関ケ原

another story
Ｌ４１

研究要旨
家康の長年にわたる綿密な計画のもとに行われたと
されるこの一大作戦は、いかにして発起し実行され
たのか、家康目線だけではなく当事者全体、そして
現代から客観的に分析する。
研究の背景と目的
一般的に歴史学の研究は理系の研究と比べて社会へ
の貢献度は高いとはいえないかもしれない。だが過
去の人間の生き様、振る舞いは現代に生きる上での
重要な示唆を私達に与える可能性を秘めている。
研究内容
① 全国の大名の実力、関ケ原での布陣
② 大名間の派閥
③ 野州小山の軍議

②大名間の派閥
文治派

武断派
織田、旧豊臣

近江新豊臣

そもそも関ケ原は石田三成、増田長盛、長束正家
ら文治派大名と福島正則、黒田長政、加藤清正ら
武断派大名との対立が有名だが、三成ｖｓ家康の
構図が明らかになるまで明確な派閥形成（家康近
辺を除く）は行われていなかった。

③野州小山の軍議

西軍 or 東軍？

大名１
① 大名の実力

徳川で間違いなし

大名２

豊臣を滅ぼしかね
ない、しかし、、

結局、福島正則の発言によりほとんどの大名が家
康に恭順の意を示す。しかしこれは家康の想定外
の事態であった。一方西軍においては相次いで東
軍に密通する大名が続出する事態に。

まとめ
なぜ西軍は負けたのか、それは権力者に三成では
なく徳川を選んだ結果である。今後の彼らの保身
の為に。だが私は恩義や道徳を捨てた大名たちを
非難できない。なぜなら彼らの最大の使命は一族
の存続であるからである。それに比べて現代は必
要以上に自己本位に考える傾向があると思う、そ
れは友達関係や、親との関係さらには国家間の関
係にもみられる。この本能は時代がたつにつれよ
り邪悪さや不気味さを帯びていると思う。

アフリカの食料危機を救う
Ｌ４２
はじめに
アフリカは農業大国であり、農作物において生産
量は世界の中でも上位である。しかし、農業大国で
ありながら、なぜ飢餓に苦しむ人が多いのか。下図
のように、中央アフリカは飢餓率が３５％以上と、
とても高い。農作物を大量に生産しているので飢餓
などには苦しむ訳がないと思っていた。そこで今
回、私はアフリカの農業に重点を置いて、アフリカ
の飢餓について調べることにした。

仮説③
・穀物生産量増加＆人口増加
➔需要を下回っている
・土壌環境の悪さ、栄養分の低さ
・淡水の入手困難
考察
・価格の変動に大きく左右されないため、モノカル
チャー経済からの脱出
・土壌環境の改善のため、灌漑設備、淡水入手
・穀物類の需要を満たすために、穀物類の供給増加
・海水でも育つジャガイモが研究中

研究手法
アフリカでなぜ飢餓に苦しむ人が多いのかについ
て私は三つの仮説を立てた。
１、 アフリカで生産される作物の価格が下落
２、 灌漑設備が整っていない
３、 商品作物を大量に生産し、穀物類を生産してい
ない
この三つの仮説を検証していく。
結果
仮説①

結論・展望
今回は農業だけに焦点を絞ったが、貧困地域には
他にも様々な問題が散在しているだろう。部族間の
争いや、エイズなどの病気、作物に関するさらなる
深刻な問題。これらのことはもちろん一人で成し遂
げることはできない。現地住民や、研究に協力して
くれる人が必要である。まず、食料問題を解決する
ため、共に世界を発展させていきたいと思う。そし
てアフリカで飢餓に苦しむ人を一人でも救いたいと
考えている。

仮説②
参考文献
https://www.omicnet.com/reports/consul/04.H20_
Ch_1.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/h
youka/kunibetu/gai/kr/pdfs/sk11_04_01.pdf

なぜ日本の野球に坊主は浸透していったのか
Ｌ４３
研究要旨
私たちは高校球児であり、また現在高校野球が
注目を集めている中で高校球児はなぜ坊主が多
いのか気になり、アンケート調査を実施し、高
校球児は坊主であるべきかまた、プロ野球選手
は坊主であるべきかを調べた。
キーワード

坊主 野球

１． はじめに
なぜ、野球は坊主なのか、さらに坊主はなぜう
まれ野球に浸透したのか？そのルーツについて
研究をすすめていく。
また、プロ野球選手はなぜ坊主ではないのかも
調べていく。
２． 研究手法
・インターネットで調べる。
・愛知県立豊田西高等学校３年１組～９組、計
342 人にアンケートを実施する。
アンケート内容
問１、
高校球児は坊主であるべきだと思
いますか？

問１
13%

YES

87%

問２、

NO

プロ野球選手は坊主であるべきだ
と思いますか？

問２
24%
76%

３． 結果、考察
明治維新後、散髪脱刀令布告により髷が禁止にな
る。→バリカンが輸入され丸刈りが誕生する。→
１８７３年徴兵令により軍人は気合を入れるた
めに丸刈りが定着する。→第二次世界大戦で欧米
化を禁止する。※１→野球は全体主義（軍隊主義）
に相応しいスポーツだとして守ろうとした。→戦
時中のスパルタ指導や厳しい規律などの全体主
義的な風潮が高校野球にも身についた。
※１、敵国のため、その国の文化を取り入れてしま
ったら、その国に負けたことになると考えたため。
野球でも英語は禁止されていた。
Ex)タイム「停止」 ストライク「よし１本」
ファウル「だめ」
４．結論、展望
高校球児が坊主にするのは強制的ではなく、や
はり自分たちが思っていたのと同じで、気合を
入れるためなどの目的でしているとわかった。
また、プロ野球選手が坊主ではない理由は、野
球をすることはもちろんのこと容姿も含めエン
ターテインメントとしてそれを職とし、お金を
貰っているからだとわかった。
５． 引用、参考文献
dank1.net

