
分野 テーマ（課題） 要旨（200字程度）

①文化

①文化 なぜスポーツ人口が減少しているのか。 外見では分からない心の病気を抱えている人が社会で積極的に活躍していけるように、エゴグラムを使った心の病気予防に注目した。心の病気は病期が進むにつれ、エゴグラムでの感情の豊かさを表すFCの値が低くなる(感情が乏しくなる)ことが論文から分かった。エゴグラムは自宅などでも簡単に自分の今の心の健康状態を

大まかに知ることができるため、ストレス発散方法などを調べその人や心理状態に合わせた対策などを組み合わせて考えた。

①文化 なぜ人によって見え方、感じ方、考え方が違ってくるのか。 今現在世界的な問題になっている地球温暖化を止めるために自分ができることは何か？と考えました。検証方法1地球温暖化に対して国が行っている政策を身近で実践できるか？検証方法2いえのなかでの生活から二酸化炭素の排出を抑えることはできるか？検証方法としては植物を置いて二酸化炭素を酸素に換えるだったり手

回し発電機を使いガスを使う電気製品の使用を抑えることで二酸化炭素の排出を抑えるというものでした。

①文化 どうやって日本の食文化は進化を遂げてきたのか 私は勉強する際、椅子と机で勉強しているがながく座ると腰や背中が痛くなったりすることがある。やる気の問題もあるかもしれないが集中もしにくい。よって様々な座りかたを試して集中にどう関連するのかを調べてみる。勉強で試そうとしたがデータで示しにくいと思い、一試合が約1分のゲームを姿勢を変えながら行っ

た。その結果、椅子の方が寝たり、座椅子に座ってテーブルを使ったりしたほうよりも勝率が上がった。椅子に座ることに焦点を当てて細かい座りかたを探っていこうと思う。

①文化

どうして人は音楽によって心が動かされるのか 仮説①室外と室内で遊んだ時のメリット・デメリットをそれぞれまとめ、室外で遊ぶことの大切さを理解することで室外で遊ぶ子供が増えるのではないか。メリット→(室内(スマホ))将来に役立つ、知識をふやせる(室外)体力がつく、想像力がつくデメリット→(室内(スマホ))体力の低下、ブルーライトによる視力の低下(室外)特

になし※アンケートより

仮説②子供たちがよく遊ぶ場所をアンケートで調べ、それぞれ危険なことについて対策を考えておくことで、子供たちを危険から守ることが出来るのではないか。海→海の事故(溺れてしまう)にあう危険性⇒親がしっかり守る。浮き輪等の使用。遊園地→迷子⇒親が常にそばにいるようにする。結果から考えたこと・室内より

も室外の方がメリットも多く、子供にも良い経験になると思う・子供目線から見ると、危険なものがたくさん見つかると思う。危険なことが起こらないよう、事前に対策をたてることらが大切だと思う

①文化
なぜ桜は日本人から愛されているのか。

なぜ桜の商品が多いのか。

最近、夜寝る時間を削ってまで勉強に取り組む人が一定数いると感じた。なので、睡眠と勉強の関係性の正しい知識を身につければ、睡眠時間の増加に繋がるのではと思った。実際に広島県が小学生のテストを行い、睡眠時間が8時間を切ると明らかに成績が悪くなるというデータが出ていた。また、最も良いとされる睡眠時間

は8時間で寝る前に30分勉強すれば再生率が高くなるというデータもあった。これらの先行研究から、削ることは記憶力の低下に繋がるため良いことではないことが分かった。

①文化 日本語と外国語の表現の違い サッカーで弘前をもりあげること。サッカーから地方事業への興味とか参加率を上げることで、町が盛り上がると思いました。

①文化
笑いと健康について 最近では芸能人などの自殺や薬物利用が増えてきているのでその原因はなんだと思い調べたら薬物や自殺をする原因にストレスがあったのでそのストレスを好きな音や音楽を聴いたら解消できるという仮説を立て検証しました。まず、音にはいろんな効果があることがわかりました。音にはリラックスさせる効果や単純な作業

であれば集中力をあげる効果があることがわかりました。その効果を1番高めるのは、鳥のさえずりです。なので検証として仕事でのストレスなどがある父や母に鳥のさえずりの音を毎日聞いたら心が落ち着くのかやってもらいました。そしたら結構落ち着いたって言っていました。

なのでストレスを多く抱えてる人は外を散歩して自然の音を聞いてみることが一番いいと思います！

①文化 マンガの影響 食の洋風化で肥満や病気になるひとが増えているので、和食を進めることで少しでも改善できるのではないかという仮説を立てました。検証結果、洋食は和食に比べて栄養バランスも悪く、体に与える影響も大きいことがわかりました。

①文化
太宰治が自殺を試みた理由 今回、いつも利用しているスタバの人気についての仮説を立てた。一つ目は、[店内空間がスタバの人気につながってる]。二つ目は、[手書きの習慣が人気につながってる]。どちらの仮説も検証結果は正しかった。このことから自分の考察は、スタバの人気の理由はたくさんある中で、1番は店内空間がおしゃれだということ。

①文化 人の性格と音楽の好みの関係性 SNSの普及により増加しているネットいじめは現代の人達の誤った言葉遣いや言葉の簡略化などからお互いに意図がくみ取りにくくなっているためすれ違いが起き、いじめへと発展していくのではないか。

また、日本の学生の読解力の低下から文字を読んだり意味をくみ取ったりする力が減り、お互いが言いたいことをわかって貰えないストレスからいじめが発展する。

①文化 血液型と性格は関係してるのか 日本の都市と田舎の経済格差をなくすために弘前市の観光業を盛り上げるというテーマで活動した｡そのために「東京ディズニーリゾートのリピーター獲得法を参考にできるのではないか｡」という仮説を立てた｡検証として「娯楽施設とその土地の観光地ならどちらに行きたいか｡」また､その理由をアンケートで聞いた。そして

その長所と短所やリピーター獲得法を参考にして弘前市の観光に対しての案を作った｡

①文化 なぜ外国でアニメや漫画が人気になったのか つがる市には、環境に害を与える耕作放棄地が増えていて、企業的な農業をすることで、一人ひとりの負担を減らし、将来農家を目指す若者が増えるのではないかと思いました。全国の法人が参加する企業的農業の例を調べ、実際に人を雇って農家をしている父に企業的農業を提案し、意見をもらいました。

①文化
少子高齢化が進む中アジア太平洋の女性が幸せになるために私たちができ

ることはなんだろうか。

藤崎町で高齢者事故を起こさないため免許返納を増やすには藤崎町に巡回しているバスをもっとみんなに知ってもらい有効に活用出来たら良いのではないか。藤崎町のバスに実際に乗ってみたが無料で運行していて、一日2回であった。役場から出発し、役場に戻ってくるのだが役場の近くにはイオンや温泉などもあるため、そ

の利用に高齢者が使っているのかなと思った。若い人は乗っていなかったため、若い人にも有効に利用してもらいたいと思った。みんな楽しそうに話していて、いつも同じ人が乗っているのかなと思った。仮説に関する研究者によると、公共交通が発達している首都県や大阪愛知は免許返納が多いようだ。だから、やはり公共

交通を発達させると免許返納も増えると思った。

①文化 メイクの歴史 日本では本来、非正規雇用の女性や若者が必要とされなければならないのに、コロナ禍で営業自粛などで心身の負担になっている。コロナウイルス感染拡大で飲食サービス業など女性が多い非正規労働者の環境悪化で自殺が増加しているのではないか。緊急事態宣言の4月は前年より300人以上少なかったが、感染が落ち着いて

きた10月は700人近く多かった。必ずしも経済活動が抑制される感染拡大期に増加してる訳では無い。

①文化 K-popなど韓国の文化が日本で人気な理由 健康と放射線との関わりでガンを中心に病気の対策や治療について調べました。実際に聞いてみて、受診率が低いわけや放射線治療のメリット、デメリット、放射線とガンの関わりを詳しく知ることができた。この結果から理想として、市町村や会社などでの検診を進んで行ってもらったり、女性技師の育成に力を入れる、検

診の場を増やす、一人一人が健康に対して意識を持つ場を作るなど、ができると良いと思いました。

①文化 音楽が与える影響 私は地方地域の過疎化が進む現状がこれからの課題だと考え、それらとは対称的なアーミッシュという20年で人口が倍に増え、地域の外に出ていく人は年間約１割という近年成長を続ける集団の教育システムを取り入れることで過疎化を抑えられるのではないかという仮説を立て、アーミッシュの資料から日本の教育を根本か

ら変えなくてはアーミッシュの教育システムを取り入れるのは難しいのではないかという考察に至った。

①文化 ハンドメイド作家の仕事と文化財の普及 私はもともと心理学やカウンセリングに興味がありました。そして今後私が解決したいことを考えた時に不登校の人にもう１度気持ちよく学校に登校してもらうことだと考えました。このことをテーマとして、スクールカウンセラーを利用するときに周りの目を気にしますかというアンケートを実施し、このアンケートの結果

をもとに海外のようにもっとうまくカウンセリングを活用させる方法の探求を進めています。

①文化 アクションはコミュニケーションにどう関わるのか 小さい頃から勉強が嫌になって不登校になってしまう子が多い。これを自分の好きなことに繋げることで勉強が好きになれるかもしれないという仮説をたてた。方法としては、漫画(ドラゴン桜、はたらく細胞など)を読んだり、大河ドラマを見たりすることがあった。実際に小６の子にはたらく細胞を読んでもらい、理解する

のに肝胆だったということがわかったですこのような勉強法はレパートリーが少ないのでこれから新しいものを考えていくことが必要だ。

①文化 心理テストの真偽 僕はスポーツによって地域、そして日本の環境を良くして、しまいには世界の環境も良くしたいなと考え、日本のスポーツボランティアを世界で行えば貧困の人が減るのではないかと考えました。スポーツボランティアの中でも、現役を引退したプロスポーツ選手が地域のイベントを行ったり、スポーツ指導を行うことで、ス

ポーツが発展し、スポーツで稼げるようになるのではないかと考えたからです。

①文化
宗教にどのようにしてのめり込むのか 嫌なことや、めんどくさい事に対してのモチベーションの上げ方(解決策、緩和策)を知っておくと、この先の嫌なことに直面してもネガティブな気持ちをあまり感じることなく取り組めるのではないか、という仮説を立てた。冬休みは、論文を調べ、Instagramで、60人にアンケートをとった。結果から、嫌だな、めんどくさい

な、と感じる原因の大半は環境によるものであったのに、その対策として行っていることは個人の感情面を中心としたものであるという人がほとんどであった。今後の活動としては、なぜ、環境面ではなく心情面を中心として対策してしまうのか、という心理的な原因を知るために様々な論文を読んで、仮説を立てていきた

