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シンガポール 
１研究背景と目的 

ここ数十年ですさまじい発展を遂げたシンガポ

ールの背景には何があるのか、またそこから生か

せるものはないか、研究意欲を掻き立てられたか

ら。 

２仮説 

シンガポールには有名な観光資源も多いため、観

光業を基に発展しており、その中からカジノなど

日本に生かせるものがあると考える。 

３方法 

シンガポールの経済発展とその背景を基に日本

と比較し、日本の経済発展のためにとりいれるべ

きものはないか、調べる。 

４結果 

シンガポールの観光収入は日本の 340 億ドルに

対し 268 億であり（2017）、日本とシンガポール

の差として大きかったのは、観光業よりも以下の

教育・経済政策だった。 

・シンガポールは幼稚園から競争が始まるよう

にエリート主義の強い国であり、その競争に勝っ

た本当に優秀な人物の中から政治家の候補が選

ばれる。 

・経済政策で特徴的なものとして、低い法人税な

どによる外資系企業の呼び込みと、もともと公共

機関だったものを民営化した国策企業がある 

・大きな外資に来てもらうと同時に自国企業を

海外発展させており、また高い給与により周辺国

から優秀な人材が流入してくる。 

・ビジネスのしやすさを示すビジネス環境指標

では、日本の 34 位に対し、世界 1 位となってい

る。（2016 年） 

L2 

 

↓日本とシンガポール 比較 

 

５考察 

グローバル化する時代の中、エリート人材育成の

ため、教育、特に英語教育に力を入れるべきだと

考える。英語教師においては知識だけでなく、発

音・リスニングなどでネイティブに近いものが必

要である。 

シンガポールの外資系企業誘致の背景には、低い

法人税などがあるが、シンガポールの約 17％に

対し、日本は約 30％と世界でも高い部類に入る。

そのため、外資系企業誘致には法人税の削減が必

要であると考える。 

６参考文献 

http://www.mlit.go.jp/common/001036546.pdf 

  
シンガポ

ール 
 日本 

人口（2012） 531万人 12,752 万人 

GDP（2012） 
2765億ド

ル 

59,6000億ド

ル 

 一人当たり GDP（2012） 52051ドル 46,700ドル 

国際競争力指標（2013） 5位 ２４位 

ICT 競争力指標（2013） 2位 ２１位 

ビジネス環境指標（2014） 1位 ２７位 

GDPに占める観光収入の割

合（2012） 
6.70% 1.90% 

年間観光客数（2013） 1,550万人 
１０３６万

人 

国際会議件数（2011） 919件 ５９８件 

合計特殊出生率（2012） 1.2 1.41 

高齢者比率（2012） 9.00% 24.10% 
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１．研究目的 

 数字や音に色がついて見えるという人の話を聞いたときにそ

の感覚のことをもっと詳しく知りたい、またその感覚を何かに活

かせるのではないかと思ったから。 

 

２．リサーチクエスチョン 

 「共感覚」という感覚を活かすことで今後さらなる発見を見込

むことのできる分野はどこか？ 

 

３．方法 

 １、「共感覚」についてのアンケート（共感覚を知っているかど

うか） 

 ２、「共感覚」を活かせるような学問分野、職業を 

考察 

 

４．結果 

 アンケート結果 Q.共感覚を知っているか？ 

            →約15%の人が知っている 

・数学分野 

 数字列形 

数字などの順序ある考え方があらゆる形状にねじれ 

たり、折れ曲がったりしているかのように感じられることを指

します。 

 

・文学分野 

 色のついた音や文字 

文字を読んだとき、音を聞いた時に色を感じることを指します。 

 

 

 

・音楽分野 

 色聴 

音を聞いた時に色や形、動きが想像されることを 指します。 

 

 

５．考察 

・文学分野  

校閲（誤植などを発見する） 

文字に色がついて見える共感覚によって印刷ミスなどイレギュ

ラーを見つけやすい。 

  

・音楽分野 楽器の調律 

音に色がついて見える共感覚によって些細な音の違いに視覚的

に気づくことができ、はやく簡単に行うことができる。 

 

・番外編 国家機密等書類作成のできない情報の管理 

 

これらの分野の職業（仕事）に利用できるのではないだろうか。 

 

６．まとめ 

今後も様々 な人に興味を持ってもらい、より多くの分野に生か

してほしいと思う。また、共感覚が理解されずに困っている人が

もっと理解されて、普通の人のように人と接することができるよ

うになるとよい。 

 

７．参考文献 

 「脳のなかの万華鏡～「共感覚」のめくるめく世界～」 著 リ

チャード・E・サイトウィック 

 「共感覚という神秘的な世界～言葉に色を見る人、音楽に虹を

見る人～」著 モリーン・シーバーグ 

 「ねこは青、子ねこは黄緑～共感覚者が自ら語る不思議な世界

～」著 パトリシア・リンダフィ 

このような不思議な感覚を持っている人たちは、多くが自分の持

つ感覚によって周囲の人々 から好奇の目にさらされ、非常に困っ

ているのが現状です。 

 



