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いじめを身近に感じてもらうために
１年次１組１班
いじめを身近に
感じてもらうために
1－1
川口愛実 小山涼香
末瀧こはる 塚本瑚々

川口 愛実
小山 涼香
末瀧 こはる 塚本瑚々

背景
私たちは SDGS の 16 番平和と公正をすべての人にというテーマ
について研究しました。現在、いじめが問題視されている中で、
私たちにいじめをなくすことはできないが、いじめに対しての意
識を変えてもらうことで、いじめを減らすことならできると考え
ました。

方法
・いじめについて関心があるかアンケートをとる
・２通りの方法で動画を見てもらう
① 大人数で動画を見てもらう
どう感じたかについてアンケートを取る
② 少人数で動画を見てもらう
・大人数で見たときと、少人数で見た時の感じ方の違いについてアン
ケートを取る

仮説
大人数で動画を見るよりも、少人数で見るほうがいじめを自分事と
して考えられる
結果
この動画を見てもらった後に「動画を大人数で見たとき、自分事と
して考えられたか」というアンケートを取った。とても考えられたと
答えた人は全体の 4 分の 1 ほどで、考えられなかった人も同じくらい
の割合でいることが分かる。このことから大人数で見ると周りに友達
などがいるので動画に集中できず、自分事として考えにくいのだと考
えられる。そこで次のアンケートで「動画を一人で見たほうが自分事
として考えらえると思うか」というアンケートを取った。そう思うと
答えた人の割合が全体の約 8 割となっている。このことから少人数の
時のほうが感情移入しやすく、いじめに関して深く考えられることが
わかる。

提案
講演の形式を生徒が実際に劇などでいじめの加害者と被害者の両方を
演じてみる
いじめの講演を学年ごとなどの大人数で見るのではなく、クラス単位
やグループごとなどの少人数で見る。
文献
・中富公一 (2015) 『自信をもっていじめに NO と言うための本』
日本評論社
・NHK (2020) 『いじめをノックアウト』
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D000517
0601_00000
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工場の臭いの削減
～生産の効率化から産業の発展～
1 年次 1 組 Group2 白幡朝陽 玉谷大河 正金月満 村下弥優
背景・意義
登下校中に、工場から異臭が感じられているから、改善したいと思った。経
済が発展していくためには工場が必要だ。だが、このまま異臭が続くと私たち
の生活に支障をきたす可能性が高い。そこで、身近なもので異臭を防ごうと考
えた。
研究手法
【アンケート方法】
① 1 年 2 組、6 組、2 年 2 組、6 組の生徒全員へアンケートを実施。
問 1．
「登下校中に異臭を感じたことがありますか？」
問 2．
「その異臭はどこでにおいましたか？」
問 3．
「異臭の軽減方法を教えてください。
」

三陽商事(株) の取り組み
1948(昭和23)年
倉敷市でアミノ酸液の製造を開始
1983(昭和58)年

生物酸化廃水処理装置を増設
1999(平成11)年

公害対策装置プラズマ脱臭装置を設置

②実際に実験を実施。
【実験方法】
用具：布マスク、紙マスク、タオル、ガーゼ、香水、ビニール袋
手順：①ビニール袋に香水を入れて、袋内に香水を充満させる。
②布マスク、紙マスク、タオル、ガーゼで口を覆った状態でビニール
袋の口を開けてにおいを嗅ぐ。
③どれだけにおったかを、５段階で表す。
結果・考察
〇アンケート
「登下校中に異臭を感じたことがありますか？」という問いには、
「はい」と
答えた人が８割で自分たちが予想していた結果と同じくらいだった。
「その異臭はどこでにおいましたか？」という問いには、
「工事現場、用水路、
ゴミステーションの前」と回答した人がいた。だが、最も多かったのが自分
たちも異臭の原因の 1 つと考えていた「アミノ酸工場」だった。
「異臭の軽減方法を教えてください。
」という問いには、
「消臭剤、芳香剤、
マスク、息を止める」と回答した人が多数いた。
〇実験
臭いの度合いを 5 段階で表すと、タオル 1 枚とガーゼ 1 枚に、最も臭いを
軽減する効果があると分かった。

結論・課題
この研究から、気軽に異臭・悪臭を軽減する方法として、普段しているマス
クにガーゼやタオルを挟むことが 1 つとして見つかった。
展望
岡山県には工場が多い。よって異臭・悪臭を軽減してより多くの工場を設置す
ることが、産業・経済等の発展に繋がればよいと考える。
参考文献
三陽商事株式会社 http://www.3431.co.jp/（閲覧日：2020.12.8）
グリーンインフラ研究会（2017）
「決定版！グリーンインフラ」日経 BP 版
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地球温暖化とスマホ
１年次１組 Group３

米田 智哉
齋藤 安吾

八田 雅雪
渡邊 大和

背景・意義
なぜこのリサーチクエスチョンにしたかというとネットの記事で
電子メールと二酸化炭素が結構かかわりを持っていることが分かり
今現在騒がれている地球温暖化という現象とつなげると、
面白い研究になると考えたからだ。
文献調査
スマホ等からの電子メールは今日たくさん送信されている。
その送信の過程で二酸化炭素が発生。
その量は現在馬鹿にはできない量になってしまっている…
二酸化炭素排出量は全世界の４％に匹敵。
（これは、民間航空の２％、自動車業界の６％）
先行研究（ラトガーズ大学）を引用

先行研究を引用・考察
• 対象４１４人の大学生
• 難解な言語パズルを解かせ半分解けたら休憩。
休憩の方法…コンピューター、スマホ、チラシ、休憩なし
結果、スマホ使用者は、ほかの休憩者よりも効率19%? ? ?

スマホは使用するたびに
新たな情報が入ってくる。
つまりＬＩＮＥ、Instagram、YouTubeなどは
脳に情報しか入らず、
全く休憩にならない！
引用元：https://jp.sputniknews.com/science/201908256613186/

言いたいこと(自分たちの考え）
①近年スマホによる
二酸化炭素の排出量は増加傾向
↳スマホの使用時間の減少が間接的に
二酸化炭素排出量減少の手助けに。
②スマホの使い方の確変
↳他の生活常識もよい方向へ進んでいく
それにより他のSDGSの発展にも。
③やっぱスマホ使わない人の方が点数出るよ

結論
• 正直にいうと私たちが
二酸化炭素の排出量を食い止められるかと
いうとまぁ、無理です。
だけど、そのようなことが起きているという
現実を知ることは今回のようにできる。
⇒それが必要だと思う。
・今まで話してきたことをどうするかは
人それぞれだし、勉強の仕方も別に強制はしない

今後の展望
地球温暖化はどうしても
個々の力でどうにか
なるものではない…
だからこそこのようなことが
起きていることを覚えてはいてほしい。

多くの人数のある一定の事をしているデータが必要だったので、結果のみ引用。
スマホを使うと休息を与えてくれると思っている人もいるが、
そんなことは全くなく、むしろ使用により多くの情報が入ってしまい、
ただただ時間の無駄となってしまう。
でもどうしても今現在の情勢を考えるに使用を辞めさせるのは無理。
でも誰かがこの発表で、生活状況が変化してくれたら状況は変わるだろうし
他のＳＤＧｓの研究目標達成に貢献は少ないながらもできる。
結論・課題
先程言ったようにどうしても自らの力でどうにかなるほど
地球温暖化は簡単ではない。
でもそのような事実が起きている現状から目を逸らすことが大問題。
先述したことをどう受け止めるかどう 思うかは別に個人の自由。
でもこのような事実を知らない人へどう伝えるか。
それが僕たちの課題でもあると考えた。
展望
今日話したことが誰かの手助けになり
何か興味を持ってくれるきっかけになれば幸いです。
今回は時間の関係上どうしても行動に移すことはできなかったので、
またこのような機会があれば、率先して行動したい。
参考文献 tabikids.jp/2009/10/【旅＊流儀 52】（閲覧日 2021 年 1 月 21 日）
飛行機で移動した際に排出されたco2 https://jp.sputniknews.com/science/201908256613186/
（閲覧日2021年１月20日）

参考文献
tabikids.jp/2009/10/【旅＊流儀52】
飛行機で移動した際に排出されたco2
https://jp.sputniknews.com/science/201908256613186/
https://www.afpbb.com/articles/-/3225635
https://forbesjapan.com/articles/detail/29497
https://smcb.jp/communities/35850

情報技術、実は環境問題の一因 電子メール 1 通の CO2 排出量は？2019 年 5 月 18 日

発信地：パリ

https://www.afpbb.com/articles/-/3225635（閲覧日 2021 年１月２０日）
「休憩時間にスマホ」は逆効果 集中力をそぐとの研究結果 https://forbesjapan.com/articles/detail/29497
（閲覧日 2021 年 1 月 21 日）山本良一（2,007 年）「温暖化地獄」（ダイヤモンド社）
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SEE town
１年次 1 組 Group4

西﨑秀夫 石原海斗 國清圭亮
宗 煌真 小林佳永 岡田美緒

背景・意義
住み続けられる街づくりをテーマに都市部、農村部それぞれのメリットを比
較しそれらを融合することによって、より良い街のイメージを具体的にし、
それらを視覚化することで、SDGｓの⒒番を達成するための提案を行った。
都市部と都市部周辺部および農村部で良好な繋がりを支援することが、将来、
理想的な街づくりにかかわる仕事に就くとき知っておくべきだと思ったため。
研究手法

文献調査、イメージ図作成

結果・考察
Social（社会面）
、Ecological（環境面）
、Economical（経済面）にそれぞれ分
けて調査を行った。
Social では、農村部は人と人とが深く親密な人間関係が、一方、都市部では
多くの人と広くて浅い人間関係が構築されていた。
Ecological では、農村部は豊かな自然環境が広がっており、都市部は充実し
た教育の環境が整っている。
Economical では、農村部は産地直送を生かし安心安全な野菜やお米を購入
でき、またグリーン・ツーリズムなど、第三産業が活発になっている。都市部
では 24 時間営業の店が多いため、生活の利便性が高い。
結論・課題
私たちが住むこの街を塔と見立てて、Social、Ecological、Economical から
できた壁を作り、船と見立て、海を予期せぬ事態（コロナ、災害等）と視覚化
して表すことにした。
私たちはこの例を使ってこの３要素の重要性について明示した。
もし、この壁のどれかが欠けていたとしたらそこから水が入ってきて沈没。
もし、この壁の高さが揃っていなかったらバランスが崩れ沈没。
このことから、私たちはこの３要素を上手く、バランスよく取り入れる必要
があると結論づけた。
これらを踏まえて具体的な街の提案を行い、今後の課題点としては提案した街
をどのように今の私たちの街に取り入れていくのかということに至った。
展望
今回の研究を通して都市部と農村部の環境面・社会面・経済面においてのい
い点を融合し、自分たちにとってより住みやすい街づくりをしていくことが大
切だと感じた。だからこれからは、今回提案した具体的な案をより実現可能な
案にしていけるようによりたくさんの情報を集めて考えを深めていこうと思
った。そして将来的にその地域に住む人全員が、環境面・社会面・経済面に重
きを置いて自分たちの街をよりよくするためのことを考え、どんな人にとって
も住みやすい理想的な街が増えればいいと考える。
参考文献
・
「ごみ問題こうして解決」 岩佐 恵美 合同出版株式会社 2001 年 12/18
・
「持続可能なまちは小さく美しい」笠松和市 佐藤由美 学芸出版社
2008 年 １/8
・
「未来で変える目標」江口絵里ら 一般社団法人 2018 年 Think the Earth 1/8
・
「47 都道府県ランキング」久保哲郎 日東書院本社 2020 年 1/8
・
「社会関係資本研究論集第四号」 嶋根克己 senshu-u.repo.ni.ac.jp 1/8
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あなたがプラスチックごみを減らす番です
１年次１組５班

林田 乃々香 石川 歩
緒方 心春
長尾 真佑

目的
SDGｓ17 の目標の 14.海の豊かさを守ろうについて研究した。
準備
カメがクラゲと間違えてレジ袋を食べて死んだというニュースを見て、こ
れ以上生態系や環境を破壊しないためには何ができるのかということに興
味を持ったので研究した。
考察
まず、海洋ごみについての認知度調査のため、城東高校 34 期生の３クラ
スを対象にアンケートを実施した結果、海洋ゴミ、マイクロプラスチック、
海洋汚染については知っていると答えた人が多かったことから海ごみに対
するある程度の知識は広がっていることが分かった。またレジ袋が有料化し
たことで、プラスチックゴミ（以下プラごみ）に興味を持った人が多いとい
うことが分かった。このことから有料化を通して実際にビニール袋を削減す
ることに貢献することによりプラごみの問題を意識するのではないかと考
えた。
調べていくと、今の私たちには既に存在している海洋ごみを減らすという
のは難しいという結論に至ったので、既存の海洋ごみを減らすのではなく海
洋ごみの中で身近なプラごみを減らすことに焦点を当てた。
そこで学校で販売されているメルヘンパンを購入する時に個人でタッパ
ーを持参しそこにパンを入れ、忘れた人はお金を払って包装してもらうとい
う案を提案した。この提案のメリットは少しずつだが包装プラごみが減る点、
デメリットは販売方法が変わるため面倒である点だ。
結論
結論としてメルヘンパンの包装をタッパーに代用し、プラごみを減らすこと
を提案した。この提案が実現できれば SDG’ｓの目標 14 番の海の豊かさを守ろ
うだけでなく、リデュースの面で 12 番の作る責任使う責任、17 番のパートナ
ーシップで目標を達成しようにも繋がる。
課題
この提案の課題は、食中毒の発生の危険性がある点、包装なしでパンを運ぶ
ことの衛生面の心配、タッパーの大きさで買えるパンの個数が限られる点、さ
らに値段がわかりにくい点、新型コロナウイルスの感染のリスクがある点だ。
参考文献
・https://gooddo.jp/magazine/oceans/marine_pollution/plastic_garbage/4442/
「海洋プラスチックごみの流出量が多い国とその原因は？」
・https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2019/20107
「２０５０年の海は、魚よりもごみが多くなるってホント？」
日本財団ジャーナル編集部執筆
・https://www.hidokeilife.com/m/inochinowa-series/
「いのちの環 No.１０８（３月号）特集｜海がプラスチックで埋まる前に」
・
「目で見る SDGｓ時代の環境問題」さ・え・ら書房
ジェス・フレンチ著 大塚道子訳 浦城寿一発行 ２０２０年出版
・ https://www.irasutoya.com/ か わ い い フ リ ー 素 材 集 い ら す と や
(irasutoya.com)

5

Express your identity by making up
＜令和のメイクのあり方＞
１年次 1 組 Group６ 吉原那実 人見茉奈花 原茉依郁 藤堂真帆

Express your identity by making up
• 一年次1組

Group6

吉原 那実
藤堂 真帆

人見 茉奈花
原 茉依郁

背景・意義
私たちは SDGs の一つである『ジェンダー平等を実現しよう』という目標
において、このような課題を設定し、研究に取り組んできた。
私たちの目的はジェンダーに関する日本人の偏見があることを城東生に知
ってもらうことだ。
研究手法
城東１年次生２クラスと１年団の先生方にそれぞれメイクについてのア
ンケートを行った。またインターネットでメイクについて調べた。

美容男子とは？

美容男子
……美しくなるために、日々努力を重ねてい
る男性のこと。
google(2020/09/25)

男性がメイクすることについてどう思う？
するべき
3％

結果・考察
今の世の中では、主に女性がメイクをしていて、男性はメイクをしない
ことが当たり前になっているように思う。実際問題として、ＳＤＧｓの１
７の目標ではジェンダーが一番達成できていない。しかし最近では、男性
メイク』への意識が高まってきている。また、美容男子という新たな言葉
もできたが、気持ち悪い、する必要はないと非難する人もいる。アンケー
トでは殆どの人が男性メイク、女性メイクに関して個人の自由と回答して
いる。しかしここで、少数の人が女性はメイクをするべき、と回答してい
る。よって、女性はメイクをしなくてはならないという義務感があり、そ
れが社会的風潮になっているようにも感じられる。

自由

97%

生徒用アンケート
するべき

２組・８組

自由

／７５人中

あなたはメイクに興味がありますか？
＜男＞

＜女＞

ない
19%

ある
23%

ない
77%

ある

ある
81%

ある

ない

ない

女性がメイクをすることについてどう思うか

＜男性の意見＞

自由
95％

自由

だめ

j1

あなたは就職したらメイクをしますか？
＜男＞

＜女＞
しない
2%

する
10％

しない
90％

する

しない

する
98%

する

結論・課題
男性メイクについて『男性用化粧品も多く販売されており抵抗を感じに
くくなっているため使用者は増加すると思う』
『目で見てわかるメイクをす
る必要性を感じる男性が増えると思わない』などの意見があった。よって
今後男性メイクに関してはまだ予測ができない状況だ。また,職場での女性
メイクに対しては『特に何とも思わないが、派手な化粧はきになる』
『メイ
クをしていない人よりもメイクをしている人のほうが身だしなみに気を使
える精神的余裕がある印象。メイクをしていない人は余裕がないのかと思
ってしまう。
』という意見があり、メイクの濃さにより意見が異なり女性が
化粧をしていなくても気にならない、していない人を見たことがないとい
う意見もあった。つまり女性がメイクをするのは当たり前という考えがあ
るということができるのではないか。これにより、女性の化粧に対する偏
見もあることがわかった。
展望
ジェンダー問題のメイクにおける解決方法は、なにも男女みんながメイ
クをするようになることだけではない。欧米の国々では、男性だけでなく
女性も自由にメイクをするのかどうかの選択をすることができる。これか
らの日本も、男性はして女性はしないなどのどちらかの固定観念に捕らわ
れるのではなく、自由に好きなように自らについての選択ができるように
なればいいと思う。
参考文献
happymail.co.jp.beauty-boys

しない

イガリシノブ劇団猫 ２０２０ 「化粧劇場わたしたちが本当に
知りたいメイク術」 池田書店
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小さな違いが大きな違い
１年次１組 Group７

西村日菜乃
小倉若奈

田中佑果
西江粋

陶山菜乃花

背景・意義
まず私たちは「世の中の不平等をなくす」というテーマに決めた。そこで、
身の回りにある不平等を考えたところ、城東高校で女子用のスラックスが導入
されたことや、パンテーンなどのＣＭから、LGBT に焦点を当てることにした。
特にトランスジェンダーを含むすべての人が着たい服を着れるということを
目標にした。その中でも私たちの身近な制服について研究した。
研究手法
岡山城東高校１年次４クラス１５３人にアンケートを行った。内容は「スラ
ックス、スカート、ネクタイ、リボンを男女関係なく着用できるようにした方
が良いか」
、男子生徒に「リボン、スカートを着用したいか」
、女子生徒に「ネ
クタイ、スラックスを着用したいか」の４点。前半２つの質問は理由を聞いた
が、後半２つはプライバシー保護のため、理由は聞かなかった。
（仮説）女子生徒はスラックスやネクタイを着用したいと思っている人が多い
が、男子生徒はスカートやリボンを着用したいと思っている人が少ない。理由
としては、女子は私服でもズボンを着用したり、スーツや制服でネクタイをし
たりしているのを大半の人が見たことがあり偏見が少ないと思ったが、男子が
スカートやリボンを着用しているのを見ることが少なく、偏見が多いと思った。
結果・考察
着用できるようにすべきかという質問では、はいが多数を占めた。はいを選
んだ人の主な理由は「選択できた方がそれぞれの希望に寄り添えるから」いい
えを選んだ人の理由は「男子がスカート、リボンは違和感がある」である。ま
た、自分が着用したいかという質問では、男子生徒が大半を占め、女子生徒は
はいといいえがほぼ同じ割合だった。これには「女子がズボンをはいていても
なんとも思わないが、男子がスカートを履いていたらおかしいという意見が多
い」という理由があると考えた。
また、私たちの身近な 30 代から 50 代の男女にインタビューを行った。
今と昔の LGBT に対する理解の変化について聞いた。その人たちが学生の頃
は LGBT という言葉を知らない人も多く、男女の区別がはっきりとしていて、
制服を変えるという考えがなかった。
結論・課題
昔に比べ、最近では徐々に考えが変わってきていて、大半の人が男女関係な
く着用できることを望んでいた。その思いを尊重するべきだと思い、生徒課長
の先生に伺ったところ、制服を変えることは現実的に難しいが不可能ではない
との意見をいただいた。その可能性は私たちが制服を正しく着用することが大
前提である。私たちがルールを守らなければ校則を変えることはできない。だ
から、ジェンダーで困る人が少なくなるように私たちがジェンダーに対する意
識を高めていくことが重要だ。
展望
インタビューやアンケートで現状を知り、男女関係なく制服を着用できるよ
うにしたいとより強く感じた。一人一人が制服を正しく着用し、少しずつでも
意識を変えていくことが大切である。これを通じてトランスジェンダーの人だ
けでなく、LGBT を含むすべての人が自分を自由に表現できるようになれば良
いと思う。
参考文献 なし
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男性の育児休暇への意識改革
１年次 1 組 Group8 別府柊羽 片岡千菜津 佐藤千幸 岡本汐月

男性の育児参加への意識改革
1年次１組 Ｇroup8

岡本汐月 片岡千菜津
佐藤千幸

別府柊羽

男性の家事参加について
～結果～

家事分担の割合
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

料理 女性:76% 男性:24%
洗濯 女性:63% 男性:37%

掃除 女性:61% 男性:39%
育児 女性:77% 男性:23%
料理

洗濯
男性

掃除

育児

女性

リサーチクエスチョン
男性の育児参加と育休取得率について
女性は21年で
約33％増加！！

男女別育休取得率
100

89.7 90.6

90
80
64

70
60

85.6 83.7 87.8 83.6

83

86.6

81.5 81.8 83.2

70.6 72.3

56.4
49.1

50
40
30
20

10

0.12 0.42 0.33 0.56

0.5

1.56 1.23 1.72 1.38 2.63 1.89 2.03

2.65 3.16 5.14

2.3

0

1996 1999 2002 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
女性

男性

2017年では男女の
取得率の差が
約78％も！！！

男性は21年で
約5％しか
増加していない

https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_02.html

男性の育児参加に関するアンケート

背景・意義
今、日本で女性の労働力率グラフにおけるＭ字カーブが問題視されているこ
とを知った。
そこで私たちは男性の育児休暇取得率に着目して研究した。

研究手法
お子様がおられる先生方と、1 組の保護者の方々に対してアンケートを行った。
① 現在のお子様の年齢
② 母親か父親か
③ 自身の職業とパートナーの職業
④ 分担した家事
⑤ 育休の有無
⑥ ⑤で「はい」と答えた人に対し期間
結果・考察
男性の家事参加についての調査で夫婦間における家事分担の割合
料理 女性 76％ 男性 24％
洗濯 女性 63％ 男性 37％
掃除 女性 61％ 男性 39％
育児 女性 77％ 男性 23％
育休取得率
男性 0％ 女性 68.8％
まだ世間には男性の育児休暇についての理解や夫婦で家事を分担するという
考えが広まっていない事が分かった。

私たちはグローバルの研究で男性の育児参加の現状と女性の仕事復帰について
調べています。子供が生まれた当時のことを教えてください。
１. 現在のお子様の年齢を教えてください。
（

）歳

（

）歳

（

）歳

2. あなたは次のうちどれに当てはまりますか。

子育てをした
年代を調べる

母親 ・ 父親
3. あなたの職業とパートナーの職業は何ですか。

（

・

）

4. あなたが分担した家事に丸をつけてください。（複数可）
育児と答えた方はその内容を教えてください。
料理 ・ 洗濯 ・ 掃除 ・ その他（
育児（

家庭での夫婦
の役割分担

）
）

5. あなたは育休を取りましたか。

ズバリ‼
男性の育休取得
の現状は？

また、【はい】と答えた人はどのくらいの期間取りましたか。
はい ・ いいえ

（

）

ご協力ありがとうございました
。１年１組８ 班

育児休暇取得率
～結果～

女性・男性の育児休暇取得率
取得率

平均期間

最長期間

公務員

87.5%

1年7か月

5年

会社員

50%

2年

3年

パート・
バイト

‐

‐

1年7か月

取得率

結論・課題
男女の間で育児休暇取得率や家事参加において大きな差がある。男性の育児
休暇取得率は非常に低く家事は女性がするものだという認識が強い。
私たち自身、家事・育児は女性がするものだという誤った認識をしてしまって
いた。

展望
今の日本の男女間での育児参加への意識の差を改善するため今の現状を広め、
身近なところから変えていこうと思う。

公務員:87.5% 会社員:50%
平均期間
公務員:1年７か月 会社員:2年
最長期間
公務員:5年 会社員:3年

＊男性の育児休暇取得率は0%
(男性約20人が回答)

