原の戦いを仕向けた。
当時の将軍の妻の影響力がどれほどであったかは
分からず、
他の説より
私的な目的
のため証明
は難しいと考えられる。

○結論・展望
通説には根拠となる「日本戦史～関原役～」と
いう文献があったのに対し、他に挙げられた説に
は根拠となるような文献がない。この違いが通説
を有力としていると思われる。
だが、通説の根拠となる文献は明治時代に兵学
を学ぶ人向けに作られたもので、関ヶ原の戦いの
真実がそのまま書かれているという確証はない。
つまり、歴史が覆る可能性があるということであ
る。
歴史は関ケ原の戦いに限らず不安定だと感じる
かもしれない。だが、何度も繰り返し議論するこ
とで限りなく真実に近づけるはずである。だから
私たちはこれからも歴史の真実に近づくために、
様々な説を作り、比較し、吟味していくべきだ。
○引用・参考文献
・岳真也『関ヶ原合戦「武将」たちの言い訳』
・光成準治『関ヶ原前夜』
・菅英忘『日本の合戦 七 徳川家康』
・関ヶ原町歴史民俗資料館準備室
関ヶ原収蔵品データベース

ごみ分別の必要性
～日本のごみ処理の実態～
Ｌ１３
1.目的

４．物価が上昇している。

日本には最新式の高性能な焼却施設でごみを高温処理し、分別数が少

次に、人口１０万人未満、５０万人以上の市町村それぞれのリデュー

ない市町村と、焼却施設の能力が低い為ごみの分別数が少ない市町村が

ス（１人当たりが１日に出すごみ排出量）、リサイクル率について調べ

ある。その為、それぞれの市町村がなぜそのごみ処理方法を採用してい

た。

るのか気になった。今後、どちらのごみ処理の方法を採用するべきか考

・リデュース（平成 27 年度）

える。

〈人口１０万人未満〉

２．結果・考察
ごみ分別数が多いことのメリットとして、

１位

２位

３位

徳島県神山村

奈良県野迫川村

長野県南牧村

・ごみを資源として再利用できる。

８分別

６分別

５分別

・リサイクルされるものが多いため、有害物質がそれほどでない。

２７２．２ｇ/人日

２９８．３ｇ/人日

３２５．６ｇ/人日

１位

２位

３位

東京都八王子市

愛媛県松山市

広島県広島市

５分別

８分別

５分別

８１５．３ｇ/人日

８１７．５ｇ/人日

８５３．６ｇ/人日

・高性能な焼却施設が必要ないため、莫大な建設費用がかからない。
デメリットとしては、
・住人が自分たちで分別・回収などをしなければならないので、住人へ
の負担が大きい。
・ごみを運搬する為のたくさんの労力が必要である。
などが挙げられる。
ごみの分別数が多いところは人口が少ない傾向があり、そのうちの１つ
の市町村として「熊本県上勝町」がある。
一方、ごみの分別数が少ない地域のメリットとして、

〈人口５０万人以上〉

（全国平均…９３９ｇ/人日）
・リサイクル率（平成 27 年度）
<人口 10 万人未満>
１位

２位

３位

鹿児島県大崎町

徳島県上勝町

鹿児島県志布志市

２８分別

３４分別

２４分別

８３．２％

７９．５％

７６．１％

１位

２位

３位

千葉県千葉市

新潟県新潟市

東京都八王子市

５分別

４分別

５分別

３２．６％

２７．８％

２６．５％

・人件費が抑えられる。
・高性能な焼却施設を使用することで、不燃ごみとして処理していたご
みが燃やせるようになり、ダイオキシンの発生の心配が減った。
・埋立地が必要ない。
などが挙げられる。
デメリットは、
・ダイオキシン濃度を測定しなければならないが、微量にしか存在しな
いため時間とコストがかかる。
・高性能な焼却施設の建設費用がとても高いため、人口が少ない市町村
では費用が出せない。
・発生する灰に含まれる、鉛や銅などの重金属の対策が必要である。
・ダイオキシンの生成を抑えようとすると、逆に別の化学物質が増加す
る恐れがあり危険である。

