ギリシャ神話が人々に与える精神的影響
Ｌ21

研究要旨
現代でも多くの人々に知られているギリシャ神話
は、当時の人々にとってどのような存在であったの
かを明らかにすることにある。最近では様々な新興
宗教が生まれるなど、人々の心のよりどころが多様
化してきている。そこで、今から何千年も前に生ま
れたギリシャ神話と現代の宗教を比較し、これから
の宗教の広がりについて考察した。
キーワード
ギリシャ神話 宗教
１． はじめに
私たちは、世界史の授業でローマの人々が拠り所
とした神話について興味を持った。どのような経緯
で神が誕生したのか。それは、人々にどんな影響を
及ぼしたのかと思いギリシャ神話について深く調べ
ることにした。
ギリシャ神話という言葉は聞いたことがあった
が、それについて深くしらべると、今まで全く知ら
なかった真実を知ることができた。今回はギリシャ
神話が与える精神的影響を中心に調べた。
２．結果・考察

３．結論・展望
ギリシャ神話が生まれた時代は、確かにそれを心
のよりどころにしていた。現代では、神話や宗教と
いったものではなく、音楽などを自らの心のよりど
ころとしている傾向にあるということが分かった。
また、宗教の発端であるイエスやムハンマドは、
預言者として神の声をもとに思想を展開しているた
め直接的な関係性はなかった。口頭で語り継がれて
いることから語り草としての側面のほうが強かった
のかもしれない。
これからは、イスラム教の信者が増え、いずれか
はキリスト教の信者数も超えるといわれているの
で、引き続き宗教に注目していきたい。

１）ギリシャ神話とは？
ギリシア神話は、古代ギリシアより語り伝えられ
る伝承文化で、多くの神々が登場し、人間のように
愛憎劇を繰り広げる物語である。ギリシャ神話とも
言う。

２）宗教とは？
神または何らかのすぐれて尊く神聖なものに
関する信仰。また、その教えやそれに基づく行
い。
３）現在の宗教分布

４．引用・参考文献
ウィキペディア等
ギリシャ神話を代表する神 ゼウス

国籍法から見る現代
Ｌ２２

はじめに
現代、他国に移り住み、そのまま国籍を変更する人が増加している。ま

３、今話題のスポーツ界における国籍変更、帰化問題

た、スポーツ界などでは国籍を変えて活躍しているプレイヤーも多い。

現在ラグビー日本代表では多くの国籍変更、帰化選手が存在

そこで、今日、現代世界でとられているの国籍法、スポーツ界での国籍

する。ラグビーだけでなく、陸上や卓球など多くの競技でこの

の双方のズレを見てみようと思う。

ようなことはある。かつて日本では、サッカーの闘莉王、2017

研究手法
１、国籍の抵触
１、
血統主義…子どもの血統に注目して国籍を決定する。
→日本、韓国、中国、イタリア、ドイツ
生地主義…子どもがどこで生まれたかに注目して国籍を決定する。
→イギリス、アメリカ、ブラジル、オーストラリア
この二つの国籍決定方法から生じる問題

ＷＢＣ（野球）ではイスラエルがその話題を生んだ。
現在世界各国ではどのような制度・態度がとられているか？
ちなみに、FIFA 会長のジョゼフ・ブラッターは、「われわれは
選手の帰化にブレーキをかけるための解決策を見つけ出さなけ
ればならない。注意しなければ、ヨーロッパだけでなくアジア
にもアフリカにも、ブラジル人が押し寄せてしまう」と、W 杯
出場を目的にした容易な帰化に対策の必要性を主張している

世界共通規定

❶「重国籍」問題
A さんの出身国 O（血統主義）＋B さんの出身国 P（生地主義）
⑴
この二人の間に子ども C さんが生まれると、二重国籍を持つ。

国際オリンピック委員会（IOC）
同時に二つ以上の国籍を持つ競技者は、自己の判断により、

複数の国籍の全部が外国籍である重国籍の場合、当事者が常居

どちらの国を代表してもよい。然し、一方の国を代表して大

所とする国の法律が本国法とされ、そのような国がないときに

きな大会に出場した場合、もう一つの国を代表することは前

は、当事者と最も親密な関係がある国の法律が本国法となる。

回大会より三か月経過していなければできない

❷無国籍問題
D さんと E さんの出身国 Q の法律では、生地主義をとる。

⑵国際サッカー連盟（FIFA）

＋血統主義をとる国で子ども F 出産。

般原則：選手は一度ある国を代表して公式試合に出場した経験

この条件下で D さんと E さんが結婚して Y で子ども F が生ま
れた場合、X の法律では Y の国際取得しかしか認められず、一
方 Y の法律では X の国籍取得しか認められない、よって子ども
F は国籍を取得できないことになる。
※この問題に対する通則法：原則その人の常居所のある国の法
律が本国法とされる。
→国際単位で対応法はすでに定められている
２、数カ国の国籍取得条件
≪英

米 独 カナダ 豪 インドネシア 蘭 日本の 8 か国≫

・住居条件(その国にどれくらい住んでいるか→ほとんどの国が
５年を基準としている)
・能力条件(その人が一定の年齢を満たしているのか→１８歳が
ほとんど)

一

がある場合、他国のチームにて国際試合に出場できない。選手
が 1 か国以上の国籍を所得している場合、または、新しい国籍
を取得する場合、もしくは競技者の所有する国籍のため複数の
国代表で試合に出場できるのは、おもに A 代表未経験者。例外
として

⒜21 歳の誕生日までに、選手は一度

だけ所属協会を変更し、国籍試合に出場できる。但し、この権
利は A 代表としての出場経験がない限り、もし他の年代での出
場経験がある場合は他の国籍をすでに持っているものでなけれ
ばならない。

⒝ある国で試合に出場

していたが、他の国の政府当局がその選手に国籍を与えた場
合、所属協会を変更することができる。この規定は、年齢制限
はない。

国籍についてはそれぞれの考え方を反映して、うまくやり

・素行条件(その人の過去の犯罪等の有無)

くりできていることがわかった。

・言語力(その国の言語をどのくらい理解しているのか)

また、各国の国籍を見ていく中で“その国らしさ”が出てい

・知識＆理解(その国についての知識のテストを実施)。

て思想の点などから、国際間の隔たりがある。その点で国籍
法は世界で統一するのはなかなか容易ではなく、各国相互へ
の理解がより一層必要である。
スポーツ界での国籍の考え方には規律の定める期間によっ
てさまざまではあるが、大きな大会になればなるほど選手が
国籍を変えて、出場するのには時間がかかるという点で、相
当な覚悟を要し、十分な条件が整っている。