い。

①文化 なぜ日本人は相手を思いやる気持ちが強いのか？ 姿勢は脳の働きと勉強効率に深く関係している。良い姿勢を維持するため椅子の条件・足裏全体が床全体に付いている

・かかとに膝から先の体重が乗る机の条件・上腕を垂直に下ろすと、腕が90度ほど開く差尺(さじゃく)を目安に机と椅子の適切なバランスを求められる

①文化 どうして英語には、直訳するのが難しいものがあるのか。 僕のテーマは仮想空間の活用で、そこから立てた仮説は、現実の世界で失ってしまったものや人を仮想の世界で全く同じに造れたらその人の落ち込んだ気持ちを和らげることが出来るという仮説を立てました。冬休み中にやった総探は実際にそれが行われているか調べるというのとそれはどう思われているかアンケートをとる

というのです。今後は班の人から貰った質問についても調べてみようと思います。

①文化 なぜ弘前の忍者「早道の者」は知名度が低いのか？ 「昔と今の同性愛観の違いから現代に生かせることが見つかるのではないか」という仮説を立てて、昔の同性愛については論文から、現代については講話を聞きに行った。結果として、昔の同性愛は性欲処理と仏教的行為として行われていてそこに愛情は見受けられなかった、そして女性と関わりを持つことを禁止されていた

僧の間で起こっていて一般人の間ではその風潮が無かったことがわかった。そこから、昔の同性愛に対する価値観が今とは根本的に違っていて比較には向いていないという結果になった。

①文化 日本語と英語の違い 仮説は、一つ目が自尊心が低い人ほどネット依存症になりやすいのではないかで、二つ目は香川県のように条例を決めれば少なくなるのではないかです。それぞれの結果としては、自尊心が低いほどネット依存症になりやすく条例のようなものを決めてやるのは良くないとなりました。今後の活動としては、条例のように時間

を縛るのではなく違ったアプローチの仕方をしてネット依存症の人を少なくできるのかを考えていきたいです。

②人権

②人権 どうすれば人は理解し合えるのか 弘前の地域と融合した教育に注目し、その中でも多くの学校で行われているというりんごの授業に重点を置き、テーマを設定した。青森県のりんご農家は、年々減少していることがわかった。その事から小学校で行われているりんごの授業で更にりんご農家の仕事や、りんごについて学び、りんごに触れる機会が増えること

で、りんご農家になりたいと思う若者を増やすことが出来るのかを、りんご農家の動向などをテーマにしている論文などを通して考えた。

②人権 多様性を認め合う社会にするにはどうしたらいいか 映画やドラマの不気味なシーンで矯正器具をつけた人が出てくる、痛みが強いなど、歯科矯正には悪いイメージがついてしまっていると思ったので、今現在最前線の矯正治療についての知識を伝えることができれば、歯科矯正への悪いイメージが少しでも変わるのではないかと思った。

そこで、歯科矯正に悪いイメージを持っていて矯正治療を受けたことがない人に協力をお願いして矯正についての知識を教えたら、矯正器具をつけている人に対してのイメージや、矯正治療そのもののイメージがいい方向に変わったと言ってくれた人が多かった。

②人権 なぜ人は最初に目にしたものに、偏見やイメージを持ちやすいのか SNSで問題になっている炎上、著作権侵害、フェイクニュース、個人情報の流出、誹謗中傷などを軽減させることはできるのか、ということについて国やSNSを運営する会社が規制をかければ課題を軽減させられることができるのではないかと仮説を立て検証し、その問題点（表現の自由、情報流通を妨げるなどの関わりな

ど）を考慮して、教育の一部に表現の自由には責任が伴うことを教えれば課題を解決できるのでないか、と新しい仮説を立て検証。今後の方向性はこの仮説の問題点を解決するためどうしたら良いか。

②人権 なぜ日本では同性婚が認められないのか。 今の日本の高校生は40年前に比べて寝る時間が1時間ほど遅くなっていたり、他の国に比べて24時以降に起きている割合が多かったりしている。それによって授業中に居眠りをしてしまう人の割合もアンケートの結果70%近くいた。そこで調べたところ、前日の夜と翌日の朝の行動を改善することによって眠気に大きく差が出る

ことがわかった。なので私は、これらの授業中の眠気に効果のあることを全て実践したら、授業中全く寝なくなるのではないか。というものを仮説にした。検証は午後まで授業がある日にやりたかったので冬休み中は出来なかった。

②人権 なぜ発展途上国ではジェンダー平等実現が困難なのか 私がいちばん興味のあるものが美容に関することだったことと、韓国では性別問わずにメイクやスキンケアなどをするのに、メイクなどは女性がするものだという昔からの考えが残っていると思ったので、美容による性別差別について探求することにしました。検証では、Instagramのストーリーで男性の人に美容に関する質問

をしました。その結果と、自分なりに韓国にはあって日本には足りないところや、男性が美容に手を出しやすくなるための自分の考えを深めるために、本や記事などを調べました。

②人権 性的マイノリティについて  近年、共働き世帯の増加にともなう｢こ食｣による子供の食生活（偏食、料理技能の低下）が問題となっている。私は、｢孤食｣と｢子食｣に注目し、子供が1人でもバランスの良い食事を作れるようにすることで、食事をより美味しく楽しいものにできるのではないかと考え、検証した。また、自分で料理をすることで食の大切さ

や自炊の習慣化ができ、将来の健康維持につながるのではないかと思った。

②人権 ジェンダー平等について 地球温暖化が及ぼす弘前の行事への影響というテーマを立てた。温暖化の原因である二酸化炭素の排出を防ぐには、温暖化に興味を向けることが有効ではないかと、弘前の行事にも影響が出ると考え、1人1人の温暖化対策が有効ではないかの2つの仮説を立てた。それぞれ、アンケートや資料を用いて検証をした。今後は、温暖

化に少しでも興味を持ってもらうように家庭でできる簡単な対策を広め、自分でも温暖化対策を継続していきたい。

②人権

「虐待はなぜ起こるか」と「どの様にしたら虐待を防止出来るのか」 普段聴く洋楽は、英語の語彙学習に効果があるのかという仮説を立てました。この仮説の研究者は樋口安里紗さんで、第二言語語彙学習:洋楽は付随的な語彙学習に効果的であるかという仮説を立てられていました。得られた知見は、NGSL,NAWL の一致率は96.71%（文の95%の語彙があれば理解できる）だった。これは日本で

人気のポップス121曲から得たデータ。課題に対するデータは、①日本の総人口は2100年には3770万人（総務省）になるから経済が衰退して行く可能性がある。そうなれば海外で生きて行くしかない。②英語を話す人口の数は17.5億人で世界で1番話されている（4人に1人）。③アメリカに就職した際のメリットは、年収が増え

る、労働時間が減る、子育てがしやすいなどのメリットがある。

先行研究から予測する結果は、洋楽を英語学習に取り入れることによってモチベーションを高めながら勉強ができ、普段使える語彙が増え会話ができる。しかし、書かないため書きには弱くなってしまう。社会的価値は、もっと英語が身近になることによって海外への就職が増え先ほどのように幸福度が上がるかもしれない。

②人権 性的マイノリティへの差別はなぜ存在するのか 私は若者の政治参加を活発にさせるにはというテーマの基活動した。仮説は政党や政策について分かりやすくまとめた情報を作るのは有効かとオンライン選挙を行うことで気軽に政治参加できるのではないかという2つを立てた。検証はアンケートや教授への質問により行った。結果は政党や政策について知らない人が多かった

ことやオンライン選挙も一時的な効果しか見られない可能性があることから若者の政治に対する基礎固めのためにまとめた情報を作ることは有効だと考える。

②人権 なぜ人の気持ちは変化するのか？ テーマは、｢ストレスは自分自身の力だけで解消することはできるのか｣と｢音楽は人の心を救うことができるのか｣です。テーマの設定理由は、現代はストレス社会と言われている上に、コロナ禍で簡単に人と会えないため孤独を感じストレスを溜め続けている人が沢山いるのではないかと思ったからと、音楽が大好きだからで

す。検証は、SNSで同年代の人たちにストレスの原因や音楽との関わりについて質問をしました。

②人権 性差別 日本の食品ロスはフードバンクの活用や消費者が与えている影響を減らすことで減少させることが出来るのではないか。検証はフードバンクの信頼性に関することで、団体が、資金が寄付から成り立っていることで運営が不安定なため信頼性が低い。次にみんなが出来る事として家庭から直接提供することが可能かを調査し、

寄付した食品で問題があった時の責任の所在が法律で定められていないので、リスクが高い。結果として現状では食品ロスをフードバンクで減らすことは難しいので、今の体制には何が足りていないのかを探していきたい。

②人権 LGBTQについて １ヶ月での効果範囲（1kg）を定め、それに向けた1日のカロリー消費量を求める。

時間の無い高校生に、長続きするような屋内でのダイエット方法を考える。

②人権 日本の貧困問題について 青森で俳句を詠み続けた成田千空の俳句を読み解いていくと、時代背景や青森の風土について知ることができるのではないか、という仮説を検証するために郷土文学館に行った。また、千空について調べていく中で千空の俳句は、青森空襲の惨禍を目の当たりにしていることが作品形成に影響を与えていることがわかった。活

動としては千空の俳句の中で風土が感じられるものをピックアップした。

②人権
なぜ差別があるのか 塩分は短命の理由になるのか、減塩・運動は本当に効果があるのかについて調べた。結果、塩分を取りすぎると余分な塩を排出しようと高血圧になるが、人によっては高血圧になるまでの塩の量が違うため、全員に言えることでは無い。運動については、他の健康法(食事に気を遣う等)もあるが、運動が一番効果的であり、1日

8000～10000歩ほど歩くと

生活習慣病リスクがもっとも低くなる。

②人権 インターネットの誹謗中傷について ヴィーガンは、野菜オンリーの食生活で健康に良いとされているが実際は普通の人より不足する栄養素がある事がわかった。メリットとして心臓系の病気や糖尿病のリスクは減るが栄養失調になる可能性があるため病気になる以前の問題であることがわかった。もう1つ、肉中心の食生活で生きていけるのかという仮説は生きて

いけなくもないことがわかった。しかし、肉と言っても加熱したものだけを食べるのは栄養不足で生きられない。そのため、ビタミンが豊富な生の状態で食べればいきてはいける。

②人権
どうすれば児童は平等な可能性をもてるのか。 仮説は太陽光発電や風力発電などで脱炭素が推進されているが地球温暖化は地球にとって悪いことばかりではないのではないか。ネット上の論文によると20年来気温は全上昇していない、地球は寒冷化に向かおうとしている、CＯ2の増加で植物は増加している、原子力発電はCＯ2を大量に発生している、などのことが得られ