YES
NO

おまけ
豊田西高校 3 年生が選んだ好きなプロ野球選手
1 位 イチロー
2 位 大谷翔平 坂本勇人
3 位 小林誠司 西川遥輝

a.緊張している時 b.緊張していないとき
３．結果・考察
アンケート調査の結果

研究要旨
平成２９年度愛知県立豊田西高等学校陸上競技部の
2.3 年生の部員にアンケートを実施し、そのアンケート
結果から試合前のメンタルの状態がどのように大会の
記録と関係しているのか、また、メンタルをどのように
調整しているかを調査する。
１．研究背景と目的
陸上競技部に所属しており、大会の記録等に自分自身
のメンタルの状況がどの程度影響を及ぼしているのか
を調査する。また、大会でメンタルが記録にどのような
影響を及ぼしているのかを調査する。
２．研究手法
・陸上競技とメンタルに関する文献調査
・ネットで陸上競技とメンタルに関する資料調査
・陸上競技部に陸上競技とメンタルに関する
アンケートの実施
アンケートの内容
１.何の種目をやっていますか（複数回答可）
a.100m b.200m c.400m d.800m e.1500m f.3000m
g.5000m h.110mh i.3000SC j.5000W
k.走り幅跳び l.走り高跳び m.三段跳び
n.棒高跳び o.砲丸投げ p.円盤投げ
q. や り 投 げ r. ハ ン マ ー 投 げ s.4X100m リ レ ー
t.4X400m リレー u.7 種競技 v.8 種競技 w.駅伝
x.マネージャー

２．１で 2 種目以上やっていると答えた人は、どの種目
が１番緊張しますか。
３．どの大会が１番緊張しますか。
a.記録会 b.中京土曜 c.西三新人 d.県新人
e.西三総体 f.県総体 g.その他
４．大会で緊張するのはどのような時ですか。
a.試合 2 日以上前 b.試合前日 c.試合当日の朝
d.アップ中 e.試合開始直前 f.試合中 g.試合後
I.その他
５．緊張している時に、どのように緊張を和らげていま
すか。

質
短距離
問 1 12 人

長距離
17 人

跳躍
5人

質
c.10 人
問 3 e.2 人

C.4 人
e.5 人
e.10 人
g. 駅 伝
3人

質
a.1 人
問 4 b.3 人
d.1 人
e.7 人

e.16 人
h.緊張
しない
1人

b.1 人
e.3 人
f.1 人

質
a.4 人
問 6 b.8 人

a.10 人
b.7 人

a.3 人
b.2 人

投てき
5人

MG
3人

c.1 人 e.1 人
d.1 人
e.1 人
g. 緊 張
しない
1人
b.3 人 f.1 人
f.1 人
h.
緊張
しない
1人
a.2 人
b.3 人

４．結論・展望
今回のアンケートを通して、本校の陸上競技部の陸上
とメンタルに関することで分かったことは、多くの選手
が一番緊張する大会は毎年 5 月に開かれる西三総体で
あるということが分かった。
また、長距離ブロックの選手は、毎年 11 月に開かれ
る県高校駅伝で緊張する人も多かった。これは恐らく、
個人種目ではなく団体種目であるからだと思われる。
本校の選手が１番緊張する時間帯は、種目・場所によ
って変わってくることが分かった。
競技中の緊張は、短距離には影響を及ぼしているが、
長距離にはあまり影響を及ぼしていないことが分かっ
た。これは、競技時間の長さが関係していると思われる。
このことから、短距離の練習は、より本番を意識して、
緊張感をもって練習に取り組むことが大会で記録を更
新する最善の方法であると思われる。
緊張している時にどのように緊張を和らげるかどう
かは、選手によってさまざまな方法があることが分かっ
たが、共通している事としては、日常の生活とあまり変
わらないことをしていることが分かった。
今回のアンケートからこれからの展望は、種目ごとな
ど今回調べられなかった角度からメンタルとの関係性
を調べることができれば、もっと深められると思われる。
５．引用文献、参考文献
・最新陸上入門シリーズ１
ジン社）
・最新陸上入門シリーズ７
ールマガジン社）

短距離（ベースボールマガ
走幅跳 三段跳（ベースボ

ギリシア神話と信仰の盛衰から考える日本人の信仰心
Ｌ４５
１． 研究背景・目的
日頃、ギリシア神話が現代の日本において創作の力
となっている理由を深く考察することで日本人が持つ
特徴的な信仰心、宗教観の原因と理由を探る。
２． 研究結果・考察
➀ギリシア神話の盛衰
今からおよそ４０００年前のトロイア文明、ミノア
文明、ミケーネ文明で発展したのがギリシア神話であ
る。この神話に宗教的信仰性がないことは現代日本で
大多数を占める宗教に対する思考に類似している。
その後３０００年の時を経てルネサンス期に様々な
芸術の題材として取り上げられてから現代に至るまで
ギリシア神話は今でも創作の題材として使用され人々
に親しまれている。ギリシア神話の物語性の強さと宗
教性の薄さの結果ではないだろうか。

「ヴィーナスの誕生」

「パラスとケンタウロス」

(ともにボッティチェリ作)

②日本人の信仰心
日本の土着信仰は自然に関するすべてを神格化する
「八百万の神」を信仰対象とする神道である。
この多神教的認識は日本人の他宗教受容に大きな役
割を果たしている。飛鳥時代、崇仏・廃仏論争が巻き
起こった際に、仏教が日本に根を張ることとなったの
もこの性質によるものと言える。このプロセスを繰り
返し、現在日本には、様々な宗教の神々が八百万人の
うちの一人として混住しているのである。

３． まとめ
古代ギリシアと現代日本の類似性はそれぞれの神へ
の信仰の薄さが原因及び結果として考えられる。
また他地域での宗教による民族統制は成功している
が古代ギリシア、日本では失敗している。これは宗教
に縛られず個人の解放された思想をもって文化、精神
を磨く機会なのではないか。
今回の研究ではギリシア、日本の神話と信仰心につ
いて考察した。今後は他地域の神話、それらに対する
信仰の有無、深さについて調査していきたい。

４． 参考文献
石井桃子『ギリシア神話』
右は日本人の宗教への意識調査の結果の一部である。

のら書店

木村点 『早わかり ギリシア神話』日本実業出版社
読売新聞
『「宗教」に関する世論調査 』2005 年 9 月 2 日

サッカー日本代表を強くするために必要なこと
Ｌ46
研究要旨
サッカー日本代表はセットプレーからの得点が少な
く現監督ハリルホジッチも気にしている。
このような
状態になってしまったのは様々な理由があるが、フリ
ーキックで使う筋肉・関節が海外のトッププレイヤー
と日本の選手では違うのが一つの要因ではないかと
考え調べた。
1 はじめに
日本代表の決定力不足は以前から指摘されてきたが、
その原因の一つは直接フリーキックの決定率の低さ
にあると考えた。決定率を向上するために何をすべき
かを考えたときに筋肉・関節の使い方を改善すればい
いのではないかと考え研究を始めた。
2 研究手法
世界のトッププレイヤーと日本選手のフリーキック
の動画や画像を見る。それをみてキックモーションや
姿勢などからどの筋肉が使われているか調べる。
3 結果・考察
まずハリルホジッチ監督(ハリル)(2017/6/14 時点)
のパターン別ゴール数を示す