なぜ日本は負けたのか～太平洋戦争時の日本に学ぶ
Ｌ23
序論

その１

現代の国際情勢は絶え間なく変化し、様々な問題がある。日本

・ミッドウェー海戦（1942 年 6 月 5 日～6 月 7 日）

図上演習のずさんさ

がそんな国際社会を生き抜いていくためには、政府や国民が様々

その２

な問題に対して正しい判断を下していかなければならない。そこ

・捷号作戦(1944 年 7 月～1945 年 1 月)

陸軍・海軍の意思疎通の拙さ

で私たちは、太平洋戦争で日本がどうして正しい判断を下すこと

２．台湾沖航空戦・レイテ沖海戦の大敗北で作戦は破たんした。

が出来なかったのか、そこにどのような社会状況があったのかと

○やはり、日本軍の作戦には大きな問題があった。

いうことについて調べた。

⑤結果・考察
この戦争の失敗を、現代の政治に生かすため、以下のことを考

研究手法

察した。

どうして日本が戦争に負けたのか。その原因について三つの仮

・政治家たちは、選挙の時には高らかにマニュフェストを唱える

説を立て、太平洋戦争中の日本の社会状況や、問題点について研

が、政権を獲るとそれにしがみつくために政策が迷走することが

究した。

よくある。これは、戦中つまらないプライドを見せ、また劣勢に
も拘わらず戦争末期まで自分たちの利益のために陸海軍が対立

仮説⒈

他の国に比べて政治が不安定だった。

したり、時には内部ですら足並みがそろっていなかった太平洋戦
争中の政治家や軍上層部と似ている。私達はそんなことのために

｛近衛文麿｝

投票するわけではないので、当然のことであるが、現代の政治家

日中戦争（1937 年 6 月 7 日）～1938 年 1 月 5 日、1940 年 7 月 22

たちは自分の身のことではなく国民を第一に考えて政治を行う

日～太平洋戦争直前（1941 年 10 月 18 日）

べきである。

・軍人ではない。貴族院議長などの要職を歴任。

・当時、現実を見ることができたはずなのに見ていなかったのは

・盧溝橋事件の際、中国軍増派の報を受け軍部の圧

政治家や軍の上層部である。しかし、現在は私たち有権者が現実

力もあり、陸軍を新たに派遣するなどした。

から目を背けてしまい、見ようとしていない。日本では戦後は国
が大混乱に陥ることはなかったので、「任せておけばいい」感じ

｛東条英機｝

太平洋戦争直前（1941 年 10 月 18 日）～

サイパン島陥落（1944 年 7 月 22 日）陸軍出身

があるのかもしれないが、そう思ってしまうのは、政治家の思う
つぼであると考える。ネットやテレビ、新聞などで積極的に情報

・関東軍参謀長や陸軍次官を歴任。

を集め、毎回選挙へ行く等、自ら主体的に政治に参加するのが私

・当時の陸軍内の主流派の中心人物。

たち有権者の務めである。そして、視野が広く、状況を的確・迅

・アメリカに宣戦布告した首相として戦争に勝つと

速に判断でき、意思を周りに左右されず、常に国民を第一に考え

覚悟を決めていた。

られる政治家を選ぶことが、激動の現代の中、この国を正しい方

・勉強家だが視野が狭く、人事も自分好み

向へ導くことのできるリーダーを生み出すことになるのである。

他3名
⑥結論・展望
○調べた結果、
5 人の首相が太平洋戦争にかかわった。
これでは、

先の時代に私たち日本人が戦争をし、沢山のものを失ったという

お世辞にも首相に指導力・統率力があったとはいえない。

失敗をただの歴史、過去として受け取っているだけでは、国も私

仮説⒉

たちも本当の意味で成長することはできないのではないだろう

不適切な戦力投入

私たちは少ない戦力を有効に活用できなかったのではないかと

か。 私たちが今回研究した内容の他にも、歴史上には現代の問

考え調べた。

題と共通点を持つものは沢山ある。そのような出来事から学び、

その 1 敵情把握の不十分であった例

生かしていくことでよりよい社会を築いていきたい。

・ガダルカナル島の戦い（1942 年 8 月 7 日～1943 年 2 月 7 日）
その３

戦力の配置に失敗した例

空母航空隊の転用
・「い」号作戦（1943 年思 4 月 7 日～4 月 14 日）
○調べた結果、やはり、日本軍の兵力運用には、適切とは言えな
い場合が複数あった。
仮説 3．作戦に関する議論の不十分
投入兵力を考えると、勝てていたはずなのに負けた戦いもあるた
め、作戦自体に問題があったのではないかと考え、調べた。

～至高の音楽を求めて～
Ｌ２４
研究の動機
普段聞いている音楽。どんな音楽を聞いた時に人々
の感情の変化、人々が音楽に没頭するのかどうかを調
べ、可能な限り人々が求める至高の音楽を求めようと
いうのがこの研究を始めようと思った発端である。

げられるそれに値する。又、A10 神経を刺激する音楽
のジャンルとして一番良いのは、クラシックだという
結果も存在する。

研究手法
⓵音楽の歴史
そもそも音楽は今から 4 万年程前から存在してい
て、世界中で文化として扱われた芸術である。遥か昔
の音楽は今では存在しないような楽器を用いていた
りする。しかし、特徴としては今の楽器と全く変わら
ないものを使用する。4 万年も昔とは行かなくとも、
皆さんに聞きなじみのある古い楽器の例として、弦楽
器ではウード、打楽器ではコンガ等があげられる。因
みに、リュートの
原型となった楽器
は現在から 5000 年
も前から存在して
いたようで、コン
ガは 17-18 世紀に
かけて流行りだし
たという記録があ
る。

音楽にはリラクゼーション効果を与える働きが存
在する。実際に音楽を聴くことによって得られた体の
働きの変化として、前述したストレス緩和、血流の改
善、免疫や集中力の効果上昇、などがあげられる。こ
のような音楽による事象は感情誘導などと呼ばれる。
③ 音楽に用いる為の歌詞
言葉には「言霊信仰」と言って、霊が宿っていると
されている。その為、われわれ日本人においては、言
葉は慎重に選ぶという事をする事が多い。言葉の選び
方一つで、それは人の感情に大いに感応するため、こ
れは求めるべき重要な項目である。例えば曲のテーマ
が恋愛だったとして、「嫌い」という言葉を用いたと
する。これをリスナー（傍聴者）が曲のテーマを理解
したうえで聞いたとする。すると、嫌いという言葉が
登場した時、恋愛というテーマにも関わらず、失恋を
イメージする人が大半だろう。
まとめ
校内生徒の調査とインターネットの文献の参照を
した結果、現代の人々はポップスと呼ばれる、現代の
文化の一種になりつつある音楽を好む傾向にあると
いう事が分かった。更に言えば、恋愛というテーマに
抱く思い入れが強いことも分かった。
参考文献