た。また国連は先進国にCＯ2排出削減を求めているが先進国であるはずの中国は途上国ではないのにCO2を大量に排出しているのはおかしいと思った。気温がCO2濃度変化させる。これらのことからCO2の増加は益はあっても害はないということがわかった。今後は脱炭素についての価値観を広げていきたいと思う。

②人権 どうすれば加害者の家族の負担を減らせるか 色は人を動かすことができて、それは色というものが自分たちの生活に強く結びついているからだと考えた。イメージカラーはどんなもので決まるかというアンケートをとったところ、その人の性格や行動で決まるという意見が多かった。これを逆に取って、色でその人の気持ちや性格を読み取れるのではないか、という仮説

を立てた。

②人権 どうしたらジェンダー平等は実現できるのか 弘前市では、地域活動に参加する若者が少なく、まちをつくる人の高齢化が問題になっている。また、インターネットでの繋がりにより、実際に人と会って交流する機会が少ない。この問題について解決策を考える。若い世代にも自分の住んでいる地域に関心を持ってもらうために、自分自身がボランティア活動やイベントに

参加して、地域の人と交流して気づいたまちの良さをまとめ、発表する。

②人権
どうしてひとり親が増えているのか

　　　　　　　　　減らないのか

普段私たちがしているじゃんけんは、数学的に見れば3分の1の確率で勝つことができて、公平であると思われているが、本当に公平なのかという疑問を持ちこのテーマにした。じゃんけんの手で好きな手があるなら、その手を出したり、自分があまり出さない手があったりするならじゃんけんは公平と言えないと私は思った。

そこでじゃんけんの好きな手は何かというアンケートをとったらチョキが36人、グーが32人、パーが10人という結果となった。これからわかるように、じゃんけんの好きな手は人それぞれ違うがパーが圧倒的に少ないため公平とは言えないと思った。今後はじゃんけんの手に対するイメージを聞いてパーが少ない理由を調べた

り、実際にじゃんけんをして勝率を調べたりしてこの探求を深めていきたい。

②人権 オールジェンダートイレの必要性とは グローバル化が進む中、英語の勉強をすることは外国人とのコミュニケーションを捗らせる為の一歩だと思うので、英語が苦手だという人にも楽しく勉強出来るような方法はないかと考え、このテーマにしました。この検証が証明されたら、英語が活発になってSDGsの17個目の目標に繋がると思います。

②人権
差別をなくす 私は『各病院の前に乗合タクシーの停留所を作れば、高齢者も病院に行きやすくなる。』という仮説を立てました。まず乗合タクシーをおこなっている北星交通にお話を聞きに行きました。そこではデマンド交通についてや乗合タクシーのメリット･デメリット、乗り合いタクシーの停留所の決め方などを聞きました。仮説につ

いても聞いたところ、「元々あったバス停の代わりに乗合タクシーの停留所を置いていて弘南バスの管理下になるため難しい」と言っていました。そこで実際に検証するのは難しいため乗合タクシーがあったら移動が気軽になるかアンケートをとりました。その結果?気軽になる?と答えた人が大半でしたが、乗合タクシーを知

らない人も多かったので何か工夫して乗合タクシーの認知度を高めたいと思いました。

②人権 スポーツ、音楽からみる黒人差別 栄養不足が多く見られているので、栄養を補えるお菓子があれば少しでも栄養不足は解消するのではないかと思った。まずタンパク質を摂取基準に近づけるために豆腐でスコーンを作った。いくつか改善点があるのでそこを改善する。そして、他の栄養でもそれぞれお菓子を作り、栄養不足が解消できるものをこれから作って

行きたい。

②人権 虐待・男女差別の起き方 半導体不足の要因として世界中で需要が急拡大したことや、その割に半導体の生産が世界の中でも非常に偏った地域でしかされていないということがある。この内前者については急に解決するものではないが、後者に関しては日本国内でもある程度生産できないだろうか、と思い、それにはどうするべきかもいうことを今後よ

りしっかり調べていこうと思う。

②人権 人種差別をなくしたい 津軽鉄道の実態について調べるために名物ストーブ列車に乗った。親切なアテンダントなど乗ってみなくてはわからない良さを発見できた。しかし、利用者の年齢層などの切実な現状もわかった。参考文献の「地域衰退」では、現在衰退している地域には、歴史的に原因があることがわかった。奥津軽には、津軽森林鉄道など

で林業が栄えた歴史があり、林業などの産業が衰退している現状が、津軽鉄道の現状、さらには、津軽地方の現状に影響しているのかもしれない。今までは若者向けの企画の大切だと考えたが、高い年齢層にも向けて企画をしなければいけないと考えた。

②人権 なぜ男女の比率が一方に偏っている職業があるのだろうか プラスチックストローが環境問題となり、その代用となる紙ストローについて、耐久面や環境面などについての実験を通して、メリット、デメリットを考えた。実験には、プラスチックストローや紙ストローの他に、竹ストローというストローも用いて行った。実験の結果、プラスチックストローや紙ストローにはさまざまな

デメリットが挙げられたが、竹ストローはデメリットが少かったため、今後のストローの課題を解決するのではないかと考えられる。

②人権 LGBTQ 現代社会はストレス社会とも言われ、ストレスに悩まされる人が数多くいる。そこで心理学的にストレス対処を考え、その中でもユーモアを用いた仮説を設定し、ユーモアとストレスの関係性や実際の効果を調べ、ユーモアのスタイルを軸に最も効果的なユーモアタイプを思案した。

②人権 誹謗中傷 まず、裁判が効率化されるためにAIを使えば良いと考えた。調べてみたところ実際に使おうとした場合、正義価値に難点があるため使用できないが、アドバイザーとしては使えるとの事だった。次に夫婦別姓についてはジェンダー平等についての講和に参加し、どのような苦労があり改善が必要とされているかを聞いてみたと

ころ憲法14条の全ての国民は平等という内容にLGBTQの同性婚は違反しているのではないかと言っていた。その対策として渋谷ではパートナーシップが導入されていた。僕はこのパートナーシップがもっと普及するためにはどうするれば良いか今後調べていきたい。

②人権 虐待 運動にはストレスが解消される、生活習慣病を予防できる、睡眠の質を上げられるという効果がある。一方睡眠には脳を休ませる、一日のパフォーマンスを良くする、記憶の定着を図るなどの効果がある。この運動と睡眠の二つを合わせることによって、たくさんの寝ているのに眠いという人を少なくすることができ、尚且

つ、昔に比べて大幅に増えてきている生活習慣病の人たちも少なくすることができる。

②人権 差別について 日本には夫婦別姓が認められないことによって結婚できない人がたくさんいるため認めてもらうようにしたいと思った。夫婦別姓を認めてもらうには裁判で勝つ必要がある。そこで国民の意識を変えて夫婦別姓を認めない裁判官を国民審査で投票すると裁判官は意見を変えてそれが認められるようになると思った。国民の意識

を変えるためにネットを利用して声を上げるのが1番効果的だと思った。

②人権
なぜ虐待は増え続けているのか メイク、洗顔、入浴などの化粧を通して、世代別の問題を解決したり、発展させたりするためのテーマ。

学生から社会人については、学校で社会に出たら必要な常識や知識を学び、社会人になる際の面接やなった後の印象を良くするために役立てる。高齢者については、化粧やファッションへの関心を高めることで生まれるたくさんの利点を十分に使い、QOLの向上や健康長寿に繋げる。また、共通してコンプレックス解消などに

も役立てる。

②人権 なぜ日本はジェンダー問題が深刻になっているのか。 パピルス紙と羊皮紙と紙の、作り方やその利点、欠点をそれぞれまとめました。また、巻物からグーテンベルクの活版印刷機で生産された本までの形の変化や、それに関係した当時のヨーロッパ地域を中心とした歴史もまとめました。グーテンベルクの活版印刷機を出すためにヨーロッパの本中心になりましたが、比較のため

に同じ時代の中国や日本のいわゆる綴じ本も紹介しています。

②人権 看護師に女性が多いのはどうしてか 私は映画を見ることが好きで、映画を活かして世界の問題を解決できるのではないかと思い、このテーマを設定した。沢山の映画がある中、よく目にする「人種差別」の内の「黒人差別」に注目した。私が立てた仮説は、「映画で黒人への偏見を無くすことで黒人差別はなくなるのではないか」だ。検証として、SNSで映画の

影響力を調べた。結果は、76%の人が映画に影響を受けたことがあり、映画には影響力があることがわかった。

③環境エネ

③環境エネ
なぜ日本の人口は急激に減少してきているのに、ごみの量はあまり変化が

ないのか？

テーマ、仮説は障害の有無に関わらず、平等に教育を受けられているのかと考え、そういったのを行うためには健常者からの歩み寄りが必要なのではないか。というのを考えた。障害者の人達はやはりできることに限度があるため、自分たちが手を貸してあげたりして、障害者の人達が少しでも自ら行動出来、「生きたい」と

思えるような環境作りにはどのようなことに取り組んだら良いのかを考える

③環境エネ 地球温暖化とごみの関係について 私は試験の際に四択問題の正答率を上げる方法を総探のテーマにしました。仮説は四択問題の答えの配分がバラバラな時と均等になっている時の2パターン検証しました。結果はバラバラな時は3を選んで見ると良い。均一な時は自分が分かる物だけ先に答えてそこから分析すると良いというものでした。

③環境エネ なぜ食品ロスが起きているのか。 まずは薬剤師はどのような場所・場面で活躍できるのかを調べた。次に病院に行き、医師に様々なお話を伺った。

薬剤師は薬を処方するだけではないことなどがわかった。また、奨学金制度を使用した私立大学出身の薬剤師も多いことがわかった。

③環境エネ どうやって海をきれいにできるか 現実やネットでの人間関係に悩む人を減らすという私の課題についての仮説は、ネットでの誹謗中傷に着目した時、誹謗中傷を書き込む人の心理やそこまでの過程を知れば解決策がわかるのではないか。と、相談手段はあっても悩みを抱え込んでしまう人がいることからどうしたら相談しやすくなるのか。に対して人を信頼す

るための3つの柱、マズローの欲求五段階説から検証した。

③環境エネ 環境保全のためにできる小さなこと 日本、また世界では、医療科学の発展により延命することか可能になっているが中には、これ以上の迷惑はと安楽死を希望する高齢者が多数存在する。また、身体の自由が効かず、介護を必要とするようになり、施設などに入り家族と別れるという悲しい現実もある。ならば、健康体でいる年数を伸ばし介護などがいらない身