Road to University, Road to The World from Toyota-Nishi  
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研究背景 

 グローバル化が進む中で生きている私たちが「世界で求

められているのはどのような人材なのか。」という問いを

「大学」という観点で解決していく。 

研究検証 

 世界の各地域のトップ大学の特徴を日本の大学の評価

基準となる３つのポイントに絞る。 

データ比較の３つの観点 

① 読書量 

・スタンフォード大学 １回の授業につき 200ページの

本を読む（年間で 48冊の本を読破）。 

・コーネル大学 １日４～５時間の読書を生徒に課して

いる。 

② 学生に対するバックアップ力 

・日本の大学 入学試験は難しく、卒業することは比較

的簡単。 

・海外の大学 入学することは比較的簡単だが、卒業ま

たは進級が難しい。 

論文や研究のプログラムが確立されており、海外の学生

の学習量の確保につながっている。 

③ 大学寮の数 

海外の大学は世界中から学生が集まってくるため、学

生寮が多く、学生が学びやすい環境が用意されている。 

  

 

 

 

 

 

 

日本大学ランキング   新日本大学ランキング 

    

 

結果として読書量と学習量、勉強環境より上記のランキ

ングを作成した。世界の大学で重要視されている読書量と

いう点では、国公立の上位校以外の大学も多く上位にラン

クインしている。しかし、ここで注目したいのは、日本の

大学生の一日の平均読書時間が 22.2 分と少なすぎるとい

う点である。日本ランキングで一位である龍谷大も 38.4分

であり、海外と比べると圧倒的に少ない。 

結論 

今回の研究では、世界で求められる人材を探るために大

学に着目し、世界の大学で求められることと、日本の大学

の特色を比較しランキングを作成した。その結果、必ずし

も学力の高さだけが世界で求められている人材にはなら

ない。さらに研究を通して明らかになったことは、日本の

大学生に読書の習慣があまり身についていないというこ

とである。読書は単に知識を得るだけでなく、議論の土台

となる自分の意見を読書を通して持つことができるので、

世界で求められる人材に 1 歩近づくことができるだろう。 

 

(引用、参考文献) 

b-side study abroad information center all rights 

Shuhin Raj(2018)日本大学生の学習読書量の差 

ベネッセコーポレーション（2017－2018）THE世界大学ランキング日本版 

japanuniversityranking.jp 

Shimona Bizzozero(2018)世界大学ランキング 2019QS ランキング 

PRTIMES 

Collegino(2015) アメリカ大学生のスケジュール 

スタディサプリリクルート アフリカのランキングから大学を探す 

佐和隆光（2016）「経済学のすすめ」岩波新書 
 

 

 

 

 

①図書館 ②学習量 ③大学寮

1位 早稲田大 酪農学園大 大阪大

2位 東京大 北海道大 同志社大

3位 龍谷大 東京薬科大 京都大

4位 慶應大 弘前大 創価大

5位 立命館大、札幌学院大 東京理科大 東京大

１位 早稲田大

２位 京都大

３位 東京大

４位 大阪大

龍谷大

酪農学園大



差別や偏見はマジョリティの問題 
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１. 研究の背景と目的 

・日本ではデモが批判的に見られやすいが、他にどのような主張をすれば、意見が通るのかということに興味がわいたこと。 

・マイノリティがどのような主張を行えば、効果的に主張が通り、誰もが住みやすい社会にできるのかを考える。 

２. 仮説 

・看板や CMは多くの人の目に入るので、より多くの人に主張を届けることができる。 

・Twitterや YouTubeは若者に主張する際に効果的である。 

・論理的な文章や親しみやすい文章にすることで、より効果的な主張にできる。 

３. 研究手法 

○文献調査 

○アンケート調査 

 アンケート１  主張をする上で、どの手法が最も効果的か。 

 アンケート２  論理的な文章と伝えることに重心を置いた文章は、どちらがより主張が伝わりやすいか。 

４. 結果 

アンケート１ 

「効果的である」の回答が多かったものとその理由 

・CM    色々な世代の人が見る 印象に残りやすい 

・SNS    手軽に発信できる 注目を集めやすい 

「効果的でない」の回答が多かったものとその理由 

・看板     目につかない 情報量が少ない 

・SNS      意見を十分伝えられない 正確性に欠ける 

・YouTube  「意見の主張」のような動画を見ない  

 