楽器はコンガとウード（リュートの仲間）である。
②

音楽が与える影響

人間は大脳辺縁系の A10 神経という部位を刺激す
る変化が起こる事によって、感情を芽生えさせるとい
う研究結果がある。その「感情」こそが、いわゆるス
トレス緩和、現代の人々が音楽を用いる理由に多くあ

http//www.head-t.com/2013/01/2013-01-06_01html.
http//www.minimalist-fulledo.com
http//www.riri-info-com
http//www.jijico.mbp-japan.com

How has English been developed?
Ｌ２５
はじめに
現代の国際社会において英語は必要不可欠なツールと
なっている。そこで英語とはどのようにしてできた言
語なのかを調べた。

によってのみ変化していたが、古期英語では数のほか
に格、性においても変化していた。そのため「屈折」
というものが生まれた。＜表＞は、動詞「steal」の古
英語における変化表である。

考察
英語には主に 4 つの発達段階があった。古期英語、中
英語、近代英語、そして現代英語である。まずは古期
英語から順に説明していく。
【古期英語（5 世紀～12 世紀）】
古期英語とは元来デンマーク周辺を支配していたアン
グロサクソン人の言語にデーン人が持ち込んだデーン
語の要素が入って成立したものであり、英語史上では
最も長く続いた英語の形式である。

【中英語（11 世紀～16 世紀）】
1066 年ノルマン朝によるイングランド征服によってノ
ルマンフレンチの語彙がイングランドに大量流入し
た。これによって古英語は衰退、消滅し新たに成立し
たのが中英語である。
古英語と中英語の違いとしては名詞の複数形の語尾と
して s が一般化したことである。また book や face な
どの名詞が動詞の意味を持つようになっていく名詞の
動詞化も進んでいった。またこれによって古英語の特
徴であった屈折語尾がなくなっていった。
【近代英語（16 世紀～18 世紀）】
中英語から近代英語への変遷の原因は大母音推移であ
る。これは 14 世紀から 16 世紀の二百年間というい言
語学的にはかなり短い期間で英語の発音が変化した現
象である。どう変化したのかというと発音と綴りに不
一致が起きたということである。（例 name ナーメ→ネ
イム time ティーメ→タイム）

古期英語の特徴としては変化が大きかったことであ
る。現代英語の名詞や動詞などは主語の数に

【現代英語（18 世紀～）】
近代イギリスでは英語標準化への気運が高まり、多く
の文法書が出版され基本文法の確立が行われていっ
た。これにより標準化された現代英語が生まれた。
この時代には新大陸の発見、科学技術の発達、戦争に
よっておびただしい数の新語が流入し、さらに現代の
英語に近づいた。
まとめ

古英語

•ノルマン朝征服

中英語

•大母音推移

近代英
語

〈表〉

今回英語史について調べて英語は現在の英語に至る
まで、ケルト人、ノルマン人をはじめとする様々な
民族の文化、風俗、習慣の影響を受けており、それ
ぞれの民族のものの考え方の影響もうけていること
がわかった。

スポーツにおける八百長とその実態
Ｌ２６
１、研究の背景と目的
私たちは、幼少期のころからスポーツを通して、心
身共に成長させてきた。八百長、賭博といった事件
は私たちの記憶にまだ新しいのではないのだろう
か。そこで私たちは八百長がなぜ起こるのか、日本
や世界の八百長について調べることで紐解いてい
く。
２、研究手法とその結果
１） 研究手法
① 豊田西高校三年生文系の生徒約 140 人を対象
にアンケート調査を行う
② インターネットや本などで調べる
③上記のことをまとめ、考察を行う。
２）結果・考察
① 豊田西高校三年生約 140 人に対してアンケ
ートを行った結果が以下のとおりである。

西高生のスポーツ八百長の認知
度
18%

知っている

82%
知らない

八百長の具体的な事件や内容を
知っているか
8%

次にアンケート二つ目の項目、その八百長の具
体的な事件やその内容を知っているかというアンケ
ートを行いその結果を右上に示した。それによると
認知度に反して、8 パーセントの人しか実際の事件
を知らないという結果であった。
以上の 2 つのアンケートの他に八百長に対する
イメージ調査のアンケートも行ったところ、「良く
ないことだと思う」、「きたない」などのマイナス
イメージの言葉が多く見受けられた。
② 次に八百長に関する日本や世界で起こった事件
の例を挙げていこうと思う。
黒い霧事件(日本
＜事件の概要＞
この事件は日本プロ野球界で 1969 年から 1971 年に
かけて相次いで起こり、現役プロ野球関係者による
金銭の授受が指摘されて問題となった。 アンケー
トや実際に起こった八百長事件について調べてみ
て、八百長は、私たちにとって、身近なものではな
いという印象を持っているのでは、と思われる結果
となった。しかし、このようなことは、私たちに身
近であるスポーツなどで行われるため、もう少し関
心を持ったほうが良いのではと思った。
４、結論・展望
私たちは、なぜ八百長が起こるのかというテーマで
調べてきた。その結果、八百長のもととなるのはやは
りお金になるということが分かった。ブラックソック
ス事件の例でもそのことが伺える。お金がトラブルの
もととなるのは、いつの時代も変わらないという事が
いえるのと分かった。また、戦前にも八百長が行われ
ていることから、八百長の歴史についても調べていき
たいという風にも思ったのでまだ調べることは多く
あると思った。
八百長クイズ

92%
知っている

Q1 八百長←なんと読むでしょう

知らない

１やおや ２はっぴゃくなが
表 1 に示されているものが、アンケートの一つ目
の項目、スポーツ八百長に関する認知度調査の結果で
ある。アンケート結果によると、西高生文系の 113 人、
82 パーセントもの人がスポーツ賭博に関して認知し
ているという結果が得られた。

３やおちょう
正解３

テロが与える世界への影響～9.11 で世界が変わった～
Ｌ27
研究要旨
世界中で最も有名な 9.11 同時多発テロについて調べ、世界が
今テロに対してどんな意識、対策があるのか、研究した。
キーワード