<人口５０万人以上>

（全国平均…２０．６％）

３．結論・展望
分別数を多くするとリサイクル率は上がるが、ごみの排出量自体を減
らすことは出来ない。また、ごみの分別数を多くしてリサイクル率を上

などが挙げられる。

げることが環境を守ることに繋がるが、例え分別数が少なくても高性能

ごみの分別数が少ないところは人口が多い傾向があり、例えば東京２３

な焼却施設で適切に処理をすれば環境を破壊することはないだろう。人

区に多く見られる。

口、ごみの排出量、焼却場の処理能力などは地域によって大きく異なる

実際に、焼却施設の旧式と新式の費用がどれだけ違うのかを調べた。

ため、全国で統一することは出来ない。このことから、人口が少ないと

例えば神奈川県平塚市の場合。

ころでは分別数を多くしてリサイクル率を高め、人口が少ないところで

・旧式：４４億円（２９４トン/日）

は高性能な焼却施設を建設するというように、それぞれの市町村の人口

・新式：１４０億円（３１５トン/日）

や財政、土地などに応じて適切な方法を選べばよいと考える。

そして、この建設費に加えて維持費と修繕費もかかる。新式を建設する

４．引用・参考文献

のにこれだけ莫大な費用がかかるのは 4 つの要因があると考えられる。

大澤正明「図表で読み解く 現代のごみ問題」財団法人 日本環境センタ

１．炉の大きさが１炉あたり「７トン/日・量」大きい。

ー

２．ダイオキシン対策の為に高度処理になる。

杉本裕明 服部美佐子「ゴミ分別の異常な世界」幻冬舎新書

３．焼却施設のグレードが高くなっている。

杉本裕明「ルポ にっぽんのごみ」岩波新書

どうしたら人前であがらずに話せるのか
Ｌ１４
はじめに
あがり症は、物事の受け取り方や考え方によって生じる
ものであり、「場数を踏む」という対処法では、治る人もいる
が治らない人もいる。そこで、緊張のメカニズムや、人の意
識の変え方、少しでも緊張を和らげる方法、人前で話すと
きに注意することなどの観点から人前でうまく話す方法を
考察した。

＊改善法
○認知と潜在意識を変えるために
脳には恒常性があるため、簡単に変えることは難しい。
➔書き換えるためには「パターン化」「機械化」つまり習慣
化することが必要である。
習慣化することで、脳が錯覚するようになる。
書き換え終了までの期間はおよそ１か月とされている。

結果・考察
＊あがり症とは
人前で何かをする時、極度の緊張によって頭が真っ白
になったり、言葉が詰まったり、赤面したりする症状である。

○少しでも緊張を減らすために
・薬指を刺激する。
・肉を食べる。

＊緊張とは
覚醒・興奮に関係している神経伝達物質である＂ノル
アドレナリン＂の過剰分泌によって交感神経が刺激され、
血液中のノルアドレナリン値が上昇するため、体温や血圧、
心拍数が上昇する。これが緊張している状態である。
＊場数を踏むということは人前に立つことに慣れるために
は重要だが、完全に緊張しなくなることにはつながらない。

セロトニン
・ノルアドレナリンの分泌抑制効果がある。
・分泌量は遺伝によって決まるといわれている。セロトニン
の分泌量が少なく不安や緊張に敏感なのを SS 型、分泌
量が多く不安や緊張を感じにくいのを LL 型、その中間を
SL 型という。日本人は SS 型が 65％、SL 型が 32％、LL
型が 3％で、不安や緊張に比較的敏感である人が多いの
に対し、アメリカ人は SS 型が 19％、SL 型が 49％、LL 型
が 32％と不安や緊張を感じにくい人が多い。また、日本人
において LL 型が 3％というのは世界最小である。

理由
認知（①）と潜在
意識（②）がマイ
ナスに偏った状
態で、いくら場数
を踏んでも意味
がないどころか、
かえって悪化す
るため逆効果で
ある。逆に、人前
で話した後「上手
にできた」と感じる
ことができるのは、

○人前で話すときに注意すること
・視点を変える
・自分のことを考えない

場数を踏むことで解決できる人である。

結論・展望
あがり症を克服するためには、意識の問題が大きいこと
がわかった。しかし、意識の問題は脳の恒常性により容易
には解決することができないため、数々のトレーニングが必
要である。しかし、セロトニンのように、あがり症の克服には
つながらないが少しでも緊張を和らげるための物質もある。
また、場数を踏んであがり症が克服できる人と、逆に悪化
させてしまう人がいるように、あがり症の度合いや治し方は
人それぞれであるため、自分に合った治し方を見つけるこ
とが大切である。