体作りを全国に広めていけば良いのではと考えた。その方法の一つとして、音楽を活用を考えた。リラックス効果が働いたり、パフォーマンス向上に繋がるという点から、効果的な運動量が確保でき、健康体を目指せると思う。

③環境エネ どうやって公害の対策をしているのか 僕のテーマは青森県の短命県脱却です。僕はこの問題に対して体の変化を読み取れるセンサーを作ることで病気の早期発見につながり平均寿命を伸ばせるのではないかという仮説を立てました。仮説についてCiNiiなどで調べ、バイオチップという病気を発見する半導体があることや、病気の早期発見は寿命を伸ばすことに大き

く関わるということを知れました。バイオチップが普及されることで今後の医療に大きく貢献できると思いました。

③環境エネ 災害時のペット問題 論文や本を調べて、仮説は比較的あっている事が分かった。また、当事者にとって嫌悪感をいだくだけでなく、興味をもたれる事も差別になり、他人がLGBTなのと知人がLGBTなのでは抵抗を感じる人の割合が違う事もわかった。

③環境エネ マンションの上の階と下の階の違い インターネットで調べたり、論文を読んだりして、髪の毛に関する校則などの勉強に直接関わらない校則に納得がいかない生徒が多くいることを知り、髪の毛に関する校則は必要なのかとういう仮説と、髪の毛に関する校則が無くならないのには理由があるのかという仮説を立てた。検証はアンケートの実施とインターネット

で調べた。その2つの検証から、髪の毛に関する校則が必要じゃないと思う人の理由を知り、校則の内容の決定に子供も関われる機会を学校で設けることで不満を持つ生徒が減らせると思った。

③環境エネ

服と環境問題 僕はスポーツのプレーをする上で、基本的な動きやどんな動きをしたらいいプレーにつながるかを意識してスポーツをプレーしたら、どんな種目でもパフォーマンスが向上するのではないかという仮説を立てました。検証は、SNSでアンケートをとりました。スポーツをする上でいいプレーができるように、基本的な動きなど

を意識してプレーしていますかという質問に対して70パーセントがはい、30パーセントがいいえと答えました。また、意識するとしないではどちらが良いプレーができるかを聞いて、80パーセントが意識すると答えていました。このことから基本的な動きなどを意識した方がいいプレーに繋がると感じました。また、夢ナビの

講義動画でも似たテーマの動画を見てみました。スポーツバイオメカニクスという言葉もでてきて、どの部位をどう動かせばどんなプレーができるか予測することができると言っていて、自分の仮説について、深めることが出来ました。次は実際にスポーツをする時に友人などに協力してもらって検証してみたいです。

③環境エネ なぜリサイクル率は近年上がりにくいのか。 本来は時や相手に応じて変化するべきである上下関係が現在は厳しすぎる時があり、ストレスを感じたりパワハラやいじめなどで困ってる人を減らすために活動しました

③環境エネ どうやってSDGs達成度を上げるのか 入れ墨が入っている人たちの差別や偏見が多いことを解決するため温泉を利用可能にすることによって差別や偏見の解消に繋がる。また入れ墨が入っている割合が高い外国人の利用客の増加にも繋がるという仮説を立てた。仮説を検証するために温泉施設に話をうかがった。今は入れ墨が入っている人たちの利用を許可してい

る温泉が増えていることがわかった。今後は全ての施設が利用可能になるには良いのかを考えていきたいと思う。

③環境エネ ガソリン車を水素エンジン車に置き換えることは可能か 今日本では働きすぎによる過労死が増加しています。残業が多い割に生産性が低いため、仕事によるストレスも増え、余裕のある時間を持つことが出来なくなってしまっている。これに対し父の職場の人へ、自分の作った質問に答えてもらったり職場の人がそれぞれスケジュール表を作ってその通りに仕事をしてもらったりし

てみた。しかし、あまりにバラつきがあったため失敗した。

③環境エネ どうして生物多様性は損失していくのか 発達障がいを持つ子供が障がいのない人と壁なく過ごすためにどうするべきか、発達障がいの子供達を放課後デイサービスで預かる施設の方に話を聞くと、社会環境の中で、障がいのある無しや、その特性の強い弱い、こだわりの強い弱いのような、「多数」と「多数でない」人との線がなくて、当たり前にこの世の中で一緒

に暮らしていくイメージを持ちながら過ごしていくべきだということがわかりました

③環境エネ ポイ捨てをなくすためには 実体験から漫画を読むことで成績が上がるのではないかという仮説を立てた。重視したい点は意識である。検証方法は役立ちそうな漫画を見てもらい、前後の成績や意識の変化を調べるというものだがテストがないため実施には至らなかった。好きなことに対しては主体的に取り組むと考えるため、勉学への向き合い方や予備

知識によるメリットにより楽しく成績が上がると考える。

③環境エネ
カーボンプラスチックの素朴な疑問 世界の人々とのコミニュケーションのために必要な英語の勉強方法は大きくインプットとアウトプットに分けられるので、どちらを重要すべきかという仮説を立てた。アンケートをとった結果、アウトプットを大事にする人がとても多かったがインプットの人の意見も大事だったから、自分のレベルに合わせまんべんなく勉強

すべきだと分かった。今の教育に足りないスピーキングの機会を自分からつかむのも勉強の質の向上に繋がると分かった。

③環境エネ 水にはどんな可能性を秘めているのだろうか 副作用を中心に考えた。例えばがんを治療するためには抗がん剤治療があるが、副作用が多いため、あまり患者に適さない治療法ではないかと思った。そこで副作用を減らす薬を作れば良いのではないかと考えた。実験の内容は、親戚が勤めている第一三共と岡山大学教授の妹尾先生の研究を基に調べた。

③環境エネ なぜ国ごとによってゴミの総量にこんなにも差があるのか 好き嫌いは遺伝子によるものであった。また、大人になってから好き嫌いが変わるのは舌にある味蕾(酸味、苦味など判別するセンサー)が子供の時と比べて30から40代で3分の1まで減ってしまうから味に対して鈍くなるからだそうです。

③環境エネ 絶滅危惧種について 初対面の人などと上手にコミュニケーションが取れたら、仲良くなれる近道となるかもしれないため、話の上手な人のポイントを探した。まず、弘前大学の教育セミナーで英語講師の方から生徒達とのコミュニケーションのポイントを聞き、次に初コラボも多いYouTuberの話の進め方を見比べたり話の振り方をよく見たりし

た。結果、両者共に喋ることだけでなく、相手から話を聞くことも大切にしていることがわかった。相手から話を聞くことができると、より相手への理解も深まり、友好な関係を築くことができる。

③環境エネ

日本の食品ロス問題について まず、自分の興味のあることが「子供」「言葉の影響」「心理学」でした。そこで、私はサイニーを使って古市久子さんの論文「絵本がもつリズム性が子どもに与える教育的意味」を読み、例えば「大きなカブ」などの絵本はリズム性があり、小さい頃から覚えています。そしてその論文によると、『リズムが合うことで、仲

間と一緒であることが実感出来楽しさが倍増する。子供本来の生きる喜びを得る』ということが分かりました。そこで私の1つ目の仮説は【子どもに読み聞かせている絵本を工夫することによって子供たちが大人になってからの考え方に影響するのではないか】と考えました。それから私は夢ナビ講義動画を見て『2歳位までの

子供たちが楽しめる絵本は言葉との関係が大きい』ということが分かり、【幼い時期に読むリズムが特徴的な絵本は今後の言葉の感じ方に影響するのではないだろうか】というもうひとつの仮説も立てました。そして、これらの仮説を研究するために考えた方法は、①Instagramを使って「小さい頃に読んでもらったりした本の

内容を覚えているか｣（昔話やおおきなかぶなどのよく保育園などにある本）などに関するアンケートをとる。②市内の保育園か幼稚園などに「どうやって読み聞かせの絵本などを選んでいるのか」などを聞いてみる。③子供向け（幼児期）の絵本の特徴について書かれた本などを読んでみる。の3つです

検証結果はまだ検証していないので分かりません。ですがこの検証から予測できる結果は「絵本の持つリズムには何か子供たちの根本となる考え方を変えるものがあるのではないか」です。結構広い考え方ですが検証結果を見てまた考えていきたいと思います。また、この仮説検証の社会的価値は「子供たちが絵本を読んで、

考え方を広げてくれることで、差別などの世界的な問題がなくなっていくのではないか」ということです。今後はこれらの探究を広げていきたいと思います。

③環境エネ エネルギーについて 障害についての一般的な知識が世間に広まってなく、そのためにいじめや差別等が起こるのではないかと考え、障害についての知識をどのようにして広めていくか考えている。特にチック症を個人的に守りたいと思いアンケートをとり、約3割がチック症について認知しており、そのうちの4割が内容までもしっかりと理解して

いた。予想通りチック症についてはまだ世間には広まってなく、どのようにすれば知識が広がるのかをもっとより深く考えようと思った



分野 テーマ（課題） 要旨（200字程度）

④国際関係

④国際関係 私たちが言う『平等』や『幸せ』とは？ 音楽心理学、音楽療法を学んで自殺、精神?神経疾患の患者数を減らしたいり病気を防止したいと思い課題を設定した。また、課題に対して①辛い仕事も音楽を聴きながらすれば辛さが軽減されるのではないか。②音楽をきくことで苦痛や不安を和らげることができるのではないか。という仮説を立案し、母に実験に協力しても

らったり、実際に歯医者さんに電話で「なぜ音楽をかけているのか」を聞くなどして仮説検証をした。

④国際関係 なぜ貧困は起こるのか？ 現代では、少子化が急速に進んでいるのに、悩みを一人で抱えて、自殺したり、不登校になってしまったりする人が、年々増加している。それに対応して、カウンセラーの需要が増え、年々増加しているが、「カウンセラーに相談しづらい」「相談するまでの勇気がない」などの理由で利用者が少ない。そこで、学校の保健室

を気軽に利用できるようになれば、相談しやすく、一人で抱える人が減るのではないか。また、直接相談するよりも、インターネットを使った相談の方が利用しやすいのではないか。という仮説を立てた。

④国際関係
服会社はどのようなことを行い、sdgs12の「つくる責任・つかう責任」

を達成しようとしているか？

[仮説①]青森県の平均寿命を伸ばす為に県の取組や短命県の原因を調べることで、今の私たちに必要なことを考え、これからの青森県の平均寿命を伸ばすことに貢献できるのか。[検証①]1位長野県と47位青森県を食塩摂取量、野菜摂取量などで比較。短命県の原因は生活習慣病が多い。予防する為に基本的な生活習慣を正すこ