腿四頭筋を使っているからである。逆にベッカム選手
は大腿四頭筋を使うのではなくハムストリングを使
っているため太ももが細い。では、なぜ大腿四頭筋を
使うよりもハムストリングを使った方がいいのか。

それはハムストリングは前に進むパワーを生み出す
筋肉である。またこの筋肉を使えるようになれば、

ハリル(’15/3～)
15%

PK

6%

直接FK
23%

6%

セットプレーから
クロス
ロング・ショートパス

23%

ドリブル
27%

その他

このグラフを見てわかることは、セットプレーからの
ゴールはあるが直接 FK に関しては決められてない。
次にベッカム選手と小野伸二選手の二人の写真を見
て、世界と日本の違いを見てみる。

左足の太ももに注目してみると小野選手の太ももの
ほうが太く見える。これは蹴る時に太ももの前部の大

身体のメカニズムによって、腸腰筋も使えるようにな
る。こうした体の使い方が出来れば、一瞬の動きが速
くなり、どんな動きにも切れが出てくる。当然ドリブ
ルしても、突破力が出てくる。さらに、脚全体も脱力
し、強いキックが蹴られるようになり、自分の思い通
りのキックも蹴りやすくなる。
4 結論・展望
今回の研究をやって海外のトップクラスの選手と日
本の選手では筋肉の使い方でさえ違いがある。技術的
なレベルの差もあるので、このままでは一生日本代表
がワールドカップで優勝することはできない。そうな
らないためにも、コーチや学者が筋肉の勉強をするだ
けでなく、選手本人も筋肉の勉強をしておくことが大
切だ。
ただ技術的な差については調べていないので、なぜ技
術的な差が生まれているのか知りたい。
5 引用・参考文献
・
「サッカー世界一になりたい人だけが読む本」著者
高岡英夫、
松井浩 出版メディアファクトリー文庫
・Foot×Brain 放送局テレビ東京
・
「日本人に教えたい戦術的ピリオダイゼーション入
門」著者ティモ・ヤンコフスキ 訳フットボールウ
ィークリー編集部 出版東邦出版

振り込め詐欺の被害実態
Ｌ４７
研究要旨
現在、被害が深刻なものとなっている振り込め詐欺の手口を理解し、被害防止のための正しい知識を身に
着け、広めていきたい。
研究手法
まず振り込め詐欺の被害実態について調べる。また詐欺被害者の体験談などから、どのような経緯で詐欺
被害に遭ったのかを調べる。それらの結果を踏まえ効果的な被害の防止方法を模索する。
研究結果
振り込め詐欺の手口は、複数の人間を登場させ、現実味を持たせる劇場型のように非常に手の込んだ手口
や、警察官を装い、恐怖感を与える、時間制限を与える、本名で身元確認をすることで、冷静に判断できな
くさせていることもわかった。還付金詐欺の 96.5％は無人ＡＴＭで行われていた。実際に振り込め詐欺に関
与していた人の話では、「相手がパニック状態のうちにお金を取る」そうで、冷静になれていない心理状態が
被害につながっていることがわかった。

上図は振り込め詐欺の性別・年齢別の被害割合である。女性の割合が 70％を超え、また、60 歳以上の割合
が 80％を超えている。家に一人でいる時間が長い女性は、他人に相談できずに、詐欺に引っかかりやすい傾
向にある。そして、高齢者は、子供や孫を助けてあげたいという思いから、疑わずに大金を渡したり、振り
込んだりしまう。警察や都道府県の対策、金融機関やコンビニの協力により、合わせて 13140 件の被害が阻
止され、4449 件、2412 人、57 拠点の検挙につながった。
考察
振り込め詐欺に対する対策はそれなりに講じられているものの、いまだ被害数が多いのは、詐欺の手口が
時代とともに多様化、巧妙化し、被害者の冷静さを欠いた状態に付け込んでいるからだと考えられる。実際
に電話がかかってきてから対処しようとしていては遅く、詐欺の被害を食い止めるためには、常日頃から対
策を練り、家族内でのルールを決める必要があると考えられる。まず家族を装ってくるケースが多いため、
家族内での合言葉のようなものを決めておくと、本人かどうかの判別が可能となり、有効的である。また、
ルールを紙にまとめておくことで、いざという時に見返し、冷静に対処できるようになると考えられる。
現在、愛知県警察では、左のポスターを使って、詐
欺への注意を呼び掛けている。このように印象的なキ
ャッチフレーズは詐欺への警戒心を高める良い方法で
あると思われる。官民一体となり、地域社会全体で、
詐欺被害撲滅を目指していくことが求められている。
引用・参考文献

https://www.npa.g o.jp/safetylife/seianki31/1_
hurikome.htm
https://www.pref.aichi.jp/police/anzen/furikome/
https://www.npa.go.jp/sousa/souni/hurikomesagi
_toukei2016.pdf

小中学生のスマホトラブルを未然に防ぐために教育現場授業でできること
Ｌ48
はじめに
①研究テーマを取り巻く現状
今日では、多くの小中学生がスマートフォンを利用してい
る。それに伴っていじめなどの多くのトラブルが起こって
いる。また、それらを学校の授業で未然に防ぐことができ
るのではないかと考える。トラブルを未然に防ぐために教
育現場で出来得る効果的な授業は何か
②立てた仮設とその根拠
小中学校の「道徳」の授業内において、具体的に実際にあ
ったトラブルの例を出し、何が問題だったかを生徒、児童
に考えさせる。→スマホを持つ前から意識がつく。
研究手法
５月２２日〈月〉豊田西高校 1-3,2-5,3-3（118 名）でアン
ケートを行った。
研究結果,考察

3
%

1.スマホをもっ
ていますか？

3.既読機能には
賛成ですか？

19
%

9…

81
賛成 %

はい

２.使っているＳＮＳ〈複数回答可〉
LINE
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
niconico
まとめサイト
その他
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4選んだ立場.
A.相手がLINEを見た…