結論
• 男性と女性の間で育児休暇取得率や家事参加に
おいて、大きな差がある

• 男性の育児休暇取得率は非常に低い
• 家事は女性がするものだという認識が強い

参考文献
・安藤藍 他 10 人（2017）
「少子化社会と妊娠・出産・子育て」北樹出版
・赤池紀子 他 8 人（2014）
「ママの仕事復帰のために」労働調査会
・小磯優子・島中豪・河野文雄（2016）
株式会社 労務行政
「育児・介護休業法，均等法，雇用保険法」
・萩原里沙（2018）
「女性の就業,結婚,出産に関する行動、価値観の国際比較」
株式会社 国際文献社
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_02.html
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プラスチック代替案の改善
１年次１組 Group９ 青山昇平 大石珠子 大森綾香 藤木まなみ 槙野凱一
背景・意義
近年、世界中で人間によって捨てられたプラスチックごみが海洋汚染や地球
温暖化問題につながっている。人類だけでなく、地球上のすべての生物の生命
を脅かすプラスチックごみ問題を改善するために、世の中で既に存在するプラ
スチックの代替品の普及と、より効果的かつ効率よくプラスチック問題を解決
するために、プラスチックの代替案の改善案を提案する。
研究手法
文献調査：岡山城東高校の図書室蔵書やインターネットなど

今あるプラスチックの代替案

改善する

効果と効率を上げる

結果・考察
今となっては人類共通の問題であるプラスチック問題は、世界中で危惧され
ているにも関わらず、なぜ解決に結びつかないのかを知るために、現状の問題
を調査し、またプラスチックがなぜ普及したのかをプラスチックの利点から考
察した。
そして、現在プラスチックの代替品として使用されているものには、原材料
自体がプラスチックであるものまた他の材質であれば代用がきく事がわかっ
た。そこで、より効果的にプラスチックごみ問題を解決することができること
が確認できた。
（例）エコバック＝ポリスチレンが多いので布製に変える。
結論・課題
世の中で出ているプラスチックの代替案には、未だ改善の余地があることが
分かった。しかし、そのためには世の中の一人一人がよりプラスチックの少な
い生活を求め、また改善されてより効果的になった代替品が存在していなくて
はならない。そしてこの二つは、だれにでも今すぐ行動にうつすことが可能で
ある。自分たち自身をふくめ世の中の人が、プラスチック問題にむきあえばこ
の問題は解決する。
展望
日々の生活の中で、プラスチックがどのように使われ、また代替品として何
が使われているのかを、観察していくことでよりよい代替案への発想を膨らま
せていく。また、どのような代替案がつくられているのか文献を調べ、さらに
情報を集め、画期的な代替案を生み出したい。
参考文献
世界と日本のプラスチックゴミの現状＿mymizu
www.mymizu.co › blog-ja › eco-with-kanae-state-of-pl..
ＮＨＫ news web_1 から分かる！プラスチック問題１
www3.nhk.or.jp › ....
シャンタル・プラモント （2019）「プラスチック・フリー生活」 ＮＨＫ出版

9

飢餓をなくすための解決策
＜ゼロハンガーを目指して＞
１年次２組 Group１
生田朝子
田中梨子
１年次２組Group１

生田朝子 太田紫菜 栗原ひなた
田中梨子 三宅ななみ

太田紫菜 栗原ひなた
三宅ななみ

背景・意義
私たちは世界中に飢餓で苦しむ人々が 7 億 9500 万人いることや、特にアフリカの
地域では深刻な問題となっていることを知って高校生の私たちにできることを探
した。この研究を通して多くの人に飢餓のことを知ってもらって
飢餓について考えてもらいたい。

なぜ飢餓問題が起こるのか
⇒食糧不足の主な原因は
災害、紛争、貧困

研究手法

しかし
買った食品を食べきれずに捨ててしまった
り、賞味・消費期限が過ぎてしまったりと
私たちが普段何気なくとっている行動も食
糧不足の原因となっている。

食品ロスの現状

13億トン／年

612万トン／年

1杯／日

（お茶碗）

（国民1人あたり）

〈ＣＯＶＩＤ-１９以前〉

22.4％
2014年

中程度または深刻な
食料不安を抱える
人口の割合

すでに増大

25.9％
2019年

研究手法としては，主に文献調査を行った。
結果・考察
世界では 9 人に一人が栄養不足で苦しんでいるのにもかかわらず日本では一
年間の食品ロスは約 612 万トンにも及ぶことが分かった。また世界では，特に
アフリカでは紛争や気候等の要因が重なり飢餓人口が年々増え続けている。２
０１４年～２０１６年の平均推定で２億３２５０万人にも及んだ。私たちが住
むアジアは世界最大の飢餓人口を持つ地域であり５億人にも及ぶ。

結論・課題
私たちがこの調査から提案することは国連ｗｆｐが行っているレッドカップ
キャンペーンに参加することだ。レッドキャンペーンとは、レッドカップのキ
ャンペンマークがついた商品を買うことで売り上げの一部がその商品の企業
から寄付されて飢餓に苦しむ子供たちの学校給食を支援できる、というものだ。
対象商品は国連 WFP のホームページに掲載されている。

〈ＣＯＶＩＤ-１９の影響〉

展望
私たちができる事は身近にあるはずだ。だから生活の中で食品ロスを減らしたり
キャンペーンに参加したりすることで少しでもゼロハンガーに向けて進んでいき
たい。
参考文献
1 月 7 日閲覧 https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/2010/spe1_01.html 農林水
産省：食品ロスの現状を知る
https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustaina
ble_development/2030agenda/sdgs_report/
SDGS 報告 2020：国連広報センター

解決策
・一人一人が残量をなくす
・世界の現状を知る

1 月 19 日閲覧
https://www.jawfp.org/redcup/
レッドカップキャンペーン：国連 WFP

＜買い物時＞
・家にある食材を事前に調べて必要な分だけ購入する
→冷蔵庫を確認する
・賞味期限が早いものからとる
→賞味期限切れの売れ残りが減る
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高校生ってなんでヘルメットしないの？
１年次 2 組 Group２

高校生って何で
ヘルメットしないの？
１年次２組 Group２

豊田 円太郎
仲野 充哲

松原 巧実
柴田 心梨

背景・意義
中学生はヘルメットをしているのに高校生はなぜしないのかと疑問に思ったか
ら。またグラフからわかるように高校生の自転車事故が一番多いにもかかわら
ずヘルメットをしないのは危険だと思ったから。

豊田 松原 仲野 柴田

研究手法
インターネットでヘルメットの着用に関するアンケートを調べました。今回は
ヘルメットの着用が全国の中でも進んでいる大分県のものを参考にしました。

結果・考察
課題、困ったことは表のようなことがあげられる。共通して言えるのは保管の
簡易さや着用するうえでの快適さといった利便性が求められているというこ
とだ。高校になると中学の時よりも通学距離が長くなる人が多くいるので、こ
ういったことが求められているのだろう。またもう一つ共通して言えるのは人
目や恰好といった周りの目を気にしているということだ。高校生は容姿を気に
するということがうかがえる。ヘルメット着用で困ったことがある人はあまり
いないが、マイナスなイメージを持っているので高校生のヘルメット着用は普
及していないと考えられる。
結論・課題
このグラフからは、生徒.、保護者ともにヘルメット着用の有効性については理
解されていることがわかる。また、今現在全国で自転車保険義務化の動きが広
がっており、岡山県でも令和 3 年 4 月 3 日から「岡山市の自転車の安全で適正
な利用を促進するための条例」として義務化が始まる.保険は自分と相手を守る
ためのものだがヘルメットは自分のことを守るためのものである.この保険義
務化を機にヘルメット着用についてももう一度考えてみてもいいのではない
だろうか
展望
もしデザイン性に長けていて利便性のあるヘルメットがあったとしたらヘル
メット着用の動きも広がるのではないだろうか。高校生にヘルメットのデザイ
ンを考えてもらったりするのはそのためのひとつの手段だと思う。少しずつで
も動きが広がっていけば利便性の高いものが徐々に出てくるだろうし良いほ
うに連鎖していくと考える。
参考文献
大分県 学校安全・安心支援課 令和元年 11 月 5 日時点
県立学校自転車通学生ヘルメット着用に関するアンケート調査結果
pref.iota.jp/uploaded/attachment/2077710.pdf
乗り物ニュース(出典：警察庁 画像：内閣府)
自転車乗用中の年齢別死傷者数(２４歳以下)
trafficnews.jp/photo/94916#photo3
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節水意識と行動力向上
１年次 2 組 3 班
節水意識と
行動力向上

1年次2組 Group3
常久 美咲
清水 頌子
庄 春香
戸川 里野

アンケート結果
みんなの節水方法
・水をこまめに止める
・残ったお風呂の水を
洗濯に使う
城東一年生307人

常久 美咲
庄 春香

清水 頌子
戸川 里野

目的
日本は水資源が豊富のように感じるが、
このままのペースで水を使い続けると、
水不足に陥る可能性が高い。また、世界には水不足に苦しんだり、水不足が原
因で亡くなったりする人がたくさんいる。日本は節水意識が高い人が多いが、
そのうち、本当に水不足について理解し節水している人は少ないと思う。そこ
で、城東高校 1 年次を対象としたアンケートを実施し、私たちの周りの人の
節水意識や節水のために行動している人を調査し、その結果を伝えることで
もっと節水を行動に移す人が増えるのではないかと考えた。

・グレーウォーターを使う
・うがいをする時はコップに
水をためる
・水の勢いを弱くして使う

アンケート結果

内訳は

城東生307人

１位

お風呂

２位

トイレ

３位

炊事

４位

洗濯

５位

その他

答えは！？

節水意識が高い人が多いが
水の使用量を知らない人が多い

準備
城東高校 1 年生にアンケートをとった。(回答者 307 人)
節水への意識について、具体的な節水の取り組みについて、人が一日で使って
いると思う水の量について、家庭での水の使用量について、これらの 4 つに
ついて、アンケートを行った。
考察
アンケート結果から、節水をしていると答えた人は全体の約 8 割を占めてい
る。また、１日にどのくらいの水を使用していると思うかという問いに対し
て、約６割の人が 0～50ℓ と答えている。50ℓは「人間らしい暮らしをするた
めの１日に最低限必要な水の量」だ。しかし、実際、日本の生活用水の平均の
量は 200～300ℓ である。なぜなら、日本人はお風呂で 200ℓの水をつかってい
るからだ。よって、50ℓで生活するのは不可能に近い。2 番目はトイレで 8ℓ×
使用回数の水を使っている。トイレは小で流すと 8ℓ、大で流すと 10ℓ使う。
これだけでも 2ℓの差が生じるので、小で流すことで節水につながる。

節水への
行動力向上

あなたの節水で命が救われる。

結論
城東高校 1 年次は、節水への意識が高いが、自分たちが 1 日にどのくらい
の水を使っているかについては知らない人が多いことが分かった。節水をする
という意識を持つだけではなく、それを行動に移せるようにする必要がある。
課題
節水をしていると思い込んでいる日本人の考えを改める必要がある。
世界には安全な水を飲むことができない人が多くいることを伝え、節水への行
動力を向上させる。そして、世界で水を必要としている人に安全な水を届ける
ことが重要だと思う。

研究手法
城東高校１年次対象のアンケート

参考文献

回答者 ３０７人

参考文献
公益財団法人 日本ユニセフ協会 （平成２９年７月）
https://www.unicef.or.jp/special/17sum/
『生活用水の使用量』 国土交通省 （令和２年１１月１７日）
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk2_0
00014.html#:~:text
令和３年１月２０日 閲覧

公益財団法人 日本ユニセフ協会 (平成２９年７月)
https://www.unicef.or.jp/special/17sum/
『生活用水の使用量』国土交通省 (令和２年１１月１７日)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk2_000014.html#:~:text
令和３年１月２０日 閲覧
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みんなに ENERGY を届けよう
＜ゼロハンガーを目指して＞
１年次２組 Group４
石原聖也 井上晴登 岡田隆之介 加賀大智
背景・意義
世界には、エネルギーが行き届いておらず不便な生活をしいたげられてしまっ
ている人がたくさんいます。私たちは、すべての人にエネルギーをとどけるとい
う目標の７や地球温暖化防止を達成するための解決策について考えました。
研究手法
インターネットと書籍を用いて発電方法などエネルギーについて調べました。

結果・考察
エネルギーをすべての人に届けるには、太陽光発電が効果的です。なぜなら、
水力発電や火力発電のように資源や限りある燃料を必要としないため、環境に
やさしいこと、屋根や未使用の土地にすぐ設置でき、発電所から遠く送電設備
のない遠隔地の良い発電方法になることや、機器のメンテナンスが簡単である
からです。

結論・課題
太陽光発電の設置にかかる費用を募金で集め、設置を促進できるようにする
ことが必要だとわかりました。
展望
太陽光発電は気候条件によって発電量が変わってしまうので、少ない日光で
も光を感知でき発電出来るようなものが必要。
参考文献
元営業マン直伝！太陽光発電メーカー比較サイト
アドレス名：https://solar-generation.net
運営者：saku♂ サイト公開日：２０２０年 6 月２７日
サイト閲覧日：２０２１年１月８日
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ストレスと依存症
１年次２組 Group5

寺澤 真帆
八田 晃志

中村 華
谷 幸祐

背景・意義
近年、ネット・ゲーム依存症が問題となっているが、ストレスが原因ではない
かと考えこの研究を行った。
この研究を行うことで、ネット・ゲーム依存症になる原因が一つでも分かれば
今後ネットが世界中に普及していく際に何か対策を行うことができると考える。
研究手法
インターネット

主なストレスの種類

結果・考察
ストレスは必ず溜まる。そして、ストレスをつくらないことは不可能。よって、
現実（学校・会社）が辛く、ネットなどに逃げてしまい、それが依存症につな
がっている。
ストレッサーには大きく、物理的ストレッサー・科学的ストレッサー・生物的
ストレッサー・心理的ストレッサーの 4 つの種類に分かれている。
物理的ストレッサー➡騒音、寒冷、放射線…
科学的ストレッサー➡酸素、栄養素、薬品…
生物的ストレッサー➡細菌、ウイルス、感染…
心理的ストレッサー➡痛み、拘束…
また、厚生労働省「全国家庭児童調査」では勉強・進路、顔・体型、性格・癖、
友達、学校などのことがストレスの原因として挙げられた。
これらのことから、ストレスを少しでも減らしていくための方法を２つ考えた。
１つ目は周りの環境についてだ。１人１人が少しずつでも周りを気にして生活
することで、周りの変化に気づくことができれば、困っている人の話を聞いた
り、一緒に考えたりすることができるのではないのだろうか。２つ目は人に相
談することができない人は嫌なことやその日あったことなどを紙に書いてみ
るのはどうだろうか。紙に書くことで少しでも心がすっきりすると次の日も頑
張ろうと思えてくるのではないかと考える。ただ、この方法をするのならば誰
にも見られないよう部屋に隠したり、シュレッダーにかけたりする必要がある。
このような対策や解消法が分からずに、ネットやゲームに逃げてしまうのでは
ないかと思う。

結論・課題
ストレスがたまる
↓

↓

周りに相談
できる
↓
解決の可能性

できない
↓
負のループに陥る

展望

ストレスとネット依存について個人の課題ととらえるのではなく、
一人一人が周囲の環境などに問題意識を持つべき

結論・課題
結論としては、ストレスがたまった時周りに相談できる人とそうでない人がい
て、相談できる人には解決の可能性があるができない人の場合は負のループに
陥りその結果としてネット依存症が増えているのではないか。
また、課題としては相談できない原因として周囲の環境が挙げられる。誰でも
相談しやすい環境づくりこそが今この問題を解決するために必要なことでは
ないかと考える。
展望
ストレスとネット依存症について個人の課題ととらえるのではなく、一人一人
が周囲の環境に問題意識を持ち、周りを少しずつでも気にしていくことで一歩
ずつ解決に向け、進んでいくことができるのではないだろうか。

参考文献
・健やか親子２１ http://sukoyaka21.jp
・https://www.mext.go.jp アドバンテージJOURNAL
個と組織の未来基準の元気を創るメディア

参考文献
・http://sukoyaka21.jp 健やか親子 21
・http://www.mext.go.jp アドバンテージ JOURNA 個と組織の未来基準の元気を創るメディア
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日本の所得格差（例：災害大国日本における災害対策への意識改革）
＜世界を見て知る改善政策＞
１年次２組 Group６
小西みのり
河本めい
末澤里奈子
高橋唯
背景・意義
大人になった時、
所得格差のない世界で働き、
生きていきたいと思ったから。
社会人となったときにシステムを変えることができる人間になるため。
地域間、産業間、世代間、男女間で生じる所得の格差である。
研究手法
インターネット
予測を立てる
結果・考察
日本は OECD 加盟 41 か国中ワースト八位の数値。
、正社員として働いている人とそうでない人の間で所得に大きな格差が生じ
ている。
現在、日本では対策として働き方改革や、正規雇用者と非正規雇用者の所得
格差をなくす同一賃金同一労働が行われている。また、政府が生活に必要な最
低限の金額を無条件で支給し、労働者のなかの貧困層である「ワーキングプア」
と呼ばれる人たちを助けるためのベーシックインカムを行うことも検討中、ま
だたくさんの課題が残っている。
ヨーロッパでは結束政策という政策が行われている。
結束政策とは、経済的、社会的に結束し欧州全体として、より調和のとれた持
続可能な発展を遂げることを目的とした政策である。
結束政策ではこのように具体的な 11 のテーマが決められている。
企業支援、研究開発、人材開発などを中心に大きな効果を上げてきた。

結論・課題。
貧困削減目標数値の作成し、具体的な目標の設定を行う
非正規雇用労働者と、正規雇用労働者間の所得格差
非正規労働者の増加は生活保護受給者の割合が増えることにつながり、それは
人口減少や少子高齢化などの問題にもつながる
だから第一に正規社員の減少を抑える必要がある
展望
私たちにできることとしてあげられることは、フェアトレードへの参加。
フェアトレードとは生産者から直接商品を買うこと。積極的にフェアトレー
ドに参加していくことで、低所得国の経済を回すことに貢献でき、世界の所得
格差削減につながっていくと思われる。
しかし、フェアトレードへの参加は、必要なことではあるがあまり現実的では
ない。もっと身近で私たちがすぐに取り組むことができることは、若者が稼ぐ
ということである。学生が勉強し、就職することで、安定した収入を得られる。
そうすれば、税金を払えるようになり、日本の経済を回すことができる。また、
日本の就職率が上がって個々の稼ぎが増えることで、生活支援を必要とする人
が少なくなり、国の支出を減らすことができる。それによって労働者へ一定の
賃金を払うことができるようになり、日本の所得格差を削減できると思う。
参考文献
http:eumag.jp/feature/b0315
駐日欧州連合代表部の公式マガジンより EUMAG
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循環型社会への意識改革
１年次２組 Group７ 木多 乃々華
寺田 恭子
土居 恵実李
森川 ひまり
背景・意義
2020 年の 7 月から始まったレジ袋の有料化によって、１人１人の環境に対す
る意識が高まっているのではないでしょうか。今ある資源を大切に繰り返し
使うことが美しい地球を守り抜くことに繋がります。そこで私たちはゴミの
現状を見直し、今できることを考えてみました。
研究手法
ネットを利用して、ごみの排出や取り組みの現状を調べました。
結果・考察
日本のごみ排出量は約4272 万トンで、
東京ドームのおよそ115 杯分です。
ごみ総排出量は平成 13 年をピークに減少していますが、その量はまだまだ
多いです。また、このままのごみの排出量だと埋め立て地の残りの寿命は約
20 年といわれています。このような問題を解決するためにキットカットの
外袋やスタバのストローが紙製にされるなどの取り組みが行われています。
またプラスチックに代わる製品では海藻由来の包装紙やタピオカの原料の
キャッサバから作られたレジ袋があります。
結論・課題
今ある使い捨て製品やプラスチック製品の代わりとなるものが各国で研
究・開発されています。しかし、私たちの普段使っている製品と新しく開発
されたエコ製品とでは大きな値段の差があります。いくらエコ製品が作り出
されてもそれを「つかう」立場である私たちが買わなければ、
「つくる」立
場である企業は利益がでないため生産を進められません。私たちに必要なの
は、自らエコ製品を選択する勇気なのではないのでしょうか。
「つかう」立
場としてものを大切に使うこと、今あるものを長く使うことが大切です。も
のを「つかう」ことができるのは、私たちの権利でもあり、同時に大切に「つ
かう」義務と責任も伴うのですから。
展望
現在は使い捨て商品よりもエコ商品の方が値段が高く、私たちが簡単に
手に入れることが難しくなっています。しかし私たちのエコ製品の需要が
高まれば企業側も生産を促進していき、エコ商品が増え値段も下がってい
くはずです。よって私たちが環境に関心を持ち、企業側にエコ製品の必要
性を訴えていくことが求められます。高校生の私たちも消費者としての責
任を持ち、製品を購入するとき、使うとき、処分するときに、今までの行動
をするのではなく、一度立ち止まり未来を想像し、持続可能な世界を作れ
ているか、考えてみることが必要です。
参考文献
横浜国際開発合同会社 12 月 18 日
https://ykindev.com/original/casbag/olympus-digital-camera-27/
NEUT 12 月 18 日
https://neutmagazine.com/avani-eco-bag
Bouncy 12 月 18 日
https://news.line.me/articles/oa-bouncynews/894cdf2cf65d
環境省 1 月 17 日
https://www.env.go.jp/press/107932.ht
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ミツバチを守るために
ミツバチを守るために
１年次２組Group8
溝端あおい 國定陽花
中西美緒 冨永明
常藤滉生 松井翼

日本の農業と園芸に深く結びついている
ニホンミツバチの数が減少している
現状を知り、その進行を防ぐため。

１年次 2 組 8 班
溝端 あおい 國定 陽花 中西 美緒
目的
常藤 滉生
冨永 明
松井 翼
私たちがミツバチを守ろうと思った理由は、日本の農業と園芸に深く結びつい
ている二ホンミツバチの数が減少しているのを知ったからです。
「ミツバチの
教科書」という本によると、花粉を媒介する昆虫の世界的な経済価値は推定約
３３兆円で、世界の作物上位 100 種のうち７５％がミツバチをはじめとする花
粉媒介昆虫に依存しています。
準備
私たちは、ミツバチが減少している原因が森林の減少によりハチの生活環境が
減少しているのではないかと思い、それを仮説とおきました。

仮説
森林減少

ミツバチ
減少
農薬の影響

農薬によるミツバチへの影響
生態系の

影響

高い
残効性

ネオニコ
チノイド
系農薬

高い
浸透性

生物多様性全体の喪失
自然

人が手を加えた庭

• 冬に花が咲かない

• 自然環境一年中花を
庭に保つことができる
• 自然環境と比べて温暖

• 温度変化が激しい
夏：暑い 冬：寒い

展望
庭を造る

地球温暖化
の解決
公共の緑地
を増やす

考察
調べてみるとまず森林は減少しておらず、ミツバチが減少した理由はほかにあ
ることがわかりました。一つ目は農薬による被害です。ネオニコチノイド系農
薬は水溶性であり植物が吸収しそれが残ることで被害が広がります。
二つ目の生物多様性全体の喪失については、今現在の自然状況では夏と冬の気
温差が大きく、ミツバチにとっては過ごしにくい環境です。特に植物の少ない
冬にはミツバチは蜜を吸うことがほかの季節に比べてできにくくなっている
のが現状でした。だからミツバチにとって、冬にも植物があり、そして花の蜜
を吸うことができる場所が必要でした。
結論
課題
一つ目の原因である農薬の被害については、農薬の性質が関わっていることが
分かったので実際に制限のかかっているヨーロッパの国のように日本もネオ
ニコチノイド系の農薬の制限をかけ、このような農薬を使用せずに農業をして
いく必要があるとおもいます。二つ目の原因の生物多様性全体の喪失について
は、人の作る庭がミツバチには適した環境であることがわかりました

展望
これらの研究活動からミツバチを守るために、もし庭を造るときに冬にも花が
咲くものや花の蜜や花粉がきちんとあるものを選んでみたりと少しだけでも
ミツバチのことを頭の片隅において生活したらいいのかなと思いました。
また、都市部の公共の緑地にもそのような植物を増やすことによってミツバチ
は過ごしやすくなり、現在問題になっている地球温暖化の解決に一歩近づける
と思います。また、農薬の制限をかけることによって、できるだけ農薬を使わ
なくてもおいしい作物を作る技術が発達し、農業を発展させられるのではない
かと思います。
参考文献
『ミツバチの教科書』 著者 フォーガス・チャドウィック、スティーブ・ オ
ールトン、エマ・サラ・テナント、ビル・フィ
ツモーリス、ジュディー・アール
発行所 株式会社エクスナレッジ
発行日 2017 年 7 月 26 日
農林水産省 2016 年 農薬によるミツバチの危害を防止するための我が国の
取組
ｍaff.go.jp/j/nouyaku/n_mitubati/qanda/html 閲覧日2021 年 1 月19 日
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難民について
１年次２組 Group９

岡本実樹 北村菜帆 荒谷侑那 武政あずさ

背景・意義
SDGs１６について
持続可能な世界を実現するためには世界中の人々が差別されたり暴力を受けたり、災害や紛争
に苦しむことなく安全で安心な生活を送り、同じ立場で公正に話し合い、助け合うことで一緒
に世界平和の実現を取り組む必要がある。

研究手法
Internet➡民の現状と対策を調べた
難民問題に対する学生の意識
Book➡難民の現状

結果・考察
現在、世界では 7,950 万人の故郷を追われた人がいる。
難民 2,600 万人
国内避難民 4,570 万人
このような人たちの 80％は食料不足や栄養不良の深刻な影響を受けた国、地域
に移動を強いられた人。つまり逃げても逃げても生活が苦しいことは変わらないことがわかる。
また、7950 万人の故郷を追われた人の 73％が近隣諸国に移動している。強制移動に直面して
いる 18 歳未満のこどもは難民の 40％を占めている。
日本の政府が現在行っていること
1． 救助隊の派遣などの人の派遣
2． テントや布団などの物資の提供
3． 資金的援助

その他カウンセラーによる心のケア

難民の受け入れに対する日本の政府をどう思うか
現状維持 119 人／234 人

結論・課題
難民問題が発生している国だけでなく、世界中の国が協力しなければ
この事態は変わらない➡国を挙げての支援にもっと力を入れる
日本の難民認定者数は他国と比べて大変低い水準
個人としては募金をすること
今年は新型コロナウイルスの影響で中止になったものも多いが、岡山県でも
お菓子とお茶を楽しみながら難民についての会話をするイベントがあるから
そういうイベントに積極的に参加してみる。

展望
難民の増加を止めるにはどうすればよいのか
→ その国のことについて調べ理解を深め世界全体の問題としてとしてとらえていく。

参考文献
UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) （2019 年）数字で見る難民情勢（2019 年）2021 年 1 月 19 日
https://www.unhcr.org/jp/global_trends_2019 gooddo マガジン 難民に対し、日本が国として行っている
取り組みや支援の内容は？（2020 年 11 月18 日) 2021 年 1 月20 日
https://gooddo.jp/magazine/peace-justice/refugees/japan_refugees/3 内田勝巳 難民に関するグローバル
コンパクト

－ ア ン ケ ー ト か ら 得 ら れ た 難 民 問 題 に 対 す る 学 生 の 意 識 － （ 2020 年 ）

2021 年 1 月19 日 https://core.ac.uk/download/pdf/322554624.pdf 日本ユニセフ協会
みなさまの募金・寄付でできること （2021 年 1 月）2021 年1 月 19 日
https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_support.html
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世界中の人に野菜を届けよう
食品ロスから
発展途上国への食料的平等
1年次３組 Group1
岩瀬 幸之助
矢野 凌太郎

寺尾 祐季
松岡 洸希

小柴 若叶

背景・意義
国間での不平等をなくすために

...