ジハード（聖戦）アメリカ

9.11 テロ

１、 はじめに（背景と目的）
テロに関わっている団体、また最大のテロ事件と言われてい
る 9.11 同時多発テロを調べることでテロなどの脅威を知り今後
テロを防ぐためにはどうす
ればいいかを考察する。
２、 結果、考察
i)9.11 同時多発テロに
ついて
ア）9.11 同時多発テロ
の概要
2001 年 9 月 11 日、アメリカの世界貿易センタービル、ア
メリカ国防総省本庁舎に航空機 AA11 便と UA175 便が突っ込み
爆破させた事件。負傷者 6291 人総死者 3025 人。
イ）9.11 同時多発テロとは
まず、このテロはなぜ起こったのか。
・パレスチナ問題のユダヤ人ＶＳアラブ人
ユダヤ人がアラブ人と争う中で自分たちの国を作りたいと

ントツでテロを起こしている。また、中東の国、イスラム教関

考えるようになる。国を作る際、パレスチナを分断し、元か

連国が多く関わっていることが分かった。

ら住んでいたパレスチナ人がユダヤ人に抗議する。そこに介

4）結論・展望

入していたアメリカをパレスチナ人が敵とみなしたことから

9.11 同時多発テロに関していうと、領土の争いが原因であっ

はじまった。

た。思想や人種の違いによって、領土や意識を共有できなかっ

ウ)なぜ自爆を選んだのか

たために、争いや武力での攻撃に発展している。テロ後は互い

イスラムは「ジハードで亡くなった者は、神アッラーの元

の国で敵国の宗教が迫害され敬遠される。9.11 が残したもの

で暮らせる」という考えを持つ。敵との戦争で死んでも天国で

は、自分が正しいという主張を振りかざして行う殺人が正しい

は幸せになれる、という思想が引き起こした。

という考えである。

考察
9.11 同時多発テロをふまえて、テロというものは宗教だけで

テロを完全に撲滅させるには宗教対立を無くすことが必要だ
が、困難で今後も増える一方である。宗教対立が増える一方

なく、領土、思想も原因となり、またその国と関わりを持つこ

で、それに介入してくるのがアメリカとロシアである。中東に

とによってテロが起こり巻き込まれていくのではないのか。

は油田があり、その場所で行われている対立を黙ってみている

9.11 で世界がどう変わったのか

わけがない。また 9.11 以後アメリカは中東への警戒心が強く、

事故後、アメリカと中東では、互いに排除するようになっ

介入せざる負えない状況が続いている。

た。アメリカでは 9.11 以後国民の大半が 2 度にわたる戦争を支

宗教や思想だけでなく、資源や国家様々な競争が入り混じっ

持。アラブ系イスラム人の差別が横行した。一方イラクでは、

て 9.11 をはじめ、様々なテロが行われている。これらは無くす

「キリスト教徒は米国の手先」という思想が広まり、拉致、殺

ことは不可能であるが、減らすための努力はすべきである。少

害が起こる。

しでも理解のある国同士なら団結していく必要がある。反撃と
いう形は新たな攻撃を生むだけだ。現在科学技術が発達する中

3）変化するテロ

で、多少のお金をかけてもテロを食い止めるための努力を国と

9.11 以降テロは増え、またここ最近テロが変化している。

国とが協力して対策をとるべきである。第 3 次世界大戦と表現

次のグラフは、3 年ごとの死者 100 名を超えるテロの発生件

されるような悲劇が起こる前に対策をとる必要があるだろう。

数を表したもので、2012 年以降急激に増加している。増えた理
由については、棒グラフから 2013 年以降 ISIL という組織がダ

5）参考文献
www.pepsinogen.blogt/entry/2016
岩波書店
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“できる人”って何？
“できる人”って何？
28 班 山口将平 高木美莉
＜はじめに＞
AI が台頭してきている現代において、「自ら動き、
働ける」俗にいう“できる人間”の必要性が高まっ
ている中、“できる人”とはいったいなんのか、今
後の未来にはどのような人が必要とされているのか
を追及していく。

仮説１.脳の構造が違う？
重さ：人の脳の重さは約 1300g。進化の過程で重くな
ったものの、アインシュタインなどの偉大な人物は
一回り小さく、必ずしも重たいものが優れているわ
けではない。

Ｌ28

＜結果考察＞
賢い人とは必ずしも知性や能力ではなく、ただひ
たすら主体的に行動できる人間だということがわか
った。受動的に学び、指示されたことをこなすのが
得意な人をグライダー人間と呼ぶ。風がないと飛べ
ないグライダーのように、自ら自発的に考えること
ができない人をさす。AI が台頭してきている現代で
は“いわれたらできる”といった事象はコンピュー
タが肩代わりしてきている。そのため今後の社会で
は、飛行機人間のように能動的な行動や優れた人間
性が求められていくのだろうと分析することができ
る。

密度：記憶をつかさどる“ニューロン”の密度によ
って情報の伝達の効率が変わる。だが、生まれた時
はみんな同じ密度である
→情報処理脳が高い人間は“先天的”ではない。

仮説２．知識が多い？
知性“インテリジェンス”は必ずしも大きな指標
になるわけではない。智識や知性とさらに上のレベ
ルへ押し上げるのは“自主性”と“主体性”である。
→可能性を追求し続ける姿勢が大事である

仮説３．学力が“できる”の指標なのか？
人事部が面接において優秀と判断する基準
1. 論理的思考
2. リーダーシップ、
3. 問題発見能力
実際に活躍している“できる人”の共通点
1. 責任感
2. コスト意識
3. ストレス耐性
大学入学までは偏差値が高かったり、与えられた課
題をしっかりとやってきたりする人たちが”優秀”
とされてきたが、実際社会において活躍しているの
は自主性や創造性を持っている人である。
→能動的な行動や優れた人間性が求められる

1.01 と 0.99 の法則にあるようにほんの少しの努
力の差が大きな差となり、その積み重なりが”で
きる人”へと繋がっていくのである。
＜結論と今後の展望＞
賢い人は先天的なものではく、“賢さ”は常に上
を目指すことによって左右される。また今求められ
ているのは自分から主体的な動ける人である。西高
の「人間として立派であれ」というこの精神を体現
してこそ今の社会に求められる人間になることがで
きる。