85

B.安否確認のため

41

C.相手に嫌われてい…

4

D.無視した、された…
E.友人に対して気を…
F.忙しい時に返信で…

13
8
17
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結論、展望
大きな結論として二つある。一つは高校生のほとんどがス
マホを持っているということ、もう一つはスマホを持って
いる人のほとんどがコミュニケーションツールの LINE を
使用しているということだ。一つ目については高校生まで
にほとんどの人がスマホを持つということは小中学校の
間にスマホを持つにあたっての知識を学び、身に着けるこ
とが重要である。二つ目の点についてはほとんどの人が
LINE を利用しているということはトラブルの火種も LINE
などの SNS から発生しているということである。今までの
では利用しないのがよいとされていたが、現状多数の人が
利用している。現状を把握して正しい認識、知識を身に着
けることが大変重要になってくる。排斥ではなく受け入れ
る。これこそが重要になってくる。
考察
現在、学校で行われているものは大人数で体育館などに集
まって行うものがほとんどで、クラス単位で行うものは数
少ない。少人数の教室でやるのが重要だと考える。中学校
で 2018,19 年度から導入される「道徳」の授業で行うのが
効果的だと思われる。
テーマ「既読機能」
① 「既読」についての認識、説明
・クラスのどれくらいの人数が「既読」を認識してい
るか
・
「既読」とは相手がメッセージを読んだかどうかわか
る機能だと説明
② 「既読」機能の賛否両論
・賛成派が多いが無視されたと感じることがある人も
多い→いじめの原因に
・既読機能に関する生徒自身の意見を書かせる。
・教員が実際の事例を紹介して恐ろしさを伝える。
・賛成派、反対派に分けてディベートをする。
③ どうしたら未然にトラブルを防げるか意見を考え、交
換
・生徒が自ら考えることが重要
・意見を述べさせ、教員がいじめなどの事例をもとに、
補足をする。
・ディベートで出てきた意見を意識できるように教員が
意識づけをする。
・今後、トラブルが起こったときの対処法を考えさせる。
➡次の授業の課題にする。
④まとめ
・感想をお互い発表する。
・学習する前と後での意識の変化を確認。
このような授業を一度ではなく何回も行うことが大切で
ある。テーマはまだたくさん残っている。スマホを持つ前
から知識、意識を身に着けておくことが大切だ。

Ｌ４９

１

研究要旨

Ⅱ．アンケート 2 の研究結果

苦手な教科を克服しようと積極的に取り組める人
とあきらめてしまう人との間には学習性無気力が関わ
っているのではないかと考え、調べる。

２

「あきらめたくない」

18
%
27
%

キーワード
学習性無気力…過去の失敗体験によってある物事
に対して無気力になること
やる気
…ある物事に対し積極的に努力する
こと

55
%

研究方法

7%

数学に関する意識調査のアンケートを実施する
アンケート内容は以下の通りだ。（一部省略）
対象 豊田西高校第三学年（2・3・5・7 組）
１．過去の数学の成績は良い/悪い
２．過去数学に関して周りの人（先生・親など）に
褒められた/けなされた 経験が多い
３．現在の数学の成績は
－20 点以下/－10 点以下/平均点
/＋10 点以上/＋20 点以上
４. 数学についてあきらめたくない/あきらめたい

69
%

31
%

Ⅲ．アンケート 3 の研究結果
「あきらめたくない」

３

「あきらめたい」

4%

17
%

10
%
31
%

31
%

「あきらめたい」
4%

0%

39
%

22
%
26
%

9%

Ⅰ・Ⅱより「あきらめたくない」と回答する人は「あき
らめたい」と回答する人よりも過去の成績が良く、過去に
数学に関して嫌な経験をした割合が少ないことが分かっ
た。またⅢより、
「あきらめたくない」と回答する人は「あ
きらめたい」と回答する人よりも現在の成績が平均点以上
をとる割合が高いことがわかった。

４ 結果・考察
４

研究結果

数学に対し「あきらめたくない」と回答した人、「あき
らめたい」と回答したそれぞれのグループの共通点を調べ
る。
140 人に対するアンケート調査の結果、数学に対して「あ
きらめたくない」と回答した人は 117 人、
「あきらめたい」
と回答した人は 23 人という結果になった。

Ⅰ．アンケート１の回答結果
「あきらめたくない」

５ 参考文献

「あきらめたい」
18
%

45
%

55
%

82
%

今回の結果から、学習性無気力と数学の成績に関係性が
あるというはっきりとした根拠は見つからなかった。
しかし、「あきらめたい」と答えた人ほど失敗体験が多
いことがわかり、現在の成績に過去の体験が多少関わって
いることがわかった。
今後は、アンケート項目に細かな条件を加えて、関係性
を深く追求できるようにしたい。

「無気力なのにはワケがある 心理学が導く克服のヒン
ト」
ＮＨＫ出版新書 （大芦 治）

ゆとり教育の影響
～現代における効果と弊害～
L50
はじめに

③

ゆとり差別などの社会問題を引き起こす原因となった

アンケート
豊田西高校３年生及び教員に下記のアンケートを

「ゆとり教育」が社会にどのような影響を与えたのか、

行い、ゆとり教育に関する意識を調査。

先行研究の調査と独自のアンケートを行い、生徒と教師
の意見を調査し、そこから次世代の教育を行っていく上
で改善すべき点を考えた。

＜目的＞
1980 年～2010 年の間に「ゆとり教育」が実施され、現
代の社会において「ゆとり世代」に対する差別が問題視
されている。そこで、私たちは「ゆとり教育の実施は正
しかったのか」「ゆとり教育による効果はあったのか」
について調べた。

＜研究手法＞
1.
2.
3.