先進国から発展途上国への支援が必要！

１年次 3 組 Group 1 岩瀨 幸之助
小柴 若叶
寺尾 祐季
松岡 洸希
矢野 凌太郎
目的
私たちは、国の不平等をなくすために、先進国から発展途上国への支援、特に、
食料の面での支援ができれば、発展途上国の第三次産業の発展が期待できると
考えた。そこでどのような食料をどのような食糧をどの程度送ることができる
のかを調査した。
準備
1. どのくらいの食料を送ることができるのかを具体的なデータ、数値を用い
て現実的なプランを計画する。
2. 具体的に作ることのできる保存食をラインアップする。

具体的に...
食料、道具などの物での支援
お金などの経済的な支援

ここに着目！

研究手法
現在行われている活
動をインターネット
で調べる

作ることのできる
保存食の種類、量
を考える

具体的なデータを用
いて実現可能な計画
を立てる

結果・考察
食品ロスの
食品別割合

救缶鳥プロジェクトで
パンの缶詰を貰った
子供たち

考察
まず初めに現在でこのような取り組みはあるのかインターネットで調べた。
そこで「救缶鳥プロジェクト」を見つけた。このプロジェクトに準えてどのよ
うな食料を送ることができるのか食品ロスの観点から考えた。
食品ロスの割合が最も高いのは野菜類４８％、次いで果実類１８％だ。
野菜は長期的な保存が難しいため、缶詰にするのがよいと考えた。もしこの食
品ロスの野菜すべてを缶詰にして送ることができたら約 3,458,000 個の缶詰を
送ることができる。これは、野菜の育たない地域に住んでいる人の栄養を十分
に補うことができると予想した。次に現在家庭で発生している食品ロスについ
て、現在では約８０％の家庭で食品ロスが発生している。この量の野菜缶を送
ろうと思えば家庭での食品ロスの削減が不可欠だ。より多くの削減がより多く
の野菜缶の供給につながると考えた。

家庭における
食品ロスの内訳

結論・今後の展望
食品ロスから作った野菜缶の寄付を提案する
メリット
・食料廃棄に関する問題の
解決
・発展途上国の食料面での
貧困問題の解決
・将来的な先進国の経済的
成長が期待できる

課題・問題点
・食品ロスの収集が困難
・輸送費の負担
・長期的な保存が難しい

ご清聴ありがとうございました

結論
外国に向けて食品ロスからつくった野菜缶の供給を提案する。現在の食品ロス
から保存食を作ることによって食品廃棄に関する問題を解決すると同時に、経
済的に貧困な国の経済を食料の面から支援し、そういった国と友好的な関係を
築くことによって日本の経済の促進がさらに期待できる。
課題
食品廃棄の回収の仕方、輸送費の負担、長期の野菜缶の保存が困難である。

参考文献 ・KOKOCARA
・救缶鳥プロジェクト
・消費者庁

参考文献
・KOKOCARA
・救官鳥プロジェクト
https://www.panakimoto.com/products_kyucancho/com
・消費者庁
https://www.caa.go.jp/
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世界一やさしいコンタクトレンズの捨て方
１年次３組 Group 2

世界一やさしい
コンタクトレンズの捨て方

３組2班

後藤

田中

松田

森岡

吉野

研究手法
アンケート:6クラスに実施

GLOBALⅠ コンタクトレンズについてのアンケート
このアンケートは GLOBALⅠの取り組みの一環として実施しています。

 どんな種類のコンタクトレンズを使っているか

私たちは、SDGs の目標の１つである「海の豊かさを守ろう」の研究を行っており、
海洋汚染の原因となっているコンタクトレンズの捨て方について実態を調査しています。
アンケートへのご協力をお願いします。

 （使っている人は）どこに捨てているか

① コンタクトレンズを使用していますか。
「はい」と答えた人は当てはまるもの全てに〇をつけてください。
１：はい

・1DAY

・2WEEK

・1MONTH

ここ重要

・ハード

２：いいえ

・ソフト

② （①で「１：はい」と答えた人）コンタクトレンズをどのように捨てていますか。
１：いつもごみ箱に

２：時々ゴミ箱以外に

捨てている

 コンタクトレンズの使い捨てケースを学校の

３：いつもゴミ箱以外に

捨てている

捨てている

田中 温人
吉野 仁胡

森岡 実乃梨
後藤 愛実

松田 日菜

背景・意義
アメリカのアリゾナ大学の研究チームの調査によると、アメリカでコンタクト
レンズを流しに捨てている人が 15～20％いることが分かっていてそれが、海
洋汚染につながっていると知って城東高校ではどのように捨てているか調査し
正しい捨て方をしてもらうため。
研究手法
合計 6 クラスにコンタクトレンズをどこに捨てているか、使い捨てケースを回
収ボックスに入れているか、コンタクトレンズの捨て方が海洋汚染につながっ
ているかの意識調査を行った。

③ （④で「２：時々ゴミ箱以外にすてている」
「３：いつもゴミ箱以外に捨てている」と
答えた人）ゴミ箱以外にどこに捨てていますか。

回収BOXに入れているか

 （入れていない人の）入れていない理由

④ （①で「１：はい」と答えた人）
コンタクトレンズの使い捨てケースを学校の回収ＢＯＸに入れていますか。
１：いつも入れている

改善場所

２：時々入れている

３：入れていない

⑤ （④で２または３と答えた人）どうして入れていないのですか？

⑥ コンタクトレンズの捨て方が海洋汚染につながっていることを知っていますか？

 今回の問題を認識しているか、否か

はい

いいえ

アンケートはこれで終わりです。ご回答ありがとうございました。

コンタクトレンズ捨てる場所

結果・考察
学校の回収ボックスに
捨てている割合
いつも

時々

入れていない

ゴミ箱

時々ゴミ箱

コンタクトレンズの使用率は４３％
その内、９７％の人は正しい捨て
方をしている。

ゴミ箱以外
2%

1%

97%

4% 6%

しかし
・回収BOXの利用はあまりされていない
90%

・今回取り上げた問題はあまり認知されていない

コンタクトが及ぼす

良くないね！

海洋汚染の認知度
はい

いいえ
3%

無回答

学校の回収BOXが利用されていない主な理由は

16%

・知らなかった
・持ってくるのが面倒、忘れる
81%

結論・課題
 コンタクトレンズの正しい捨て方をしている人もいるが……
 未だにゴミ箱に捨てていない人もいる
 リサイクルにまで考えが及んでいない人が大多数
 「海洋問題に繋がっている」という認識が少ない

コンタクトを使っていない人も！

そこで、それぞれに合ったコンタクトレンズに
ついてのチャート診断を作りました。

結果・考察
まず、コンタクト使用率が４３％だということに驚いた。地球規模ではないが、
コンタクトレンズの捨て方次第で環境を害してしまうかもしれないと思った。
しかし、今回のアンケートで回収 BOX にいつも入れている人がたったの 4％
デ 90％の人が入れていないと回答した。挙げられた理由は回収BOX のことを
知らなかった、持ってくるのが面倒という意見があった。
また、コンタクトレンズが海洋汚染につながっていることへの認知度も 16％と
低く、意識調査をして海洋汚染につながることがわかってもらえてやりがいを
感じた。
結論・課題
私たち 2 班は結論・課題としてコンタクトレンズの捨て方を間違えている人は
少ないですが、ケースの捨て方に目を向けられていない人が大半だということ
がわかった。ケースをリサイクルすることは、CO2 の排出量の削減と、視力を
回復したい人の費用につながります。また、全員に共通して海洋汚染について
の理解が乏しく海洋汚染が重大な問題であると認識していない人が多いこと
がわかった。そして、この研究のまとめとしてコンタクトレンズの捨て方診断
チャートを作り、二目で自分の意識をチェックできるようにした。

コンタクトレンズを使っていますか
はい

いいえ

レンズをごみ箱に
捨てていますか
はい

海洋汚染につながること
を知っていましたか

いいえ

はい

いいえ

C

D

E

コンタクトを使っている人は、どのように捨てているのか、これからどう捨て
るべきか確認してもらうことができ、使っていない人でも身近なものが海洋汚
染につながっていることを認識してもらうことができた。

ケースを回収ボックス
に入れていますか
はい

いいえ

A

B

A

もう君は完璧！！！ほかの問題も調べてみよう！

B

ごみをリサイクルして環境保全に貢献しよう！！！

C

きちんとゴミ箱に捨てましょう！

D

ほかにも身の回りの環境問題について調べてみよう！

E

コンタクトが海洋汚染につながっていることを覚えておこう！

課題としては、もっと簡単に使い捨てケースを回収ボックスに入れてもらうた
めにどんな対策をするべきか考えたほうがいいと思った。
展望
コンタクトレンズの回収ボックスを活用するためにどういった工夫ができる
かをもっと深める。

参考文献
getnavi..jp
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より多くの人を救うために
１年次３組 Group３ 難波萌夏 佐藤恵里奈 國司田仁瑚 渡辺真子
藤原梨々子
背景・意義
お金に余裕がある人が募金をして、お金がなく栄養不足、医療不足で死んで
しまう人を助けることのできる世界を目指し研究する。貧困で困っている人を
助けるためにできる一番身近にできることが募金であるが、まだまだ募金への
意識が低いように感じた。そこで、すべての人々の健康、命を救うために多く
の募金を集めるにはどうするべきかを考える。

研究手法
現在の高校生の募金への関心を調査するため 1 年１，２，３，４組へアンケー
トを実施。インターネットで募金の現状を調べる。
結果・考察
アンケート結果から、募金をしたことのある人は７割以上いるのに対して、募
金活動をしたことのある人は２割にも満たないことが分かった。また、
「世界の
子供たちの死因一位は何だと思うか」という問いに関しては回答にばらつきが
あり広くは知られていないのだということが分かった。アンケートの結果より
募金をする理由として「お釣りの処理が面倒だから」と答える人が多いことが
分かった。このことからほかの用事でお金を使う場面に募金箱があれば、募金
しやすくなり募金をする人も増えるのではないかと考えた。そこで城東生が校
内で主にお金を使う自動販売機とパン販売の場所に募金箱を設置すればよい
と考えた。さらに、ただ募金箱を置くのではなく、箱自体にも工夫(音が鳴る、
デザインを工夫する等)し、入れたくなるような募金箱を作れば多くの人が募金
をしてくれるようになるのではないだろうか。また、
「かわいそうだと思ったか
ら」という理由も多かったことから、より多くの人に現状を知ってもらえれば、
募金をする人が増え、募金額も増えるのではないかと考える。
結論・課題
募金をした人の多くは「お釣りの処理が面倒だったから」と回答している。
そのため、お金を使う場所に募金箱を設置すればより多くの人に入れてもらえ
る可能性がある。
「かわいそうだと思ったから」という回答から募金額を増やす
ためには現状をよく知ってもらうことが大切であると考えられる。課題として
は、募金箱を設置することにも費用がかかること、誰が、いつ募金を回収する
かということが挙がった。
展望
今回の研究により、高校生の多くは募金が何に使われているのかを詳しくは知
らないのではないかということが分かった。よって、情報をより多くの人に伝
えるためにメディアの力を活用して、募金の利用目的や実績を周知させること
が募金を増やす第一歩であると考える。自分たちが災害にあったときに救って
くれた募金に対して、少しでも関心を持ち、募金や募金活動をする人が増える
ことを願う。
参考文献
岡山城東高等学校１年１組・２組・３組・４組のアンケート結果
日本ユニセフ協会
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城東の英語は好きですか
１年次３組 Group４ 木谷 優花
児山 裕大
友保 優歩
野崎 凛
古谷 友里恵
背景・意義
英語の需要が高まる現在、私たちは、本当に「質の高い教育」のもと「世
界に通用する」英語を学べているのだろうか。世界には、義務教育さえ受けら
れない子供たちがいると認識しているが、あえて、私たちは城東の英語教育に
スポットを当てた。身近な内容について主体的に知り、考えることで日々の学
びに対する意欲も増すと思ったからだ。
研究手法
一年一組、六組、八組、二年三組、八組、一年次英語科の先生方へのアンケ
ート。メラニーさんへのインタビュー。
文献調査。

〇日本・城東の英語教育〇
・「EFエデュケーションファースト」 日本
・アンケート

8%

５３位／100

「何のために英語を学ぶか」

6%
城東での
英語学習の意義

8%

＝大学入試

71%

大学

大学入試

結果・考察
城東では大学入試を見据えた正確さが求められる英語が学ばれている。世界
と比べて文法や単語を重視することが多い一方で話す活動はあまり行われて
いない。量、質ともに満足なものではない。生徒も暗記にとどまらず英語を使
う機会を増やしてほしいと感じているようだった。文部科学省も話すこと書く
ことの能力が十分でないことを課題に挙げており共通テストはセンター試験
以上にこれらを重視した内容であった。

ビジネス

外国人との会話

海外生活

〇理想の英語教育とは〇
学習意義

学習意欲
英語を積極的に
使う参加型

質の高い教育

世界とつながるための 大学受験、将来に
向けた「使える」
ツール「英語」
英語力を育てていく

今以上に話すことに
重点を置いた授業

② retelling relay（リテリングリレー）
まずはＡさん！

あるところにおじいさんと
おばあさんがいました

次はＢさん！

桃から桃太郎が生まれ、
たくましく育ちました

B

桃太郎は鬼退治へ行きました

C

じゃあＣさん！

そしてＤさん！

最後にEさん！

A

犬、サル、キジに
きび団子を渡し、鬼ヶ島へ

D

みごと鬼を倒し、宝をGET!!!

E

結論・課題
英語を話すための授業を二つ提案する。一つ目は chatting time。指示された
トピックについてフリートークを行う。制限時間やトピックの難易度を変化さ
せることで三年間を通して行うことができる。英語を使って話をつなげる経験
を積むための活動だ。二つ目は retelling relay。現在コミュニケーション英語
A で行われている retelling を発展させたものだ。発表者が一人一文ずつ
retelling を発表する。様々な活動を取り入れ、英語を使う機会、話す機会を増
やすことが質が高い授業に繋がると考える。
展望
グローバル化が進む世界で生きていくためには、世界とつながるための「ツー
ル」として、英語を使える人材にならなければならない。今回の研究を通して
英語を学ぶことの意義や重要性を感じ、英語を話すことの楽しさを改めて知っ
た。教育機関によって英語教育がよりよいものになることを願うと同時に城東
での授業を始め新たな心構えで英語教育を受けていきたい。
参考文献
・英語 4 技能・探求学習推進協会
・文科省ホームページ
・英語教育実施状況調査
・https:gendai.ismedia.jp
・第 1 期海外調査事業研究報告書
・
「英検」研究助成調査部門教育関係調査
・朝日新聞英語能力指数ランキング
・行内アンケート
・メラニーさんへのインタビュー
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残業をできるだけ減らし、効率のいい仕事に
１年次 3 組 Group５ 山下 晃弥 菊池 夏史 木村 耶真人 森末 一史
残業をできるだけ減らし効率の良い仕事に

１年次3組 Group5

・菊池 夏史
・森末 一史

・木村 耶真人
・山下 晃弥

背景・意義
僕たちのこの先にある未来を幸せなものにしたいと思い、まず仕事について
考えたところ、ワークライフバランスの両立にたどり着いた。ところが、現在
仕事とともに毎日を送り、日々を過ごす人には、趣味や家庭などに割くことの
できる時間の余裕は見られない。僕たちは、理想の生活を送るために、そうい
った時間を奪う原因の一つである、
「残業」を減らす方法を考えた。
研究手法
まず、現代社会においての残業と、サービス残業の実態について調査した。
その後、実態をもとに改善案を考えだし、グループ内で実践して、改善点や効
果などについて調べた。
実態・考察
現代社会において、残業には、
「時間がない」
、
「ノルマがきつい」
、
「残業代の
未払い」などの問題点とか、
「上司の圧力」や、そういう「雰囲気」などの原因
がある。このようなものがある企業の例としては、運輸業や、建設業などが挙
げられる。それらのホームページを見てみたが、特にこれといった結果が伴っ
ておらず、体裁のいい言葉ばかりであった。
このような実態から、断る雰囲気づくりや、意見を共有するために、
「コミュ
ニケーションの活発化を図る」こと、仕事の得意不得意や、どうしても時間の
取れない人もいるということから、チームを作り、その中で「協力や助け合い」
、
「仕事の進度・時間の共有」をするなどの結論に至った。
提案・実践
そこで、僕たちが推奨したいのが、
「四人組制度」である。
内容としては、１つの作品・資料をチーム・グループ全員でつくるというもの
だ。この仕組みを利用して作業をする中で、意見、情報、の交換を活発に行う
ことで、ミスを減らしたり、それに対処したりすることができ、我々が見込む
効果の増幅が十分に狙える。
効果として挙げられるのが、グループ全体で次の作業工程に移れる点である。
その他にも、良い作用を望めることがわかった。
また、この仕組みの使い方や、効果や改善点などを明確にしておくために、
実際に行ってみた。具体的には、作業時間、進度の確認、電話での会議などを
行った。
まとめ
この仕組みを利用することで、効率を上げたり、共通理解をもって作業した
りすることができた。ただ、それぞれの作業時間や負担を等分することが難し
かった。
僕たちは、理想の未来をつくり、充実させるために、
「4 人組制度」を考えた。
足を踏み外さないためには、確かにブラックでない企業に就職することも重要
だが、こうやって新しい仕組みを作ることで、解決できる問題もたくさんある
ことに気づくことができた。将来仕事に就いたとき、今回のように理想を目指
して仕組みからよりよくしていくことはかなり重要なことであると思ったし、
そうして成果を挙げることや、出世、ひいては企業の発展につなげていくべき
だということを、大切にしていきたい。
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情報から生まれる偏見
曽根1

1-3 6班 綾野七穂、石本ひな、大森琢幹、侍留遼太郎

 レストランや近隣のコンビニでアジア圏など、

海外の方が働いているということに対してなど
昔あった偏見で今はないものがあったり
逆に所謂コロナ差別というものをはじめとした
新しく生まれた偏見などはどういうメカニズム
で無くなったのか、どうやって形成されたのか
 上記のそれぞれに共通点はあるのか

ということに興味をもった。

曽根5

 インターネットで過去の事例の探索
 探索から得られた情報から

偏見が生まれるまでの過程の考察
 話し合いによってそれぞれの考察、

 及び探索結果の交換。
 班の一つの意見としてまとめる

曽根6

 偏見が生まれる原因は得る情報の粗悪さではないのだろうか
 印象に残る商業的に価値のある情報のみの報道
 改竄など、報道の発信者にとって都合の悪い情報の切り取り

１年次３組 Group6 綾野 七穂 石本 ひな 大森 琢幹 侍留 遼太郎
背景・意義
レストランや近隣のコンビニでアジア圏など、海外の方が働いているという
ことに対してなど、昔あった偏見で今はないものがあったり、逆に所謂コロナ
差別というものをはじめとした新しく生まれた偏見などはどういうメカニズ
ムで無くなったのか、どうやって形成されたのか上記のそれぞれに共通点はあ
るのかということに興味をもった。
研究手法
まず、インターネットで過去の事例の探索。探索から得られた情報から偏見
が生まれるまでの過程の考察、話し合いによってそれぞれの考察、及び、探索
結果の交換を行った。
結果・考察
人々の印象に残る偏見が生まれる原因は得る情報の粗悪さであろう。発信す
る側からの原因は他にも、商業的に価値のある情報を強調した報道や、改竄
など、報道の発信者にとって都合の悪い情報の切り取り。それとは逆に都合
の良い情報の発信。それのみを受け取ったグループ、集団内での偏見の形成
と継承の中で情報は切り取られ、その上で主観などが情報として追加される
こと。放送自粛・禁止用語の形成と同様にマスメディアに対して圧力をかけ
る団体などが存在すること。以上が情報から偏見が生まれる大きな要因であ
ろうと結論づけた。
結論・課題
情報や見解が発信、共有されることで多人数が持つ偏見となる。情報が集団
内で継承、過激化されることでより多くの人に発信される。情報が真実のみ
であると認識して得る人が未だに多いこと。発信する側も真実でない、自ら
の利益などのなどのために発信を続けている。つまり偏見は、粗悪な情報が
生み出すのである。

 上記の逆に都合の良い情報のみの発信
 グループ、集団内での偏見の形成と継承

 他人とのやり取りの中で情報は切り取られて、

その上で主観などが情報として追加されるから
 放送自粛・禁止用語の形成と同様にマスメディアに対して

圧力をかける団体などが存在するから

曽根7

 前述のように粗悪な情報が誤った見解などを生み出す。
 上記のような情報や見解が発信、共有されることで

多人数が持つ偏見となる。

 上記でできた偏見はその集団内で継承、

過激化されることでより多くの人に発信される。

 情報が真実のみであると認識して得る人が未だ多いこと。
 そもそも発信する側も真実でない、自らの利益などのな

どのために発信を続ける

展望
情報を受け取る際、それが恣意的に切り取られた情報であると
思考の片隅におきながら、自らの意見に取り入れること。
一つの報道の系列ではなく複数の系列から情報を得る、
なるべく多くの場面で自分の意見をはっきりさせておく、
常に、どこかに違和感を感じながら情報を受け取ってみる。
これらを意識すれば、根拠のない偏見は減少するのではないか
参考文献
https://news.yahoo.co.jp/byline/hantonghyon/201509200049724
外国人への偏見を助長しかねない「○○人」連呼の犯罪報道―熊谷 6 人殺害事件―韓東賢
https://diamond.jp/articles/-/236219
「偏見や差別」はなぜ生まれる、社会心理学の観点から読み解く 福田晃広 2020.5.8 5:10

https://www.todaishimbun.org/deflection_coverage20171029/
「偏向報道」 実態と原因 ネット普及で問われるメディアの在り方 |