とが必要。[仮説②]塩分摂取量を減らすと平均寿命は伸びるのか。[検証②]平均寿命の長さに関係するがそれだけで伸ばせない。

④国際関係
日韓関係 総合的な探究の考え方をもっと大きなところで使うことで科学や文化がもっと開化するのではないかと思いこのテーマにしました。夢ナビでは、人類は異文化を知ることで自分たちの文化をよりよくすることがわかりました。このことから、異文化をもっと知ることで自分たちの文化と比較し、よりよくすることをやってみよ

うと思い、アフリカの国と日本を比較してみました。すると日本は大学で専門的なことを身につけて他の人と協力しているけど、アフリカは全般になんでも一人でできることが多いことがわかりました。日本は一人一人できることが少ないので、もっといろいろなことに挑戦するべきだとわかりました

④国際関係 南北問題を解決するにはどうすればいいか 英国から広がった「歩くことを楽しむための道」と言う意味である「フットパス」の文化を真似して、自分たちが青森県のことをあまり知らない人と一緒に歩くことで、青森県のことをもっと知ってもらえて、自分たちも青森県の魅力を再発見できるいい機会になるかもしれない。そして、青森県の課題である、「短命県」を

フットパスという文化を真似して青森県民である自分たちが歩くことで、課題の解決につながるかもしれない。

④国際関係 飢餓を減らすために 「ゲームで町おこし」というテーマで、実際に元となった地域があるゲームはその地域を活性化することが出来るのではないか？という仮説を立てた。仮説を立証するために2つの検証を行った。1つ目は10数人の人達にゲームの舞台となった地域に行ってみたいと思ったことはあるか、またなぜそう思ったかを聞いた。2つ目の

検証は実際にゲームが町おこしに繋がった例を調べてその要因を考えた。

④国際関係 発展途上国への本当の支援とは 子宮頸がんと子宮頸がんワクチンの現状について調べ、子宮頸がんワクチンの摂取率が他国とも比べてもとても低くなっていることがわかりました。なぜ摂取率が悪いかの原因を知り改善することで命を落としてしまう人や妊娠できなくなってまう人を減少し、また少子化を改善できると思いました。

④国際関係 アフリカの貧困をなくすためには 私が立てた仮説は、歯周病から様々な病気に発展するケースが注目されているため、歯周病を予防するには朝・昼・夜3分間歯磨きをすればよいというものにした。自分で講義やヒアリングを受けて、朝・昼・就寝前に5～10分間最低でも磨くということがわかった。また、歯ブラシでは綺麗に落とせるのは7割程度なため、デン

タルフロス等を使えばもっと綺麗になることがわかった。歯周病や虫歯が減り、歯周病から発症するような病気が減れば良いと思った。

④国際関係 花魁について 冬休みに勉強する時間が遅くなって早く終わらせたかった。音楽に興味があったのでどのような音楽を聞きながら勉強すれば早く終わったり集中力が長続きするのか気になった。まずテンポが早い音楽を聞くと頭の回転や手の動きが素早くなって早く終わるんじゃないかと思った。次に集中力が続かないから早く終わらないと

思ったのでゆっくりめな音楽で落ち着くことによって集中力が長続きするんじゃないかと思った。友達にも協力してもらい一応成功した。

④国際関係 なぜ貧困は無くならないのか 悪質な転売行為を減らすという課題に顔写真付きの身分証明書を使い、AIの顔認証機能で本人認証をし、1人の購入個数の制限をかける、フリマアプリ等で売却時の上限を設定するという2つの仮説を立てた。市役所の情報システム課に意見を伺うという方法で検証し、前者は本人認証を行ったデータを他店舗やオンライン

ショップと共有できないと厳しい、後者は技術的に可能という回答を頂いた。検証結果からAIによる顔認証技術は汎用性が高いことがわかった。今後の活動は、他店舗やオンラインショップ、他企業でデータを共有できるようなサービスを考えたいと思った。

④国際関係 SDGs（飢餓について） テーマを決めるにあたって身近にあるものにしようと思いました。僕は硬式野球部に所属していて栄養にも興味があったのでテーマを栄養にし、アスリートとの人がいい結果を出しているのは栄養に気をつけて食事をしているからなのではないかという仮説を立てました。検証方法はスポーツ栄養士の方に直接話を聞いたり論

文を見たりすることにしました。だけど直接話を聞くことが出来ませんでした。だから論文やネットに記載されているものを調べました。これからは時間が合う時に直接話を聞きたいです。

④国際関係 貧困問題とそれによる命の危機 誹謗中傷する人は自分のストレスの捌け口として誹謗中傷をするため、自己肯定感を上げればその要因となるストレスを解消することがでからのではないかという仮説を立てた。実際にアンケートを取ったところ自己肯定感が低い人ほどストレスを多く感じている事が分かった。この検証は、予防として誹謗中傷対策になるの

で少しでも傷つく人を減らせると思う。今後は会話の内容で自己肯定感に変化はあるのかを検証しようと考えている。

④国際関係 飢餓 まず農業が衰退しているデータや肥満率の増加のデータを調べた。そこから現代の農業における問題あげてロボットが人の代わりに仕事出来るかもしれないところを考えた。そこでロボットやAIの問題点を上げその改善策を考えた。

④国際関係 発展途上国の改善に私たちができることはあるか。 探求テーマは看護師不足についてです。仮説は「SDGsのすべての人に健康と福祉は看護師不足などにより達成するのは難しいのではないか」というものです。仮説について論文を読んだり大学病院に勤務している人に質問したりしました。看護師の56.4％もの人が問題があると回答し、主に労働条件の悪化、新人の指導が出来

ない、就業時間の延長があげられました。それについての対策を現場の意見なども合わせて考えてみました。

④国際関係 なぜアフリカは食糧不足なのか 私は『メイクを利用して女性が担い手となれるものを増やせるのではないか』という仮説をたてました。そのためには両性に幅広くメイクを理解して貰いたいと思い、アンケート以外にも、男子にメイクを体験してもらいました。メイクをした後では、化粧することに対し、さらに良い印象を持ったようで、またしたいと述べ

ていました。化粧は時代共に方法や考えも変わってきているので、両性にとって当たり前になるのも時間の問題で、女性がメイクを活かして確立出来るように思えました。

⑤地域社会

⑤地域社会 日常音にどのような工夫を施すと街の活性化につながるか 「もし犬を家で飼ったなら、飼い主の寿命は延びるのか」と「犬と人間は互いの行動から感情を読み取り最高のパートナーになれるのか」という二つの仮説を元に今回の探求活動を行った。今回の探求活動を通して、「犬は人の最良の友である」という言葉があるように犬は現代社会でなくてはならない存在だということがわ

かった。

⑤地域社会 どうやって災害から身を守れば良いのか 私がこのテーマにした理由はSDGsにおいて地球温暖化というのはとても重要な問題だと思っていてもっと深めたいと思ったからです。仮説は「二酸化炭素に温室効果は本当にあるのか」、「植物を家の中に置くことで二酸化炭素濃度を下げることができるか」です。検証方法は二酸化炭素が多く入った箱と空気が入った箱を日

差しに当てて1時間置く、植物を部屋の中に置き、濃度を調べる、です。

⑤地域社会 少子高齢化 近い未来、日本の仕事のうち49%が自動化できる状態になると言われています。そうなった時にどの仕事がなくなってしまうのか、また本当に無くなってしまうのかを実例を調べて予想しました。まず無くなってしまうのは「バックオフィス」とされるいわゆる事務職がなくなりやすいとされています。それはロボットによっ

て自動化されるそうです。また無くなってしまうかどうかは、無くならないと予想しました。なぜかというと、いくつかの実例のほか、現在でも就職難が続く中、わざわざ自分の首を絞めるようなことをしないと思うからです。

⑤地域社会 地域行事の参加者増加を目指すには 青森県内の医者看護師不足をきっかけに怪我したときの応急処置や予防方法を調べた。もし自分やそのまわりの人が怪我した時に応急処置をしていれば病院に行く回数を減らすことができるし、看護師の負担も少ないと思った。また予防方法では実際に運動する前と後でストレッチとマッサージのありなしを比較しながら行っ

た。運動前にはストレッチをし、運動後にはマッサージをすることで怪我をすることが減ると考えられる。

⑤地域社会 郷土料理を広げるために 都市圏と地方圏の間の地域格差が生じる原因について調べた。すると地域格差とは単に経済に関するものだけでなく、他にも人工格差や情報格差、教育格差などがあることがわかった。人工格差が生まれる原因について調べると高学歴層が地方圏から大都市圏へ流入することと地域における学歴再生産の2つがあった。9つの格

差を自分一人の力で直すことは難しい。私は県で提示している主な取り組みを個人で確認し共有すべきだと思う。

⑤地域社会 弘前の「歴史」を護る リアルのコミュニケーションよりもSNSで会話する方が話しやすいのは、SNS上だと相手の表情や声音等がわからないので、相手の反応を見ながら言い回しを深く考えたりして気疲れすることがないからである。ということが本当かどうかを私が質問を考えてSNSでアンケートをとったところ概ね正しかった。SNSの方が楽し

いと感じる時は、SNSでは共通の趣味をもつ人を簡単に見つけられること、文章での会話なので感情的になりにくいこと、絵文字や顔文字等で自分の気持ちを明確に表現できること等の理由もあった。

⑤地域社会 弘南鉄道を守るために 石油で作られるプラスチックが環境に及ぼす悪影響について調べた。また、使用後も微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチックの1種であるカゼインプラスチックを牛乳と穀物酢を用いて作った。それで石油で作られるプラスチックの代わりにカゼインプラスチックを代用して作ることができるものはな

いか、石油から作られるプラスチックの使用料を減らす方法はないかを考えた。

⑤地域社会 地域発展のために 最近、音楽によって心が動かされ、とある曲が好きになったという事例を耳にするが、この感情変化を利用して、負の感情を抱く人を減らせるのではないかと考え、音楽がどのくらい感情を変化させるのか調査した。流行りの曲のコード分析で作成した曲を何人かに聞いてもらい、どんな感情を抱いたかアンケートをとった。

結果、4割以上が曲本来の雰囲気に類似する感情に変化したため、負の感情を抱く人を減らすことは可能ではないかと考えられる。

⑤地域社会 どうすれば地域の子どもが地域社会に積極的に参加するようになるのか 7199を広めるために学校の授業に取り入れることで沢山の人に効率よく知ってもらえるのではないか、また有料化は、効果的なのかを専門家へのインタビューで分かったことを元に発表

⑤地域社会 スポーツによるまちづくり 色々な地域で方言が衰退してきていることがわかったので方言は使う場面、相手が限られているということと若者の方言離れが進んでいるということを仮説として立てた。アンケートやクイズを出して方言を普段どのくらい使っていないか、どのくらい知らないかを数値で見ることが出来た。今後はまず方言を知るということ