「ゆとり教育」の歴史をインターネットで調べ
た。
教育学者の「ゆとり教育」に関する意見を知るた
めに論文を参照した。
「ゆとり教育」を実際に経験した世代である豊田
西高３年生の生徒とその制度下で働いていた教師
に「ゆとりについてどう思うか」についてアンケ
ートで理由も含め調査した。

＜結果＞
①

PISA 調査

以上の結果から、自由思考の時間の十分な確保と詰め
込み教育脱却を目指した「ゆとり教育」は見込んでいた
程の成果を発揮しなかった。「ゆとり教育」を行ったこ
とによって生み出された時間は学習に充てられたわけで
はなく、他国と比べても著しく低いことが見受けられ
る。
ゆとり教育に関して文部科学省ははっきりとした総括

PISA 調査とは、OECD 加盟国が共同して国際的に開

を行っていないために、世間からはゆとり教育は失敗

発した、学習到達度調査。調査対象は 15 歳３か月

だ。と言われるのだ。文部科学省がゆとり教育を見直

～16 歳２か月の児童で、2000 年に開始以降、３年

し、今後の教育政策へと生かしていくことが求められ

ごとに行われ読解力、数学的リテラシー、科学的

る。

リテラシーの３分野について、児童の知識や技能
が、実生活で直面する課題にどの程度活用できる
かを測るもの。『数学的応用力』が６位から 10 位
へ、『読解力』も 14 位から 15 位へと全分野で順
位を下げた。
②

＜結論・展望＞

文科省の調査

＜参考文献＞
・ゆとり教育は間違っていたのか ―学力調査から考える― 井尻麻衣
子 2008 年１月
・ゆとり教育は否定されるべきものか―学習指導要領とＰＩＳＡの結
果からみるその是非―
木村茂樹
（https://www1.doshisha.ac.jp/~hitanaka/report/04soturon/iziri.p

総務庁青少年対策本部が平成６年（１９９４年）

df）

１１月から平成７年（１９９５年）２月までの間

・「学力低下論争」を振り返って―「 現代の教育」の講義と受講生と

に日本、アメリカ、韓国の３か国に行った子供の

の議論から ―沖裕貴

学習時間に関する調査。子供の勉強時間は，日本
では，「１時間くらい」（３３．１％）が最も多
い。「２時間くらい」以上勉強する者の割合は，
韓国（６３．６％），アメリカ（４１．４％），
日本（２３．２％）の順となっている。

（www.ritsumei.ac.jp/acd/ac/itl/outline/kiyo/kiyo11/10_oki.pdf）
・内閣府 総務省青少年対策本部
（http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/kodomo/kodomo.htm）
・文部科学省ホームページ （mext.go.jp）

日本語の「今」
Ｌ５１

研究要旨

流行語、新語の影響

「乱れ」の原因や実際にどう思われているのか、
アンケート調査の結果や文献やインターネットを参
考に調べてみることにした。

枕草子や徒然草にも言葉の変化を嘆く記述がある
なに事を言ひても、「そのことさせんとす」「いはんとす」「なにせ

結果

んずる」など言へば、やがていとわろし。 — 枕草子第 195 段

①「日本語が乱れていると感じるか？」という
問いに対するアンケート調査

んとす」といふ「と」文字を失ひて、ただ「いはむずる」「里へいで

・どちらともいえない意見
日本語の変化は必然
言語は文化、コミュニティ等に影響されてできる

答え：全体

マスコミの影響
3%
46%

乱れは乱れ

はい

51%

いいえ
どちらでもない

考察
どの答えを選んだ人でも、理由の欄で「時代によ
る変化」と答えた人が多かった。このことから、捉

答え：生徒

え方や価値観が違えば、理由が同じでも答えが変わ
ることが明らかになった。また、生徒の答えは若干
はい

53%

47%

いいえ

「はい」が多かったがほぼ同数であったのに対し、
先生方に聞いた結果は分かれた。また、伝統や統一
性を重視する人は乱れていると捉える人が多く、時
代の流れの中での変遷で当たり前であると捉える人
は、乱れていないと捉える人が多く、捉え方の違い
で考えが変わることが分かった。

答え：先生

どの年代でも乱れは時代の流れによるという意見
は一緒であり、乱れを善と捉えるか悪と捉えるかと

17%
50%

はい

いう個人の価値観次第で意見が分かれることが分か

いいえ

った。

どちらでもない

33%
結論・展望
② 文献や、インターネットでの調査
・肯定的な意見

日本語は人々の捉え方次第なので乱れているか否
かを定義することは難しい。だからと言って、若者
言葉などを無自覚に使うのではなく、日本語として

「乱れ」は多くの人が認めることで正しくなっていく

見つめ直し、意識することが大事である。やむをえ

「乱れ」によってでき、定着した言葉もある。

ない変化は至って普通のことであるが、わざと人に

・否定的な意見
語彙力の不足や活字離れ
（雰囲気を「ふいんき」と読んでしまうなど）

伝わりづらい言葉を使ったり、文法的に間違ってい
るものを知らずに使い続けたりするのは乱れと言っ
ても良いのではないだろうか。

ヨーロッパとアジアにおける神話から文化への影響
Ｌ５２
③ 文化の比較

１はじめに

ヨーロッパ：光が中心
例）シャンデリア、ステンドグラス

・それぞれの文化の背景には神話があり、精神性に影

アジア：陰が中心

響を与えているのではないか。

例）漆器、蒔絵、エローラ石窟群

・神話と文化の関係性を考察。
・異文化理解・尊重

４考察

２研究手法

・各神話や二つの文化についての様々な共通点や違い

対象とする神話：ギリシャ神話 北欧神話
インド神話

日本神話

・各神話の共通点と相違点を比べる。

を知ることが出来た。
・調べる内に疑問点が多く生まれてしまったうえ、そ
れらを解消することは出来なかった。
・神話が人々の精神性に影響を与えて、それが文化と

対象とする文化：ヨーロッパ

アジア

・建築、彫刻、絵画を中心に調べる。
・本、インターネット、教科書、資料集の情報を基に
した。

３結果
① 各神話の特徴
・ギリシャ神話
美術・文芸に強い影響を及ぼす。
神は「能力そのもの」の象徴。
・北欧神話
最終戦争で最高神も命を落とす。

して芸術などの面に表れるという観点で考えたとき
に、どのように神話が影響を与えたり、文化と結び
ついたりしているのかは、分からなかった。
・神話の物語や宗教的な教えを伝えるために芸術を用
い、神話の物語に発想を得て芸術が発展していった。
・文化は神話だけでなく宗教と強い結びつきがある。
・ヨーロッパでは宗教と神話が別だが、インドでは神
話と宗教がほぼ同一であった。
・宗教の違いは精神性の違いを生んで、文化の違いを
生み出すと思うので、宗教の観点からの調査もして
みたい。