アンケート２ 

A 54人  B 59人 

Aがいい理由  ・主張文は丁寧語のほうが説得力がある。 

          ・初めに言いたいことを言っていてわかりやすい。 

Bがいい理由  ・親しみやすい。 

          ・「 」や「！」で強調されていて印象に残りやすい。 

文献調査 

日本で主張を通すには、「間接的なアプローチ」と「直接的なアプローチ」の両方を行うことが大切である。 

５. 考察 

主張を通したいときは、相手の聞く姿勢やとらえ方によって、話し方・書き方を変え、より効果的に伝えることが大切である。 

身近なこととして自分たちができること→SNSでの主張や街頭でのスピーチ、署名集め 

企業など社会としてできること→CMを作成し、より大勢の人へ意見を発信すること 

６. まとめ 

・マイノリティのデモでは、注目を集めるだけでは意見を十分伝えることは難しい。そのため、興味をもってもらうには、 

情報の信頼性や抑揚のある話し方をすることなどに留意する。 

・署名活動を行う際は、身近な事例や興味をひくストーリーとともに行う、丁寧な言葉遣いを心がけるなどの 

工夫をする。 

   以上の２点を意識した主張が効果的ではないだろうか。 

 

７. 参考文献 

 論理が伝わる世界標準の「書く技術」   倉島保美 

 伝え方が９割                 佐々木圭一 

効果的 効果的でない



K-POPアイドルがもたらす経済効果 
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研究背景 

Billboard トップソーシャルアーティスト賞を受賞した BTS

など、今やさまざまな K-POP アイドルが世界中で人気を

あつめている。 

研究目的 

韓国で人気を集めている曲の特徴をみつけて日本の  

音楽に発展させて取り入れれば、日本での CD などの  

売り上げも伸びて経済効果につなげることができる。 

研究手法 

YouTube の再生回数やオリコンチャートなどから特に  

人気の K-POP アーティストを取り上げて、それぞれの代

表曲の共通点を調べる。                                                    

結果 

レコチョクベスト  

１ I WANT YOU BACK  （TWICE） 

2 Dance The Night Away  （TWICE） 

3 DDU-DU DDU-DU  （BLACKPINK） 

4 TT～Japanese～  （TWICE） 

5 Sign  （ジェジュン） 

 

You Tube 

１ DNA  （BTS）  

2 TT  （TWICE） 

3 FIRE  （BTS） 

4 Fantastic Baby  （BIG BANG） 

5 BOOMBAYAH  （BLACKPINK） 

 

曲調 

・ムーンバートン  ・トロピカルハウス 

・エレクトロハウス 

共通点 

・末尾の音合わせでリフレイン効果 

・同じ歌詞を繰り返す 

・アップテンポな曲が多い 

CDの売り上げ 

韓国 

 ・2011～2016の売り上げ  ４０％↑ 

日本 

 ・2011～2016の売り上げ  ２０％↓ 

考察 

韓国の CD の売り上げが上昇している要因は音楽番組の

ランキングはアルバム売り上げと音源のダウンロード＆

ストリーミング数と YouTube の再生回数をもとに決められ

ている。 

         

グループを応援したいファンが CDを購入する。   

まとめ 

日本も人気な曲調を取り入れ韓国の音楽番組のような 

制度を取り入れることで日本の CD 売り上げが上昇し  

経済効果につなげることができる！ 

参考文献 

YouTube, s-korea.jp/archives/19427,レコチョク 

アイドル曲が   

占める割合94.3％ 

 



 

 

 

 

＜はじめに＞ 

 夏になると怖い映像を特集する番組がテレビでよく放送

される。このようなものを見ると涼しくなると一般的に言

われるが、実際にはどうなるのだろうか。また、体温と感

情との関係はどのようなものなのだろうか。 

 

＜実験手法＞ 

1. 事前に怖いものが得意か否かに関するアンケートを

行い、その結果をもとに無作為に４～５人を選び、顔

の表面温度と脈拍を測る。 

2. 怖い映像を見せる。 

3. 再び体温、脈拍を測る。 

4. 見る前と後とでどのような変化を感じたか聞く。 

5. 別の 4～5人で何度か繰り返す。 

 

＜仮説＞ 

1. 体温は下がる 

2. 心拍数が上がり、体温も上がる 

3. 何も変わらない 

＜結果＞ 

↓実験の様子 

 

 

 

 

 

 
平均変化温度 0.3 

 
平均変化温度 0.86 

＜考察＞ 

 怖い映像を見ると、体温、脈拍はともに上がった 

→心拍数が上がると血のめぐりが速くなって熱が運

ばれるからではないだろうか 

 怖いものが苦手だという人の方が得意な人に比べて 

体温の上がり方が激しかった 

 実際には、涼しいと感じる人もいた 

→サーモグラフィは表面温度を測る機械であり、外気

温の変化が表面温度の上昇に関係しているかも

しれない 

＜参考文献＞ 

yurudie.com/electricbill/nelson007 

https://togech.jp/2014/07/29/10779 

https://toha-toha.com › 

news.livedoor.com 

得意な人 見る前の体温 見た後の体温

Aさん 36.1 36.2

Bさん 37.7 37.8

Cさん 36.5 36.5

D さん 36 36.8

Eさん 36 36.5

苦手な人 見る前の体温 見た後の体温

Fさん 36.6 37.4

G さん 37 37.5

H さん 37.1 38

Iさん 35.4 37

Jさん 35.5 36

怖い映像を見ると 

人間の体はどーなるの？ 
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https://togech.jp/2014/07/29/10779