情報を受け取る際、それが恣意的に切り取られた情報
であると思考の片隅におきながら、自らの意見に取り入れる



一つの報道の系列ではなく複数の系列から情報を得る



なるべく多くの場面で自分の意見をはっきりさせておく。



常に、どこかに違和感を感じながら情報を受け取ってみる。



以上を意識すれば根拠のない偏見は減少するのではないか

東大新聞オンライン (todaishimbun.org)

https://scholar.google.co.jp/scholar?q=C%9A%E8%A9%B1&hl=ja&as_sdt=
0&as_vis=1&=scholart#d=gzRtB
日常会話における差別の (再) 生産について―ヘイトスピーチ (差別的談話) をミクロレベ
ルで考える― 大塚生子
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Let’s think!~モノを買う・捨てる時の基準～
１年次３組 Group７ 片岡 綾菜 日比野 奏 青山 幸代
植田 珠生 鈴木 和
山本 琉琳
背景・意義
私たちが普段行っている、モノを購入・廃棄するという行為について、SDGs
の目標の一つ「つくる責任・つかう責任」の視点から、私たちの身近な所から
実行できる案を考えたいと思い、リサーチクエスチョン「モノを買う時、捨て
る時の基準になるものは何か」を設定し、研究を行った。
研究手法
城東高校の生徒に、学類学年別で計 12 クラスに紙でのアンケートを実施。
結果・考察
アンケートの結果、全体的に、モノを買う時の基準としては、値段・好みが
多く、モノを捨てる時の基準としては、衣類が汚れ・縮み、日用品が汚れ・破
損、食品が賞味期限・味 が多いことが分かった。
また、お店に行った時、事前に買うと決めておいたモノのコーナーに一番に
向かいますか？という質問に対しては、男子がはい 67％、いいえ 33％、女子
がはい 53％、いいえ 47％という結果になった。
衝動買いや、直ぐにモノを捨てる事を減らす為にはどうしたら良いですか？
という質問に対しては、全体の共通意見として「お金をあまり持ち歩かない」
「よく考え事前にメモやリストを作る」
「再利用する」
「心を強く持ち、冷静に
なる」というものが挙げられた。
また、各学年・学類の特徴的な意見として、1 年生は「代用品がないか探す」
「他の店と比較する」
「客観的視点を持つ」
「あれだけ考えたし精神で直ぐに捨
てない」2 年生は、人文社会学類で「企業が捨てさせない努力をするべき」理
数学類で「ゴミ箱を捨てる」国際教養学類で「口コミの活用」音楽学類で「買
う時にどうなったら捨てるかを考える」3 年生は、人文社会学類で「キャッシ
ュレスをしない」理数学類で「買ったモノの値段を覚える」国際教養学類で「身
の回りを綺麗にする」音楽学類で「個人の価値観意識を変える」などが挙げら
れた。
結論・課題
全体的に、モノを買う時の基準にならない事柄が、モノを捨てる時の基準に
なりやすいという傾向があると分かった。
また、頭の中では、モノを買う時はよく考えたり、メモやリストに書いてあ
るモノだけを買うほうが良いと分かっている人が多いが、実際には、本来買う
べきモノとは関係のないお店に寄り道をしてしまう人も全体の半数近くいる。
それが、衝動買いや、結果として無駄になってしまうようなモノを買ったり、
直ぐにモノを捨てる事にも繋がるのではないかと考えた。
展望
モノを買う時、捨てる時の基準として、好みや飽きなどの自分の感性も大切
だが、そのような事柄だけに囚われるのではなく、将来の事も考えて行動する
べきだと思う。
そこで私たちは、モノを長く使う為に、生活の知恵を身につけていくことを
提案する。現在は、インターネット等で直ぐに調べることが可能だ。汚れたか
ら、古いから、と直ぐに捨てるのではなく、修復したり、再利用したり、と考
え方を少し変えるだけで無駄はなくなるはずである。また、
「衝動買いをしない」
と大きく意識を変えるのは大変だが、
「モノの扱い方」について意識を変えてい
くことも可能ではないだろうか。
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Don’t wanna be lonely in Okayama
１年次3 組 Group8 石原彩 大塚麻央 杉井里穂 藤井里美奈 本間瞳 馬渕香帆
背景・意義
-先進国で豊かと言われている日本にも格差はあり、その象徴となるものにホー
ムレス街がある。そこで私たちは身近な岡山に焦点を当て、ホームレスに対す
る意識調査を行い、また実際にホームレスに支援を行っている団体にインタビ
ューした上で、従来の支援の仕方ではなく高校生である私たちだからこそ発想
できる支援を考えた。
研究手法
1 年次、2 年次全員へ Classi アンケートを実施。
ホームレス支援センター「きずな」へのインタビューを実施。
結果・考察
ホームレスの方々の社会復帰を手助けする提案
① Let’s painting
岡山駅周辺や表町商店街近辺の落書きを消し、地域を明るく清潔感の
ある場所に変えるものだ。アンケートではホームレスに対する印象は、
マイナスなものがほとんどであった。しかし、実際の印象とは異なる
ため、イメージアップに繋げるべくこの提案を考えた。
具体的な方法として材料費はクラウドファンディング（寄付型）で集め、
ペンキは廃棄ペンキを使用する。
② Market project
これはホームレスを支援している団体を経済面で援助するものだ。
販売するものはたこ焼きや焼きそばなどの多くの人が好きなものだ。
岡山のホームレスは身なりが整っているため、たくさんの人に購入して
もらえ、十分な売り上げが見込める。
結論・課題
上で述べた 2 つの提案は、共に現実的であった。私たちの力だけでは実行
出来ないが、もし実行することができればホームレス街は明るくなり、注目
度が上がるだろう。
そうすると、知名度も上がり、資金が回るのでホームレスの方が安定した
暮らしを営むことができる。また印象が良くなることでホームレスの方に
対する偏見や差別がなくなり、地域で孤立することがなくなるため、社会
復帰を実現することができる。
展望
私たちが実現したいホームレス支援とはホームレスの方が自立して生活でき
るようになることではなく、地域社会の中で孤立しないようになることだ。
周囲の人間に助けを求めることができなかったためにホームレスになってし
まう。だからこそイメージの向上や支援を充実させることが重要だ。
これらのプロジェクトで支援ができたらいいと思う。
参考文献
NPO 法人岡山・ホームレス支援きずな 河本さん
Classi アンケート(１，2 年次対象)
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フェアトレードによって飢餓は軽減されるのか。
１年次４組 Group１

石原優希 岡部穂菜美 小山美優 服部倖奈
藤本彩矢 横田すみれ

背景・意義
現在、約８億人の人々が飢餓に苦しんでいる。その一方で食品ロスが大量に
発生していることが問題視されているが本当に飢餓と食品ロスはつながりが
あるのかを疑い、実際には関連が少ないのではないかという仮説を立てた。そ
の上で飢餓とフェアトレードを関連させる方法を考えてみた。
研究手法
参考文献を読みフェアトレードについての実態を調査。
飢餓と食品ロスを関連させて述べているホームページやブログを閲覧する。
一般的なフェアトレード商品と安価なものの価格の比較。
結果・考察
食品ロスを減らすため供給量を減らすとするとそれでは企業の直接的な損失
に繋がると分かった。そこで企業の利益を減らさず食品ロスを減らし飢餓で苦
しむ人を助けることはできないか考えた。その結果フェアトレードの仕組み
を利用するという方法を提案した。
現在、
生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され、
環境が破壊されたり、
生産する人の健康に害を及ぼしたりといった事態が起こっている。
なので、適切な値段で取引→収入や技術を得る→安定した収入→生活環境の向
上→品質の向上によってより良いフェアトレードを行い、飢餓を軽減する必要
がある。

フェアトレードの商品は身近なところにたくさんある。食品ロスを減らすだけ
では飢餓を軽減させることはできない。そこで私たちが提案するのは①まず食
品ロス量を想定して供給量を減らす②商品の値段を正当な価格＋損失分値上げ
する③その結果企業は損失を生まずに飢餓地域は経済的に発展する④結果飢餓
を改善すると同時に食品ロスの量は減る。

結論・課題
結論として、食品ロスを減らすだけでは飢餓を軽減する効果が十分ではな
い。なので、私たちはフェアトレードを取り入れた方法を推奨する。課題とし
て、フェアトレードを取り入れることによって物価が高くなり、国内で貧富の
格差が生まれる可能性がある。また国民の不満があがるかもしれない。この問
題については政府から支援を出し、そもそも日本はフェアトレード商品の購
入金額が他国より低いということの理解を促す必要がある。

展望
食品ロスを減らすことは大切ではあるが、飢餓人口を減らすためにより有効
なフェアトレードについて多くの人に意識をもってもらいたいと願う。
参考文献
http://.www.env.go.jp./recycle/foodloss/index.html 食品ポータルサイト
SDGs とは何か？世界を変える 17 の SDGs 目標 安藤.著(2019.11.12)
http://www.fairtrade-jp.org/abaut.fairtrade/ FAIRTRADE JAPAN
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最高の睡眠とは？
１年次４組 Group２ 池田和華
小坂真結 長瀬絢香 小村友梨
背景・意義
授業中、眠たくなったという経験が誰しもあると思う。夜の短い時間で質の
良い睡眠をするためにはどうすればよいのか。また、睡眠についての記事や本
などを日常的に見る機会が多い。しかし、それらは本当に信憑性があるのかに
ついて気になった。特にその中でも、睡眠負債とブルーライトの影響の 2 つの
テーマに絞りそれぞれの睡眠への影響を研究した。
研究手法
睡眠ついての本を 1 人 1 冊読んだり、インターネットで質の良い睡眠を取る
方法を調べたりした。調べたことを全員で共有して、どうすれば最高の睡眠を
とることができるのかを話し合った。

結果・考察
睡眠負債について。睡眠負債とは、毎日１～２時間程度の睡眠不足が積み重
なった状態のことである。対策せずに放置していると、命に関わる病気の危険
性を高め生活の質の低下にもつながる。睡眠の質を高めるには、４つの生活習
慣の改善が必要になってくる。

ブルーライトとは可視光線の中で最も強いエネルギーを持つ光であり、パソ
コンやスマホなどの LED ディスプレイや照明に多く含まれている。検証によ
り、睡眠の深さが就寝２時間前にブルーライトを浴びたかどうかで変化するこ
とが証明された。就寝前に浴びるブルーライトの量を減らす為に、①スマート
フォンをブルーライトカットモードにする②ブルーライトカット眼鏡をかけ
る③スマートフォンを見る時間を制限する。これらの３つを心掛ける事が必要
である。
結論・課題
このように睡眠には様々な重要な役割がある。睡眠負債は寝だめでは解消で
きないため、今回の発表で示したような方法を用いて毎日の睡眠を高める必要
がある。また、ブルーライトは睡眠の質と関係があり、簡単に対策を行うこと
ができる。睡眠の質を高めることは、勉学への姿勢を正し、意欲を向上するこ
とにつながる。そのため、この課題研究で出た結果を私生活に役立てて、もら
いたいと思う。

展望
・睡眠の効果について記憶力定着のほかにどのようなことが期待できるのか。
・睡眠負債がもたらす影響画ほかにもあるのか。
・睡眠負債を短期間で解消する方法はあるのか。
参考文献
<書籍>スタンフォード式 最高の睡眠、頭のいいひとの短く深く眠る方法
書」

ニュートン「新・睡眠の教科

日本睡眠科学研究所https://www.nisikawa1566.com/company/iaboratory/東海光学株式会社

https://www.oecd.org/health/health-data-htm 睡 眠 負 債

https://www.philips.co.jp/a-

w/about/news/archive/standard/about/blogs/smart-sleep/20200422-suimin-fusai.html
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なぜ道徳教育を教科化する必要があるのか
１年次４組 Group３ 西山咲夢 佐々木あゆ 浦上いろは 土岐桜心
林亜依
松井緒海
背景・意義
道徳を教育化されている理由を知っている人は少なく、ただ反対意見が多いだ
けなのでちゃんとした理由を知る必要があると思ったから。
研究手法
インターネットや書籍から学生やその親の道徳に対する意見を見ると、教科化
や道徳教育そのものに対する賛成意見が極端に少なかった。道徳教育について
の正しい知識を得る情報収集をした。また身近な人の意見を聞いた。
結果・考察
〇徳の学習指導要領
自分自身に関すること・人との関わりに関すること
集団や社会との関わりに関すること・生命や自然、崇高なものとの関わりに関
すること
〇意見
道徳を学ぶ理由…人と関りについて考える
人に親切にすることの大切さ
実際道徳の授業はどうだったか…正直意味はない
〇教科化の背景
１深刻ないじめの本質的な問題解決
２諸外国に比べて低い高校生の自己肯定感や社会参画への意識
３グローバル化の進展
４科学技術の進歩
５かつてないスピードでの少子高齢化
結論・課題
教科化の背景には社会の変化が関わっていた。
文部科学省が考えている道徳を学ぶ理由は理解しているが、実際の授業は腑
に落ちてない
展望
道徳教育をより受け入れやすいものにするための改善点
価値観の押し付けにならないようにすること・誇張しすぎた表現を使用し
ないこと・評価には否定的な言葉を使用しない・発言しやすい空気づくり・
全国の人への平等な授業（これを行うことでより良い道徳の授業に近づく
ことができる）
参考文献
○小学校学習指導要領
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFile
s/afieldfile/2018/09/05/1384661_4_3_2.pdf

○道徳教育文武科学省 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku/
○「道徳教育の充実に関する懇談会」これまでの主な意見
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/096/shiryo/attach/133
8049.htm
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目指せ！ジェンダーレス！
１年次４組 Group４ 土井奏琳 影山陽香 小幡彩花 藤田春香
田口真帆 坂田心実
背景・意義
現在、ジェンダーについての課題が大きくクローズアップされている。私
たちは、なぜわが国の女性国会議員が少ないのか疑問に思った。そこで、日本
のジェンダーについて焦点をあてて研究を進めることにした。
意義としては、学校など身近な場面でジェンダー差別を減らし、女性国会
議員増加につなげることである。
研究手法
なぜ、日本は女性国会議員か少ないのか疑問に思い、それは、
「男は仕事、女
は家庭」などの社会的風潮がいまだに残っているからだと、考えた。そこで、
1 年次の 140 人にアンケートを取った。また、インターネットと参考文献を使
い、日本と海外のジェンダーについて調べた。
結果・考察
左の表より、日本の女性国会議員の割合は、世界と比べ、これは、先進国
の中で最も低い。また、次の表より、女性国会議員の多い国は、ジェンダー
ギャップ指数が高いことがわかる。このことから、ジェンダー格差が激しく、
それは、国の政治を決める国会にも影響を及ぼしていることがわかる。では、
なぜ外国、特に欧州は、ジェンダーギャップ指数が高いのか？それは、女だ
から男だからなどの社会的風潮が薄く、男女平等が当たり前になっているか
らだと分析した。
また、アンケートの結果より、日常生活でジェンダーを感じていない人は
90 人、学校でジェンダーを感じていない人は、84 人で、どちらもジェンダ
ーを感じている人よりも多い。このことから、実際には、ジェンダー格差が
あるのに感じていなかったり、意識をしている人が少ないことがわかる。
また、日常生活で感じるのは「女だから男だから」などの目に見えないジェ
ンダー、学校で感じるのは個人の持ち物の色の違い、服装の違いなど目に見
えるジェンダーであることがわかる。
結論・課題
以上より、私たちは社会的風潮が根強く残り、ジェンダー格差があるこ
とが当たり前になっているのではないかという結論に至った。そのような
ことから、
「すべての人がジェンダー意識を変えること」がこれからの課題
であると考える。
展望
私たちは、学校のスリッパの色を統一したり、制服のネクタイ，リボン
などを選択できるようにするなどで、
「男女平等が当たり前」という考えが
徐々に社会に広がっていくだろうと考える。また、それが女性国会議員の増
加、女性の社会進出、そしてジェンダー格差の減少につながっていくだろう。
参考文献
GLOBAL NOTE (2020.2.18)
世界の女性国会議員割合 国別ランキング・推移
https://www.globalnote.jp/post-3877.html
（閲覧日：2020.12）
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成果主義と年功主義 どちらが良いか
１年次４組 Group５

鷹取 佑
香西 悠那
髙橋 初咲
吉田 深晴
杉本 結彩 國定 奈々海

動機
・大まかな人事制度・賃金制度を理解することで、将来どの人事制度を取り入
れている企業が自分に合っているのかを今から考え、大学卒業後の就職活動
をより円滑に行えるようにするため。
背景
・年功主義や成果主義が導入された経緯
日本の企業は高度経済成長以降、年功主義を取り入れてきたが、バブル崩壊に
よりこの制度による人件費の負担が増加した。そこで、大企業を中心に成果主
義制度が導入された。この制度を導入したことで、べテラン社員の人件費を抑
えることなどの効果があらわれた。
調査・比較
・年功主義と成果主義のメリット・デメリットを様々な項目において比較した
年功序列 ・成果が評価方法に含まれず連帯感が増す
・年齢、社歴で給与が上がり大きな買い物がしやすい
成果主義 ・頑張りが評価につながる
・成果に合わせて人件費が支払われる
・年功主義または成果主義を取り入れる方法
年功主義→勤続年数で給与が支払われる
成果主義→業務成果で給与が支払われる
・実際に取り入れている大手企業の例
年功主義→財務基盤が強固な企業 成果主義→大手企業やベンチャー企業
結論
・調査をもとに導いたグループとしての結論→成果主義が良い
根拠
・成果主義、年功主義ともに同じくらいメリット・デメリットがあるが、こ
れからの社会にとって重要なのは社員のチャレンジ精神
・指示通りの作業は AI がしてくれるので、豊かな発想で新しいことにどん
どん取り組める制度がいい
展望
・今後についての予想
・新しい制度が作られる
例 →企業で基本賃金を設定し、勤続年数に応じて決定された役職で得られ
るボーナスではなく、成果に応じたボーナスを与えることで、社員の
モチベーションの上昇や、企業資金の安定を図ることが出来る
参考文献
・株式会社あしたのチーム（2019）
年功序列制度と成果主義の変遷から見る時代にあった人事評価制度とは
https://www.ashita-team.com/jinji-online/category1/4831
・カオナビ（2020）
成果主義とは？年功序列との違い、背景や目的、特徴、
、メリット・デメリッ
ト、導入時のポイントや注意点などについて
https://www.kaonavi.jp/dictionary/seikasyugi/
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二酸化炭素量を減らすために僕たちが身近で
できること

二酸化炭素量を減らすために
僕たちが身近でできること

意義と動機
年々、徐々に気温があがっていることが感
じられる。
さらに、昨年の夏には高ｓくんの祖母が熱
中症になりかけるなどの経験があったとい
う理由で地球の気温上昇がさまざまな問題
の原因になっていることについて世界規模
の課題となっている二酸化炭素の削減につ
いて探求することが大事だと考えた。

実験内容
120分、105分の計測。

①エアコン

②電子レンジ
自動温めモードと自分で設定した時
間で
2分30秒計測。
③ドライヤー

3分間（ドライモード）と（セットモー

ド）計測。

工夫する前

工夫した後

時間

消費電力

料金
（円）

時間

消費電力

料金（円）

エアコン

120分

2.25

47.25

エアコン

105分

2.07

43.47

電子レンジ

2分29秒 0.05

1.05

電子レンジ

2分30秒 0.03

0.63

ドライヤー
（ドライ）

20秒

0.21

ドライヤー
（セット）

58秒

0.21

エアコン

0.01

120分

結果・考察
時間を短縮したエアコン、時間を変えずに温めモードから自分で設定する
ようにした電子レンジが大きく節約できたが、ドライモードからセットモード
に変えたドライヤーは全く変わらない結果となった。
時間を短縮したエアコンはその時間分節約できた。
電子レンジの実験では、時間自体は全く変えずに温め効果も全く変わらないの
でほとんど変わらないと推測していたがほぼ半分になり、大きく節約すること
ができた。
ドライヤーでの実験ではモードを変えて実験するので多少は変化があるよう
に思っていたが、髪の毛が乾くまでという時間設定のせいなのかほとんど変わ
らずに節約にはならなかった。
結論・課題
普通、地球温暖化抑制のための節電となるとかなり大変なことをしなければな
らないと思いがちである。
しかし、生活にほとんど支障がない小さな稼働時間の縮小などの工夫や、
毎日温めるものは温める時間を覚えておくなどの工夫で、大きく地球温暖化抑
制に貢献できることをみんなに知ってもらう必要があると感じた。
電化製品を売る際にこれらの手軽な工夫方法を説明書や別冊の本に載せるこ
とで使用者は節約できて、二酸化炭素の排出を抑制できてよいと思った。

約4円の削減
43.47円

自動あたため
自分で設定

通常あたため

ドライヤー

研究手法
家庭でワットモニターを使って主要な家電の電力量などを調べて工夫した後
にどのくらい変化があるのかを調べる。

47.25円
15分の短縮

105分
電子レンジ

0.01

１年次４組 Group６ 細川優太
中嶋空偉
最上達哉
松本匠
小笠原周哉
高瀬寛太郎
背景・意義
二酸化炭素量を減らすために僕たちが身近でできることは？
年々、徐々に気温が上がっているのが感じられていて自分たちが身近で地球温
暖化を止めるために何ができるかを具体的な数値でなにが効果的かを示す。
事前に節約された値段と二酸化炭素量が比例することが分かっている。

セットモード
モード切替
ドライモード

1.05円
約0.4円

約40％の削減

0.63円

0.21円

変化なし

0.21円

まとめ
実験の結果から見るとこの差は些細な事に感じるかも
しれませんが、世界中の世帯を考えてみるとこの差は
数千万倍ほどの取り返しが付かないものになります。
逆に考えてみると、多くの人が日々少しずつ節電を

展望
僕たちはまだ実験を行って結果を考察しただけで、
まだ直接的に節電に取り組めていないので、これから自分たちでも実行し、
また多くの人に節電をしてもらえるように呼び掛けていきたいと思います。
参考文献
https://www.softbank.jp/energy/saving/vol-002/
第 2 回 毎朝使う家電の節約・節電術
SoftBank

意識することで膨大な量の電気を節約することができます。
皆さんも明日から、テレビをつけたままにしない、

長時間家を空ける際はエアコンを切るなどの日常から
簡単にできる事でいいので意識してみてください！！！

32

北極の生態系を守るには
どうしたらいいの？

アイ
コン

＜リサーチクエスチョンを踏まえてタイトルをつける＞
１年次 4 組 Group7 岡村 拓哉
岡 大翔
岡田 晃育
今井 大貴
枝松 幹志郎
前田 晃希
背景・意義
現状として世界全体で 26000 頭と推定されるホッキョク
グマの個体数が今後 35 年で 30 パーセント以上減少する確率は 70 パーセント
に上るといわれているのに加え、国連自然保護連合が作成する世界の野生動植
物の絶滅の度合いを示すレッドラインでもホッキョクグマは絶滅危惧Ⅱ類に分
類されているので救いたいと思った。その原因は地球温暖化であるためまずは
二酸化炭素の排出量を減らそうと考えた。
研究手法
二酸化炭素の濃度計測器を用いて現在の二酸化炭素濃度を計測。その後昔の二
酸化炭素濃度と比較、どれだけ二酸化炭素が増加しているかを調べる。
結果・考察
産業革命前の二酸化炭素濃度は０，０２８パーセント程度だったが、現在は
0,040 パーセント程度まで上昇した。それにより平均気温はおよそ１℃上昇し
た。今後さらに、二酸化炭素の割合が上昇していくと平均気温が最悪の場合
4,8℃上昇する。(全国地球温暖化防止活動推進センターより)

結論・課題
二酸化炭素排出量削減のための家庭でできること
・冷房の設定温度を 1℃高く、暖房の温度を 1℃低く設定する。
・週二日往復 8 キロメートルの車の運転を控える。
・シャワーを一日一分家族一分が減らす。
・風呂の残り湯を洗濯に使う
・ご飯は食べられる分だけ炊いてできる限り炊飯器の保温機能を使わないよ
うにする。
・スーパーに買い物に行くときは極力レジ袋は使わず、マイバックを持参す
る。
・家族ができるだけ同じ部屋で過ごすようにして、暖房や照明といった電化
製品の使用を抑える。
展望
もし僕たちがホッキョクグマの立場だったら、もし僕たちが今と違う境遇
に立っていたら「もし〰だったら」と違う立場で考えることが二酸化炭素
を減らすことにも、さらに SDGｓを解決することのきっかけになると思い
ます。まずは、僕たちの家や、身の回りからできる小さな取り組みをし、
二酸化炭素を減らし、ホッキョクグマを守ろう。
参考文献
全国地球温暖化防止活動推進センター
https://www.jccca.org/chart/chart02_03.html
家庭でできる取り組み１０項目
https://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/10/54.html
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絶滅危惧種と共存するために
１年次５組 Group１