５今後の課題

・日本神話
最高神が女神。争わずして最高神となる。
・インド神話

・他の地域、神話についても関係性を調べてみたい。
・食や衣服、習慣など、文化を他の点からも調べるこ

最高神が三柱。神々の姿が人間と異なる。

とで、さらに深く神話が与えた影響について知るこ

世界が誕生と破滅を繰り返す。

とが出来るのではないか。

② 類似する話
日本神話とギリシャ神話の冥界訪問

６参考文献等
『雑学３分間ビジュアル図解シリーズ 日本神話』
吉田敦彦

ＰＨＰ研究所

『図解 よくわかる「世界の神々」』 ＰＨＰ研究所
『日本人の起源 「日本神話とギリシャ神話との奇妙
な類似 」』
http://www.geocities.jp/ikoh12/honnronn5/005_02
nihonnsinnwa_no_seiritu.html
なぜこれほど似た話が伝わっているのか。
調べたが、理由となるものは分からなかった。

他

安楽死の是非
Ｌ５３
１．はじめに
海外では安楽死が認められているが日本ではなぜ認
められていないのか。そこで、もし安楽死が認められ
たらどのような問題があるのか考えてみた。
２．結果
①．医師の話
基本的に安楽死を考える場合 2 つのパターンがある。
一つ目は安楽死を受ける患者本人の場合。
二つ目は患
者の家族の立場として。ここで問題となるのが「尊厳
死」あるいは「living will(生きる意志)」である。
家族のエゴで患者を無駄に苦痛にさらすことにはな
らないだろうか？医療が発達している現代だからこ
そ改めて「人として死ぬ事」について考えていくべき
と考える。医師として常に考えているが、やはり難し
い。
②．安楽死が認められていない理由
・自己決定権の未定着
個人の意志が軽視されやすくむしろ家族の意志
が尊重される。
・インフォームドコンセントの未確立
ホスピスを広げようとする動きが高まっている
から。
③．世論調査
自分が治る見込みのない末期がんなどの病気になっ
て苦痛に耐えられなくなった場合、投薬などで「安楽
死」が選べるとしたら？（2010 年 11 月 4 日朝刊）

選びたい(７０％)
選びたくない(２２％)
その他(８％)

④．宗教との関係
Ⅰ仏教の考え方
与えられた命とは自らの責任をもつ命である。
Ⅱキリスト教の考え方
人間の命は尊いものであり、殺してはいけないのは
当然である。
→仏教もキリスト教も安楽死に対しては、批判的な考
えである。
⑤．日本で安楽死が合法化された場合に起こりうるこ
と
最終的に安楽死を選択した患者に対し薬を投与
するのは医師である。医師になろうとした人が人を
死においやらなくてはならないため医師を目指す
人が減る。
⑥．費用
延命治療およそ１人当たり１０００万
安楽死の場合７０万円
⑦．考察
①の医師の話から安楽死が日本で認められない理
由として、患者本が確認できない場合、安楽死の判
断をその家族にゆだねることになり、本当にその決
断が患者の意志と一致しているか、が問題になると
いうことが分かった。
海外では認められている安楽死が日本では認めら
れていない理由として宗教との関係を調べたが、仏
教でもキリスト教でも安楽死に対しては、否定的な
考えを持っており、宗教とはあまり関係がないとい
うことが分かった。
⑧．展望
私たちは安楽死を合法化すべきであると思う。安楽
死を無理に薦めるわけではなく、本人や周りの人の
ことを考えて、安楽死を選択できる環境を作ってお
くべきである。したがって、早く法の整備を行い、
安楽死が認められることを望む。
また、今後はまた、今後は海外の安楽死の現状につ
いて深く知りたいと思った。

ローマの賢人たちに見る政治家の在り方とは？

Ｌ54
目的
賢帝と讃えられているローマ皇帝たちの治世を学
ぶことで、現代の政治に活かすことができるのでは
ないかと考えた。
過去の賢帝達を顧みることで、現代の政治に不足
している事柄や改善点を知るヒントになるのではな
いだろうか。

現代においても歴史的においても、賄賂や口利
き、身内の贔屓など、不正によって国民の信頼を失
い治世を乱した事例は多数存在する。
賢帝と称されるだけあって、彼らの中にそういっ
た不正を行った者はいなかった。政治を行う上でい
かに“国民を第一に考えること”と“国民から信頼
を得ること”が大切なのかが分かる。

結果
共通点

結論・展望
以上の点から、現代日本の政治に必要な事柄は、
まず前提として、政治を行う本人が国民の為政者に
対する信頼を守り得る人材である事だと考えた。

ネル

トラ

ハド

アン

マル

迫害緩和

○

○

？

○

？

インフラ

？

○

○

○

？

防衛体制

？

？

○

○

？

節約

？

？

○

○

？

公正潔白

？

○

○

○

？

・キリスト教迫害の緩和
歴史的に見ても、迫害政策を行って治世を乱した
事例はいくつかある。五賢帝の先代であり暴君で有
名なネロ帝や、ナチス・ドイツのヒトラー、島原の
乱を引き起こすトリガーとなった島原領主らなどが
良い例である。
一部の国民の幸福を損なおうとする事は政治にお
いてあってはならない事であり、抑圧されていた信
者達の支持を得るという点でもこの緩和政策は効を
奏したのではないだろうか。
・インフラ整備の充実化
・国家財産の節約
インフラ事業において、国民にとって本当に必要
なものを見極めることは非常に重要である。賢帝達
の中にも、地方視察を積極的に行い必要な設備を判
断した者が多い。
水道設備などを整えたことでローマに 100 万人の
人口が集まり、都市の繁栄などの利益をもたらした
と考えられる。
・公正・潔白

そしてインフラ整備に関しては、水道管の修理修
復を後回しにした結果の水道管崩壊、またそれによ
る道路陥没などの問題、蓮舫議員の不必要な仕分け
活動による工事の途中放棄など、不足や無駄が多い
為に本当に必要な事業に手が回らない状態である。
よって、議員が積極的に市民と関わり、国家にとっ
て何が本当に必要なのかを見極め盛んにし、またそ
のために国家財源の無駄を徹底的に無くすことを早
急に行うべきであると考える。
キリスト教迫害緩和政策に関連付けて言えば、過
去の女性差別や人種差別に比べるとマシになった方
だが、ニュースなどを見ているとまだまだ、障害を
持つ人々やＬＧＢＴ、その他マイノリティの人々の
暮らしにくさが窺える。そのため、彼らに対し寛容
的で、彼らがマジョリティと変わらず暮らしやすい
ようにすることが、より全体的に良い世の中をつく
る為に大切であるとも考えた。
引用文献・参考文献
新潮社 塩野七生著 賢帝の世紀-ローマ人の物語同上
悪名高き皇帝たち
同上
痛快！ローマ学
ポール=アンリ=プランタン著 ローマ帝国を築いた
人々
Wikipedia