日本人と外国人の身長発達要因の差
Ｌ29
相関係数：0.128375
・摂取量が増加するにつれ平均身長は伸びた。

1.はじめに
日本人の平均身長は海外の国と比べると低い。その
原因は何なのか？睡眠、栄養の面から調査する。

牛肉と身長
2.調査
調査１ 国別平均睡眠時間と平均身長の関係を調べ
る。

国別睡眠時間と平均身長

平
均
身
長

182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170

0

5

10 15 20 25 30 35 40 45 50
一人あたりの年間牛肉摂取量

・タンパク質
相関係数 0.006478
・微量ではあるが、正の相関関係があった。
7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9
睡眠時間

相関係数－0.02357
・8 時間以上と未満の国には大きな差がある。
・8 時間を超えると負の相関関係がある!
調査２
平均身長が高い国において消費量の多い食材を調
べる。
・カルシウム

カルシウムのと身長

平
均
身
長
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身
長
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0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5
一人あたりのカルシウムの年間摂取量

3.考察
日本より睡眠時間の長い国 16 ヵ国のうち 15 ヵ国は
平均身長が高かった。それらの国はカルシウム、た
んぱく質の摂取量も日本と比べるとはるかに多かっ
た。

4.まとめ
日本人が身長を伸ばすためには、睡眠を 8 時間以上
とりることが大切である。しかし、8 時間がベスト
である! また、摂食量を増やすことで、たんぱく質
やカルシウムの摂食量を増加させることが適すると
思われる。

音楽が感情に与える影響

Ｌ30

研究目的

2. 歌詞や曲調が感情に与える影響

どのジャンルの音楽が最もストレス軽減に効果があるの
かを調査し、効率的に日々の精神的疲労を解消していく方
法を提示する。

《調査方法》楽しい気分の時、悲しい気分の時、イライラ
した時、朝、昼、夜の六つの状態の際に聴きたい曲を 36
人にアンケート調査する。
結果

Key Words



楽しい

歌詞→前向きで人を元気づける

ヒーリング音楽
α波
ストレス

曲調→軽快でアップテンポ(グラフ 1 を参照)


悲しい

歌詞→勇気づける

失恋に関するもの

曲調→スローテンポ(グラフ 1 を参照)

1. 世代別



ジャンルによる感情の変化

《調査方法》ジャンル、テンポにより感情に与える影響に
違いがあるのか、10、20、40～50、70 代にインタビューを
行う。
曲名

テンポ

Ⅽ

天国と地獄

速め

Ⅽ

木星

遅め

Ｊ

結晶星

速め

Ｒ

紅

速め

Ｐ

HANABI

遅め

Ｐ

恋

速め

10(代)

20

40,50

曲調→曲中でテンポが変化する

70



Ⅽ:クラシック
赤:高揚

イライラ

歌詞→やるせない気持ちを表現

朝

歌詞→朝の情景描写

沈んだ気持ちを活気づける

曲調→エレキギターを使ったもの

Ｊ:邦ロック


Ｒ:ロック

青:焦り、不安 緑:安堵

Ｐ:ポップス

白:変化なし

昼

歌詞→気分を高揚させるもの
曲調→ミディアムテンポ


(グラフ 2 を参照)

夜

考察

歌詞→一日の頑張りを労う

天国と地獄:リレーなど、過去に焦った経験を想起させる。

曲調→バイオリンを使用した楽曲

報われない恋

結晶星:ほとんど感情に変化なく聴くことができる。
紅:10～50 代に高揚感をもたらす一方で、高齢者には不安を与え
た。
HANABI:バラード調のポップスは歌詞に感情が左右されやすい。
恋:知名度の高さもあり、踊りだしたくなるような楽しさを与え
た。
⇒最も癒し効果が高いのは「木星」
宇宙

＝ 人間の故郷
考察
楽しい気分の時はアップテンポの曲を聴く人が多い

懐かしさ、癒しに繋がる
テンポが穏やかで、ノスタルジックな音楽が安心感や癒しをもた

＋
人は気分が高揚している時心拍数が上がる

らす。
テンポと心拍数には関係がある

宗教はなぜ争うのか

Ｌ３２

① パレスチナ問題
１

はじめに
ないが、世界では宗教団体などが関係した戦争が起き

ており、人々の心の拠り所となるはずの宗教がなぜ暴挙
につながってしまったのか気になったため研究した。
２

研究手法
１）アンケート調査

はじめは宗教の性質上、それほど対立していなかった
ユダヤ教とイスラム教であったが、ユダヤ人の帰還に伴
い、イギリスが自国の利益のために介入し二枚舌外交を
行ったことが原因で状況が混乱し紛争が激化してしまっ
た。よってこれは仮説３の強国（イギリス）の介入によ
る状況の悪化だと分かった。
② ISIS
ISIS は確かに残虐な行為を繰り返す過激な集団である

私たちと同じ年齢の人たちは宗教についてどのよう
な認識を持っているのか調査するために宗教に対する
認識についてのアンケートを作成し、３年生 4 クラス
にアンケート調査を実施した。

が、その根底には以前米国の事情により政権が勝手に樹
立させられ、激しく迫害されたことに対する反米国 反政
府意識があることが分かった。よって ISIS については仮
説 3 の強国(米国)の介入による現状の悪化が原因だと分
かった。
４ 結果・考察
以上のことから、宗教や宗派の対立(ISIS の場合は一部
の思想団の横暴)が激化する原因は、自国の安全や利益の
ために介入する米国などの強国にあると分かった。
①宗教と宗教の対立について
複合民族国家において弱い立場にある民族、また地域・
国家内で弱い立場にある宗教が迫害を受け、独立運動を
起こした際に他国が援助として介入することによって、
民族を超えた対立まで規模が大きくなり民族の対立が宗
教の対立にまで発展した。（表面上は宗教の戦争に見え
るが、実は民族の独立のための戦争なのではないか）
②宗教内の対立について
戒律を重んじる信徒と、大衆化、簡略化、世俗化を目的
とする信徒の間で考え方の違いから対立が起こった。
５ 結論・今後の展望

２）イスラム教について
イスラム教の起源や歴史、戒律についての二つの面
から調べた。

中東での宗教問題や紛争は、自国の安全や利益のため
に強国が介入してくることが原因で事態が悪化し、複雑
化することで解決が困難になるということが分かった。
この状況を改善するためには経済と教育において国家間