①認知：物事の受け取り方や考え方。環境に影響される。
②潜在意識：無意識のこと。「人前であがる」という体験を
何度も繰り返し経験し、その積み重ねを脳に深く記憶する
ことで条件づけられた条件反射。「顕在意識」は全体の約
10％で、「潜在意識」は約 90％といわれる。（上図）
（出典『F:\氷山の一角 s ヒプノ用.png』）

引用・参考文献
一般社会法団あがり症克服協会公式サイト 2015 あ
が り 症 ( 対 人 恐 怖 症 ) と は ? 2017 年 6 月 13 日
agarishow.or.jp/about-agarishow
森下裕道 2011 『1 対 1 でも、大勢でも 人前であが
らずに話す技法』 大和書房

テロリズムの国際化の背景
Ｌ１５
1 研究目的
かつては中東地域で多発していたテロが近年ではヨーロッ
パで数多く発生している。何故ヨーロッパで近年テロが多発し
ているのかを近年多くに死傷者を出したテロが発生したフラン
スに注目して考え、テロ発生件数の増加の原因を探す。

に高いギリシャでも近年テロが多発している。両国ともイギリス
外務省発表のテロ遭遇危険度を示した図では、最も危険ま
たはそれに準ずる表示であった。さらにフランスでは WWⅡ後
にフランスに移住してきた移民たちによって貧民街が形成さ
れており、これらの地域の失業率は 40%を超える。また、フラ
ンス国内からも軽蔑されるなどの差別があり、結果これらが
社会への不満を増大させテロを増加させている原因になって
いる。
↓失業率の比較グラフ

2 研究手法
テロについて研究をされている方々の論文や新書、該当国
または関連国の外務省や大学の論文等にも使用されるデー
タサイトを参考とし以下 3 つの仮説を検証する。
Ⅰ イスラム国勢力地域・被害地域からの難民流入増加
Ⅱ フランス国内での失業率の高さ・貧困問題

Ⅲ イスラム圏でのインターネットの普及

Ⅲ イスラム圏でのインターネットの普及

3 結果・考察
以下上記の 3 つの仮説についての結果を記載する。
Ⅰ イスラム国勢力範囲・被害地域からの難民流入増加
EU 統計局データによるとヨーロッパへの難民申請は約 60
万件。フランス・ドイツの 2 か国はイスラム人口が多く、移民・
難民増加前のフランス国内のイスラム人口は 278 万人。
2010 年は 471 万人と増加。移民や難民の増加が認められ
る。下のグラフは 1970 年～2014 年のフランス国内でのテロ
発生件数の推移を示すが 2010 年は前年と比べ大きな変化
は見られないが、2014 年頃から著しい増加がみられる。よっ
て、直接的影響は無いと考えられる。
↓フランス国内でのテロ発生件数の推移

図のように、イスラム国の拠点があるシリアや隣接するサウ
ジアラビアでは 15 年で 30%～60%普及率が増加している。イ
ンターネット上にイスラム過激派組織の PR 動画があげられて
おり、PR 動画を閲覧した若年層が過激派思想を持つ事例が
パリ同時多発テロ事件では確認されている。よって、イスラム
圏でのインターネットの普及がフランスでのテロ発生件数の増
加に関係しているといえる。

4 結論
イスラム圏内からの難民・移民の増加が直接フランスでの
テロ発生件数の増加に関係しているとは言えないが、フラン
ス国内での失業率の高さ・貧困問題、イスラム圏でのインタ
ーネットの普及が過激派思想の伝播の原因として考えられ、
社会への不満を持つ国民の嫌悪感を増大しテロを実行させ
るきっかけとなり得る事が解った。

5 参考文献・資料
Ⅱ フランス国内での失業率の高さ・貧困問題
フランスでは失業率は 2009 年まで減少傾向にあったが
2010 年頃から増加傾向にある。また国内の失業率が同様