男脳と女脳の違いとは？
Ｌ５５
はじめに

〈アンケート調査〉
（豊田西高校第 3 学年文系：男子 50 人、女子 50 人）

近年、離婚する夫婦が増加している。その原因としては夫婦間の意見
の食い違いがあげられる。また、現代では女性の社会進出も進み、男女

20 個の質問項目について自分がＡとＢのどちらに当てはまるか
というアンケート調査を行った。

間のコミュニケーションやお互いの理解がより一層求められるように

Ａ（男脳の特徴）

Ｂ（女脳の特徴）

なった。そこで男女の考え方の違いやその原因について、文献資料やア

⑴

内容のない会話はしない

お喋り自体が楽しい

ンケート調査をもとに調べ、今後の離婚問題や社会の中で良好な人間

⑵

喧嘩になると口数が減る

口喧嘩になると口数が増える

⑶

人の好き嫌いが曖昧

⑷

年齢とともに言動が丸く

年齢とともに言動がパワフルに

⑸

買い物に時間をかけない

買い物に時間をかける

⑹

トイレは一人で行く

誰かとトイレに行く

⑺

ボディタッチで意識する

関係を築くための方法を模索した。

🚹男脳とは？
・論理的思考…確率、法則、経験などを踏まえて考える。
・直線的思考…会話や話の流れを直線的にとらえて進めようとする。
・問題解決型…一直線に話が進むため、その途中で出てくる問題に
はその都度処理し解決しようとする。
🚺女脳とは？
・同時並行的思考…相談や話題が多く、いろいろな問題を一度に処

⑻

未練がましい

人の好き嫌いが明白

意識するとボディタッチ
切り替えが早い

⑼

いつまでも自由でいたい

ちょっとは束縛されたい

⑽

いつも自分で決めたい

時には相手に決めてほしい

⑾

自分の面子を守る

自分の幸せ第一

⑿

自分の達成感を優先

相手の理解が優勢

⒀

長話を嫌う

理する。
・感情充足型…快や不快といった感情を満たそうとすることが多い。
・新発想取込型…様々な考えを取り入れやすい女脳として新たな発
想を生む機会に恵まれている

長話が好き

〈Ｑｕｅｓｔｉｏｎ〉

⒁

世間体を大事にする

世間体を気にしない

Ｑ１，何人いるように見えますか？（制限時間 7 秒）

⒂

使命感で動く

⒃

大きく壮大な目標を持つ

小さく具体的な目標をもつ

⒄

優しくされ許してほしい

愛され、大切にされたい

⒅

失望されるのが怖い

⒆

そっとしておいてほしい

⒇

会話で問題解決したい

他者貢献で動く

拒絶されるのが怖い
感情移入してもらいたい
会話で話せれば満足

（結果）

Ｑ２，この人は横を向いていますか、前を向いていますか？（2 秒以内）

（考察）
男性が男脳、女性が女脳という思考を持っているとは言えないが
Ｑ１: 5 個以上→男脳
Ｑ２: 横→男脳

6 個以上→女脳
前→女脳

一般的に男性は男脳より、女性は女脳よりである。男女の考え方に
違いがあることを理解することは、近年問題となっている離婚や夫
婦間のすれ違いの改善にも役立つだろう。

悪夢障害で悩む人へ
Ｌ５６
１．研究背景

だが私たちは、この結果と以下

悪夢障害で悩む人が増加している現代社会でその悪夢の発生原因を探

の図を踏まえてレム睡眠中に起

り、それによって、悪夢障害の解決の糸口を見出す。そのうえで、悪夢

こると考えた。右図からも朝方

と実際の体験は関連しているのではないかと考え調査した。

にレム睡眠が多いことが見られ

研究手法

るが、そのほかの時間でも波に

①アンケートを実施し、悪夢と実体験の関連を探る

よって夢が見られることも多いレム睡眠が見られる。

②文献を収集し、睡眠から悪夢の本質を調べる

３．結論

③前者の結果を踏まえて、改善策を提示する

夢を見るときは浅い眠りであるレム睡眠の時である。

２．結果・考察

「最近なんだか眠りが浅いな」と思う人はレム睡眠が多くなっている。

①アンケート

要するに、眠りが浅い招待で脳が休めていないということである。普段

NO
6%

Q１,悪夢を見たことがあるか（図 1）

図1

夢を見ないのに最近よく夢を見る、という人は日常生活におけるストレ

Q2,どんな夢を見たか(図 2)

スや不安が原因であることが多い。ストレスを抱えて考え込むことが多

Q3,その夢に関する体験をしたことがあ

くなる。内面に注意が向くとこで夢を見ることが増える。最近よく夢を

るか(図 3)

Yeｓ
94%

図2

見る人は、ストレスで睡眠の質が落ちている。
さらに、このような時の夢は悪夢になりがちで、時によっては夜中に
目覚めてしまう場合もある。

140
120
100
80
60
40
20
0

125
図3

覚え
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4

体験をし
ていない

１、ストレスを受ける
２、夢を見る（質の悪い睡眠）
３、疲れが取れないなどの不調をきたす

3%

という悪循環に陥ってしまう。
夢を見ることが多いということは、レム睡眠に

7%

なっていることが多いので、ぐっすり深く眠れる
ノンレム睡眠を増やすことが不可欠である。
体験
をし
た
90%

～眠りを深くするための方法～
Ⅰイメージリハーサル療法
すでにみた悪夢の結果を自分で悲惨な出来事ではなく、ハッピーエンド
になるように作り替え、恐怖感を覚えないようにしていく療法。

結果
このアンケートからは確実な証拠は得られなかったが、ほかの文献から
以下のような結果を導き出した。
⑴悪夢は実際の体験からではなく、心の状態と深く関係している
⑵眠りが浅いことは悪夢の発生と深く関係している
一つ目の結果から、悪夢が発生しないためにはストレスフリーになる
かとが大切であると考えられる。そのためには寝る前にいやなことを発
散させておくことがよい。
二つ目の結果から眠りについて研究してみる。
フランスの科学者アルフレッド・モーリは自らが被験者となり、睡眠中
に一定の間隔を置いて繰り返し目覚め、夢を報告する実験を行った。そ
の結果、夢を見ていた時とみていないときがあることが明らかになっ
た。このことから、睡眠中、常に夢を似ているわけではなく、睡眠状態
の変化にともなって、夢が出現すると考えられるようになった。睡眠後
半の朝方に夢が多く、中間で最も夢が少ないという結果が得られた。こ
れらの結果により、夢は睡眠中常に起こっているのではなく、特定の睡
眠状態に応じておこる現象ではないかと考えられるようになった。しか
し、どのような睡眠状態が夢を起こすのか、どうして朝方に夢が多いの
か、についての検討は睡眠状態測定技術では不可能であった。