以上のことから宗教対立が起こる原因として、3 つの仮
説を立てた。
仮説 1
仮説 2
仮説 3

聖地イェルサレムの奪い合い
慣習や風習、思想の違いでの対立
強国の介入による現状の悪化

この 3 つの仮説を検証するために、
① 宗教同士の対立 ②宗教内の対立 の 2 つに分けて調べ
た

や国民間の格差を減らし、国民が自国のために働き、ど
うしたら現状を改善できるのかを考える力を持つことが
カギになると考える。

人身売買

～あなたの知らない裏の世界～
Ｌ３３

１．研究要旨

３．実例

私たちも生まれた場所と時代が違ったら被害に遭ってい
たかもしれないと思い、実際に売られている人たちがどの
ような目にあっているのかを知りたいと思った。そしてどのよ
うな対策がとられているのかを知りたいと思い調べることに
した。

人身売買は世界各国で行われているが、特にアジアで頻
繁に横行している。その中で中国に注目した。またアジアに
次いで人身売買の多いナイジェリアにも焦点をあてた。

2.人身売買とは
ア）定義
人身を強く拘束するような契約を当人の了承を要さずに他
人間で勝手に売買し、それが人道的に悪質であるもの。ま
た、高額の契約金を当人ではなく別の者が受け取り、当人が
何年も不自由な場所で拘束され、知らぬ
間に別の場所へ契約が移転し価値観ま
たは肉体的に苦痛な労働を長時間強制
されて過ごすうちに当人に不利な条件が
追加されて抜けられないこと。
イ）送出国・中継国・受入国
中継国

受入国

インド

インド

インド

カルメーン

カルメーン

カルメーン

中国

中国

中国

ベネズエラ

日本
ベネズエラ

日本

モルドバ共和国

ミャンマー

子供の人身売買では、調達、移送、売却に役割分担して
おり、その目的のほとんどが臓器売買である。また、臓器売買
の闇マーケットは世界最大と言われており、国内でも誘拐は
問答無用で死刑に罰せられるが、ここ 20 年間でどんどん増
加している。
イ）ナイジェリア
南部アバで人身売買用の子供を産ませるために１０代の
少女らが拉致・監禁されていた。赤ん坊は 1 人 15000 円で
売られ、その後最終的には 15 万円から 50 万円で取引され
る。売られた赤ちゃんはアフリカ各国で生贄や強制労働、臓
器売買、兵士などに利用されている。

４．解決例

送出国

ミャンマー

ア）中国

ベネズエラ
モルドバ共和国

人身売買される人々は主に発展途上国から生まれてい
る。その理由は先進国がたくさんの資金を持っているため、
発展途上国が多くの収入を得るためであると考えられる。ま
た、日本は《人身売買に深く関与している国ランキング》では
第 10 位である。これは人身売買根絶の最低基準を満たさ
ない国としては先進国最低ランクであり、人身売買の温床
だといえる。被害者は 5 万人を超え、2016 年には日本人
25 人を含む 46 人を保護した。約 85％が売春を強要さ
れ、出会い系サイトを通じて売春させられた。

・アラスカ航空客室乗務員
客室乗務員として働いて
いたシリア・フェドリックさん
（→）が、身なりの整った男
性の隣に座るボロボロの服
を着た 14.15 歳くらいの女
の子に話しかけようとするが、男性が不自然に遮り違和感を
覚える。そこで女性が女の子にトイレに行くように伝え、あらか
じめトイレの鏡に貼っておいたメモに女の子が「助けてほしい」
と書き残したことから発覚した。女性はこれを機長に伝え、通
報を受けた警察が到着先にターミナルで待ち受け保護した。

５．結果・考察
人身売買が盛んにおこなわれている東南アジアやアフリカ
は深刻な状況であるため解決が必要である。互いに人身売
買によって利益のある関係になっている状況が一番の要因
であることが考えられる。そこで人身売買をなくす一つの方法
として発展途上国と先進国との間の経済的格差を縮めること
が効果的であると思った。また私たち一人一人が人身売買
についての知識をより深めていき、その深刻さを自覚し解決
に向けて尽力すべきである。

発展途上国で貧困に苦しむ子供たちに今必要なものは
Ｌ３４

１．研究動機
テレビの貧困の特集などを見て「なぜ貧困はなくならないのか」疑問

図１、図２から分かることは、貧困地域ほど識字率が低いということ
である。特にアフリカは、成人の識字率が 50％以下の地域が多く見受け

に思ったから。

られる。この資料からも、識字率（＝教育）が貧困の原因であるという

２． 仮説

ことが推察できる。

貧困の根本にあるものは教育なのではないか

＜インタビュー結果＞

３． 結果・考察

アフリカの経済状況に
ついて教えてください

学校の設備が不十分なと
ころが多く、農村と都市
の差がとても大きいよ
これらからわかることは、貧困には「負のスパイラル」があるという
ことである。教育を受けられないことから、貧困はスタートしているの
だ。つまり、貧困地域の教育環境を改善し、識字率や計算力を上げてい
けば貧困を断ち切れるのではないかという考えが浮かんできた。
４． 結果・まとめ

青年海外協力隊に参加
していた貴田先生

・貧困には負のスパイラルがある

図１．成人の識字率

・貧困の原因は「教育を受けられないこと」にある
５． 私たちにできること
・貧困地域についての正しい情報を知るとともに、例えば SNS で正しい
貧困化の状況を発信するなど少しでも多くの人に貧困化の現状を知って
もらう努力をする
６． まとめ
貧困化から抜け出せない根本は教育であることが分かり、さらに調べ
ていくうちに現地での状況は想像以上に深刻なものだと感じた。このこ
とを知ったうえで、今ある生活に感謝することを忘れずに、私たちにで
きることから始めていきたい。

図２．貧困層の人口割合（貧困率）

７． 参考文献

http://unesco.or.jp/terakoya/issue/

アメリカ大統領選から見る人種差別
～黒人大統領が 44 代目まで出なかった理由～
Ｌ35
初めに
私たちはアメリカ大統領選挙に人種差別が関わって
いるのではないかと考えました。オバマ氏が 44 代目
で初めて黒人大統領に選ばれたことに不審感を抱き
ました。そこで過去に起きた出来事から現代におけ
る差別との関わりを考えました。

◆仮説 3「かつての奴隷制が黒人のイメージを下げたの
ではないか」
日常生活にも大きな影響を及ぼす原点である奴隷制
は、黒人の社会進出をかなり遅らせたのではないか
と考えた。調べた結果、白人と黒人の経済力、高学
歴比率の差が開いていることは一目瞭然であった。