書籍：池内恵 「イスラーム国の衝撃」
中村圭志 「世界 5 大宗教全史」
インターネット：毎日新聞・社会実情データ図録

Ｌ16
①イエスセット
目的：「イエスセット」が本当に効果があるのか検証するため。
イエスセットとは、相手が肯定するような質問を繰り返し、肯定的な反応に対する慣性をつけるという方法。
手順・方法：「西祭楽しかったね」⇒「そうだね」
「もうテストばっかだね」⇒「そうだね」
「期末テストもうすぐだね」⇒「そうだね」
「でもやっぱ息抜きも大事だよね」⇒「そうだね」
「じゃあテスト前の休みにみんなで遊びにいこう！」⇒「はい」という答えを引き出せるか
※男子に実験する際、異性というのを考慮して男女両方に「みんなで」という誘い方にした。
結果：

②あえて言わない
目的：あえて核心をつかずに話すことで相手の興味を引き出す
手順・方法：成功例:(A→実験者,B→被験者)
A「あの映画ってなんだっけ？あの、実話の…佐藤健と土屋太鳳のやつ」B「あ！8 年越しの花嫁？」
A「そう！それ！感動しそうだよね、気になる」B「私も気になる！」
A「だよね、絶対見に行く」B「一緒に行く？」
A「行く！」
結果：

考察：・相手が自分の肯定することを言うので、相手と気が合うのではないかと感じる。気が合う＝「共感」になり、
相手の言うことに簡単に共感してしまう。
・相手は、「イエス」の返事を繰り返すことによって、「イエス」に抵抗感を持たなくなり、最終的には肯定し
ないようなことでも「イエス」と言ってしまう。
・「あえて言わない」では、自分たちが予想したよりも低い結果がでたため、成功したとは言えない。
・実験者を男子にしたり、他の場面を想定して検証し将来実用できるようにしたい。

ネット依存の原因と解決策
Ｌ１７
はじめに

〈結果・考察〉

私たちはネット依存者の共通性を調査し、具体的な原因を知ることで、

日本は韓国に次いでネット依存傾向が高いということがわかる。また、6

依存から脱却する方法を探した。また、日本と外国のネット依存への対

か国共通で 10-20 代の依存傾向が高い層が多い。さらに、韓国はどの世

策を比較した。

代においても最も依存傾向が高い。そこで、私たちは韓国がネット依存
対策を行っているのかどうかを調査した。

研究①
まず始めに、岡田尊司著「インターネット・ゲーム依存症

ネトゲから

韓国のネット依存対策

スマホまで」によって依存者のタイプ、依存からの脱却方法を調査した。

シャットダウン制

〈結果・考察〉

この制度は午前０時から午前６時の間、16 歳未満のユーザーのオンライ

依存者のタイプ

ンゲームのプレイを禁じるというものである。

①スリルと興奮を求める新奇性探求型
②征服や達成感、完璧な自己像を求める自己愛型
③気分の改善を求める情緒不安定型
④対人緊張や現実の葛藤から逃避する回避型
⑤現実の葛藤からの救済を求める依存型

依存からの脱却方法

レスキュースクール
2007 年から行われており、韓国中央省庁の青少年福祉院が主宰している。
ネット依存の対象者が 11 泊 12 日のキャンプに参加し作業療法、運動療
法、各種セラピーやアクティビティを通じてネット依存からの脱却を目
指すというものである。

・インターネットへの接続をできなくする（料金未払いなど）
・ネット上で嫌な思いや怖い思いをする
・失ったものはないか気付かせる（恋人・友達・勉強・仕事）
・ほかの事に興味を持たせる。
・毎日の行動をすべて記録する。
・ネット依存症専門の病院で診てもらう。

研究②
次に、インターネットによって日本と外国のネット依存対策についての
情報を収集し、比較した。

独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年教育施設を活用したネッ

〈ネット依存傾向の国際比較〉

ト依存対策研究事業」報告書によるとグラフのような結果が出ている。

総務省の国際ウェブアンケート調査の結果から、6 か国の年齢層別及びス
マートフォン保有別のネット依存傾向の比較を行う。
20 問のインターネット利用状況に関する設問に、5 段階（まったくない