Ⅱ大豆たんぱく質食事療法
大豆に含まれるメラトニンが深い眠りにつくノンレム睡眠の働きを助け
てくれる。
Ⅲニンニク、キノコ療法
ニンニクに含まれる、ビタミン B6 がメラトニンの働き
を助ける。
また、キノコに含まれるビタミン B3 が脳神経の機能を
促進させ、精神を安定させる作用がある。
４、今後の展望
結果から悪夢は、精神状態と深く関連していることがわかった。
今現在、悪夢で悩む人は多くいる。そのため、より細かいアンケート
や、人体実験などを実施して、悪夢で悩む人たちのためにも確実な根拠
を得て悪夢障害の症状の改善方法を見出す必要がある。
そして、今回の研究を踏まえて今日では子供も大人も人に相談しやすい
環境をつくるために貢献していきたい。

購買意欲は色やパッケージに左右されるのか
Ｌ５８
研究① 絆創膏
＜結果＞

また丸みを帯びたボトルが人気だったのは、ファミ
リー用のボトルは丸みを帯びているのが多く、男子
にも身近にある形だと考えられる。好みのボトル
と、身近にあるボトルが選ばれたとわかる。

絆創膏
緑

赤

シャンプー(男)

25%

ピンク＋丸
ピンク＋角

水色＋丸
水色＋角
3%

75%
44%

緑を選んだ理由では、治癒力が高そう、という意
見が多かった。
赤を選んだ理由では、赤は血を連想させる、という
意見が多かった。
これらの理由から、色のイメージに購買意欲が左右
されることが分かった。
研究② 歯磨き粉
＜結果＞

歯磨き粉
水色

黒色
9%

赤色

6%

44%

9%

・女子→②が４８%、①は２４％と二倍近く差があ
る。
しかし、全体的にみると、形を問わず「水色」の
割合よりも、色を問わず「丸みを帯びたボトル」の
方が割合が高いため、女子の方が形にこだわりがあ
るのではないかと考えられる。

シャンプー(女)
ピンク＋丸

水色＋丸

ピンク＋角

水色＋角

15%
85%

13%

水色は『爽やか、清潔感』というイメージを与え
る。これは、歯磨き粉を使った後にもたらす口内の
さっぱり感に繋がり、汚れがよく落ちるということ
を連想すると考える。
黒色を選んだ理由で少数ではあったが、『洗面所に
置いておくとスタイリッシュ』という意見があっ
た。また、赤は『刺激が強そう』という意見が見ら
れた。

24%

48%

＜まとめ＞
特に色に左右されることが分かった。また、日用
品は清潔感のある色が選ばれた。形は、丸みを帯び
たものが親しみやすく人気であった。

研究③ シャンプー
＜結果＞
・男子→②と④の二つが４４%と同率で人気である。
色はやはり寒色系が人気である。

どの商品も会社側は私たちが商品を見て、何をイ
メージするかなどを考えて作っており、実は私たち
は会社側の思う壺にハマっているのかもしれないと
感じた。

ウソ泣きについて
Ｌ59
研究動機
ドラマや劇などで、ウソ泣きが行われることがある。
また、日常生活においてもウソ泣きをする人はいる。
そこで私たちは、本来の「泣く」行為と、「ウソ泣き」
との相違点について調べ、ウソ泣きを見わける方法が
あるかを調べることにした。
研究過程
本来の「泣く」行為と「ウソ泣き」についてそれぞ
れ特徴を調べ、比較する。
仮説・結果・考察
本来の「泣く」行為とは
本来、人間が目から流す涙には、３種類ある。
・基礎分泌の涙…ドライアイ防止や角膜保護のために
常に分泌されているもの。
・反射の涙…角膜や結膜が刺激を受けた時目を防御す
るために分泌されるもの。
・感情の涙…感情が高まった時、交感神経や副交感神
経の働きで流れるもの。
「ウソ泣き」について
仮説
ウソ泣きをする理由➝自分の立場を有利にするた
め
ウソ泣きの特徴➝泣き声の違い、目の変化
アンケート
・ウソ泣きをしたことがあるかとその理由
・ウソ泣きを見たことがあるかとウソ泣きだと
わかった理由
の 2 点について高校生約 160 人を対象にアンケート
を行った。

ウソ泣きを見たことがある人は 5 割弱、ウソ泣きを
したことがある人は１割程度であった。

ウ ソ 泣き を し た理由

①

②

③

④

ウソ泣きと分かった根拠

❶

❷

❸

❹

❺

①自分の立場を有利にするため

❶あからさま・わざとらしい

②周りの雰囲気に合わせるため

❷目元に違和感がある

③周りを笑わせるため

❸ドラマ・劇などで見た

④その他

❹なんとなく
❺その他

本来の【泣く】

ウソの【泣く】

目もと

赤くなる

変化なし

涙

出ている

出ていない

視線

下向きがち

キョロキョロ

まばたき

変化なし

増える

口角

下がる

変化なし、上がる

泣き方

嗚咽がまじる

単調

泣きやむ時

遅い

早い

つっかえる

すらすら

間
話し方

ウソ泣きは本来の泣く行為に比べ特に目に違いが
現れる。また、自身のウソ泣きがばれていないか、周
りを気にする傾向があるので、不自然な行動が増える。
結論・展望
ウソ泣きは、
・利己的な理由だけではなく周りの雰囲気に合わ
せるためにも行われること
・目元や口角、泣くタイミングに見わけるポイント
があること
が分かった。
ウソ泣きは言葉通り人を欺くイメージがあったが、
ウソ泣きを活用することでより良い人間関係を築く
ことができる場合もあるだろう。また、この研究をよ
り科学的に証明することができれば、事件の取り調べ
や裁判などで人の感情を見抜く一つの手段として利
用することができると考える。今後はウソ泣きに関し
て、涙の成分や視線の動きのパターン、男女で違いが
あるかなどを調べてみたいと思う。