研究手法
◆仮説 1「白人が多い州は白人に投票して、黒人が多い
州は黒人に投票しているのではないか。」
オバマ氏は黒人でありながら白人が多い州からも多
くの支持を得ていたため、大統領に選出されたのだ
と分かった。オバマ氏が票を得た各州の白人人口、
黒人人口などを参考に、その州の人が全員オバマ氏
に投票したと仮定し計算すると白人からの支持率は
53.4%という結果となり、ヒスパニックなどを除き、
黒人白人のみで考えると黒人よりも白人からの支持
率が高いという結論になった。
◆仮説 2「有権者や代表人のブラッドリーによって白人が
大統領に選ばれやすいのではないか。」
ブラッドリー効果とは、有権者が最初は黒人に投票
すると公表したとしても、最終的に黒人に投票する
のではなく白人に投票し有権者の黒人立候補者への
投票数が減ることである。そこで 2012 年のオバマ氏
とロムニー氏の対決での中間得票率を見た。途中結
果では接戦であったが、最終結果ではオバマ氏が黒
人 9 割、ヒスパニック 7 割以上の票を得てロムニー
氏に勝利した。これらの結果より、ブラッドリー効
果のようなものは見られなかったがオバマ氏が黒人
から多くの支持を得ていたことが分かった。

今まで白人大統領しかいなかったのは、立候補する
ために必要だと思われる多くの資金と高い学歴を黒
人よりも白人のほうが多く持っていたからだと分か
る。黒人の高学歴比率も上がっていることより、黒
人も昔に比べると知識の蓄え遅れを取り戻そうと奮
闘してきたことが分かる反面、経済力においても高
学歴比率においても白人との差はあまり縮まってい
ないことも伺える。

研究結果
① 白人と黒人の人口比はあまり関係ない
② 有権者が心理的影響を受け、自分の投票する候補
者の人種について周りの目を気にするようになった
③ 過去の黒人への待遇が現代の経済格差につながって
いる
この３点が分かった。オバマ氏は黒人の社会進出を切り開
いた。進んだ思想を持っていること、正しい高い教育を持
っていることを証明しながら、である。約 220 年かけてよう
やく黒人が教育の成果として進んだ思想を持っていること
を証明できた。

展望
女性の社会進出の遅れには教育の遅れなど以外に、出
産・育児の負担が考えられる。この大きなハンディーキャ
ップをどう改善していくかが女性の社会進出の第一歩とな
るだろう。

イギリス人の真の姿～英国紳士というのは本当か～
Ｌ36

はじめに

1536 年 修道院解散

「紳士の国イギリス」と言われるイギリスだが、そもそも英

→ジェントリ層の勃興=新興勢力の台頭

ジェントリたちがイギリスの支配階級へ

国紳士すなわちジェントルマンとは何かを歴史を追って調べた
いと思う。

16・17 世紀
イギリス社会に「ジェントルマン」といわれる支配

アンケート結果

階層が形成される

・自分たちのクラス（１クラス

近代以降

３６人）を対象に以下のアン

ピューリタン革命、名誉革命で中核になったのはジ

ケートを実施した。

ェントルマン階級
18 から 19 世紀

●アンケート①：「あなたは
『紳士』にど

イギリスの政治、経済を支配
産業革命

中産階級など、新たな階級の台頭

のようなイメ

ジェントルマンとしてふさわしい教育が必要に。

ージを抱いて

→ジェントルマンに憧れる、なりたい、生活様式

いますか。」

をまねるひとの増加

●アンケート②：

→

世界へ

結果・考察 図)

「あなたは『英国紳士』にどのようなイメージを抱いています

11 世紀

下積み時代(騎士として)

か。アンケート①と同じなら何も書かず、アンケート①と違

12 世紀

土地の経営に力をいれる(地主化)

う人はそのイメージを書いてください。」

13 紀～16 世紀

地方の行政を任され、力をつけていく

17 世紀

支配階級＝ジェントルマンを形成…貴族と

➡結果：「NO」と答えた人は約 16 パーセント

ジェントリ
・「ＮＯ」と答えた人の、アンケート①と対比した英国紳士に

18・19 世紀

イギリスの政治・経済を支配
産業革命以降のイギリス経済の発展を担い、

対するイメージ
・アンケート①「おだやか」→
アンケート②「ネクタイ、ステッキ」

彼らの政治的優越は明確
現代（英国）

目的価値として措定された文化理念

現代（日本）

近代人の理想型の一つとして世界規模で理

・アンケート①「品のいいおじさん」→

想とされる人間像

アンケート②「シルクハットとステッキ」
英国紳士すなわちジェントルマンとは現代の私たちが考える優
しく礼儀正しい人ではない！！

ジェントルマン＝17 世紀から 19 世紀のイギリスの支配階級
アンケートの結果でも英国紳士（ジェントルマン）を支配階級
と連想している人がいないことから、かつてのイギリスの支配
階級が文化理念や理想とされる人間像へと現代にいたるまで変
化を遂げたのである

引用文献・参考文献
・京都大学

「『紳士』という理想像の誕生と展開」

ジェントルマンの歴史

・山田勝

11 世紀

封建制度…最下層の騎士

・Internet 世界史の窓

12 世紀

軍役からの解放→ジェントリは地方地主へ

1295 年

模範議会（エドワード 1 世）
ジェントリは州ごとに選出され参加。
・下院の有力な勢力
・地方の行政や治安判事に任命され、王政を支える

日本放送出版協会

「イギリス人の表と裏」
etc..

企業成功の秘密
Ｌ３７
（モール）の経営戦略
●ドン・キホーテ-差別化戦略
主な客層…業界全体の幅広い客層
・圧縮陳列による販売によって
→コスト削減・ついで買い
・プライベートブランド「情熱価格」
→利益率が高くなる
・おもしろ商品を置いてアミューズメント性を出す。
・２４時間営業によって夜の客にも対応できる。

・店内の内装・丁寧な接客で百貨店らしい高級感
→ボーナスなどでお金に余裕があるときの
「デパートで買いたい」のような特別な期待感
・自社の従業員が商品企画、接客、店舗運営を主体的
に行う、自主企画商品の比率を高めることで
→収益力向上！

考察
企業はそれぞれの客層を分析し、ターゲットに合わせ
た戦略をとる。
研究をふまえて起業してみた！
ターゲットの客層は学生とする。
●コストコ-囲い込み戦略
主な客層…ビジネスマン、ファミリー層
・有料会員制→支払った分だけお得に買い物したいと
いう願望が生まれる。
・お買い得なものとそうでないものが混在
→まとめ買いをしてしまう。
・商品の種類が少ない
→商品ひとつひとつの印象が強まり、またその商品
を売るための広告費を多くかけることで商品が売れ
るまでの期間が短くなる。
合理的！