＜研究のきっかけ＞ 

囚人ジレンマという言葉を読んでいた本で見つけ

その人間の心理に興味がわいたから。 

＜囚人ジレンマとは？＞ 

ゲーム理論の一つ。お互い協力するほうが良い結

果になると分かっていても、協力しない者が利益

を得る状況では互いに協力しなくなる可能性が出

てくるジレンマ。 

A        B 
自白する 自白しない 

自白する 懲役 5年 A  0年 

B 15年 

自白しない B ０年 

A １５年 

懲役 10年 

 

＜研究手法＞ 

二人ペアを想定し初めに５００円を両者に渡す。

そして、その５００円を相手に渡すか渡さないか

選ばせる。 

その選択が自分の手持ちの金額の増減に関わる。 

A        B 
渡す 渡さない 

渡す どちらも 1000円 A ０円 

B 1500円 

渡さない A  1500円 

B ０円 

どちらも 500円 

 

 

 

 

 

５００円を５０００円に変えた場合も同様に行う 

また、ペアが知り合いの場合、知り合いでない場

合も研究を行った。 

＜結果> 

(１)手持ちのお金が５００円の時 

 
(２)５０００円の時 

 
①知り合い同士           

 

  ②他人同士 

 
 

■出す ５０％ 

■出さない ５０％ 

■出す ３３．３％ 

■出さない ６７．７％ 

■出す ５４．４％ 

■出さない ４５．６％ 

■出す ２７．４％ 

■出さない ７２．６％ 

％ 

9班メンバー 中谷仁美 尾崎杏 小野七海 

深津円花 大西里佳 

 

 

 

 

 

 

＜まとめ＞ 

人によって異なるが、知らない人が相手だと、自分の利益を少しでも確保しようと保守的になる。 
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 絵本から始める英語教育 
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＝研究背景＝ 

私たちが小さいころに絵本を読むことが多かったことから、言語を身に着けるのには絵本が役に立つのではないかと考

え、グローバル化されていく社会の中で 3～5 歳児の英語の初等教育に貢献したいと考えたから。 

＝仮設、研究方法＝ 

・英語の絵本を読み聞かせしてもらうことで、特にリスニングの力が伸びる。 

・色々な絵本を読むことで、ボキャブラリーが増える。 

 

 以上の二点について、インターネットでの情報収集、実際に絵本の作成をすることで研究した。 

＝結果・考察＝ 

＜結果＞ 

○絵本における英語教育に効果はある！！ 

・読み聞かせでは、耳で聞き取り絵を読み取ることでリスニング能力向上の効果が期待される。 

・慣用句表現など、聞いたフレーズをそのまま覚えることができる。 

 子供は聞いた音をまねる能力が高い。フレーズを覚えて、音をまねて活用することで確実に英語力が身につく。 

・頻出単語は、フレーズ同様覚えることができるので、語彙力の向上につながる。 

 

＜考察＞ 

・幼児～思春期の子供は記憶力がいいことが分かった。子供は何事にも興味・関心を持ち、学習意欲が高いからである。 

 →やはり、英語の絵本を作って英語を学習する意欲をもっと向上させることができれば、子供の英語教育にもっと貢献

できるのではないか。 

・仮説で立てた、「リスニング力が上がる」「ボキャブラリーが増える」は間違えていないことが分かったが、研究をして

いく中で、読み聞かせの読み手側が発音・アクセントなどを間違えると子供はそれをまねてしまうのではないか、と

いう新たな疑問もでた。読み手側は、そのようなところにも注意しなければならないと思った。 

・3～5 歳児に人気な日本語の絵本を複数調査して、その全ての共通点を探したところ、人との接し方を学べるような、

温かみのある絵本が人気なことが分かった。これらの本を英語に翻訳すれば、子供の学習意欲・英語力の向上、道徳

的な考え方まで教えることができると考えた。 

 

＝参考文献＝ 

・https://president.jp/articles/-/26141 

・https://style.nikkei.com/article/DGXMZO81189520S4A221C1000000?channel=DF260120166497 

・http://ure.pia.co.jp/articles/-/75496 

 

https://president.jp/articles/-/26141
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO81189520S4A221C1000000?channel=DF260120166497
http://ure.pia.co.jp/articles/-/75496
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マラリアは、蚊によって媒介され、悪寒や熱発作などの症状を引き起こす感染症で、現在、アジア、アフリカを中心に年間二億

人が感染している。そこで、ヨーロッパの人口の三分の一以上を減らすまで流行したペストの流行の原因を、人やものの交流、当

時の病気への間違った認識や対処法にあると考え、そこから現代のマラリア感染拡大への具体的な対処法を探す。 

                              