楢崎樹佳 石原大暉 森山ある
武田唯那 三枝凜太朗

背景・意義
デンジ草を選んだ理由は、田んぼの水草と身近な環境の植物でありながら絶
滅危惧種であり、また、そのことを知っている人が少ないから。そして、この
研究を通じてよりたくさんの人に身近な絶滅危惧種について知ってもらうこと
を目的とする。
研究手法
山辺の水と水田の水をそれぞれ採取しに行き、パックテストを用いてそれぞ
れの成分を調査した。そして、デンジ草が育ちやすい環境にするために必要な
成分が何かを割り出した。
結果・考察
水田の水は、山辺の水に比べリン酸とアンモニアが多く、BOD(生物化学的
酸素要求量)が少ないことが判明した。
この結果より、BOD が少ないことから水田の水は、比較的きれいであるこ
とが分かる。また、ある研究によると今回のリン酸の値は、山辺の水の約 4 倍
ではあるが、特に植物の生育に影響はないことが明らかになっている。しかし、
今回の調査結果の値で、リン酸の値と同様に山辺の水の約 4 倍あるアンモニア
は、この量だと川の水の悪臭の原因となってしまう。なぜなら、水中にアンモ
ニアが多いとアオコが大量発生し、魚が死んでしまうので川が悪臭を放つよう
になるからである。
そもそもアンモニアの量が増えるのは畑や水田に用いられている化学肥料
や生活用水に含まれるアンモニアが川に溶け出すためである。このため、水田
の水はその多くが悪臭を放っている。
そこで、私たちは、この増加したアンモニアの量を山辺の水と同等程度の量
にするために現在使用している化学肥料を有機肥料で代用することでその使
用料を減らし、アンモニアを吸着するのに有用だと言われている活性炭を水中
に設置すれば、水中のアンモニア量を減らすことができるのではないかと考え
た。
結論・課題
結論として、岡山の絶滅危惧種（特にここではデンジ草）と共存していくた
めには、農耕には化学肥料ではなく、有機肥料を用い、活性炭を水中に設置す
ることで水中のアンモニア量を減らす。
また、今回の研究の反省点は、初めのリサーチクエスチョンと研究対象を何
にするかを決定するまでに時間がかかってしまったことでパワーポイントな
どが完成するのに発表直前までかかってしまったことである。
展望
今回のことから、化学肥料と有機肥料を上手く使っていけば、農家の人々の負担
を軽減し、植物の生育に適した環境を作ることが出来ると考える。

参考文献
有機肥料とは？化学肥料との違いについて-マイナビ農業
デンジ草-Wikipedia
timetraveler.html.xdomain.jp/pdf/sscp_print1.pdf
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貧困を無くすために出来ることとは
貧困を無くすために
自分たちにできることとは
1年次5組GROUP２

木下 咲果

岩井 美月

津江 真花

生内 萌子

小松 舞由

柴田 亜美

１年次 5 組 Group2

全国の貧困率について調べたところ岡山は中国地方で最も貧困率が高く、
自分たちに身近な子供たちに目を向けて子ども食堂を研究した。

子ども食堂について

・地域の子供、保護者を対象に食事を提供する。
・「地域交流の拠点」「子どもの貧困対策」が目的。
・NPO法人や地域住民によって運営。
・２０１８～２０１９年の間で１．６倍全国に拡大。

どんなシステム？
認知度は？

結果・考察
アンケートでは子ども食堂の認知、また子ども食堂に対するイメージ、岡山
県内の子ども食堂を知っているか、子ども食堂のボランティアに参加したい
か否かを調査した。その結果子ども食堂を知らない人が約６割であった。ま
た子ども食堂を知っていると答えた人の中で実際にどこにあるか知ってい
る人は 14％と非常に低い結果になった。反対に子ども食堂を知っていると答
えた人の中でボランティアに参加したいと答えた人は半数以上と高い結果
になった。また子ども食堂では現在人手や材料不足で赤字が続き、厳しい状
況となっている。材料は近所のスーパーや農家などから仕入れたり、参加費
から買っているそうだ。岡山の現状として今日では、７人に一人が貧困状態
に陥っている。そんな中一つの改善手段として子ども食堂があるのだ。

実際に訪問
城東生にアンケート
目的
正しく子ども食堂について知りボランティアに
行く人が増えてほしい。

結論・課題
インタビューから人手、材料不足、赤字が続いていることが分かった。
また、学校で行ったアンケートの結果からは子ども食堂の認知度が半分にも満
たなかった。さらに所在地の認知度は全体の 14％と、とても低い。しかし、子
ども食堂に対するイメージはポジティブなものが多かったので、広めていけば
ボランティアに参加する人が増えていくことが予想できる。認知度が低く、ま
た知る機会

結果・考察
はい

３．月一回子ども食堂でボランティア
があれば参加したいか

いいえ

はい

いいえ

39%
61%

43%
57%

非常に低い！

４．３の理由

２．岡山県内で子ども食堂が
どこにあるか知っているか
はい

背景・意義
全国の貧困率について調べたところ、岡山県は中国地方で最も貧困率が高い
15.7％ということが分かった。このことから私たちは子どもの貧困と直接か
かわりが深い子ども食堂に目を向けた。
子ども食堂とは地域の子どもやその保護者を対象に食事を提供する場であ
る。私たちはネットで子ども食堂について調べていくうちに子ども食堂の活
動を都会だけでなく様々な地域でより広くすることができたらもっと多く
の貧しい子どもたちを救うことができるのではないかと考えた。
研究手法
実際に岡山県内の子ども食堂に、ボランティアに行った。そこで、主催者の
方から子供食堂の実態を聞き出すことができた。また城東高校の生徒を対象
に子ども食堂についてのアンケートを実施した。

研究手法

１．子ども食堂を知っていますか

木下咲果 岩井美月 津江真花 生内萌子
小松舞由 柴田亜美

子供が好き
社会貢献

いいえ
楽しそう
14%

家が遠い
時間がない

86%

楽しそうなイメージでな
い
その他
0

2

4

6

8

10

結論
人手、材料不足と厳しい状況に置かれている。
アンケートから子ども食堂の認知度が半分に満たない。
所在地の認知度では１４％と低い。
イメージはポジティブなものが多い

展望
子どもの貧困を減らすために私たちが出来ることとして直接関わることはで
きないが一つの方法としてボランティアの募集のポスターを掲示すること。ま
た学校に食材費の募金箱の設置を考えた。

子ども食堂の認知度をあげて活動を広げることが大切

解決策
人目につくようにボランティア募集のポスターを学校に掲示。
学校に募金箱を設置。

参考文献
山陽新聞 2016
「こども食堂で食べたい人」http://kodomoshokudou-network.com/
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過疎地域の医療について
１年次５組 Group３

山﨑 智生
藤澤 広翔

栗山 絵美梨
山岡 ななみ

竹林 蒼空

背景・意義
現在、日本では少子高齢化が進み過疎地域も増えている。過疎地域には十分
な病院や施設がないのではないか。そこで、SDGs の 3 番「すべての人に健康と
福祉を」に関連して、
「どうしたら過疎地域の人たちが簡単に病院に行くことが
できるのか」というリサーチクエスチョンを設定した。備前市立日生病院への
アンケートは、過疎地域の現状を知り、考察に繋げるために実施した。
研究手法
「病院が地域ごとにバランスよくあると、住民は簡単に病院に行きやすい」
という仮説を立て、これを明らかにするためにアンケートを作成した。備前市
立日生病院のスタッフさんの協力を得て、来院した患者さん 51 名（女性 39 名
男性 12 名）から回答をもらうことができた。主な質問項目は、通院者の居住
地、通院時間、通院手段などである。
結果・考察
備前市立日生病院でのアンケートによって、次のことが明らかになった。
1) 利用者の年齢
「60 代」6 人 「70 代」16 人 「80 代」22 人 「90 代」4 人
2) 通院者の居住地
「日生」26 人 「寒河」6 人 「伊里」2 人
3) 通院時間
「10 分以内」30 人 「30％以内」21 人
4) 通院手段
「自家用車」20 人 「バス」12 人 「自転車」7 人 「タクシー」7 人
このうち、
「自分で運転」12 人
「家族が運転」6 人
このほかアンケートから、日生病院まで 1 時間以上かかる人は違う病院に行
く、一人暮らしの人の利用率が高い、施設の人はあまり来ないことなどが判明
した。
アンケート回答者の居住地と病院との位置関係を明らかにするために、地図
上に印をつけた。日生病院は黄色い★印、その他の病院は紫の★印、通院者の
自宅を赤い●で示した。この病院の利用者は日生、もしくは隣の寒河の住民で
あり、回答者全員が通院時間 30 分以内である。このことから、遠方からの利用
者はほとんどいないことが推測できる。また、自分で運転している人が多いた
め、急病・重病は少ないと考えらえる。
結論・課題
アンケートの結果より、10 分以内で病院に来ることができる人が多いため、
他の病院でもこのような結果になると考えた。従って、過疎地域の住民が簡単
に病院に行くためには、病院の配置を考える必要があると考える。
反省点として、アンケートの結果を上手く利用出来なかったこと、より結論
の説得力を強めるために他の病院でもアンケートを実施すべきだったことな
どがあげられる。
参考文献
吉嶺文俊 原勝人「過疎地の地域医療の課題と実践」https://www.jstage.jst.
go.jp/article/naika/106/6/106_1151/_pdf/-char/ja
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す語彙
す語彙

～日本の小学校英語教育における語彙力の重要性～

１年次５組 Group４

難波 駿介
林 陽茉里

野村 太陽
西﨑 汐里
胡麻﨑 亜樹 南 涼穂

～日本の小学校英語教育における語彙力の重要性～
[1年５組 Group４]
難波 駿介 野村 太陽
西﨑 汐里 胡麻﨑 亜樹
南 涼穂 林 陽茉里

研究手法
• 論文から先行研究の調査
• ALTの先生方にインタビュー
• 保護者アンケート
• 大学生アンケート

研究手法
１ 業務における英語使用についてのアンケート調査
２ 英語能力指数上位国であるフィンランドとの英語教育比較

児童の英語学習のつまずき
○全国の公立中学校英語教員（３６４３名）に対して
「生徒の英語学習のつまずきの主な要因」
⇒単語を覚えるのが苦手 ６８．８％
Benesse教育研究開発センターの調査（２００９）

○中学１年生に対して、
「小学校の外国語活動でもっとしておきたかったこと」

英単語を書くこと ：８３．７％
英単語を読むこと：８０．１％
文部科学省「平成２６年度英語教育実施調査生徒の英語力の状況」（２０１４）

アンケート調査の結果

フィンランドの英語教育
• 英語能力指数は日本（５５位）フィンランド（３位）
• フィンランドの英語授業時間数は日本より約５０時間少ない

〇ワークブックの構成
歌
5%
本文内容理解
5%

文法表
6%

〇学習語彙数と活動

その他
1%

日本の小・中学校＜フィンランド小学校

発音
5%
文法
50%

語彙
28%

全体の４分の１を語彙活動が占めている

背景・意義
日本の教育は SDGs の「質の高い教育をみんなに」という項目で最高評価の
「グリーン」を取得している。確かに日本の教育制度は整っているが、国際社
会に必要な英語力の定着には繋がっていない。そこで本研究では、フィンラン
ドとの比較や職業人へのアンケートを通して、英語語彙力強化の重要性につい
て提案する。

詰め込み式
↓
工夫された活動
生徒がゲーム感覚で楽しく活動できる！
分析対象：
Yippee(SANOMA Pro)のワークブック

まとめ
• アンケートから
聞く力、話す力は職業によって重要度に差がみられる
語彙力は、一定して重要度が高い
⇒どの職業に対しても、必要な能力である
• フィンランドの英語教育から
フィンランドでは、語彙に関する活動が全体の１／４
学習語彙数は、日本の小・中学校＜フィンランド小学校
ゲーム感覚で、楽しく学べる活動

結論： 大切なのは…

語彙力！！！！！！
参考文献
フィンランドの小学校英語教科書における語彙活動の分析/米崎里、川見和子 中部地区英語教育学会紀要４８，２２９-２３４，２０１９
英語学習は早いほど良いのか/バトラー後藤裕子 岩波新書（２０１５）
子供の英語教育は本当に必要か/溝上由紀 愛知江南短期大学紀要，４１（２０１２）
Benesse教育研究開発センターの調査（２００９）https://berd.benesse.jp

結果・考察
ベネッセの調査によると、中学生が英語で躓く主な要因の約７割は単語の暗
記である。中学生が「小学校で身につけておきたかった能力」として指摘して
いるのも単語を読むこと、書くことであった。
保護者を対象にしたアンケートを行ったところ、回答者の 23％が仕事で英語
を使うと回答した。また、必要な英語能力を１位から５位まで選んでもらった
ところ、職業等によって必要とされる英語能力は異なるが、すべての回答者が
語彙力を選択していた。
次に、非英語圏であるにもかかわらず英語能力指数の高いフィンランドと日
本の英語教育を比較した。フィンランドは小学校のうちから文法や語彙活動に
力を入れている。テキスト全体の約 50％を占めているのが文法で、約 28％が
語彙に関するものであった。また、日本は詰め込み式であるのに対し、フィン
ランドではゲーム感覚で楽しく単語が覚えられるように工夫もされていた。実
際にフィンランドの小学校で学習する語彙数は、日本の小・中学校で学習する
語彙数を優に上回る。
結論・課題
グローバル化の進む今、仕事に限らず、英語を必要とする場面は年々増えて
いる。将来私たちはどの職業に就いたとしても、仕事で英語を使う上で必ず語
彙力が必要になる。しかし、現在の日本の英語教育では語彙活動が少なく、中
学生が英語で躓く原因は英単語の暗記となっている。
以上のことから、語彙力は英語を使用していく上で必要不可欠なものである
にもかかわらず、日本の語彙活動は不十分であり、特に小学校教育で不足して
いると言える。したがって、これからの日本の小学校の英語教育で最も重要視
すべき英語能力は語彙力であると考えられる。
展望
実際のところ、我々高校生が現在の英語教育に対してできることはあまりな
いが、決して他人事ではない。未来において、私たちの子どもがより良い教育
を受けるために、今から当事者意識を持って考えておかなければならないこと
である。未来を担う私たちは、ただ現状を受け入れるのではなく、自分で調べ
考えることこそが大切である。
参考文献
米崎里、川見和子（2019）
「フィンランドの小学校英語教科書における語彙活
動の分析」中部地区英語教育学会紀要
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女性リーダーの育成のために必要なことは
１年次 5 組 5 班

浅沼 歩
川島 綾乃

石井 里奈
大橋 茉央

太田至瑛里
森本 麻琴

背景・意義
学校生活の中で女性の活躍の場は委員会など多く見られるが、社会に出ると
管理職の女性割合が約 10％、国会の女性議員の割合が衆議院では 10.1％、参
議院では 20.7％と低い割合である。女性リーダーが少ないのは問題であり、改
善する必要があるため、研究を行った。
研究手法
厚生労働省、内閣府ホームページなどから文献調査を行った。さらに、
日本における女性リーダーの育成に必要なことを知るため、階級別役職者に占
める女性の割合、女性役職者が少ない理由を調べた。
結果・考察
階級別役職に占める女性の割合の推移を表したグラフがある。青は係長、紫
は課長、赤は部長を表している。年々役職者として働く女性が増えているもの
の、役職が高いほど、女性の割合が低いことがわかる。係長は増加しているよ
うに見えるが、最も割合の高い平成 27 年でさえ、約 17％の女性しか就くこと
ができていない。これは日本政府が掲げる女性管理職の達成目標である 30％に
全く届いていない。さらに最も階級が高い部長では、一番高い年でも 6％であ
る。これは大きな問題といえる。
次に、女性役職者が少ない理由をグラフ化したものがあり、黒が表している
のは会社で働いている女性が 300 人以上、赤が表しているのは 100～299 人の
場合である、女性役職者が少ない理由として最も割合が高かったのは、
「採用の
時点で女性が少ない」で、50％を超えている。
女性は男性と比べてライフイベント、例えば結婚妊娠を機に退職または産休、
育児休暇をとる場合がほとんどであり、会社としては不利益につながるため、
女性の採用数に影響していると考えられる。
この問題を改善するためには、女性だけが育休をとるのではなく、男性の育
児休暇取得を推進していく必要があると考えられる。現に男性にも育休はある
ものの、取得者は約 6％という非常に少ない結果であった。育休をとるのは女
性という固定概念、またそのような社会の雰囲気を変えていかなければ女性リ
ーダーは増えないと考えられる。
結論・課題
日本はやはり女性役職者が少なく、これには女性の育児負担・家事負担が関
連している。長い年月がかかるかもしれないが、日本の固定概念や風潮を変え
ていく必要があるのではないか。
解決策として考えられるのは、会社内に保育所を設置すること、会社内保育
所の存在を多くの人に知ってもらうこと、男性も育休が取りやすい環境づくり
が行うことである。男性と女性にまとわりついている固定概念を抹消すること
が解決への第一歩につながると考えられる。
参考文献
「階級役職者に占める女性割合の推移」https://www.gender.go.jp/about_danjo
/whitepaper/h30/gaiyou/html/honpen/b1_s01.html
「女性役職者が少ない理由」https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602
000-Seisakutoukatukan-Sanjikanshitsu＿Roudouseisakutantou/sankouishi
ryou.pdf
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城東高校の周りの用水路をきれいにする方法
１年次５組 Group６

小寺 那菜代
岩野 陽生

平木 風歌
西山 那奈

古城 斗唯
堀川 珠青

背景・意義
2019 年現在、世界では 22 億人が安全な水を確保できず、42 億人が安全に管理
された衛生施設（トイレ）を使うことができていないと言われている。世界の
水問題を解消するために、まずは自分たちの身近な所から水をきれいにする方
法を見つけようと思った。
研究手法
用水路の汚れの原因は底に溜まっているヘドロであると考察した。ヘドロが酸
素に触れることによって、ヘドロ中の微生物がヘドロを分解することが先行研
究でわかっている。それに加えて、アルカリ性と酸性が中和するということか
らアルカリ性の植物であるミカンを使って酸性のヘドロを分解することがで
きるという仮説を立てた。これらのことから次の方法を考えた。
ペットボトルに城東高校周辺の用水路のヘドロと用水を用いて、
➀ヘドロ、用水のみ ②ヘドロ、用水のみ(定期的にひっくり返す)
③ヘドロ、用水、水草(酸素を増やすため)
④ヘドロ、用水、ミカンの皮 の４つで対照実験を行った。
結果・考察
およそ3 週間ほど実験して様子を見たところどの実験もヘドロの量にさほど変
化はなかったが、②と③のペットボトルは用水が少しきれいになって、におい
がもとより減った。このことから、酸素に多く触れた方がヘドロのにおいが改
善されることが考えられる。
結論・課題
これらのことから、世界の水問題で困っている人たちでも水草を生やしたり、
川に流れを作って酸素に触れさせたりすることで、安全な水を確保することが
可能になると思う。しかし川に流れを生み出す具体的な方法は明らかではない
ため、簡単で誰もができる方法を考えていきたい。
展望
今回は城東周辺の用水路の実験を行った。しかし、水問題で困っている世界の
地域では、川底がコンクリートではなく土が一般的であるから、ヘドロのたま
り方の違いがあるかどうかなどを念頭に置いてこれからも水問題について考
えていきたい。
参考文献
ユニセフ(国連児童基金)と世界保健機関(WHO)による水と衛生に関する共同監
査プログロム(JMP)、閲覧日 2020 年 11 月 6 日
https://www.unicef.org/press-releases/1-3-people-globally-do-not-haveaccess-safe-drinking-water-unicef-who
一般財団法人環境イノベーション情報機構、E I C ネット、更新日 2009 年 10
月 14 日、閲覧日 2020 年 11 月 27 日、https://www.eic.or.jp/
東邦大学医療センター 大橋病院栄養部、投稿日 2018 年 11 月 7 日、投稿者
冨岡勤、閲覧日 2020 年 12 月 22 日
https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/ohashi/eiyobu/blog/tjoimi000000225i.html
アルカリ性食品と酸性の食品、食品化学便覧、閲覧日 2020 年 12 月 22 日
http://ebw.eng-book.com/pdfs/cbf193f1d7179700e6dbc97412b25881.pdf
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日本の食卓を守ろう
１年次５組 Group７

田中 千聖
児島 宇哉
村木 潤太

𠮷田 明正
瀧口 真琉
藤井 みなみ

背景・意義
＜リサーチクエスチョン＞
海の豊かさを守り、栽培漁業をさらに活性化させるためには、どうすればよい
か。
又、栽培漁業で育てた魚を守るためには、どうすればよいか。
研究手法
＜海の現状＞
近年海洋汚染が問題となっている。海洋汚染の第一の例は海洋プラスチックご
み。その総量は約 31～58 万トンである。第二に生活排水が海に流れることに
よって微生物が爆発的に増加し、海が赤く見える「赤潮」が発生している。
海洋生物が酸欠状態になるという。
結果・考察
＜栽培漁業＞
栽培漁業とは生物を人為的な設備、環境下で育てた後自然へ戻す漁業である。
漁業の促進が期待されており、ヒラメ、真鯛、アワビ等 80 種類が対象とされて
いる。これらのことから「つくる漁業」とも呼ばれている。あまり知られては
いないが、栽培漁業は瀬戸内海で始まったのである。
＜アンケート＞
城東高校の 1 年次１～４組に対し栽培漁業についてのアンケートを行った。
栽培漁業について知っている人は多かったが、専門用語など深く知っている人
はほとんどいなかった。しかし栽培漁業により日本の漁業が良くなっていると
思い、今後も必要であると考える人は多かった。

結論・課題
＜栽培漁業センター＞
栽培漁業センターの例として、山口県下松市栽培漁業センターを紹介する。
ここでは施設の見学や栽培漁業・養殖についての学習だけでなくヒラメの餌や
り体験も可能である。タッチングプールなど栽培漁業に興味を持ってもらえる
ように工夫されている。

展望
＜まとめ＞
河川美化への参加、ごみを減らすこと、栽培漁業を知ってもらうことで魚たち
がきれいな環境で過ごすことができる。
参考文献
https://gooddo.jp/magazine/oceans/marine_pollution/
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リデュース食品ロス
１年次 6 組 Group１ 松林威冴 朝岡慶 武内義孝 宮原心奈
背景・意義
世界の中でも飢餓の割合が高いのはアフリカなどであるが、その陰で日本
も飢餓のような問題が存在しており、全くの無縁ではないことが分かった。
また、調べていくうちに飢餓の主な要因が食品ロスであることが分かったの
で、それを減らすことで、日本で日本での飢餓を減らすことができるのではな
いかと考えたからだ。

研究手法
日本の現在の食品ロスの現状・廃棄される食材の有効活用についての先行研
究・NPO・NGO が実際に行っている食品ロスに対しての活動について調べ
る。
結果・考察
「食品ロスとはどういうものか」という問いに対して・・・
結果
日本には年間 600 万トン以上の食品ロスが出ていて、この内 46％は家庭内
である。その量は 284 万トン、私たちが生活する上でたくさんのロスが出て
いることが分かる。また、温室効果ガスの原因の８％が食品ロスと言われてい
る。これらから、食品ロスは大量に出ていてそれらは環境問題にも影響が出る
ということが分かる。
考察
食品ロスが減るということは逆を言うと、食を必要としている所に食を運
ことができるということです。つまり、飢餓の撲滅、栄養の足りていない人達
の栄養不良の解消、それにホームレスなども減少します。また、食品ロス
を減らすことができれば、温室効果ガスを減らすことができ、地球温暖化の
抑制につながります。

結論・課題
インターネットで調べたことから、食品ロスの主な要因は、消費期限賞味期
限内に食べられなかったが 70.5％購入後に冷蔵庫や保管場所に入れたまま存在
を忘れていたが61.1％必要以上に買い過ぎたが29.7％購入したが調理の仕方が
分からなかったが 2.3％であることが分かった。これらの結果から、食べ残しが
大部分を占めていることが課題であると考えた。

展望
このままの日本では、食品ロスは努力しないと減少せずより増えていき飢餓
という問題が増加する。また、飢餓が増加することにより、ホームレスが増加
してしまいそれによる死者の増加にも繋がってしまう恐れがある。よって
今回の Global の時間のような食品ロスについて考えさせる機会をもっと
増やしていろいろなところで行ってほしい。そして、食品ロスを意識して
食事が価値のあるものだと思ってほしい。結果から、食べ残しが大部分を占め
ていることが課題であると考えた。
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「学校からの募金を増やすために」
1 年次 6 組 Group2 山本笑華 坂口瑠彩 大河原優羽 鈴木祈音

学校からの募金を増やすために
１年６組 ＳＤＧｓ group2
山本 笑華

坂口 瑠彩

大河原 優羽

医療格差

鈴木 祈音

医療団体

医療募金
世界で子供に多い病気・死因

日本ユニセフ募金

協力者内訳

1%

個人

企業

団体

学校

研究手法
・インターネット

アンケート 城東高校1年生3クラス

・

学校からの募金を増やすために、学生が募金について
どのように考えているのか調べる。

募金をしたことがあるかどうか

どこで、一回何円ぐらい募金したか

など

アンケート結果
15%

7%

25%

15%

22%

５～１０円
１０～５０円

47%

27%

５０～１００円
１～５円

スーパー・コンビニ

学校

街頭募金

その他

公共施設

少額 ・ 商業施設での募金が多い
➡ 小銭の発生する「自販機横」が効果的

＜結論＞
病気等で
苦しむ人々

貧困地域

支援

学校での募金経験者

…約37%
＜学校での配置＞

＜きっかけ＞

＝1

1位

おつりが出たから

2位

役に立ちたい
少しでも協力したい

位 自販機の横

2位
3位

昇降口
各クラス

ちりも積もれば山となる

展望
おつりが出たから募金する

Q

結果・考察
城東高校でアンケートを行った結果、一年生 3 クラス中の 98 人、殆どが
募金をしたことがあると答えた。金額は 5～10 円程度、募金をした場所につ
いてはスーパー・コンビニが一番多かった。募金をしたきっかけについては
大きく分けて三つあり、
「少しでも困っている人を助けたい」
、
「テレビ番組や
学校の授業で興味を持った」
、
「なんとなくお釣りが余ったから」などが挙げ
られた。
募金をしたことのある人のうち金額が少額である人や、商業施設などでの
会計の際に募金をした人が多いことから、特に「お金を使う場所であること」
、
そして「少額のお釣りが発生すること」
。この二つの条件を満たす環境に募金
箱を置けば学校からの募金を増やすことにつなげられると考察する。実際に
「自販機横、食券機横、昇降口のうちどこに募金箱があれば募金をしたいか」
という質問で最も多かったのは自販機の横である。