に焦点を当ててゲーム感覚で楽しみながら方言を学べるようなものを作りたい。

⑤地域社会 スポーツ人口の減少 祭りが多い黒石市で、外国人観光客への対応を向上させることで、黒石の発展を計ろうと考えました。具体的に現在は観光案内所などで黒石の歴史や観光場所などについて紹介されていますが、実際に行ってみたときに店自体が古いので外国人観光客への対応が難しいと思ったので、黒石の観光地の外国人観光客への対応を聞

きに行って対応の見直しを計りました。

⑤地域社会 弘前市の人口減少はなぜ問題なのか 危険性をできるだけ無くし、さらに安くするため軽く、柔らかい素材を使うことでできるのではないかという仮説に対して、、様々な素材を調べ、それぞれの良い点悪い点を調べたり考えたりし、手に入るものならばどのくらい衝撃が無くなるか検証しました。金属、プラスチック、ゴム、スポンジについて調べたり考えまし

た。それとセンサについてもつけるだけで本当に安全性が高まるか調べ、センサ自体どのようなものなのかを調べました。

⑤地域社会 青森県の若者Uターン率を高めるにはどうしたら良いか 大学入試制度を大幅に近代化させることで、日本経済をさらに発展させることができるのではないかという仮説で日本が現在の入試体制をとるようになったドイツの入試方法の変遷を知ることで日本でも再現可能なのかを検証した。その結果、日本の受験制度を一度に大きく変化させると大きな混乱を招くため、それは出来な

いが、できる限り欧米化を進めることによってこれまで以上の経済発展を見込むことができる｡

⑤地域社会 ショッピングモール内の店が閉店にならないようにするために 日本はジェンダーギャップの指数が低いことや身近な男女差別が他の国より多いことからジェンダーギャップを少しでも無くすためにはジェンダーに興味を持ち理解することで減らすことができると仮説を立てた。仮説について夢ナビ講義動画やインスタグラムでアンケートを設置して検証した結果、ジェンダーギャップを

知っている人の割合や性の多様性を知ることが出来た。今後は、なぜ男性の方が立場が上なのか、体育の授業のないようについて調べたいと思う。

⑤地域社会 イラストレーターが活躍できる場所 仮説→勉強に役立てられる香水の利用方法はあるか中学1年～高校3年にアンケートをとる。それぞれが答えた香りを使った時と使わない時と2回簡単な計算をしてもらい、解く時間を計測する。論文を読んですきな香りがその人によって違うわけなどを調べる。その結果仮説は正しいか正しくないか検証する。

⑤地域社会
地元愛を育てるには 最近の企業はSNSを使って、いわゆる公式アカウントから情報・思いを発信していた。例えばTwitterはリツイートやシェアをして情報を拡散したり、リプライで御礼や謝罪、挨拶をして消費者からの信頼を得ようとしている。SNSで情報を発信することはCMなどの広告費用がかからないのでお金を賭けずに宣伝できる。ゴー

ストレストランとはデリバリー専門の厨房だけのレストランのことで例としてUberEatsがある。そしてモバイルファーストとはマーケティングでスマホを最初に考えることである。このように現代にあった店の形や考え方がある。今後は若者のお金の使い方、それによる金銭トラブルについて調べていく。

⑤地域社会 育児と仕事の両立 平川健康センターに父子手帳について取材に行き、父子手帳の普及はまだまだ進んでいないことや、さまざまなイクメン事業があることが分かった。この結果から今後は、育児休業や、父子家庭・母子家庭でのサービスの違いについて調べていきたい。

⑤地域社会 自分が住んでいる地域の活性化 この街が障がい者にとって住みやすい街なのか、障がい者支援施設の役員の方に聞きに行ったり、ネットで調べたりした。結果住宅で考えると約半分がバリアフリーを備えているが、街全体で考えるとあまりされていないことがわかった。障がい者の障害をなくす方法も調べた。取り除くことはできないが、外観的な障害は軽

減することができるとわかった。

⑤地域社会 流行と町おこしについて 探究キーワードを『プリンセス』とし、日本とアメリカで公式に認定されているディズニープリンセスの数がアメリカの方が多いのは文化やメジャーなディズニー映画の違いではないかという仮説についてアメリカで公式に認定されているプリンセスが出演するディズニー映画の認知度を中高生300人にアンケートをとると日本

で認められていないプリンセスの映画の認知度が低かったので仮説は本当だと予測しました。

⑤地域社会 少子高齢化社会を変えるには選挙投票が有効であるか 僕は言語習得論について調べました。言語習得論のことを理解し、効率的に英語学習をしたいと思ったので、3つのの仮説をたてました。1つ目は言語習得論は普段の授業の中で取り入れられているのか。2つ目は言語習得論を使った授業の完成形はあるのか。3つ目はみんなが思う効率的に英語学習できそうな授業の内容をあわ

せるのが効率的なのではないかです。これらの仮説を検証するためにアンケートをとり、内容についても記入してもらいました。他にもたくさん論文を見ましたが難しかったです。これからたくさん言語習得論について調べて深めていきたいです

⑥教育

⑥教育 授業でゲームを使うことのメリット 課題は、･歩行者のすぐ側を猛スピードで走る危険な車をなくしたい ･東北の交通事故数を減らしたい です。これまでの学びと共に検証したい仮説案は、①運転手の席が右側にあることと危険運転に関係がある。②交差点や横断歩道にでこぼこ道を作ることで事故を減らせる。です。

⑥教育 勉強中に音楽を聴くのはあり？ 現代社会において、漢字〔手書きの文字〕を書く機会が少なくなっているため、私はまず漢字〔手書きの文字〕を書かなければならない時に、スマホなどを用いなければ漢字〔手書きの文字〕を書けないのではないかと言う仮説を立てた。次に自分で考えた検証方法でその仮説を検証して、結果を出した。

⑥教育 スキー教室でスキー初心者でも楽しむためには 本とウェブサイトをみて世界には水不足で苦しんでいる人々がたくさんいて、しかも地球上の水のうち生活に使える水がわずかしかないという事実を知り、このままでは危ないと感じました。そこで、世界中どこでも作れるような濾過器を作ったら水不足が解消するのではないかという仮説を立て検証してみました。炭、小

石、服の切れ端又は植物の葉で作れるとわかったので作ってみたら成功しました。世界中にどう伝えるかが課題です。

⑥教育 なぜいじめは起こるのか。 課題は医療的ケア児とその家族が暮らしやすい社会です。仮説は、本来は地元で生活できるべきだが病院や施設がなく、都会に出てしまっているです。検証は医療的ケア児をもつ親の方々に話をうかがいました。

⑥教育
日本で英語の授業が小学校からあるのはなぜか 普段の登下校時に通っている土手町が私の小さい頃から比べると空き店舗が増え歩く人の数が減ってきていると感じていた。このことから、私は、土手町の活性化を仮説にして取り組んだ。このことを知って考えを深めるために、土手町でお店を経営している店主の方にお話をお伺いした。今取り組んでいるのは空き店舗を活

用したイベントだそうだ。だが、実際そのことを知らない人も多いので、SNSで自身のお店の宣伝を含めた投稿を発信しているという。また、今後の土手町のあり方は道の整備、そして、空き店舗をもっと活用して３つの土手町と一緒にイベントをやりたいとおっしゃっていた。今回インタビューをしてみて、実際個々に活性

化をやるのは限界があるということがわかった。だから、みんなで一緒に活性化をしていきたいという願いが感じられた。この活動から今後お店を経営している方々や訪れる方々が理想的な形でいれることができるかを案として考えていきたい。

⑥教育 日本の教育の意義と私たちに与える影響 脳死した場合心停止後よりも多くの臓器を提供できるが脳死が判明した場合必ず数時間後に心停止するため速やかに行うには生前に自分の意思を示していないと家族が判断するのは難しいと考える。日本は宗教的価値観により脳死を人の死と捉えることがあまりなく脳死の法的・臨床的意味が曖昧なことも関わっている。また

海外と比べ移植可能な病院が少ないのではないかと思ったので海外の病院数と身の回りではどう思っているかを調べたい。

⑥教育 自分にフィットする集中とは？ 青森県では生活習慣病になる人が多く、糖尿病で亡くなる人は全国で1番多いので、偏った食事や運動不足の他に原因があるのではないかと思い、疲労が生活習慣病の原因に繋がっているのでないかと仮説を立てた。検証内容として、疲労が原因で生活習慣が乱れ、生活習慣病に原因を及ぼしているのか調査した結果、疲れを解

消するためにお酒や喫煙をして生活習慣病になってしまうという新たな仮説も出たが、疲労が原因で偏った食事やストレスがたまり、生活習慣病に繋がるという結果が有力だった

⑥教育 キャリア教育を深めるために必要なこと まずどれくらいの人が毎朝ねぐせをつけているか？約70%(アンケートから)ねぐせを直すのにどれくらいの時間がかかるか？5分以上約50%(アンケートから)このことから、ねぐせを直すのに5分以上かかっている人がかなり多いことがわかる。その5分をなくする、少なくすることにより朝余裕が生まれユメタンや家事の手伝い

などができると思う。仮説、検証結果、今後のことについて、の順に発表するつもり。

⑥教育 日本の教育の様々な問題点と解決方法について 保護された動物は、動物保護施設で保護されて引き取られるべきなのに、結局引き取られずに殺処分されているという仮説で調べた。引き取られない原因として、保護施設の数の減少が1番関係していると思った。アンケートで保護施設に行ったことがある人の割合を調べると、行ったことがある人はわずか20%だった。それほ

ど保護犬などと関わる機会が少ないということだと思った。今後は、まず周囲の人に動物保護施設の存在を認知してもらうところから始めようと思った。

⑥教育 いじめをいち早く把握し対策するためには？ 無声アニメを取り上げ、無声アニメがどのように活躍するか調べたり、アンケートをとってみた。インターネットやアンケートの結果によると、無声アニメは想像力が発達したり、相手の気持ちを読み取る力がついたり、自分が体験したことのないことを学ぶことができると分かった。今後の活動はどうやって教育を受けれて

いない子供たちに無声アニメを広めるかを考えたり、人に聞いてみたりしたい。また、どのような無声アニメの場面で想像力がつくと思うか自分で無声アニメを見て考えてみる。

⑥教育

高校生の自殺が増加傾向にあるのはなぜなのか 私は、東京ディズニーリゾートの人気の秘密を知れば、地域の活性化の手段が分かるかもしれないという仮説を立てた。最初に、東京ディズニーリゾートが好きか嫌いかというアンケートをとった。ほとんどが好きだと述べ、極数人がいいえと答えた。また、東京ディズニーリゾートの良い点ついてのアンケートをとった。そ