（１）    ペストの流行の原因を調べる    （２）  マラリアについて調べる。 

（３）    ペスト、マラリアについて調べたことから現代に生かせるような対処法を考える。 

（４）   実行可能か検証する。 

①感染地域からの出国の際の検疫   ②感染地域の人々への公衆衛生の指導    ③蚊の駆除

仮説① アフリカの WTOの加盟国では、WTOの基準に基づく検疫が行われている。また、各国独自の基準を設けているが、感

染症に関する制限は少ない。 

仮説② JICA、UNICEF、WHOなどが指導に当たっているが、都市部と郊外の格差が大きく、水や医師が不足している。 

仮説③ WHOなどによる殺虫剤処理をした蚊帳の配布や、殺虫剤の使用（屋内残留噴霧）が行われている。 

① 検疫はペスト減少に効果があったが、実施が遅かった。→流行前から行い、病原体を国内に入れないことが大切。 

② ペスト初期には、公衆衛生の概念がなく、間違った情報が広まり感染が拡大した。→郊外の公衆衛生の向上と指導が必要。 

③ ネズミが家に入らない工夫をした。→蚊に接触しない工夫が必要。 

（ただし、殺虫剤の種類を定期的に変える必要があるため、経済的に難しい。） 

・流行していない地域でも検疫を行う。     ・水不足の解消、医療体制を整える。 

・殺虫剤に頼らず、物理的対処をとる。     ・資金不足の解消 

  

国立感染症研究所（2012）ペストとは.  

http://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/514-plague.html. 2018 年 4 月 21 日 

厚生労働省検疫所 FORTH www.forth.go.jp  出典 WHO http://www.who.int/mediacentre/factsheets 

国立感染症研究所（2012）ペストとは. http://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/514-plague.html.  

「蚊のはなしー病気との関わり」 一盛和世、今西望 

2002 年版 不公正貿易報告書（資料編.1.WTO 協定の概要） 

http://www.meti.go.jp/policy/trade-policy/wto-agreements/wto-kyouteigaiyou.pdf 2018 年６月 13 日 
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３ 研究手法および仮説 

研究手法 

① 「十六夜日記」「うたたね」「夜の鶴」の全文を品詞分

解する。 

② 助動詞の種類と意味を判別する。 

③ 助動詞の数を数える。 

 
 

仮説 

・「十六夜日記」「うたたね」は日記なので、作者の感情を

表現する助動詞が多い。 

・日記では、経験過去の「き」が伝聞過去の「けり」より

も多く使われている。 

・歌論書である「夜の鶴」はほかの二つとジャンルが違う

ため、使われる助動詞も違う。 

十六夜日記 うたたね 夜の鶴

紀行文日記
自伝小説風

日記
歌論書

５ 結果と考察 

・打消の「ず」と断定の「なり」は共通して多い。 

→他の作者でも「ず」と「なり」はよく使われているた

め阿仏尼の文章の特徴とはいえない可能性が高い。 

・「き」は経験過去なので日記に多いと予想したが、外れた。

→「き」と「けり」は厳密に区別されていない可能性が

ある。 

→私たちが行った助動詞の判別の正確さも完全ではなか

った可能性もある。 

・歌論書である「夜の鶴」は他の 2作品と主に使われる助

動詞の傾向が違った。 

→助動詞の特徴は作者によるものではなく、ジャンルに

よるものかもしれない。 

６ 今後の展望 

今回の研究では、阿仏尼については明らかにならなか

ったが、ジャンルによる特徴は明らかになった。ほか

の作者ではどのようになるのか、調べてみたい。また、

助動詞の判別の正確さを向上させたい。 

７ 参考文献 

十六夜日記本文 http://www.let.osaka_u.ac.jp 

うたたね・夜の鶴本文 http://www2s.biglobe.ne.jp 

次田香澄(1978).「うたたね」.講談社 

森本元子(1979).「十六夜日記・夜の鶴」.講談社 

１ はじめに 

計量分析に興味を持ったが、それが有効どうかを検証した

ものはなかったので、研究の題材とした。 

４ 結果 

ず(打消)

16%

き(過去)

14%

なり(断定)

14%

けり(過去)

8%

ぬ(完了)

6%

その他

42%

十六夜日記

２ 計量分析とは 

文献の特徴を数直化し、統計学的手法を用いて文献の分析

や比較を行い、著者や時代の推定、同一作者の著作内容が

思想と文体との関係の解析などを目的とする。 

 

ず(打消)

20%

ぬ(完了)

14%

なり(断定)

14%けり(過去)

8%

き(過去)

6%

その他

38%

うたたね

り(完了)

14% む(意志)

10%

らし

8%

たり(断定)

8%
たり(存続)

7%

その他

53%

夜の鶴

http://www.let.osaka_u.ac.jp/
http://www2s.biglobe.ne.jp/


Let’s be happy with music!! 