4%

割合（％） 6%

15%
17%

研究手法
インターネット調査、1 年５～７組アンケート

学校

肺炎
下痢
マラリア

質問内容

医療格差を無くすために最も私たちにできることは募金だと考えた。そ
の募金の現状で、学校からの募金が少ないこと知った。学校からの募金を
増やすための方法や設置場所を見つけるため、アンケートを行った。少し
でも募金額を増やすため、この結果を今後の学校生活の新しい取り組み
として提案する。

おつりがなかったら、募金しない？

～解決策～
募金について考える時間をもうける

使い道など募金についての理解を深める

結論・課題
結論として今私たちにできることは、１円でも多くの募金をして、病気
で苦しんでいる人や貧困地域などへの支援をすることだ。特に学校からの募金
額が少ないため、学校からの募金額を増やしていかなければならない。アンケ
ートの結果より学校で募金をしたことがある人は全体の約３７％であること
が分かった。
そこで学校からの募金額を増やす方法は何かを考えた時に、アンケートの結
果を参考に次のようにまとめた。まず、募金をしようと思ったきっかけとして
一番多かった回答は「お釣りが出たから。
」だった。次いで、多かったのは、
「役
に立ちたい」という思いや「少しでも協力したい。
」という思いだった。また、
学校での募金箱の配置については、
「自動販売機の横」が最も多く、
「お釣りが
出たから。
」という回答とつながる。
これらのことから、私たちは「自動販売機の横」に募金箱を設置したら、学校
からの募金額が増えるのではないかという結論に至った
展望
アンケートから、学生は募金をおつりがでたらするというついで感覚でやっ
ている人が多いことが分かった。では、おつりが出なかったら募金には参加し
ないのかという疑問が生じる。募金額を増やしていくためには、自ら率先して
行うことが大切になってくると考える。そのために、募金の使い道など募金に
ついて考える時間を設けて知ることが学校からの募金を増やすことにつなが
ると思う。
参考文献
日本ユニセフ協会 https://www.unicef.or.jp/cooperate/coop_support.html
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アメリカと日本の音楽教育の違い
1 年次 6 組 Group3 岡田七瀬 小笠原和奏 塩﨑百花
背景・意義
私たちは城東高校のある授業を受けた時に日本の授業スタイル課題を聞い
た。日本では先生の話を一方的に聞く講義型が多く取り入れられている
が、欧米では先生の話を聞く時間が少しあり、そのあとにグループで話し
合ったり、実際に実践してみる授業が多く取り入れられている。この話を
聞いて日本と欧米の授業スタイルの違いを生徒たちの授業に取り組む意識
の違いについて調べることにした。
研究手法
インターネットで欧米の授業スタイルについて調べ、それをもとに１年次
と２年次の音楽学類の人たちにアンケートをとった。アンケートの内容と
して、質問１は音楽の授業スタイルはどれだと思うか。質問２はアメリカ
で行われている吹奏楽やオーケストラなどの実践型の授業を受けてみたい
と思うか。質問３は音楽の先生として教育をする立場になったらどのスタ
イルをしたいか。２年次の先輩には楽典の授業と実技の授業ではどちらが
身についていると思うか。という質問をした。
結果・考察
１年次は質問１では実践型が 12 人、どちらかといえば実践型が 11 人、未回
答が 2 人。質問２では、はいが 20 人、いいえが 2 人、未回答が 3 人。質問３
では実践型が 16 人、どちらかといえば実践型が 7 人、未回答が 2 人。２年次
は質問１では実践型が１人、どちらかといえば実践型が１５人、座学型が１
人、
どちらかといえば座学型が 1 人、
未回答が５人。
質問２でははいが 18 人、
未回答が 4 人。質問３では実践型が７人、どちらかといえば実践型が１人、
未回答が４人。質問４ではどちらかといえば楽典の授業が 1 人、実技の授業
が１３人、どちらかといえば実技の授業が２人、未回答が 6 人だった。この
結果から１，２年次どちらも欧米の授業をうけてみたいと思っている人が多
いと感じた。また、質問４で実技の授業のほうが身についていると感じてい
る人が多いことから、1 年次のときから積極的に実践型の授業を取り入れる
べきではないかと思った。
結論・課題
質問２の結果からアメリカの授業を受けてみたいと思っていることを、質問
３の結果から音楽の先生になったら実践型の授業をしたいと思っていること
が１，２年どちらにも言えることが分かる。この結論から日本の実践型の授業
に満足していないという課題があるのではないのだろうか。
展望
課題から日本の授業スタイルだけでなくアメリカなどの欧米の授業スタイ
ルも取り入れるべきではないだろうか。日本の授業スタイルにもいいところ
はたくさんあるが、さらに音楽への好奇心を高めるために新しい授業スタイ
ルを取り入れるべきだ。そのためには英語のＡＬＴの先生のように音楽にも
音楽の先生を招いたり、日本では数少ない楽器しか授業で体験していないの
でアンケートでも多かったアメリカで行われている吹奏楽やオーケストラ
などの実践型の授業のように多くの楽器にふれると音楽への関心が深まっ
ていくのではないだろうか。
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制服から変えよう 城東のジェンダーレス化
１年次６組 Group４

河合 遥音
北原 望那
久次 あづさ 小野 紗英花

森木沙耶香
背景・意義
城東高校には、男子と女子で差別化された制服の校則がある。しかし 2020 年
冬、女子も「防寒対策」としてズボンの着用が認められた（ジェンダーレスの
意図はなし）
。また、班員はネクタイも着用可能にしてほしいと考えていた。
ジェンダーレスとは、生物学的差別による社会的、文化的な差別をなくそう
という意味である。これによれば、男子もスカートを着用する権利があるし、
リボンやネクタイはもちろん選択可能であるべきではないだろうか。実現する
ためには、まず生徒側のジェンダーに対する理解、意見が必要不可欠だ。今回
の研究で、城東高校が制服のジェンダーレス化を進めるために必要な、私たち
生徒の姿勢について調べていきたい。
研究手法
1 年次４クラス計 149 名へのアンケート調査
結果・考察
男子がリボンをつけること、スカートをはくことに関して、容認はするが違
和感があるという人が多かった。対して、女子がスラックスを着用することに
抵抗感がある人は少数であり、ネクタイに関しては賛成派が約９割だった。
。既
に身近に例があるものには抵抗感が少ないと考えることができる。
理想の身長差が大きいほど、自分の身長に満足している人は減る傾向にあ
った。心の中での男性像、女性像の固定概念が強いのではないだろうか。
アンケートにおいて学校での性差による差別を受けたことがあるかという質
問に関して、
「ある」と回答した人は全体の 2 割弱で、残り 8 割の人はその性
差別を無意識に容認していることがわかった。
結論・課題
私たちが学校生活でジェンダーレスを実現するには、制服やスリッパなどの
可視化された差別だけでなく、まず私たちの日常に潜む見えない性差別から変
えていかなくてはならない。そのためには城東生の気づきが必要だ。アンケー
トの中には、
「先生の態度」に関する項目が多く目立った。違和感を感じたら、
その場で質問してみよう。また、その違和感を感じ取れるようになろう。
また、制服の男女差をなくすことは自分の好みに合った制服を着たい気持ち
に対応するだけでなく、個人が性別を特別意識せずに、快適な学校生活を送れ
ることにもつながる。現代を生きる私たちにとって最も身近である制服のジェ
ンダーレス化から、性への価値観をアップデートしてみてはどうだろうか。
展望
今回の調査は一部対象だったため、制服に関する生徒の意見は肯定が過半数
とは言い難い。次回研究の機会があれば全校生徒に対して調査を行いたい。
アンケート結果で先生方のジェンダーに対する価値観についての疑問視が
多くあがった。城東全体でジェンダーレス化を実現するには、
、世代間によるジ
ェンダーギャップの差も検討する必要があると感じた。
参考文献
https://withnews.jp/article/f0180330006qq000000000000000G00110601qq000017068A
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Saving water～私たちができる節水～
１年次６組 Group５

池田陽香
原田千楓

金光沙月
森綾夏

背景・意義
日本は多くの災害が起こる国である。その際、ライフラインのひとつである水
が断ち切られた場合、限られた防災用の水をどのように使っていくのか。一日
に使用する水量について、実験を行い、意識するだけで節水ができることを証
明して、起こりうる様々な災害に備えていきたい。
研究手法
二日間にわたり節水に関する実験を実施。
特にトイレ、お風呂、水道での節水を意識した。
結果・考察
実験の結果は、いつも通り水を使った１日目が４人の平均 300Ⅼ、節水を心が
けて水を使った２日目が平均 225Ⅼで、差が約 76Ⅼだった。ネットで調べた一
日当たり一人が使う水の量の平均も約 300Ⅼだった。
ここで私たちはこの節約でできた 76Ⅼがどんな値を意味するのかを調べた。
まず、例として、干ばつの被害にあうエチオピアのある少女は、この 76Ⅼがあ
れば、約 15 回分の水くみの時間をとりもどせ、これはつまり、学校に通える時
間が作れることを意味している。
災害についても考えてみた。災害が起きたとき、必要とされる一人当たりの水
の量は飲料水 3Ⅼと生活用水 3Ⅼを合計し、一日約 6Ⅼ。これを 76Ⅼから分け
ると、避難時の 12 日分の水の量になることが分かった。
結論・課題
以上のことより、私たちの日々の節水の意識は、防災にもつながることが分
かった。日本は災害の多いである｡そんな国に生きる私たちから、起こりうる
様々な災害に備えていく必要がある。そのためにも、節水の意識を高めること
は、ライフラインの一つである水が断ち切られた場合の、水の使い方にも影響
を与えると考える。よって、いかにして人に必要な水を大切にできるか、とい
った点が課題である。
展望
「水を大切にする」という点に対して、雨水の蓄えや飲水への変え方などの研
究が進むことが、最良な解決策になると考える。また、そういった研究が、未
来の世界規模な水不足問題にいちはやく対応できるとも予想される。水に恵ま
れている私たちだからこそできることを、よく考えてみてほしい。
参考文献
・https://gooddo.jp/magazine/sdgs_2030/water_and_sanitation_sdgs/4780/
・https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/27687/
・https://gooddo.jp/magazine/add/unicef-4-questions-1-tab/
・https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34816830R30C18A8CR0000
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中学校教師の労働の実態を探れ‼
１年次 6 組 Group6 中山涼花 唐川芽衣 羽生胡桃 糸島空 川村凌大
背景・意義
SDGz の目標８である「働きがいも経済成長も」の視点より諸外国と日本の
労働時間を調べた。また、調べていく過程で日本は労働時間が多いのでは。
という仮説を立て、この仮説を立証するため中学教師の労働時間についてよ
り詳しく調べることにした。この取り組みによって、今後の職業選択や学校
システムの考えに発展に繋がることを望む。
研究手法
インターネットで諸外国の労働時間調査や日本の労働時間の調査。
日本と諸外国の中学校教師の労働時間や、中学校の授業時間の調査。
また、1 年 6 組 38 名出身中学校すべてで 25 校を対象にアンケートを行っ
た。質問内容は、中学校の土日の部活動の活動合計時間、中学校時の朝練
は何時からか、中学校時の最も長いときの放課後の部活は何時までか、中
学校教師の仕事で思いつくものをあげてもらうというものだ。
結果・考察
グラフ 1 より、日本の中学校教諭の労働時間の一週間の合計時間は他の国際国
と比較すると多いことがわかる。教育先進地域のイメージが多く持たれる北欧
地域（スウェーデン、ノルウェー）と比較すると労働合計時間は日本が大きく
上回っているが、指導時間は三国とも同じくらいである。このことから日本は
指導時間以外のことに多く時間を費やしていることがわかる。実際他の国際国
と比較してみても、日本は労働合計時間が多い割に指導時間が少ない。次に１
年６組 38 名全 25 校にアンケートした結果をグラフにしたものを見る。
「朝練
は何時からできたか」という問いには 7 時半からできていた人が約 5 割を占
めていた。
「中学校の土日の部活動合計時間」を質問したところ、4 時間から 6
時間の人が一番多く、その次に２時間から４時間、６時間から８時間という人
も多数いた。
「放課後練は最長何時までできたか」という問いには、６時半ま
でできたという人が約８割でほとんどだった。これらを踏まえると中学校教諭
は一週間で約 19 時間部活に時間を費やしていると考察できる。外国では生徒
がクラブチームに所属してプロの監督が教えるケースがあるため、日本の部活
動制度は珍しい。
結論・課題
以上のことから日本は世界に比べて教員一人当たりの労働時間２倍近く長
く部活指導、授業準備など授業以外のことに多くの時間を使っているという
ことが背景として見えてきた。今後どのようにして教師の労働時間を減らし
て行くかが今後の課題であると感じた。
展望
日本の中学校教師の労働時間は、他国の同じ職業と比べても長いことがわ
かる。原因は、授業以外の仕事時間が長いことだ。よって、教師が受け持
つ仕事の量を減らす対策をとる必要がある。具体的な改善策として、非常
勤職員を増やし教員のサポートをすること、部活動指導員の雇用を行い、
教員の部活動による労働時間を減らすことなどが考えられる。これらの、
改善策により、教員の労働時間がどれほど短縮されるのか、今後検証して
いく必要がある。
参考文献
www.nier.go,jp 教員環境の国際比較：ＯＥＣＤ国際教員指導環境調査(ＴＡＬ
ＩＳ)2018 報告書－学び続ける教員と校長―の要約 (11/17)
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アイ
コン

廃棄大国日本 ～廃棄、規格外野菜の利用方法～
1 年次 6 組 Group7 江原 颯太
大石 真理子
清板 奏希
奈川 穂乃花 福原 綾菜
背景・意義
コロナ禍で需要がなくなった食品の廃棄量が増えたというニュースに興味
を持ったので、調べることにした。
現在はインターネット販売やテイクアウトの活用などがあるが、再利用方法
が普及することで廃棄量が減ると考えた。
研究手法
文献調査によって今ある再利用方法を知る。
また、城東高校生は規格外野菜や廃棄野菜の既存の方法をどのくらい知って
いるのか、それらを知った上で買ったり使ったりしてみたいと思うかどうかを
調査するために 1 年生 4 クラス（約 160 人）に対してアンケートを実施した。
結果・考察
企業は、野菜をそのままクレヨンにした「お野菜クレヨン」
、野菜を染料と
した「着る野菜 T シャツ」
、体の野菜・果物不足を補う「スムージー」
、野菜を
シート状にして栄養素を凝縮させた「ベジート」などと言った商品を作って
いることが分かった。
これら 4 つの商品について関心があるかどうかアンケート調査を行った。
まず、
「これらの商品を見たり聞いたりしたことはあるか？」という質問では、
「スムージー」と答えた人が多かったが、「ない」と答えた人が圧倒的に
多かった。次に、
「これらの商品で購入した経験があるものはどれか？」という
質問では、
「スムージー」がたった 2 人だけいた。最後に、
「これらの商品の
中で購入してみたいもの、もう一度購入したいものはどれか？」という質問
では、一番多かったのは「スムージー」だったが、同じくらい「ない」と
答えた人がいた。
「ない」と答えた理由には、
「興味が無いから」
、
「値段が高い
から」等が挙げられた。
結論・課題
これらのことから、規格外野菜や廃棄野菜について、多くの人が興味を持とう
としないことが考えられる。規格外野菜や廃棄野菜の再利用品は多くの人に
知られておらず、興味も持たれていないことから、まずは、規格外野菜や
廃棄野菜について知ってもらい、興味を持ってもらうことが今後の課題である。
展望
今回のアンケート調査によって、商品に対して興味がないと答えた人が多く、
若者に向けた商品が少なすぎることがわかったので、課題を解決するためには、
若者向けの商品を増やし、
積極的にSNS等で宣伝するべきだと考えた。
すると、
SNS 等を見た若者の心を鷲掴みにし、商品の購入、SNS 等に投稿することで、
その投稿を見た若者が商品を購入し…という循環が生まれ、知名度が上がり、
商品の需要も上げることができると考える。
参考文献
マイナビ農業 https://agri.mynavi.jp/2018_07_24_33871/
未来開墾ビジネスファーム
https://special.nikkeibp.co.jp/NBO/businessfarm/bizseed/11/?P=1
VEGHEET https://moneykit.net/visitor/sbg/pj/20180005/biz.html
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レジ袋有料化の本質に迫る
～Ｏｕｒ future actions will change the future～
１年次 6 組 Group8
宮野泰輔
武田歩高
服部涼
松岡夕和
石原花穂
柴田倫太朗
背景意義
温暖化が進む中でレジ袋の有料化が始まり、対策として有効なのか気になった
から。より多くの人がレジ袋の対策に協力的になると思ったから。

レジ袋有料化の
本質に迫る
～Ｏｕｒ future actions will change the future～

背景：年々地球温暖化が進んでいる中で、レジ袋の
有料化が始まり、対策として有効なのか
気になったから
意義：レジ袋の有料化が対策として有効である
とかったら、より多くの人が対策に協力
的になると思う

考察
図 1 から 7％の人がレジ袋をいつも買っている。これは、驚く結果であった。
図２から、使っているかはわからないが多くの人がエコバッグをもっている。
図 1,2 より環境に対する意識が強いのではないかと考えられる。
図 3 より 1 番気になった意見は灰色。これはエコバッグが高価という意見で
ある。これより実際高いのもあるが 500 円から 1000 円ぐらいのものが多い。
従ってエコバックが高価だと考える人は、エコバッグについて知る機会が少な
いためこうなるのではないかと考えられる。
図 4 よりゴミ袋として使っているのが多かった。再利用してよいと思われる
が結局は捨ててしまうため環境にやさしとは考えにくいとおもわれた。

研究手法
～リサーチクエスチョン～
「レジ袋を有料化したことで
二酸化炭素の排出は削減できるのか」
○ アンケート作成
→城東高校一年生の間でのレジ袋に対する意識調査

○文献参照

図１

レジ袋を買っているか？

エコバッグを持っていますか？

図２

ＮＯ
27%

買う
7%

買わない
40%

時々買う
53%

ＹＥＳ
73%
ＹＥＳ

時々買う

買わない

買う

図３

図４
その他
36%

すぐに捨てる
2%

エコバッグを持つの
が面倒である
44%

エコバッグが高価である
5%

ＮＯ

購入したレジ袋の使い方は？

エコバッグを持っていない理由

その他
2%

別のものを入れる
22%

ごみ袋として
74%

レジ袋が必要
15%
ごみ袋として
エコバッグを持つのが面倒である

レジ袋が必要

エコバッグが高価である

別のものを入れる

すぐに捨てる

その他

その他

＜考察＞
・図１より４割の人がレジ袋を買っている

環境に対する意識がある？

・図２より約７割の人がエコバッグを持っている

・図３よりエコバッグが高価である

エコバッグについてしるきかいがすくない？

・図４よりゴミ袋として使っている

再利用する意識が高い？

研究手法
1 年 4，5，6，7 組全員にアンケートを実施した。

レジ袋を有料化することで二酸化炭素排出量は削減できるのか

《結論》

結論・課題
環境省はレジ袋の有料化によって、レジ袋全体の 10 パーセント程度の減少を
見込んでいる。レジ袋はプラスチックごみ全体のうちの 2 パーセントを占めて
いるため、プラごみ全体の 0.002％（180ｔ）を減らそうと考えている。903 万
ｔのうちの 180ｔというのはほとんど変わりがないように思える。また、アン
ケートの結果からリユースする人、また必要であるから購入する人もいる。結
局、レジ袋は人の手にわたり使用されるため、環境に変化はないと考えた。ほ
かのプラスチック製品に目をむけ、改善していくことが課題だと考える。ビニ
ール傘は一年に 8000 万本捨てられ、洗濯ばさみも耐久性が低く壊れやすい。
このようなプラスチック製品になにか策をうちプラごみを減らすことが環境
問題を改善することにつながると思う。

・レジ袋の有料化➡プラスチックごみ全体の
0.002％（１８０トン）を削減する見込み
・レジ袋をリユースする人がほとんど
わざわざ買う人もいる〖アンケート結果より〗
⇒ほとんど環境に変化はないといえる

《課題》
他のプラスチック製品に目を向ける
⇒プラスチックごみの削減を図る

例： ビニール傘（一年の廃棄量８０００万本）
洗濯バサミ（耐光性が弱く、製品寿命が短い）

Q. ペットボトルやビニール傘などには

レジ袋の有料化のような対策がなされていないの？

A.

レジ袋有料化の本来の目的は
環境問題解決の＜きっかけ＞になること。

今後、レジ袋以外のプラスチック製品削減へ
どのような対策がなされていくのかがカギ
［参考文献］

https://inoue.jp/eco/chapter6#:~:text=%E3%83%AC%E3%82%B8%E8%A2%8B%E3%82%92%E6%8E%92%E9%99%A4%E3%81%97%E3%8
1%9F%E3%82%89,0.002%25%EF%BC%88180t%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
https://www.irasutoya.com/
https://ideasforgood.jp/2020/08/25/plasticbag/#:~:text=%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%AF%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%
81%8D%E3%81%A3%E3%81%8B%E3%81%91%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8&text=%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%8
2%8A%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB,%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%81%93%E3%81%A8%
E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%AD%E3%80%82

展望
結論で示したように、レジ袋有料化によるプラスチックごみの量の変化への影
響はほぼないに等しい。
しかしなぜ、プラスチックごみの割合の多くを占めるペットボトルや、ビニー
ル傘などにレジ袋有料化のような対策がなされていないのか、という疑問が生
まれる。
この問いに対する答えに、レジ袋有料化の本質がかかわっている。
レジ袋有料化の本来の目的は、環境問題解決のきっかけになること。
アンケートの結果より、レジ袋有料化によってレジ袋を買うのではなく、エコ
バックを利用、持参する人が多数だから、環境に対する意識が高まったといえ
る。
したがって、今後世界全体でどのようにして、プラスチックごみの量を減らし
ていくのかが、とても重要になってくる。
参考文献
イラストや

https://www.irasutoya.com/
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「学びたい」気持ちを応援します！
１年次７組 Group１ 浅野真菜 阿部愛璃 大野夕奈
唐下華恵 七戸花菜 万代菜摘
背景・意義

経済的理由で大学進学をあきらめる高校生が約５０％にのぼる日本の現代社会において進

路の幅を広げられる可能性のある奨学金について研究した。自分が学びたいことをお金の制約ですること
ができない高校生を助けたい。

研究手法 ・意識調査をするために城東高校の1～3 年生１クラスずつに奨学金についての簡単な問題を
出題また、アンケートを実施。
・インターネットや図書館(本)などを利用して大学生が使う費用や奨学金について調査。

結果・考察

大学生が使う費用を国立と私立で比較してみた。入学金は国立と私立で同じぐらいだから

授業料は国立よりも私立の方が高い。私立の医学部は6 年間で約3000 万を超える。国立で払う必要のな
い施設費、実習費などのその他の大学に使うお金が私立では約31 万円かかる場合がある。ここからやはり
大学進学にはお金が沢山必要になると考えられる。学部によって授業料も違ってくるのでどのくらい必要
か事前に調べておくべきである。
アンケートで行った「理解度チェック」では城東生の2 人に 1 人が奨学金を使うのに平均点が7 点中2.1
点という結果になった。奨学金への理解が乏しいと奨学金破産に繋がる。その数は年々増えており現在は
約2000 人に1 人が奨学金によって自己破産に陥っている。
貸与型には利息のない第一種と利息のある第二種がある。借りられる金額は第一種では国公立大学より私
立大学の方が高く、また、国公立•私立それぞれにおいて自宅からの通学より自宅外からの通学の方が高い。
第二種は2 万円〜12 万円の間を一万円単位で選ぶことができる。親の収入の上限額の目安は、家族構成に
よるが、第一種では約600 万円〜900 万円、第二種では約1000 万円〜1300 万円。このように第一種は利
息がない分、基準が少し厳しくなっている。 一方給付型では世帯収入の基準を満たしていてかつ学ぶ意欲
があれば支援を受けることが出来る。給付型は返済の必要がなく、国公立か私立かによって給付される金
額は違う。区分は収入の状況によって分かれている。