の結果、非現実的な雰囲気、お客さんに元気を与えるキャスト、とても綺麗な園内、バリエーション豊富なアトラクションなどが挙げられた。これらによって日常を忘れさせてくれる効果が期待できるので、東京ディズニーリゾートを好む人が多いとわかった。また、好まない人の意見としては、アトラクションに並ぶ待ち時

間が長い、いつも混んでいるなどがあった。これらから、私たちの住む青森も、非現実的な空間を作り、来た人を楽しいと思わせるようなテーマパークを作ったら活性化するのではないかと考えた。また、ディズニーではキャストの影響力は特に大きいと思うので、接客に力をいれることが大事だとわかった。今後は、接客以

外にも着目して、より東京ディズニーリゾートの良さを掘り出し、新たな地域の活性化方法を生み出したいと思う。

⑥教育 なぜ日本の子どもの学力は低下してきているのか 20代などの若い世代を中心に問題となっている"朝食欠食率の増加"について、朝食を見直すという視点から解決策を探った。データや資料を参考にしながら、短時間で食べなくてはいけない、また朝は食欲がわかないという人に向けて最適な朝食とは何か実際に作ったりしながら考えた。

⑥教育 日本の奨学金制度のさらなる充実 地球温暖化などの環境問題や地域紛争で世界遺産が危機にさらされていると言う問題に注目し、身近な遺産である白神山地が自然を維持する為に行っている取り組みを生かせば解決につながるのではと考えた。電話での調査で、きちんと白神が守られているのは国が対応に力を注いでいるからであり、あまり人が手を加えて開

発していないからだと分かった。遺産を保持する国家が環境問題に対する危機感を持ち、各国で情報を共有すれば、相応の対策が出来るのではと思った。

⑥教育 地域から見る伝統文化の継承 友達とエレベーターに乗っていたらグラグラ揺れて怖かった。そこでエレベーターについて調べてみると中国では稀に事故が起きているらしい。だからこのテーマが思いついた。検証ではビル10階(高さ30m)から落ちるとどうなるかについて考えた。そのためには物理の知識が必要だったらしくいとこに少し聞いた。こんなふ

うに僕は身の回りにあるどうでも良さそうで良くないことを検証して事故を減らしていきたい。

⑥教育 不登校について 再生可能エネルギーを使った発電で地球温暖化を防ぐための課題や対策、今の日本などの現状について。まず日本では今火力発電が7割を占めており温室効果ガスを多く出しています。しかし水力や風力、太陽光発電はとても費用がかかります。また太陽光発電や、風力発電は天気により大幅に発電量が変動するため、火力発電

などの出力調整ができる発電とバランスよくすることが大切です。なので日本全体で協力し、少しでも再エネによる発電を行い未来の環境や資源を守ることが大切です。

⑥教育 なぜ不登校児童生徒数が増加しているのか 自信の好きなファッションをすることによって、自分に自信を持つことができるのではないか  ということを人の体験談や実際にファッションによって自信が着いた人の話を聞いて情報を得た。その結果、自信のなさは「自分の自身に対する満足度」から来る人が多い事がわかった。自分の好きなファッションをすることで落ち

込んだ気持ちを晴らしてくれ、自信を持つ事に繋がるという事がわかった。

⑥教育 幼児にとって遊びは大切なのか？ 私の探求のテーマは化粧についてです。仮説は「大学生や社会人になると化粧を強制されられることもあるので、教育の中で化粧について学んだ方が良いのではないか」というものにしました。データは高校生でをメイクしている人は55%、スキンケアは88%とだいぶ高い数値でした。メイクの授業は必要かというアンケートで

は、必要であるが54%、必要でないが46%と必要だと感じている人が多かったです。これからは化粧禁止の校則にも触れていきたいです。

⑦医療福祉

⑦医療福祉 どうして辛い治療を選択するのか？ 地球温暖化と聞くとほとんどの人がデメリットを思い浮かべるが本当はメリットもあるのではと思いこのテーマを設定し検証した。またメリットとデメリットを比較し地球温暖化の深刻さを調べることにした。結果メリットはあったがデメリットがそれを上回り地球温暖化は深刻だとわかった。

⑦医療福祉 運動時の怪我の原因と予防 会話においてずれが生じていることの理解ができるか。また、話す側が十分な説明をしていれば聞く側に思い込みがあっても、食い違いはおきないか。という2つの仮説を立てた。文学は多面的であり、読む人が違っていたり、読む人の状態が違っていたりすることで、様々な解釈の仕方がある。そこで、太宰治の小説の会話文

に着目して読み、この仮説が正しいかどうか検証し、1つ目の仮説は正しく、2つ目の仮説は間違いであることが分かった。

⑦医療福祉 過疎部における医療問題を解決するためには 薬を使わずに血圧を下げることを目的としてかつ栄養もからめた仮説をたてました。その仮説は旬の食材を多めに取り入れた料理を食べると血圧は下がるのかです。検証方法としてはまず冬の旬の食材を調べその食材を組み合わせて自分で献立をつくることに挑戦しました。期間は3日間で夕食だけとなりました。検証前と3日

後の朝に血圧を測定し、比較しました。結果は最高血圧が少し下がっただけでした。今後は食の他に運動も組み合わせて検証したいです。

⑦医療福祉 コミュニケーション能力 出前講座で、自殺者の数が少なくないということや、自殺者の自殺理由の一つにうつ病があるということを知りました。そこで、自殺者を少しでも減らしたいと思い、うつ病などの精神疾患に関するテーマ設定にしようと考えました。また、私が興味を持っている「子どもについての心理学」と関連させたいと思い、今回は対

象を子どもに絞りました。児童相談所の相談員の方にお話を伺ったり、精神疾患について調べたりして検証を行いました。

⑦医療福祉 助産師になるために知識以外に大切なものは何か。 今回の活動では、地域資源の活用により地域活性化を図ることや地域をブランド化できる人材の育成を課題とした。これらの課題より、地域企業が競争力をつけることで地元に残る若者が増え、地域活性化が促進されたり、地元に愛着を持つことで、地域資源を売り込むことのできる人材の育成が図れるかもしれないという仮

説を立てた。結果として、地域企業の内部に触れずに、市場での競争力を高める方法を考えなければならないという課題と、都会のように開発された部分にはない地域資源の価値を見直す機会を設けることの大切さを得ることができた。

⑦医療福祉 どうやって看護師ライフを充実させているのか 将来の目標である助産師に関連付けて、うつ病になってしまう妊産婦を減らすための方法がないかを探求することにした。そのための取り組みとして、妊産婦のメンタルヘルスケアの工夫と制度や利用できる施設の知識の向上が大切だと思い、仮説を立てた。子供を産む前や後の悩みを実際に聞いたり、弘前市の制度や利用で

きる施設を調べた。これからの活動として助産師さんに実際に話を聞いたり、制度や施設の情報をひとつにわかりやすくまとめたりして、もっと深く探求していきたい。

⑦医療福祉 認知症 一昨年から犬を飼い始めて母が保健所で生活している犬に興味を持ち始めたのがこのテーマにしたきっかけです。私の弟が犬アレルギーであることが分かり、これ以上家で飼う犬の数は増やせないので保健所から引き取ることは出来ないのですがこの探求を通して少しでも多くの人に保健所の実態、現状を知ってもらえるよう

にしたいです。

⑦医療福祉 リハビリについて スマホ依存性が社会問題になっている今日にどうすれば改善することができるか自分なりに考えた。スマホを使った時間分勉強をしなければならないというルールにすればスマホの使用時間が減り勉強時間が増えるのではないかというもの。インスタでアンケートを取り特にスマホの使用時間が長かった人に協力してもらっ

た。結果としては大体の人が平均で3時間ほどスマホの使用時間が減っていた。だが思うように実行できない人もいた。また、このやり方で続けられる気がしないという声も上がった。今後は継続できるものを探そうと思う。

⑦医療福祉 睡眠の質を高め、スッキリ起きるためには 僕は日本の睡眠満足度が低いという課題や睡眠と学力との関係が気になったので睡眠について調べることにしました。仮説1は睡眠満足度が低い原因は仕事や家事などによるストレスのためすぎではないか。仮説2はストレスを解消するために効果のある食べ物を摂取したりストレッチなどを行うことで良い睡眠を取ることがで

きるのではないか。にしました。検証してみた結果、アンケートにより仮説1は立証され、仮説2も自分や周りの人にも協力してもらい行った結果立証されました

⑦医療福祉 筋トレと健康 日本の生物の多様性を守るには外来種の駆除が必要か、また駆除の方法はどういったのがベストなのかについて調べ、その情報を組み合わせて自分なりの答えを考えた。結果として、生物の多様性を守るためには、やたらめったらに外来種の駆除をするのではなく、人間に影響を与える外来種を駆除し、駆除をするにあたっ

て、環境への副作用はないか慎重に考える必要があると考えた。また、この研究を進めるにつれて、小中高から外来種についての知識を最低限つけさせることでも日本の多様性を守ることに繋がるのではないかとも思った。あたたかくなったら、現地に出て、外来種調査もしてみようと思う。

⑦医療福祉 医療と音楽の関係について コーセープロビジョンが行ったアンケートで肌に自身があると答えた人が多い韓国人の食生活や美意識について調べはだにじしんがあるか、いつから肌を気にし始めたかなどをアンケートで調べる

⑦医療福祉 スポーツが人間に与える影響 弘前市の人口に占める若者の割合が小さいのは少子高齢化以外にも、進学や就職などを機に都会に出た若者がそのまま就職するからなのではないかという問いを立てた。また、そのほかの理由として都会への憧れが強く地元に戻って来ようとしなくなっているのではないかと考えそれらを市役所でインタビューしてきた。ま

た、Instagramのストーリーを用いてアンケートを実施した。

⑦医療福祉 少子化が与える体への負担「野球」 私の仮説は昼夜逆転生活は生活リズムが悪いと思われているが完全な昼夜逆転生活を続けるのは生活リズムが良いと言えるのではないかです。まず調べた論文の検証からは昼夜逆転による体温やホルモンの変化には個人差があるが睡眠の満足度は昼夜逆転していない時と変わらないということがわかりました。自分の検証で

は、睡眠に必要な要素を調べその結果、睡眠には日光が深く関わっているということがわかりました。

⑦医療福祉 身体障害者の苦労と地域の取り組み 青森では年間1538匹の犬や猫が保健所に持ち込まれていて、約1157匹が殺処分されている。その動物立ちを救うためには里親制度をもっと知ってもらうことが大切なのではないかと考えた。また、殺処分対象の動物を保護し、イベントを開くことで人が集まり地域活性化にも繋がるのではないかと考えた。仮説を検証するため