～好まれる曲の特徴～ 
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１．研究の背景 

万人に愛される音楽について調査

し、さらに好まれる音楽の特徴を

つかみたいと思ったから。 

 

２．研究の目的・意義 

    事前調査における筑波大学理工学

社会工学卒論で、好まれる曲には

ある一定の特徴があるとわかった。

そこで、西高生の間で好まれる曲

にも同じような特徴があらわれる

と考えた。 

 

３．仮説 

    好まれる曲には人の心をつかむ何

か共通する特徴がある。様々な条

件の中から、私たちは歌詞に注目

した。その結果をふまえ、あるキ

ーワードが入っている曲に人は心

をつかまれるのではないかと仮説

を立てた。 

 

４．研究の方法・実験内容 

  （１）アンケート調査（西高生文系 3

年対象）。 

（２）実験調査 

（１）をもとに４つ曲を抜粋し、聴き

取り調査として曲を聴いてもらい、

質問に最も当てはまると思った曲

を選択してもらった。 

       

５．結果・データ 

 

６．考察・まとめ 

    仮説のとおり万人に愛される音楽

にはある一定の共通点があるとい

うことがわかった。リズムや曲調

また音楽が配信された時代背景な

どに注目して研究してみたいと思

った。 

７．参考文献 

 筑波大学 理工学社会工学卒論 

 田辺秀雄 音楽之友社 

1，励まされた曲 2，説得力がある曲 

 

3，笑顔になれる曲 

 

4,誰かを連想した曲 

 

 

７６．２ 

３８．１ 

３８．１ 

５７．１ 

・ハナミズキ・花・believe・笑おう 

 



 

人は鼻で食べている！？ 
                                    L１５ 

研究動機 

かき氷のシロップのような例にある香料

によって人の味覚を操作することはでき

るのかという疑問から調査を開始した。 

 

 

 

仮説 

鼻をつまむと味を感じなくなるが、それは香りによって

味を感じていると仮定し、香料によって人の味覚を騙

せられるのか。                                                  

実験１ いろはす実験 
４種類のいろはすを用意し、鼻をつまみ、目を閉じて飲んでもら

い、鼻をつまんだままどの味を飲んだか回答してもらう。 

   
   レモン      みかん      なし      もも    

正解率 45%     50%      65%     60% 

実験２ オレンジ実験 
そのままのオレンジとオレンジエッセンスをかけたオ

レンジを両方食べてもらい、 

どちらをおいしく感じたかをこたえてもらう。                

                                  

結果  ６７％             ３３％                   

結果 

・いろはす実験 

鼻をつまむことで味の違いがほとんど分からなくなったという人が数人いた。 

一方、酸味料が入ってるものとはいってないもので味に少し差があり、違いが分かったという意見もあった。また、

女性の方が正解率が高い傾向があった。 

・オレンジ実験 

エッセンスを加えることで人工的な味になり、そのままの方がおいしいという意見が多かった。 

人によっては味が濃くなったといっていた人もいた。 

まとめ・反省 
・当初の予想通り、においを制限すると味の判別が着きにくくなるという意見が多かった。 

・オレンジ実験では香料を使うことで、本来のオレンジのみずみずしさが消えて駄菓子の味に近づいてしまい、

本来の良さがなくなってしまった。 

・いろはす実験では鼻をつまむという点に関して個人で強さや押さえ方に多少の違いがあり、実験結果に影響し

てしまったことがあった。→ノーズクリップなどを用いるべきだった。 

 

 



 

環境によって変わる男女の考え方 

 

１ はじめに  

買い物を短時間で済ませる男子と自分の趣味に合うも

のをじっくり探す女子といったように、日常のいたると

ころで男女の考え方や行動に差がみられる。このような

男女の差はどうして生まれるのか知りたいと思った。 

２ 仮説  

①脳のつくりが男女で違っているのではないか 

②兄弟構成から差が生まれるのではないか 

３ 方法  

①男女の脳の違いについて書かれている著書を調べ、科学的

な側面からの男女の差を調べる。 

②また、それを根拠にアンケートを作成し 74回生全員を対象

に実施する。 

４ 結果  

①脳のつくりから差が生じるのではないかという仮説 

→脳の構造には男女で違いがある 

 

 

 

男性…脳梁は膨大部が管状になっている 

女性…脳梁は膨大部が球形になっている 

 

 →脳梁が小さいとされる男性は集中力に長けており、空間認

識力が高い。脳梁が大きいとされる女性は細かいところに目が

届き、集中を分散することができる。 

 

 

②兄弟構成から生じるのではないかという仮説 

（１）恋人を作るとしたら、 

最初の相手になりたいか最後の相手になりたいか 

 

（２）画像の男性はどこを見ていますか 

 

 

 

 

 

５ 考察  

 私たちは男女間、または兄弟構成によって差が顕著に現れ

ると考えたが、アンケートの結果あまり差が見られず兄弟構成

による影響はないと考えられる。 

 脳には脳梁と呼ばれる部分がある。しかし、脳梁の大きさによ

って男女の考え方に差が生まれることに関連があるという確固

とした研究結果がいまだに発表されていないことや、アンケート

から兄弟構成が影響していなかったことより、脳梁の大きさが男

女の考え方に差を生んでいると私たちは思う。 

６ 参考文献  

『脳のしくみ』 新井康允 （日本実業出版社） 

『脳神経外科 澤村豊のホームページ』 

(https://plaza.umin.ac.jp/sawamura/anatomys/corpuscallosum/
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16 