グラフから、レスキュースクールは参加前と終了 3 か月後で 3 項目とも
減少していることから、大きな効果が出ていることが分かった。

（1 点）～いつもある（5 点））で回答し、合計 100～20 点で分類した。

結論・展望

「70 点以上（ネット依存的傾向高）」

日本と韓国では依存者が特に多い。韓国は様々な対策を行っているが、

「40-69 点（ネット依存的傾向中）」

効果はあまり出ていない。そのため、より拘束性のある対策を行うべき

「20-39 点（ネット依存的傾向低）」

である。日本ではまだ本格的に対策を行っていないので、まずは韓国で
結果が見られたレスキュースクールを取り入れることが良いのではない
かと思った。

引用文献・参考文献
・総務省 2014 情報通信白書 ネット依存傾向の国際比較
・独立行政法人国立青少年教育振興機構

2014 「青少年教育施設を活

用したネット依存対策研究事業」報告書～ネット依存傾向の青少年が、
キャンプを通して日常生活を改善するきっかけ作り～
(出典)総務省「ICT の進化がもたらす社会へのインパクトに関する調査研
究」(平成 26 年)

現存 12 天守の城の構造
Ｌ１８

18 班 山形夢穂 若山真由
丸亀

<はじめに>

1597

香川

平山
城

近年、城への注目が集まっている。そこで、我々は城の構造につい

三重三

野面積

石垣の高

階

み

さが日本
一

て興味をもち、現存している 12 の天守（現存天守 12 城）について調べ
ることにした。

1601

愛媛

宇和島

平山
城

<用語解説>

三重三

野面積

狭間や石

階

み

落としが
ない

野面積み：自然石や割った石を積み上げたもの。
算木積み：石垣の隅を長方形の短辺・長辺を交互に組み上げたもの。

姫路

1601

兵庫

平山

望楼型

打ち込

城

五重六

み接

落とし積み：長方形の石を隣の石に寄りかかるよう組み上げたもの。
打ち込み接：表面にでる石をたたいて平たくし、積み上げる方法。
切り込み接：方形に加工した石材を密着させ、積み上げる方法。
狭間：天守や櫓の側面にある防御用の穴。

世界遺産

階
＜考察＞
・本州は陸続きであるため、攻められる危険性が高く防御能力が高いと
考えた。

石落とし：天守や櫓にある下方に開いた穴。

・石垣の見た目はあまりこだわらず、野面積みを多く使用したと考えた

望楼型：下層の建物の上に遠くを見渡すための櫓が乗っているもの。

[グループ 2]
城

所在

築城年

形態

天守閣

石垣

特徴

1602

平山

三重三

切り込

階

み接

平山

望楼型

野面積

石落としが

城

四重六

み

ある

地
松山
図 1：野面積み

図 2：算木積み

愛媛

城

図 3：落とし積み
高知

高知

1603

連立式天守

階
松江
図 4：打ち込み接

図 5：切り込み接

島根

1607

図 6：狭間

平山

望楼型

野面積

石落としな

城

四重五

み

ど軍事設備

階
彦根

滋賀

1607

がある

平山

望楼型

落とし

城

三重三

積み

古材を使用

階
弘前
図 7：石落とし

我たちは、築城年の古い、新しいで城の構造に変化があると考えた。
そこで、現存天守を築城年が古い順に 2 グループに分け、調査した。
グループ 1：犬山城、丸岡城、松本城、丸亀城、宇和島城、姫路城
グループ 2：松山城、高知城、彦根城、弘前城、松江城、備中松山城
[調査]グループごとに所在地、築城年、城の形態、天守閣の構造、代表
的な石垣の積み方、特徴を調べた。

形態

天守閣

石垣

特徴

1537

平山

望楼型

野面積

城の後ろ

福井

城

三層四

み

は崖

長野

階

み接

としがある

望楼型

野面積

現存 12 天

二重二

み

守のなかで

階

は最小

＜考察＞
・関ケ原の戦い後、望楼型が流行したと考えた
・石垣の強度だけでなく、見た目にもこだわっていたと考えた。
＜結果・まとめ＞

1576

1593

相違点

平山

望楼型

野面積

戦闘能力

城

二重三

み

が高い

平城

・グループ 1 は野面積みが多かったが、グループ 2 は石垣の積みかたは
ばらばらだった。
＜結論・展望＞
これらの天守が現存できたのは、多くの工夫をしていたからだった。
他の城も調べてみたい。

階
松本

山城

狭間や石落

・グループ 2 の方が天守閣が大きく、望楼型が多かった。

階
丸岡

1611

切り込

・両者とも平山城が多かった。
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図 8：望楼型
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