☆学生の分析
特徴①収入が少ない
②流行に敏感
③ＳＮＳを利用している
☆店舗案
① 入りやすい雰囲気の内装・外装にする
圧縮陳列によって低コストにする
② はやりの情報を集める
流行をつくりだすために客の意見を積極的に
とりいれる
③ ユニークな商品を企画する
ＳＮＳ映えする写真を撮れるスポットを作る
ＳＮＳで広告をつくり話題性を高める
⇒名づけて「積極戦略」
課題
商品の広告の作成や企画・開発にお金がかかるので
利益が生み出せない

●三越伊勢丹-高付加価値戦略
主な客層…アーバンマザー、ワーキングウーマン、
ウーマン
※アーバンマザー…有職で既婚、子供を持つ女性
ワーキングウーマン…有職で子供のいない女性
ウーマン…自分の時間を持つミドル世代の女性

結論・展望
自分たちで経営戦略を考えてみて、商品を売り出す
ための戦略と自分たちが利益を得るための戦略の両
方を考慮することが必要だと分かった。
引用・参考ＵＲＬ
経営コム 企業別経営戦略 2017 年 5 月 8 日
http://www.00keiei.com/2nd-kigyou-senryaku.html

“I love you”≒「月が綺麗ですね」
L38

研究目的

研究３）

今回私たちは、「月が綺麗ですね」は“I love you”という
意味であるという定説に以前から興味を抱いていたこともあ

現代の高校生はどのような恋愛観を持っているのだろうか。
また、西洋の恋愛観との相違はあるのだろうか。

り、日本と西洋の恋愛観の違いについて研究しようと考えた。
Ｑ.１
研究１）

デーティング・ピリオドについてどう思うか

デーティング・ピリオドとは、西洋で多くの男女が持つ、本

“I love you”は、いつ、だれによって、なぜ「月が綺麗で

格的に交際を始める前に自分に合う人を見つけるための期間の

すね」と表現されたのか、またその感覚は現代の日本人と共通

ことである。この期間は何人とデートなどをしても良いとされ

する部分があるのだろうか。

ている。
この期間について是非を問うために、研究１）と同様にアン

“I love you”を「月が綺麗ですね」と訳したのは夏目漱石

ケート調査を行った（グラフ２）。

であるとされている。しかし、日本でこの表現がよく知られて

グラフ２

いるのは、同じものを美しいと思い心が通うことで生まれる愛

わからない
16%
良くないと
思う
7%

情に、日本人が奥ゆかしさを感じ、共感したからではないだろ
うか。
しかし、豊田西高校 3 年生の男女にアンケート調査を行った

あまり
良くないと
思う
18%

ところ、“I love you”を「月が綺麗ですね」と表現すること
に共感する人は少ないと分かった（グラフ１）。

グラフ１ とても
わからない
28%

共感する
11%
共感する
21%

全く
共感しない
10%

とても
良いと思う
4%

Ｑ.２

良いと思う
51%

どのように告白したいか、またされたいか

西洋ではストレートな愛情表現が好まれる。現代の日本人は
どうだろうか。アンケート調査によると、告白するとき、また
はされるとき、直接会ってという意見が７５％以上で、電話や

あまり
共感しない
24%

ＬＩＮＥ、手紙でという意見は少数だった。
また、遠回しな言葉よりも、ストレートな言葉での告白をし
たい、されたいと考える人が多く、６５％以上だった。

研究２）
日本と西洋の、「恋」や「愛」についての考え方はどのよう
に変遷したのだろうか。

西洋の恋愛観は日本人にとってそれほど異様なものではない
ということがわかる。
また、昔の日本で、ストレートな言葉を避け、婉曲的な修飾
を施した和歌を送り合うなどして恋心を表現していた習慣は、

文学作品の中の恋愛に関する表現や、文学者によるその解釈
から読み取った結果、西洋においても日本においても、男性と

現代の高校生にはあまり馴染みがないということがはっきりす
る。

女性の社会的な扱いの差やその改善によって、その時代の人々
の恋愛観が変遷してきたことが明らかになった。
○男尊女卑・一夫多妻制の時代
…少年愛の概念や男性による女性の支配という考え方が主流
○男女平等や一夫一妻制、女性教育の時代
…男女ともにより自由な恋愛観へ
異性間の友達としての関係も生まれる
今後また両性の社会的関係に変化があれば、私達の恋愛観も
変わってくると考えられる。

結果・考察
今回の研究から、現代の日本人の
恋愛観は１００年前と大きく異なり、
西洋の恋愛観の影響を受け、その感覚
に近づいているということがわかった。
今後の展望として、西洋の人たちが
日本人の恋愛観、文化をどう思って
いるかを知りたいと思った。

💊👘👚流行はなぜ起こるのか？👔👖🍬
Ｌ３９

① 流行が生まれる理由
⇒科学技術が発展するから科学技術の発展が商品に
与える影響が大きく、便利なものを人は追及する💊

｛ex｝くまモン🐻
くまモンの利用商品の売り上げおよび観光客増加に
よる経済波及効果

エージレス

2011 年
11 月
から
12 月

2012
年

2013
合計
年1月
から 10
月

7 億円

508 億
円

729 億
円

アタック
経済波及効果
(合計)

1224 億
円

② 誰がどのような目的で生み出すのか
⇒人が新しいものを求めるから🍬
”流行商品“という言葉は一部の人にとっては大変
魅力的である

今後の展望

流行商品を買ったことがあるか
わからない
3%

ある
50%

ない
47%

流行商品に興味はあるか
25%

26%

19%
30%

ある

どちらかといえばある

どちらかといえばない

ない

③経済に及ぼす影響
⇒いい影響も大きいが、流行後の商品はゴミになる
流行後の商品に魅力を感じない人がいる

科学技術の発展が著しく進む中で人々がより便利
なものを求めることは自然なことである。流行によ
って地域が活性化し潤いがもたらされる。しかし、
流行が社会に与えるのはメリットだけではない。
人々の身勝手な欲求によってデメリットが生じる
事がある。我々は“流行の商品”に価値を与えすぎ
てしまった。結果、“流行後の商品”は大きく価値
を下げてしまう。我々は流行に振り回されず“流行
を利用する”ことが今後の課題である。