脳梁とは・・・ 

頭の中心にあり，

左右の脳（右脳

と左脳）をつなぐ

働きをするもの 

 

 

男             女  

男             女 

・兄弟構成による男女の差はみられない 

・男女の空間認識力に差はみられない 



日本の女性の社会進出 

                                            L17

 

はじめに   メディアで取り上げられていた、日本の女性の社会進出についてのニュースを知って、私たちが働くこ

とになった時に今の日本の女性の社会進出の状況ではいけないと思ったので、このことについて研究した。 

 

仮説       女性自身の社会進出への意識・意欲が低いから女性の就業率も低い。 

 

方法      アンケート調査や文献を調べる 

 

結果      Ｑ あなたは将来働きたいですか               Ａ はい  ７９％（４８/６１）   

いいえ ２１％（１３/６１）   

          豊田西高校に在学する女子高生６１名へのアンケート（無作為抽出） 

         →女性の意識が低いわけではない。  

      日本には女性の社会進出を支援する法律もある。       ex)男女共同参画社会基本法 

 

考察        調査の結果から、日本において 

女性の社会進出が進まない 

一番の理由は、制度の利用率が低いことで

あることがわかった。(女性の 28 年度の育

休取得率は 81.8%,,これは、20 年度から下

がっている) 

         このことから、私たちは制度の利用率を

あげることが日本において女性の 

社会進出を進めるための方法だと考えた。 

そのための具体例を以下にあげる。 

        

制度を利用しやすい職場の雰囲気を 

つくるために、管理職の人や男の人 

こそ積極的に制度を利用するようにする。  

 

参考文献   企業経営に女性の力を  

（愛知県県民生活部男女共同参画推進課） 

        豊田市女性活躍推進計画  

（豊田市 生活活躍部 市民活躍支援課  

とよた男女共同参画センター） 

厚生労働省 平成 28 年度雇用均等基本調査      

                  

 

 

支援策の例：育児休暇、変則時間勤務、 

育児で離職した社員の再雇用など 

80.8

女性の意識

子供が生まれても

働く方がよい

子供ができるまで

は、仕事を持つ方

がよい
結婚するまでは仕

事を持つ方がよい

0

20

40

60

80

100

出産後も働き続ける人が多い企業の

割合

制度化してる支援

策が多い

支援策の利用実績

が多い



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

受験生としていかに効率よく勉強できるかを調べていきたいと思いました。 

だから、よく活用されている勉強法を試してみようと思い課題研究に取り組

みました。今回は勉強法として＜音楽を聴きながら＞＜声に出す＞＜赤シ

ート等で隠して覚える＞の３つを調べていきました。さらに、文系と理系で

も違いが出るのではと思いこれも加えて行いました。 

実験方法 

今回は漢検１級の漢字５０個を５分間で覚えてもらいその５０個のうち２０

個をこちら側が選びそれを解いてもらいました。そして１回目は文系９人理

系９人に普通にやってもらいます。２回目は文理３人ずつの３グループに分

け、はじめに述べた３つの勉強法でやってもらいました。 

結果 

 １回目 音楽 １回目 声 １回目 隠す 

文系 Av １０．３ １２．０ １１．０ １４．３ １２．７ １４．７ 

理系 Av １０．３ １２．７ ８．３ ９．０ １７．０ １４．３ 

全体 Av １０．３ １２．３ ９．７ １１．７ １４．８ １４．５ 

考察・まとめ 

・文系はどの勉強法でも点数の平均は伸びていた。しかし、理系は隠して      

 覚える勉強法だけ落ちてしまった。 

・今回の実験でこのような結果が出ましたが、是非自分で自分に合う勉強  

 法を探求してみてください。 
 

豊田西高校の生徒必見！！ 

 西高生に最も効果のある勉強法教えます！                                  
                                   L１８  
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はじめに 

効果的なメディア広告の種類と傾向について調査する。  

１．研究の背景と目的  

普段、身の回りでよく見かける、何気なく見ているメデ

ィア広告にはどのような特徴があり、どのように人々を

引き付けているのかの仕組みを知りたいと思ったから。

また、人々の印象に残りやすい広告の傾向をつかみ、

より効果的な広告を考えることによって、人々の購買

意欲を高める。そしてその傾向を自分たちが販売する

側の立場についたときに役立てる。  

２．仮説  

インパクトが強いものほど一回見ただけで印象に残りや

すいのではないか。  

３．方法  

①文献調査  

日常生活の中でよく目にする広告にはどのような種類

があるのかを調査し、各種類別に代表的な広告を調

べた。 

②アンケート調査  

豊田西高校の３年生男女の計１６６人にアンケート調

査を実施した。アンケート内容は①の文献調査で調べ

た代表的な広告のキャッチコピーを  

韻・響き・長さ・インパクト・英語表記  

の５項目に分類し、一番印象に残る広告を１つ選択し

てもらった。さらに、有名広告の調査だけでは出演俳

優など、キャッチコピーの特徴以外の影響を受けてしま

う可能性も考えられたので、豊田西高校をテーマに独

自のキャッチコピーを５項目それぞれについて考え、印

象に残るものを１つ選択してもらった。  

４．結果  

アンケート調査結果を各項目別にランキング形式で集

計した。  

〈メディア広告部門〉  

１位  韻        ２位  インパクト    ３位  響き  

〈オリジナルキャッチコピー部門〉  

１位  インパクト   ２位  響き       ３位  長さ  

→インパクトが一番人々の印象に残りやすい。その次に

響きも大きく影響する。  

英語表記は日本語表記ほどの印象を残さない。  

 