結論・課題

今までのことを受けて奨学金の上手な選び方を紹介する。奨学金を借りたいなら、まず家

庭の収入を考える必要がある。家計が苦しい人で平均評定が3.5 以上なら、第一種奨学金をお勧めする。ま
た、平均評定が3.5 無くても平均以上であるなら第二種奨学金を借りることができる。
苦しいわけではない人はどちらでも選べるが、第一種奨学金は収入上限が低いため、選択できない可能性
が高い。奨学金をどうしても借りたいと思うなら今のうちから勉学に励み、平均評定を校内平均水準以上
はとらないといけない。大学進学にはたくさんのお金が必要となるため奨学金制度があったとしても大学
進学で必要とするお金には満たない場合があると考えられる。学びたい意欲がある人が平等に教育を受け
るにはどうしたらよいのだろうか。奨学金制度があってもお金が原因で進路をあきらめる人がいるという
ことは奨学金制度が十分でないと考える。

展望

私たちは新しい企業を利用した奨学金制度を提案する。高校生の時点で自分の進路に近い企業に

スポンサーについてもらうことで企業から学費などの支援してもらい、大学に通うことができる。大学卒
業後、企業へは優秀な実績で貢献する仕組みである。これによって互いに利益を得ることができるためお
金が原因で進路をあきらめる人が減少すると考える。
参考文献
・マイナビ学生の窓口「大学の学費は４年間でどれくらいかかる？国公立の比較と諸経費について」
https://gakumado,mynavi,jp/gmd/articles/42922
・ほけんＲＯＯＭ学費保険「国立大学4 年間の学費総額は？学部別の授業料や私立大学比較も」
https://hoken_room,jp/student/7520
・独立行政法人日本学生支援機構「貸与奨学金案内」
https://www,Jasso,go,jp/shogakukin/moshikomi/yoyakuteishutsu/_iesFiles/afieldfile/2020/04/02/taiyo
_annai,paf
・スタディサプリ「大学生にとって奨学金とは？」
https://shingakunet.com/rnet/_s/column/syougakukin column/_d system.htm|
・独立行政法人日本学生支援機構「奨学金の制度(給付型）
」
https://www.Jasso.go.jp/syogakukin/kyufu/index.htm
・保険チャンネル「入学金や授業料．
．
．大学入学に関わる費用はいくら？大学無償化もチェック」
https://hokench.com/article/education/544/_
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新たな虫の可能性
１年次 7 組 Group2 松川果恋 植木潤 那須百合恵 山下陽平
𠮷井優亜 𠮷田成
背景・意義
30 期生の先行研究より、昆虫食は栄養素がほかの一般的な家畜に劣らず、十分に栄
養を摂取できるため、食糧不足を解決するのに有効な手段であることが分かった。
しかし、多くの人は昆虫食に対して抵抗があり、昆虫の形が残っているままの食べ
物ではあまり食べてもらえなかったようだ。特に、男子は多く食べてくれたが女子
にはあまり食べてもらえなかったことが分かった。私たちは先行研究をもとに、さ
らに研究を進めるため、昆虫食の見た目を改善することで抵抗をなくし、より多く
の人に昆虫食を食べることを身近に感じてもらえる研究を行った。
研究手法
インターネットを用いて昆虫食について調べた。また、昆虫の見た目の課題を解決
するために、昆虫を粉末にしてクッキーを作った。そして、城東高校 1 年 7 組に昆
虫入りクッキーと食用の昆虫の試食をしてもらい、アンケートを実施した。
結果・考察
アンケートの結果①より、男女問わず、虫や虫入りクッキーに興味をもち食べてく
れる人が多かったことがわかる。昆虫そのままの味の感想には、後味がよくない。
臭いが気になる。などがあった。昆虫入りクッキーの味の感想は、市販のものくら
いおいしい。という意見が多かったが、昆虫の後味が少し残る。という意見も僅か
にあった。昆虫をそのままの姿ではなく、粉末状にして目立たなくしたことや、食
べやすくなじみのあるクッキーに昆虫を使用したことが昆虫入りクッキーを食べ
てくれた人が、多かった要因だと考えられる。しかし、虫を食べること自体に抵抗
を感じ、粉末状にしただけでは食べることができない人もいた。また、アンケート
の結果②より、災害時であれば約 60％の人が昆虫を食べたいと答え、クラスのほぼ
全員が昆虫入りクッキーのようなものなら食べたいと答えたということがわかる。
結論
研究の結果、虫の形を変え昆虫の見た目を目立たなくすることで城東高校生 1 年 7
組の多くの人たちに食べてもらえた。今回のように昆虫食を食べる機会を設けるこ
とで、昆虫食を身近に感じてもらい、食糧不足が起きた時に、食料として昆虫食も
候補の一つになることができると考えられる。
展望
アンケートの結果より、虫の後味が残るという意見があったため、それについて、
さらに細かい粉末にする必要があると考える。また、実際に飢餓になった時には、
今回使用した虫の量では食糧不足に対応できないので、料理に入れる虫の量を増や
す必要がある。
参考文献
・search.rakuten.co.jp>seard>mall(楽天市場)コオロギ
・生餌の通販・gooddo.jp>Home>SDGｓ持続可能な開発目標
・SDGｓの目標 2「飢餓をゼロに」
・ｈｔｔｐｓ：www.muji.com/jp/ja/featurefod/460936
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児童養護施設への《正しい》支援
１年次７組 Group３

7組 group3
田島和紀・若井まひる・河野愛留
難波沙莉奈・野上理奈

田島 和紀
野上 理奈
若井 まひる 河野 愛留 難波 沙莉奈

背景・意義
地域格差や不登校児などが世間で多く取り上げられている中で、児童養護施
設については余り触れられていない事実に気付いた。そこから「支援が行き届
いていないのでは？」と思い調べてみた所、意外な課題が浮上した。
最終目標は、この論文を読む貴方に《正しい》支援の在り方を知って貰う事
である。
研究手法
まず、
インターネットに掲載されているNPO法人や施設のHPを利用した。
次に、県内の施設へのインタビューを電話で行った。現場の人の声を直接聞
く為と、調べたことの裏付けを取る為である。
結果・考察
園長のお話によると、施設が欲しい物は支援金、送られて困る物は衣服や玩
具であるそうだ。
国や自治体から出る援助金は使い道が決まっていて、子供達を習い事に通わ
せてあげることも卒園生の援助をしてあげることもままならない。支援金があ
れば、子供達が夢を持って社会に旅立つ手助けが出来る。でも肝心の支援金が
無いから、子供達の願いを十分に叶えられず、将来の選択肢が阻まってしまう。
また、支援金があれば、それぞれの好みに合った物を買ってあげられる。で
も肝心の支援金が無いから買ってあげられない。あるのは送られてきた誰も好
まない服や誰も遊ばない玩具の数々。これらの善意で送られた物品の処理に戸
惑ってしまう事も容易に想像できるだろう。
何故、需要と供給の歯車は噛み合わないのか。それは多くの人がこの現状を
知らないからだと考えた。善意による支援も、一歩間違えれば有難迷惑となる。
施設の欲しい物を理解していなければ、
《正しい》支援をすることは出来ない。
つまり、理解しさえすれば需要と供給が一致した《正しい》支援が出来るのだ。
結論・課題
調査を進めた結果、需要と供給の不一致、即ち施設側の欲しい物が支援側に
理解されていない現状は確実なものとなり、これらの事実が多くの人に理解さ
れていないこともまた浮き彫りになった。
児童養護施設への《正しい》支援とは、使い道も形も決まりきった物品では
なく、子供達の日常・成長・将来全てを支え得る支援金を送る事なのだ。
今回の反省点は、研究テーマが纏まらず調査を直ぐに始められなかった事と、
急な依頼だった為インタビュー出来た施設が予定より少なくなった事だ。

 新たな課題

今回の研究で発覚した問題点を
どのようにして世間に伝えるか
➡課題が解決できたら・・・

効率の良い支援が可能
＜需要と供給の不一致が軽減＞
施設の子供たちの将来の選択肢が広がる！！

展望
事実をどのように世間に伝えるか、という新たな課題が浮上した。今回我々
は論文を読む貴方に伝える手法を取った。他にも、ポスターを貼る、学校内で
募金活動をする、SNS で拡散する等々、我々が考えただけでも高校生が実践で
きる方法は幾つもある。どれが最も効果的なのかは新たに研究する必要がある
が、この課題を克服できたら、需要と供給が一致した《正しい》支援が可能と
なる。その支援によって、子供達がささやかなしあわせを得られるのだ。我々
はその為に、まず知り、次に広め、そうして《正しい》支援をしていくべきだ。
協力：社会福祉法人 児童養護施設 わかば園 様
追記：この論文中の「子供」は、18 歳までを指す。
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同性婚は何故合法化されないのか

～同性婚への第一歩～

＜同性婚の現状とこれから＞
１年次７組 Group４
枝木 さくら
下 紗弥子
高橋ティアラ
三木 遥斗
林 由季人
背景・意義
昔に比べ、同性愛が人の 1 つの在り方として世間に浸透しつつある今、なぜ
日本では同性婚が未だに認められないのか。あまり知られていない同性婚の
実態を多くの人に知ってもらいたいと思い、テーマを決めた。
研究手法
インターネットのサイトや書籍を用いた文献調査を行った。
結果・考察
結論・課題
同性婚が認められると、異性間で認められている権利と同じ権利を受け取れ
る。そのため、遺産相続や配偶者控除はもちろん、異性カップルにしか認めら
れていなかった特別養子縁組も認められるようになる。
同性婚が合法化されなければ、財産分与請求権、相続権がない、扶養控除や
社会保障が認められない、親権が片方にしか与えられないなど、本来結婚する
ことで得られるはずの権利が与えられず異性間の結婚に比べて不平等が発生
している。この現状において同性婚賛成派の意見として、デメリットが存在し
ない、愛の多様性を尊重するべき、といったものがある。
対して、同性婚反対派の意見として、生産性が無い、守り続けた倫理と常識が
破壊される、といったものがある。
では、同性婚が合法化されている海外の例を見てると、どうだろうか。現在、
アメリカ、南アフリカ、台湾など、29 か国で同性婚が認められている。その
中で我が国と最も関わりの高いアメリカ合衆国を例に挙げてみた。
そこには同性婚を認めることでの経済的な好影響が具体的に現れていること
が判明した。これらは社会全体に恩恵をもたらすことから決してこの問題を解
決することは他人事ではないといえる。
日本ではパートナーシップ制度というものがある。これは「同性愛者の関係
を婚姻相当に認める」というものであり、同性婚とは全く異なるものである。
なぜならこの制度に法的拘束力はなく、地域限定のサービスに過ぎないからで
ある。これらの結果から同性婚を法的に認めないのは、異性間の婚姻を認める
ことと大きな差があり、差別であると言える。
展望
同性婚をもっと身近なものと考え、
これまでの
『普通』
の認識を変えるために、
私たちが今できることはただ 1 つ。相手の性を決めつけないことだ。
日常の中にある気づかない差別に気を付け、まずは自分の行動を見直すことで
差別を減らしていく。それが、高校生の今、同性婚制定などの差別に対して、
私たちにできる第一歩である。
参考文献
https://lgbt-life.com/topics/superally18/
https://www.marriageforall.jp/ja/marriage-equality/
http://emajapan.org/promssm/world
https://jobrainbow.jp/magazine/nosamesexmarraige
https://iris-lgbt.com/blog/2019/08/05/partnership_government/
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チョークの粉は 〈ゴミ〉 じゃない！

1-7
永井菜々
藤井優依
石田莉奈

5班
土山蓮華
室田涼乃
別府千夏

研究手法
①実験
目的：チョークの粉からもう1度質の良い商品化
できるようなチョークを作る
内容：チョークの粉と水を混ぜて、手でこね、形を作り、
室内と室外で乾燥させて使う

②アンケート

チョークの粉はゴミじゃない！
１年次 7 組 Group5
永井菜々 土山蓮華 藤井優依 石田莉奈 別府千夏 室田涼乃
背景・意義
SDGs の 11 番「住み続けられる街づくりを」から私たちの町はポイ捨てや
可燃ごみが多く CO2 の排出量が多いなどのごみ問題があると感じた。そこ
で身近な学校のごみ問題について調べ、チョークの粉に注目した。城東高校
では一年間で一クラス当たり854ｇのチョークの粉が廃棄されていることが
分かり、約 56000 本分のチョークの粉が廃棄されていることが分かった。そ
こで、私たちはチョークの粉からもう一度チョークを作ることにした。

対象：１年７組（３７人）、チョークを使った先生（８人）
内容：＜先生＞チョークの使いやすさ、強度、衛生面
環境について、改善点
＜生徒＞書いた文字の見やすさ、環境について
黄色のチョークとの区別、改善点

実験

結果
１０g

固まらない

水10g
１５g
チョークの粉10g,15g,20g,25g
タピオカのストローに入れて ２０g
乾燥させる
２５g
水１５g,チョークの粉１００g
室内と室外で乾燥させる

固まらない
固まらない
少し固まる

室外

ボロボロした

室内

一番よいチョークができた

〈考察〉
水15ｇ,チョークの粉１００gの割合で
室内で空気と良く触れるように乾燥させると
よいチョークができる。

アンケート集計結果
先生用

対象

1年団の先生 8人

やや強い

普通

やや弱い

弱い

よい

ややよい

7人

No
1人

普通

やや悪い

悪い

良い所

環境のためならこれからも使うか

Yes

・市販のチョークよりも書きやすい
・消しやすい
・市販のチョークよりも折れにくい

結論 水15ｇ 粉100ｇ 室外乾燥
１番質の良いチョークが作れた

課題
アンケート(生徒37人教員8人)より

○書き心地 △色・別の色の混入
カラーバリエーション
白に近づける

○強度

展望

結果・考察
水と粉の分量は１；１、１；２、２；３、２；５、３；２０の５種類の割合
を試し３；２０の時に最も使いやすい硬さとなった。形成の仕方は太いスト
ローに詰めるのと手でこねるのと２種類試し、手でこねたほうがしっかりと
押し固められるため良いとわかった。乾燥させる場所は室外に比べ室内のほ
うがより適度に乾燥されたため良い仕上がりとなった。これらの結果から水
と粉の割合は 3；20 にし、手でこねて形成したあと室内で乾燥させるという
作り方が最も強く、書き心地の良いチョークになるとわかった。

衛生面はどうか

強度

強い

研究手法
まず、程よい質のチョークを目指して実験をした。粉と水の分量を量り、太
いストローに入れたり手でこねたりして形を作り乾燥させた。また乾燥させ
る場所を室内と室外に変えた。次に、1 年 7 組の３７人と城東高校の先生 8
人を対象に、作ったチョークに対する評価を聞くアンケートをした。

高校生でも
チョークは再利用可能

①チョークによって「炭酸カルシウム」や
「石膏カルシウム」が無駄に使われない
②企業や会社が関わるとさらに大きい事業になる

参考文献

結論・課題
簡単にチョークの粉からチョークを作ることはできたが、アンケートや実
験から衛生面と色に問題があることがわかった。まず、衛生面では髪の毛や
ほこりの混入が原因のため、対策としてチョークの粉をふるいにかける、作
るときに頭を覆いビニール手袋をする。チョークの粉入れをゴミが入らない
ところに置くなどができる。色は黄色と白が混ざったような色で見にくいこ
とが問題だった。小さくなったチョークを色分けして削り、作る際に作りた
い色の粉の分量を多くすることによってその色に近づけることができるだ
ろう。チョークの粉を削るのは大変であったため、かき氷機に入れて削ると
いう案が出た。
展望
今回私たちは住み続けられる街づくりについて研究し、ごみを再利用する
必要があると考え、実験でチョークの粉から最良の質のチョークを追求し商
品化を目指すにはどうすればよいかを研究した。また、実験からチョークの
原料の炭酸カルシウムなどをチョークの生産によって無駄に使うことは減
るだろう。そして企業や会社などが関わりより大きな事業になればそのほか
にもいろいろな資源を再利用できると思う。現代人はモノがあることが当た
り前になっている。資源が失われずに住み続けられる街になるためには、今、
住めていることに感謝し、大切に使うことが必要である。

未来を変える目標SDGsアイデアブック p.108.109

参考文献 未来を変える目標 SDGs アイデアブック p108 109
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Let’s Make a Better Straw
１年次 7 組 Group6

唐川凜
青井蘭
岡美里
荻野天花
長田彩
後藤琴葉

背景・意義
近年、地球温暖化などあらゆる地球問題指摘されている。そこで、私たちは、
海の豊かさを守るために、プラスチックに着目し、現在普及しつつある紙ス
トローについて研究することにした。
今回の研究は、紙ストローの性質を明らかにし、アンケートをもとに、より
多くの人が快適に使うことが出来る、環境に配慮したストローを提案するこ
とを目的とする。
研究手法
まず、紙ストローの普及率と使いやすさについて調査するために城東高校 1 年
次生３クラスにアンケートをとった。
次に、長時間、液体を入れていても機能性を保つことができる紙コップに着目
し、コップと紙ストローの性質の違いを明らかにするため、紙コップと紙スト
ローの比較を行った。

アンケート結果
アンケートでは、紙ストローを使用したことがある人は 48%であった。紙ス
トローを使用した人の意見では、
「ふやけて飲みにくい。
」
「紙独特の臭みがあっ
て不快」などの否定的なものが多かった。今後、環境面と使いやすさを考慮し
たうえで紙ストローを使用したい人の割合は、紙ストローを使ったことがない
人のほうが 26%多かった。つまり、紙ストローを使ったことがない人は、使っ
てみたいと肯定的に考えている人が多いが、実際使ったことがある人は、欠点
が気になり今後使いたくないと考えている人が多い。
アンケート考察
実験結果とアンケート結果から、紙ストローが使いにくければ、紙ストロー
が様々な場所で提供されたとしても、現状は変わらない。そこで、今よりも使
いやすいストローができれば、より多くの人が紙ストローを使用しプラスチッ
クの削減に繋がると考えた。
実験結果
実験で行った紙コップと紙ストローの比較では、それぞれ 30 分間水に浸ける
と差異がみられた。紙コップは、外側はボロボロになったが、内側(液体を入れ
る部分)は変化しなかった。それに対して紙ストローは外側の部分(口を付ける
部分)の紙がはがれ、飲むのがままならない状況になった。
結論・展望
アンケート結果や実験結果を基に環境面に優れ、かつ飲みやすいストローを提
案する。一つ目の案としては、飲み口だけをプラスチックにした紙ストローだ。
飲んでいるときに紙がふやけるのを防ぐことができる。二つ目は、接続部分だ
けをプラスチックにした紙ストローだ。ストローがはがれてしまうのを防ぐこ
とができる。最後は、紙コップの内側に使われている材質を使って作る紙スト
ローだ。実験からわかるように耐水性があるので飲みやすく環境にも優しい。
これらのストローを使うようになれば、70％から 100％のプラスチックを削減
することができるだろう。
私たち人間も人間を取り巻く環境も豊かなものにするためには、一人一人が身
近なものに目を向けながら生活していかなければならない。
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食卓を彩る生ごみの使い方
１年次 7 組 Group7

大原拓真 岡本湧太郎 川人健太郎
豊田琉功 中川創太
橋本京悟

背景・意義
近年日本の生ごみの量は減少傾向にある。資料のごみ量の変化を見れば明らか
です。しかし他国と比べるとやはり多い。
「より生ごみを減らす方法」
「捨てら
れているけれど本当は食べられる生ごみ」を今回は提示したいと思う。
研究手法
（１）レシピを選ぶ(作りやすさ、手ごろさ、ごみの量)
（２）６人の班員を３グループに分けて選んだ３つのレシピ（オレンジピール
人参の皮の天ぷら、リンゴの皮を使ったジュレ）を作って来てもらう
（３）作ったものを持ち寄り 12 名に試食してもらい実用的か検討する
結果・考察
（１）オレンジピールは圧力鍋で二回ゆでなければ柔らかくならなかったがみ
かんの皮は二回ゆでると脆くなりすぎてしまった。圧力なべを使わないならば
みかんの皮も二回ゆでるほうがいい。オレンジ、みかんの皮ともにできるだけ
分厚く切るべきである。
（２）人参の皮の天ぷらには少し苦みがあり、てんぷらとしてはサクサク感が
少なかったため、炭酸水や砂糖をより多く加えてさっぱりとした味にするとよ
いと感じた。改善点も多かったが、作りやすさ、必要時間、ごみの減少などの
メリットを踏まえると、非常にリーズナブルな料理でありお勧めできる料理だ
（３）リンゴの皮を使ったジュレ(ジャムの様なもの)は二人の料理苦手な男子
高校生が休日に一人で作れるくらいお手頃なものだ。材料もほとんどの家庭に
あるようなもので、調理時間も休日のおやつ作りにはちょうどいい時間だ。手
段通りに作れば綺麗なジュレができ、これで朝の食パンやヨーグルトがさらに
おいしくなる。本来なら捨てるはずのリンゴの芯や皮を使って市販のジャムと
同じくらいおいしいものを作ることができる。ただ、問題点として、リンゴの
皮は捨ててしまうので結局生ごみ量は変わらないことがあげられる。しかし成
分を有効活用できた点は決して無駄でなかったといえる。
結論・課題
結論として、生ごみは料理しておいしく食べ、ごみを減らすことができること
が分かった。特に、果物と野菜の皮は使い勝手がよかった。しかし、リンゴジ
ャムで使った皮は結局捨ててしまった、オレンジピールは苦みが残ってしまっ
たり、にんじんチップスはしなしなになってしまったりしたので、課題として、
さらなるごみの減少、味や食感の改良の 2 点が挙げられた。
展望
今回自分たちが調べた食材や実際に調理してみた食材以外にも「捨てられてい
るけれど本当は食べられる生ごみ」が他にどのようなものがあるのかという疑
問が残った。より多くのごみを使ったメニューを開発することができれば「ご
み」が商品化できるかもしれないし,今まではずっと捨てられてきた「ごみ」が
「食材」として有効活用できるかもしれない。
参考文献
東京 23 区のごみ問題を考える環境省『日本の廃棄物処理平成 29 年度版』
株式会社ミタデン 『ミタデンのなるほど！そうだったのか！2018 4 月放送』
毎日の料理を楽しみにする cookpad
（レシピ ID １→5597249 ２→6286577 ３→5871444）
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フードバンクを通じて私たちにできること
１年次 8 組 Group1

フードバンクを通じて
私たちにできること
～アンパンマンは君さ！～

井本菜月 関口花音 藤本彩花 藤野由子

背景・意義
フードバンクについて調べていくと、高校生のフードバンクの認知度が低い
ことが分かった。現状を踏まえ、もっと多くの人、特に高校生を中心とする若
い世代に活動に参加してもらうための解決策について研究し、今後の展望を提
示する。

1年次8組Group1
井本菜月 関口花音
藤本彩花 藤野由子

研究手法
文献やインターネットでの調査に加え、高校生がフードバンクについてどれ
だけ認知しているのかを調査するため城東高校の全校生徒を対象としたアン
ケートを実施した。
結果・考察
文献・インターネット…ホームページなどでフードバンクの参加方法につい
て調べてみると、直接持ち込む、家から食料を送るといった形のほか、フード
ドライブでの寄付も可能なため､高校生でも簡単に参加することができるとい
う印象を受けた。一方、フードバンク岡山の活動は個人からの寄付よりもフー
ドバンク岡山と企業および団体間のやり取りが目立ってしまうため、個人では
参加しづらいのではないかと感じた｡
アンケート…『どこでフードバンクを知ったか』という質問に対しては中学
校での研究、GLOBAL の課題研究などの理由から 10%の人が知っている・聞
いたことがあると回答した。しかし、具体的な活動内容に関しては意見の食い
違いや正しい知識が身についていないことが分かった。また、
『フードバンクの
活動に参加してみたいか』という質問では 34％の人が参加したいと回答し、高
校生の活動への参加の意思が少し低いことが分かった。
結論・課題
高校生にフードバンクへ参加してもらうための解決策として、既存の SNS
の活用でフードバンク岡山の活動を今よりも発信して活動を知ってもらうき
っかけを作ることがあげられる。また、個人がフードバンクに参加するきっか
けとしてフードドライブの実施も解決策の一つになると考える。その一方、活
動を知っていても正しい知識をもっていない人が多いため、SNS では活動報告
だけでなくフードバンクに関する様々な情報も定期的に発信していくことが
今後の課題だ。

考察・結論・課題
【考察】
みんなの考えるフードバンク活動

企業
個人

フードバンク岡山

生産者

【課題】
SNSでの情報発信
・活動報告
・寄付の具体例
・今後の活動予定
・フードバンクの情報 など

提案・展望
【提案】

イベント会場
文化祭 など

【展望】
フードドライブ
個人
個人
個人

地域の公民館

展望
調整や運搬の費用をかけないネットワーク型フードバンクとして活動開始
したフードバンク岡山だからこそ、フードバンクによる企業・団体からのまと
まった食品寄付と、地域との連携で定期的なフードドライブを実施することの
2 つを行うことで地域のニーズに合った持続可能な食品提供を可能にできるの
ではないか。現在、地域の公民館やイベントなどで実施されているフードドラ
イブを学校の文化祭で実施するなどの新たな取り組みにより、若い世代を中心
に多くの人にフードバンク活動に触れてもらえるのではないかと考える。