 

５．考察  

仮説と同じく、インパクトが人々の印象に残すために一

番重要な要素であることがいえる。予想していたよりも

アンケートを実施した項目間での傾向ははっきりと一

致しているわけではなかった。  

６．研究の問題点および今後の課題  

調査対象の年齢層をもっと広げて調査を実施してみた

いと思う。   

７．参考文献  

宇佐美和歌子、境新一 (2006) 

広告によるマーケティングと消費者心理に関する研究  
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21%
15%

15%

11%

5%
3%2%

（企業編）

下記の選択肢の中で、印象に残る広告は？

【韻】すぐおいしい、すごくおいしい (チキンラーメン）

【インパクト】ファイト一発！ (リポビタンD)

【韻】インテル入ってる (インテル）

【インパクト】100人乗っても大丈夫！ (イナバ物置)

【響き】そうだ、京都へ行こう (JR)

【長さ】一目で義理とわかるチョコ (ブラックサンダー)

【長さ】きれいなお姉さんは好きですか (Panasonic美容家電)

69%

12%

9%

8%2%

（オリジナル編）

以下のキャッチコピーの中で、一番印象

に残るものは？

【インパクト】N高第一主義

【響き】れっつごーえぬこー(N高)！

【長さ】学歴に「N高校」をきざまれた。

【韻】知ってるぞお前の志望校 N高校

【英語】Welcome to T N Highschool



 

◎ 検証１ 
＜仮説＞ 公職選挙法改正により、選挙権を獲得した若

年世代である我々が憲法改正に興味、感心を有していない

のではないか。 

＜実験要項＞ 西校生 80人(男女問わず)に、アンケー

トにて憲法改正についての意識調査を実施した。 

◎ 検証２ 

＜仮説＞ 憲法改正に関しての自分の意見が無い者は、
メディアの報道した内容により、憲法改正の見方が違ってく

るのではないか。 

＜実験要項＞ 豊田市内の高校生 30 人に憲法改正に

ついて分かりやすく解説された記事を読んでもらい、読む前

との印象の推移を調査した。今回、賛成と反対に偏った記

事を二つ用意した。これは、賛成と反対の意見の推移をより

明確に表すためである。これにより高校生自身の意見がメ

ディアによってどのように変化しうるのか調査した。 

 

憲法改正と私達 
                                                     L２０ 

◎ 結果 上記の調査の結果、以下の結果が得られた。 

Q1.憲法改正の是非 

  

Q2.今後憲法改正に関わる自覚はあるか 

 

21%

79%

憲法改正に賛成

憲法改正に反対

54%32%

14%

あると思う ないと思う 興味が無い

◎はじめに  現在、東アジア諸国で武力牽制が横行している現代社会にて、憲法九条は未だに平和を守るものとして神聖
視され、今世紀まで日本国憲法が改正されたことが一度も無いことに疑問を抱き、その根本的な要因を二つの観点から推測し

ようとした。 

 

 
◎前提として 
＜憲法改正＞ 日本国憲法第九条を主とした憲法の改正

のことである。今回は憲法第九条に焦点を当てて検証す

る。 

＜憲法改正のメリット＞ 自衛隊の合憲化による活動範

囲、規模の拡大。 

＜憲法改正のデメリット＞ 日本のナショナリズムを進展さ

せ、戦争を巻き起こす可能性があるから。 

◎ まとめ      〜〜〜今回の二つの検証で得られた結果は以下のように推測できる。〜〜〜 
○   憲法改正の是非について真剣に考えている人が多数を占めているとは言えず、興味や関心がない、よくわからないという

理由で反対している人が目立った。選挙権を持つ責任ある国民としての意識はまだ高校生という若い人々には実感がわか

ないのかもしれない。 

○   意見の偏った記事を読んでもらったが、それによって自身の意見を変える人は予想していたよりも少なく、メディアによって

自分自身の意見が持てなくなることはないようであった。また、記事を読むことで関心が湧いた人が多くいたので、政治に触

れる機会が増えることが重要なのかもしれない。 

 

◎ 結果 上記の調査の結果、以下の結果が得られた。 

Q1.記事を読んだ前後で自分の見解が変化したか 

  

   賛成の記事         反対の記事 

Q2. 記事を読んだ後の自分の見解 
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%

変化した 変化しなかった
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変化した 変化しなかった
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