画像：リビング岡山 食が人をつなぐ
フードバンクの挑戦 より

参考文献
「フードバンク」佐藤順子 2018 明石書店
フードバンク岡山HP http://fb-okayama.com/
セカンドハーベストジャパンHP http://2hj.org/
https://mrs.living.jp/okayama/a_feature/article/3208261

フードバンク

団体

企業

参考文献
「フードバンク」佐藤順子 2018 明石書店
フードバンク岡山 HP http://fb-okayama.com/
セカンドハーベストジャパン HP http://2hj.org/
https://mrs.living.jp/okayama/a_feature/article/3208261
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老後の安心な暮らし
1 年次 8 組 Group2

老後の安全な暮らし

片山 朔
土井 菜月

摺河 史華
井上 菜緒子

背景・意義
老後の問題は私たちにもすぐ降りかかることで、今から考えておかなければ
ならないことであり、日本の福祉を振り返るきっかけになると考えた。

８組２班
片山朔 摺河史華 土井菜月 井上菜緒子

研究手法
インターネット・文献資料で調べる、親に質問する。
背景
老後の問題
→私たちが考えるべき問題
→日本の福祉を考えるきっかけ

研究手法
• インターネット
• 文献資料
• 親への質問

日本の福祉の現状
 介護保険サービス
介護報酬：自己負担額と介護給付
自己負担額は基本的に１割
年間所得額
65歳以上

自己負担

280万円以上340万円未満
340万円以上
346万円以上
463万円以上

一人暮らし

夫婦

2割
3割
2割
3割

 介護士
2016年 高齢者 約3460万人 介護士 190万人
2025年 高齢者 約3660万人 介護士 需要 245万人
供給 211万人
2017年 介護士の離職率 16.2％

少ない

 年金制度
国民年金と厚生年金
現役世代が払う保険料 → 年金

少子高齢化の進行 → 破綻

～現在の高齢化率～
2019年

28.4％ （内閣府より）

～若い世代の年金の負担～

～他国との出生率・高齢化率の比較～
出生率

（％）

高齢化率

（％）

30
2
20
1

10

0

スウェーデン

フランス

フィンランド

日本

出生率

0
スウェーデン

フランス

フィンランド

日本

高齢化率

結果・考察
日本の福祉の現状
介護保険サービスについて…サービス利用時に介護事業者に介護報酬が支払
われる。介護報酬は利用者の「自己負担額」と「介護給付」から成り立つ。自
己負担額は基本的に介護保険サービス料全体の 1 割である。場合によって、2
割、3 割となる。
介護士について…近い将来、高齢者の人数に対して介護者の人数が足りないと
いう状況になりうる。また、2017 年の介護者の離職率は 16.2％である。離職
の理由として人間関係や収入の低さがあげられる。そのため、介護士を増やす
ためには収入を増やすことが効果的である。
年金制度について…年金には国民年金と厚生年金がある。現在の年金は、現役
世代が払う保険料から成り立っている。そのため、少子高齢化が進行するとこ
の年金制度は破綻する可能性がある。
少子高齢化について…2019 年では、高齢者の割合が 28.4％と日本の全人口の
約 3 割も占めている。少子高齢化はたくさんの問題を引き起こし、現在適切な
解決策が必要となっている。また、日本は他国と比べると出生率が一番低く、
高齢化率が世界の中でも一番といっていいほど高く、少子高齢化が進んでいる。
結論・課題
結論として、介護施設と年金制度の破綻の 2 つの問題がある。介護施設につい
ては、介護士の待遇が不十分であることなどが挙げられ、年金制度については、
現役世代が負担するため、少子高齢化によって破綻すると考えた。外国と比較
してみると、日本は少子高齢化がより進行している。古い偏見による男性の育
休の取りづらさなども原因の一つとして挙げられる。

結論～課題のまとめ～
• 大きな問題

年金制度
の破綻

介護施設

・介護士の不足

現役世代が負担

→給料など待遇不十分

→少子高齢化で破綻

・施設の不足
・価値観の変化 ・育児は女性がするものという偏見

男性が育休取りづらい

出生率の低下

展望
• 介護士の待遇，施設の政策
• 「結婚をしなくてもよい」という意見
• 出産・育児の負担
• 男性の育休の取りづらさ

• 自分たちで介護関係の人の精神面を支える
• 偏見をなくす意識
• 出産・育休で休む人たちが安心できる職場づくり
参考文献
朝倉書店 「国際貢献とSDGsの実現 ―持続可能な開発のフィールド―」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2019/r01webgaiyoh/html/gb1_s1.html
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-trouble/
https://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~tetsuta/jeps/no11/yamada.pdf
https://www.minnanokaigo.com/enquete/no50/

展望
将来の日本を背負う僕たちの世代ができることは、自分たちでビデオを作るな
どして介護関係の人たちを支えることや、出産・育休で休む人たちが休みやす
くなったり、安心して仕事に復帰したりできるように、偏見をなくし、安心で
きる職場をつくることである。これらが問題の解決への第一歩である。
参考文献
朝倉書店 「国際貢献と SDGs の実現 ―持続可能な開発のフィールド―」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w2019/r01webgaiyoh/html/gb1_s1.html
https://www.minnanokaigo.com/guide/care-trouble/
https://www.ec.kagawa-u.ac.jp/~tetsuta/jeps/no11/yamada.pdf
https://www.minnanokaigo.com/enquete/no50/
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性別は無限大

性別は無限大
１年８組

水本莉麻

近行紗英

岡野来幸

大西菜央

１年次8 組 Group３ 水本 莉麻 近行 紗英 大西 菜央 岡野 来幸
背景・意義
LGBT の人や性的マイノリティの人がいじめ・差別の被害者にならないよう
に、また無意識に多くの人が加害者にならないように知識を持ってもらうこと
を目的とする。
研究手法
1 年８組全員へアンケートを実施。

目的・研究手法
• LGBTをより多くの人に知ってもらう
• 理解を深める

現状調査をするために

⇒１年８組全員へのアンケート
を実施しました。

結果・考察
普通の恋愛とは？
全て
男女の交際のみ
その他

・男女の交際のみが普通の恋愛と思う人
→半数以上
・全て普通の恋愛だと思っている人
→3割程度

身近な人がLGBTだったら？
なんとも思わない
理解する
驚くが受け入れる
気を遣う
距離を置く
分からない
その他

・「なんとも思わない」→半数近く
・「理解する」→２割
・「気を遣う」「距離を置く」→少数

クラスメイトのうちLGBTの人が

・LGBTの人が
０人→２割程度
1～5人→半数以上
６人以上→2～3割

何人いると思いますか？
10
8
6
4
2
0

世の中の意見は…?
・日本国内の意見
身近な人がLGBTだった場合、どう思うか
―いやだと答えた人の割合―

近所の人

同僚

きょうだい

2015年

2019年

ハフポスト「性的マイノリティーについての意識調査」
より

⇒身近な人ほど
LGBTを受け入れることが困難

80
60
40
20
0
子ども

⇒家族などに打ち明けることが
困難な環境に

結果・考察
「あなたにとって普通の恋愛とは？」という問いには、男と女の恋愛だけが
普通だと思っている人が半数以上いた。どの組み合わせも普通の恋愛だと思っ
ている人は３割程度にとどまった。
「もし身近な人が LGBT だったらどう思う
か」という問いには、何も思わないと答えた人が半数近くいた。理解する、驚
くが受け入れる人はそれぞれの２割程度。気を遣う、距離を置く人も少数だが
いた。
「あなたのクラス（40 人）に LGBT の人は何人いると思うか」という問
いには、0 人と答えた人は２割程度、１～５人と答えた人は半数以上、６人以
上と答えた人は２,３割という結果になった。
また、日本と国内と世界の人々の意見を比べてみると、日本の LGBT に関する
世界とのギャップが浮き彫りとなる。このグラフは、LGBT が身近にいたら嫌
だと答えた人の中で近所の人、同僚、きょうだい、子供のうち最も嫌なのはど
れかという質問をした時の結果である。グラフを見ると近所の人が LGBT だと
いう場合と自分の子供が LGBT だという場合で大きな差がみられる。このグラ
フから言えることは、より身近にいる人ほど LGBT であってほしくないという
ことである。このような日本人の意識に対して、海外の人々は反対の意見を述
べている。私たちの調べた国々は共に LGBT に対してオープンで、日本人の意
識に対して批判的であった。

・海外の意見
Q.LGBTはあなたの国でポピュラーですか？ ※個人の意見です。
アメリカ人

「アメリカではポピュラー！日本はもっとオープンであるべきです。
社会のために自分が誰を愛するかを変えてはいけません。」
ドイツ人
「ドイツでは住んでいる場所によるが、ポピュラーでオープンです。」
フィリピン人 「私にはLGBTの友人がいるけど、家族や友人にもオープンです。」

結論と課題
・多くの人にとって普通の恋愛は男と女の組み合わせであると思っている。
・LGBTでも「なんとも思わない」とポジティブに捉えて受け入れる人が多い。
・身近な人ほど自分のことのように思う⇒LGBTだと、受け入れがたい。
・海外においてLGBTは日本より理解されていて、海外の人は日本人に対して
「日本人はもっとLGBTを受け入れるべきだ」という意見がある。
・ジェンダー平等に向けた知識や活動を知る。また知ってもらう。

普通

男

⇒この関係以外は

女

普通ではないのか？

私たちにできること

出典・参考文献

Twitter：＠HuffPostJapan ハフポスト日本版/会話を生み出す国際メディア
huffingtonpost.jp/entry/story.jp
画像：https://www.waseda.jp/inst/weekly/academics/2018/11/30/42027/
https://www.adastria.co.jp/news/csr/2018051401/

結論・課題
以上のことから、1 年 8 組にとって、LGBT は多くの人が考える普通になる
までの意識はないが、ほとんどの人が受け入れることができる状況である。
しかし、いざ身近な人が LGBT であるとすると、その人を自分のように思い受
け入れがたい気持ちになってしまう。
結果、日本は第三者の LGBT は受け入れることができるが、自分の身近に
LGBT がいると受け入れることが困難になるということである。
このことから、ジェンダー平等に向けた知識と活動を知り、意識から変えてい
く必要がある。
展望
アンケートで現状を知ることができた。今私たちには何ができるか考えること
が大切だと感じた。クラスのアンケートでは「友達が LGBT だったらどう思う
のか？」という質問に対して約半数が何も思わないと答えたのは LGBT に対す
る前向きな気持ちを持っている人が多いとも捉えることができると思った。
LGBT の人がありのままの自分で生きていけるように、世間の取り組みをもっ
と一人一人に知ってもらいたいと思った。
参考文献
Twitter：＠HuffPostJapan ハフポスト日本版/会話を生み出す国際メディア
huffingtonpost.jp/entry/story.jp
画像：https://www.waseda.jp/inst/weekly/academics/2018/11/30/42027/
https://www.adastria.co.jp/news/csr/2018051401/
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私たちが知らないこと～教育格差の現状～
１年次 8 組 Group4

私たちが知らないこと
～教育格差の現状～
8組4班 リーダー 福田真鈴
メンバー 小川すみれ 小野田七海
杉谷優斗 山口泰平

福田真鈴
杉谷優斗

小川すみれ
山口泰平

小野田七海

背景・意義
“教育”
の当事者である私たちが、
一番身近に考えられる課題としてSDGs4
「質の高い教育をみんなに」について考えようと思った。
「みんな」とは性別、
国籍、
家庭環境などによらないということを指しているのではないかと考える。
そこで、特に注目した事が“教育格差”だ。その中で、日本国内、また世界
における教育格差の実態をより深く理解し、世界中の子供たちが平等に教育を
受ける為に、高校生の私たち一人一人が出来ることはあるのか、あるとしたら
どんな事があるのかを探ろうと考えた。

教育格差はあると思うか
～３４期生認識調査より～
世界全体において教育格差がある

日本国内に教育格差がある

いいえ
1%
分からない
1%
分からない
30%

はい
50％

はい
98％

いいえ
20%

日本における教育格差の実態
・日本の子供の貧困率 約20％

→約5人に1人

j1

経済格差=教育格差
【岡山市での対応】
〇放課後こども教室
(平日の放課後や休校日)
→地域間・世代間の交流
→安全安心な居場所づくり
勉強面だけでなく体験学習活動や奉仕活動もサポート

世界において
教育格差を生む3つの差

所得の差

貧困により児童労働が習慣化している国も

認識の差

「教育を受けさせる」という文化・認識自体に
地域差がある

機会の差
貧困や思想により必然的に十分な機会を得ることができていない

ＮＧＯ団体ＡＣＥへの取材
～「学校へ行く」を当たり前に～

コロナの影響

休校

児童労働

研究手法
・アンケート(対象：城東高校 34 期生)
目的：高校生が日本と世界の教育格差についてどれだけ認知しているかを探る。
・NPO 法人 ACE に対する Zoom でのインタビュー
目的：海外で教育が満足に受けられていない子供たちを現地で支援している
団体に直接インタビューをすることで、現状をより深く理解する。
結果・考察
＜「教育格差はあると思うか」というアンケートの結果＞
日本：
「ある」50%,「ない」20% 世界：
「ある」98%,「ない」1%より
・日本の教育格差を認知している人に比べて、世界の教育格差を認知してい
る人が約 2 倍と非常に多い。→多くの人は世界の教育格差を認知していると
わかる。では、なぜ教育格差がなくならないのか？
＜NGO 法人 ACE へのインタビューより＞
・世界で教育を満足に受けることができない発展途上国における子供たちは、
‘児童労働’をしている子がほとんど。例)繫忙期に学校に行かせてもらえず、
農業をさせられる子供。
・児童労働でなくても、貧困で学校に通わせる資金がない世帯やそもそも
「子供に教育を受けさせる」という文化が無い地域がある。
＜私たちの考え＞
教育格差が生まれる要因には所得、認識、機会の三つの差があるのではないか。
結論・課題
・世界の教育格差が認知されているにもかかわらず、教育格差がなくならない
理由は、世界の中で子供の教育に対する認識に差があるからだと考えられる。
・認識の差がなくならなければ、その認識の差が次の世代まで受け継がれ、教
育格差は、減少するどころか更に拡大していくと考えられる。

【思考の違い】

大人が働く

＝

子供も働く

展望
今、高校生のわたしたちにできること
【日本で】
夜間学校・子供教室への教材寄付
例）教科書、ドリル、辞書

【外国へ】
一人一人の認識を高める
物の寄付(ACEを通して)

私たちはＮＧＯ団体ＡCEへの取材をもとに教育格差に
ついて知ってもらうためのポスターを作成
これからの子供たちの世代の教育を支えるのは私達です
この問題を他人事と考えず身近に感じてほしいです

出典
https://volunpio.publishers.fm/article/19994/ https://gooddo.jp/magazine/poverty/children_
https://teachforjapan.org/entry/column/2020/ proverty/59/
09/28/kyouikukakusa/

展望 ＜教育に対する認識の差を減らすために私たちが出来ること＞
・国連が定めている子どもの権利条約について多くのひとに知ってもらう。
→ポスターを作成、掲示する。
・海外の教育を受けられない子供達を支援する団体を知る、興味を持つ。
参考文献
「わたし 8 歳、職業、家事 使用人。
」 日下部尚徳 合同出版 2018
gooddo マガジン編集部 データで見る教育格差
https://gooddo.jp/magazine/poverty/children_poverty/59/ 2020/12/22
日本における教育格差 https://teachforjapan.org/entry/column/2020/09/28/kyouikukakusa/
研究協力

NGO 法人 ACE
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実は身近なコンビニ食品ロスって？
１年次 8 組 Group5

ハート レイナマリア 朝日 彩華 小松 帆南
清水 栞音 日笠 那麻

背景・意義
お弁当を忘れた日の朝や部活帰りなどに利用し、私たち高校生の生活とは切っ
ても切れない関係にあるコンビニ。しかし昨今、そんなコンビニで起こる食品
ロスが大きな問題となっている。私たちが日頃から利用しているからこそ、私
たちでもできる解決策を見つけられるのでは、と思い研究することにした。
研究手法
コンビニ 5 社（ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ポプラ、ミ
ニストップ）にコンビニで行われている食品ロス対策について電話またはメー
ルで問い合わせを行った。

結果・考察
まず、予約販売の強化が行われている。恵方巻やクリスマスケーキなどの季節
商品を過剰に入荷すると商品が余り大量に廃棄されるので完全予約制にし、予
約製造数と実際に販売される数の差を解消している。
ローソンでは販売許容期限を過ぎた弁当を、ファミリーマートでは店舗の食品
廃棄物を飼料や肥料にリサイクルしている。特にファミリーマートでは、回収
システムを効率化させ、その飼料で飼育した豚を使った惣菜パンを製造すると
いう食品リサイクルループに取り組んでいる。さらに揚げ物調理後の廃食用油
も養鶏用飼料の添加剤やインク、せっけんなどにリサイクルされる。
また、賞味期限の延長が進んでいる。工場の商品製造過程の見直し、保冷技術
の向上などの取り組みをおこなっている。チルド弁当とすることで販売期間を
大幅に伸ばしている。

結論・課題
コンビニでは食品ロスを防ぐために季節商品の予約制、売れ残りの食べ物を動
物の餌や飼料に活用、賞味期限の延長などの対策がとられている。これらのお
かげでコンビニの食品ロスは改善傾向にある。私たちにできることは食品ロス
対策のある商品を積極的に利用したり、商品を買いすぎたりしないようにする
ことだ。
展望
リサイクルしきれない商品があるという問題があるが、8 組 Group1 が研究し
たフードバンクに商品を持ちこめば、SDGs の目標 1 の「貧困をなくそう」の
解決にもつながるのではないかと考えた。
参考資料
ファミリーマート 「食品ロスの削減」
https://www.family.co.jp/sustainability/material_issues/environment/circulat
ion.html
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あなたの意識が地球を救う
１年次８組 Group６
あな たの意識が地球を救う

大橋惇平
六車友那

石井琳久
柳原裕月

毛利心
脇田こころ

1年８組
大橋・石井・六車
毛利・柳原・脇田

背景・意義
学校のごみ箱にたくさん捨てられているペットボトルを見て、それらが無駄
だと感じた。プラスチックの廃棄が、地球温暖化の原因の一つとなっているこ
とを知り、プラスチックの使用を減らすことで、地球温暖化防止につながると
考え、研究を進めた。
研究手法
日本とカナダの高校生に、
「お店でタンブラーを利用しているかどうか」のアン
ケートをとった。

マイカップ
マイストローを
使う割合
インスタグラムでの
投票結果

結果・考察
「お店でタンブラーを利用しているかどうか」の質問に「はい」と答えた人
の割合は、 日本が３％、カナダが７７％だった。
一人がタンブラーを年間２４０日（およそ週に４日）使用すると、二酸化炭
素排出量を２８キログラム減らす事ができる。例えば、日本人の７５％がタン
ブラーやマイボトルを使用すると、１億８２００万キログラムの二酸化炭素の
排出を削減できる。１億８２００キログラムという数字をわかりやすく言うと、
京都府の総人口の体重とほぼ同じ重さである。
この結果から分かるように、カナダは４分の３ほどがタンブラーを所持して
いるが、日本は２０分の１未満しか所持していない。ここで、日本人のタンブ
ラー利用率が低いことから、タンブラーの利用率を高め、ペットボトルなどの
プラスチック容器の使用量を減らすことで地球温暖化を抑制できると考えた。

結論・課題
今現在、地球温暖化問題は深刻な事態を迎えている。地球温暖化の促進を少
しでも遅らせるために、一人一人が意識して、ペットボトルの使用を控えるこ
とで地球温暖化の抑制につながる。
展望
ここで、多くの人にタンブラーを使用してもらうことが課題となってくる。
タンブラーをもっと普及させるための案を考えることができなかった。

参考資料
https://kyotonp.ismcdn.jp/mwimgs/7/c/800h/img_7c11cbff698432a073705284cea6a43b38
216.jpg
https://www.starbucks.co.jp/smartphone/howto/store/images/img-tumblersp-meister.jpg
https://www.newsweekjapan.jp/stories/assets_c/2020/08/burningearththumb-720xauto-208804.jpg
https://taikiosen.jp/wp-content/uploads/2016/01/Fotolia_16917129_XS.jpg
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Peace With COVID-19～文系が定義してみた～
1 年次 8 組 group７ 吉岡百合 淺沼空未 松岡心花 宮原奈々
山川結愛 吉田賢祐
背景・意義
コロナが世界で流行し私たちの生活が変わり、イベントや行事等の中止や、延
期が行われ、今まで当たり前に出来ていたことができなくなった。また、コロ
ナに関連したいじめが発生するようになり、この状況の中で平和な世の中とは
どういう状態を言うのか疑問に思い調査した。
研究手法
一年生 8 クラス(計 301 人)へ「いじめと平和との関係性」と「ストレスと心の
ゆとりとの関係性」について調べる為、アンケートを実施。

結果・考察
いじめがないことが平和だと思う
岡山城東高校一年生 301 人の約 8 割がいじめがないことが
平和だと思っている。
 ストレスを感じるとき
岡山城東高校一年生 301 人の約５割はイベントが中止、延期になった時、
約２割はマスクをしなければならない時、約３割は休校等により勉強がはかど
らない時にストレスを感じている。
 ストレスを感じる原因
自由に行動ができないから、今まで当たりまえだった事ができなくなったか
ら等があげられる。


結論・課題
コロナによる長期の自粛によりストレスが増加している事が分かった。
ストレスが増加することで攻撃的になり心のゆとりが無くなる事が問題では
ないかと考えた。
そこで私たちはこの問題を解決する為、8 組で「一日一善キャンペーン」を
実施した。
振り返り
「一日一善キャンペーン」を実施してみて１日しかできなかった人が多かっ
た。しかし、心にゆとりをもって周りの人の気持ちを考えて、行動できた人が
5 割を超えていた。一日しかできてない人が多いわりに、周りの人の気持ちを
考えて行動できた人は多かった。この結果から、意識して他人のために行動す
れば、もっと周りの人の気持ちを考えて行動できる人が増えると考えた。

最終的な結論
私たちが考える平和とは
「一人一人が心にゆとりを持ちほかの人を思いやることができること」を言う。
コロナ禍においては、通常より自由に行動ができないため、今まで当たり前にで
きていたことができなくなり、心に余裕がなくなった。その結果、人に対して攻
撃的になる人も増えた。今後、自分の心にゆとりをもって自分も周りの人も平和
を感じられる生活を送っていきましょう。

「余裕がない」と何がよくないの？~いじめをなくそう（４）～
Kaz Tomida|心理学・英文法・HSS 型 HSP
2020/07/27
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河川の水質汚濁
１年次８組８班

中村聡希
田中紫悠

西尾壮太
前田大和

山根悠翔
植田遥斗

背景・意義
身の回りの用水路が臭かったり、異臭がしたりしたことがあり、用水路や河川
の汚染が海洋汚染につながっているのではないかと思い、
「用水路や河川の汚
染が海洋汚染に影響しているのではないか」というリサーチクエスチョンにし
た。
また、リーダーが城東高校付近の用水路に落ちたという経験があり、そのとき
に用水路の汚れを目の当たりにしたので水質汚濁について調べようと思った。
研究の目的は用水路や河川の汚れの原因を調べて改善方法を探すことである。

研究手法
まず、現状を調べるために、私たちの身近にある河川、中国地方の水質汚濁ワ
ースト１位である吉井川の状態について研究や調査を行った。
また、中国地方の他の河川と比較することによって、吉井川の汚濁の原因や課
題についてさらに学びを深めた。
吉井川についてさまざまな情報を手に入れるために、インターネットなどで、
資料を集めて汚濁の原因を学んだ。

結果・考察
吉井川について様々な調査を行ったところ、中国地方 1 級河川のなかでも２０
１７年度は、ワースト 1 位という順位を占めており、私たち自身も驚いた。
また、グラフからわかるように、BOD（生物化学的酸素要求量）の数値が大き
い場合は一般に微生物が酸素をたくさん消費して有機物をたくさん分解して
いる状態、すなわち水中に存在する有機物の量が多いことを意味し、有機物に
よる水質汚濁の程度が大きいことになる。
つまり吉井川の BOD の数値が中国地方河川の中でも大きい値を示しているこ
とから、吉井側の深刻な汚濁状況があらわになった。

結論・課題
一人一人の意識を変えることが第一だということに気づいた。
私たちにできることとしてポイ捨てをしない、洗剤を使いすぎない、食べ残し
や調理くずを直接流さないといったことがあげられる。
これらのことは、身近なことであり、一人一人の意識を変えることで改善する
ことができると思う。だからこそ私たちはそのような身近にできることを決し
ておろそかにせず、日々の生活の中で意識を高めていく必要がある。
展望
海洋汚染を防ぐには生活排水を減少させ、川をきれいにする必要がある。その
ために下水道の設備を整えることももちろん必要ではあるが、わたしたちにも、
ポイ捨てをしないことや洗剤を使いすぎないことなど、たくさんできることが
ある。世界中で一人一人が協力して改善に取り組む必要がある。
参考文書
国土交通省中国地方整備局
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