にsnsで里親制度を知っているか、里親制度を取ってみようと思うかとアンケートを取った。

⑦医療福祉 医療関係の仕事の人気がないのはなぜか 初めにテーマなどのことは考えず音楽や医療や海などで様々な分野で探ってみました。その中でも音楽は親しみやすく考えやすいと思ったので音楽についての講義動画を見ました。すると音楽はさまざまなことに活用できることがわかりました。勉強と音楽という自分に近い二つを組み合わせ考えました。音楽を勉強の仕方の

一つに取り入れることに効果があるのかないのかアンケートをとると多くの人に効果が感じられ、印象に残るという効果があることがわかり、勉学と繋げられると思いました。

⑦医療福祉 「障がい者も暮らしやすい環境づくり」 性的マイノリティーは人口に対して約5~10%いるとされており、近年段々とLGBTQ+の意味を理解する人の割合が増えている。しかし、当事者意識のない人はまだまだ多く、性的マイノリティーへの偏見が絶えない。そこで私は、LGBTQ+に関する正しい知識を身につけることを始めとして、よりマイノリティーが生きやすい

社会環境を作るにはどうすれば良いのかを考えた。また、人々(子供)の意識と教育との関係性も変えようと考えた。

⑦医療福祉 介護について 今流行っているファストファッションの光と影についてしらべた。安くて頃に手に入れることができるのはとてもいいことだけど発展途上国の人が低賃金長時間労働をしているという裏側をしって行かないといけないと考えた。また、安いからという理由でたくさんかい、捨てることへの抵抗がなくなり服をすぐに捨ててしま

うことが多くなり資源問題にもなると思った。ファストファッションを通して安いことのメリットデメリットを深く考えられた。

⑦医療福祉 コロナ禍から見れた在宅医療の現状と課題 地球温暖化によって島や大陸の沈降、また人口爆発によってその場所に住むことが出来なくなった人たちのために2060年代までに100万人を火星に移住させるという計画が立てられている。しかし、その計画にはメリットもあるがデメリットの方が多く、今人を火星に移住することにはリスクが大きい。なので私たちにできる

事として地球温暖化の被害を増やさないためにもいろいろなことに取り組む必要がある。

⑦医療福祉 コロナ禍での看護師の現状 私は児童労働について興味を持ち、まず自分の知識を増やすためにたくさんインターネットで調べた。すると、アフリカ等だけでなく日本でも実際に起こっていると知った。だからたくさんの人に今の状況を理解してもらえたら児童労働の子供達が減るのではないかという仮説を立てた。検証方法は大事な所をまとめ、たくさ

んの人に読んでもらい、理解者を増やした。結果から知らない人が多く、このことを知らないとやらせる立場になってしまうと思う。これからはGoogleスライドを使ってもっとたくさんの人に発信したい。

⑦医療福祉 コロナが治らない理由 先進国や新興国と呼ばれる国でもジェンダー差別や人種差別が行われているので、ある程度発展している国でないと人権保障や社会保障制度のようなことは出来ないとでは無いか。と思い、ネットで調べたり、法律に詳しい人に聞いてみました。結果としては、まず日本のような、先進国から差別する方がおかしいという風潮

を作れば良いのではないかという結論に至りました。

⑦医療福祉 身の回りの放射線 僕はテスト前のコンディションを完璧にする事で、順位が上がるのではないかという仮説をたてました。まず、コンディションをよくするかと考えたときに、食べ物と体の動かし方にわけました。食べ物はコンディション＝脳の活性化、集中力＝ぶどう糖？と考えました。一日に何グラム必要かというところから計算してテス

ト前にどれだけとればいいか求めました。体の動かし方は、手遊びなどで脳が発達するということがしらべてわかりました。これを友達にテスト前にやらせたが、結果はあまり伸びませんでした。これからは、ブドウ等をとる時間をかえて検証していきたいと思います。

⑦医療福祉 日本の医療費の問題とその対策 僕が冬休みに行った総探はトルコ行進曲の歴史についてです。まず僕がこの総探を冬休みに行った理由は中学生の頃からこの曲が好きでこの曲について調べたいという興味が湧いたからです。検証方法は主にネットで調べてそこから得た情報を元に自分で考えることです。モーツァルトが作ったトルコ行進曲とベートーヴェン

が作ったトルコ行進曲を比較するなどをしました。次はもっとクラシックのことについて考えていきたいと思いました。

⑦医療福祉 場面緘黙症を改善するには？ インターネットで調べた結果、最近の学生は睡眠が足りていないと感じているということがわかり、本などを見て脳に刺激を与えないことにより、質の良い睡眠ができ、疲労感やストレスを感じなくなるのではないかという仮説をたてました。活動はsnsで専門家にどういう生活習慣が睡眠によいとされているのかをきき、専門

的な知識を得ました。具体的な活動をしていきたいと思いました。

⑦医療福祉
日本のジェネリック医薬品の普及率が他の国に比べて低いのはなぜか 地球の環境問題の中で地球温暖化に着目した。地球温暖化が進行している原因となっているものに二酸化炭素の排出量が増加していることが関係していて、主にごみの焼却によって排出されていることが分かった。そこで、日本で出る家庭ごみを調べたところ、1年間で1千万トン程出ていて、食べ残しや調理くずの割合が多

かった。この結果から、ごみとして捨てられるものを再利用していくことで1年間で出るごみの数を削減して二酸化炭素の排出量を減らしたり、資源の節約ができるのではないかという仮説を立てた。この仮説の検証は、1か月間普段と再利用を心がけた時の自分の家で出るごみの量を比較し、そこから1年分に出るごみの量を求

めてどのくらい差があるのかを調べることにした。

⑦医療福祉 どうしたら『短命県返上』を実現できるか サッカー選手やラグビー選手などのアスリートの約3割以上がうつ病であり、心が弱くなっている人がいる。その状況を良くするためにスポーツ漫画を使って調べてみた。まず、色んな人にスポーツ漫画からどんなことを得たか聞き、実際自分が部活の前にスポーツ漫画を読むのと読めないとでの違いを調べた。そこから、ス

ポーツ漫画はスポーツをする人に前向きで意欲的ないい影響を与えるという検証結果が出た。

⑦医療福祉 子供とのコミュニケーションと障がいについて 今普及され始めている学校用タブレットについて調べていく中で、小学生以下の子供にインターネット端末を与えないという方法は不可能であると考えた。そこで大幅な普及の背景や、実際の学校としての対策を新聞記事や、直接小学校へ聞きに行くことで調査した。問題の解決策は見つけられていないが、様々な課題が見つ

かり現状を知ることが出来たので今後の探究活動に繋げていきたいと思った。

⑦医療福祉
体を柔らかくするためにはどうすれば良いか これからの世界の未来を生き抜くために必要な21世紀スキルには『想像力』が大きく関わっている。ロボットは1から作ることは出来るが、人間と違い0から作ることは出来ない。想像力は0から作ることに必要な力であり、人間が特別に持っているものだ。子供の頃からの読書は想像力を向上させるのではないかと思い、仮説を

立て検証した。

⑦医療福祉 睡眠は質か量どっちが大事？ 近年、日本では自然災害による被害をどのようにして防止するかが問題視されている。特に、重視されているのは｢地震｣である。将来、起こりうるとされている南海トラフや首都直下地震を注目しているが、阪神?淡路大震災や東日本大震災など、被害を十分に想定していなかったがために、被害が大きくなってしまった地震も

増えている。今後、十分な対策をし、被害を最小限に食い止めるため、過去の災害を知る。

⑦医療福祉 ストレスを溜めない方法 私は人種差別を無くすことをテーマにした。仮説は、①様々な人種の良いところを互いに理解すれば人種差別は無くなるのではないか。②違う人種の人を見下すことを無くせば、人種差別差別は無くなるのではないか。検証方法は、①様々な人種についてのイメージを調査し、原因について探る。②様々な人種の良いところを

多くの人に知ってもらうために、普段気づかないことに着目し、発信する。仮説と検証を繰り返してより良い結果を求めていきたい。

⑦医療福祉 体内の微生物はどのように利用すれば、頭が良くなるのだろうか。 正義という言葉の意味を調べると、「道理が適っていて正しいこと」と表記されています。正義自体は正しいことですが、現代社会で「正義」を実行する私たちは自ら悪に染まっていませんか？SNSの普及により、私たちは言いたいことを表現しやすくなりました。そんな世の中だからこそ今、正義というもののありかたを考

えてみるべきではないかと思います。

⑦医療福祉 自傷と自殺 私はゲームというテーマで、ゲームにのめり込んでしまう原因は社会にあるのではないかという仮説を立てて検証しました。冬休みに行った検証は本を読むことです。その結果、社会で生活するうちにストレスが溜まり、ゲームでストレス解消しているという人が多いことがわかりました。今後はゲーム依存症などについて調

べたいと思います。



分野 テーマ（課題） 要旨（200字程度）

⑦医療福祉

うつ病 サスティナブルデザイン。

サスティナブルデザインとは・・・（建物なら）どんな場面においても環境に悪影響を及ぼさないデザインのもの。今サスティナブルデザインという言葉やそのデザインがかなり世界中に広がって来ている。→SDGsの広まりなどによって多くの有名企業がサスティナブルな商品を作り始めている。→ファッション企業など材料

や捨てるときに環境の害にならないもの。

ゲーム。

オンラインゲームで世界中のをつなぐことができる。→今政治的に対立している日本と韓国だがゲームの世界では仲間やゲーム友達などといった繋がりがある（You Tubeなどでは日本のYoutuberと韓国のYouTuberが仲良くエイペックスをやっていた）eスポーツはジェンダーレス→eスポーツは男女の体格差などが関係ないか

ら

⑦医療福祉 グレーゾーンの人達が生きやすくなるには 地球温暖化を止めるにはどうしたらいいかを研究しました。そのためにまずアンケートをとってみました。その結果地球温暖化について危機を感じていない人と対策方法を知らない人が約半分もいて地球温暖化が止まらないのはそのせいかなと思いました。仮説は地球温暖化について危機を感じて対策をしっかりしている人が

増えたら地球温暖化は少し収まるのではないかです。これから沢山研究して地球温暖化が少しでも止められたらいいなと思います。

⑦医療福祉
どうすれば精神疾患への理解が深まるのか、またどうすれば相談しやすい

環境づくりができるか

未回答

⑦医療福祉 感染症はなぜなくならないのか 私の総探のテーマは運動能力の良し悪しで性格に偏りがみられるか、です。課題に対する仮説として、運動能力の発達は神経系の発達と関係が深いため、性格と運動能力の間には何かしらの関係があると思います。この仮説を検証するために体力テストの判定(A～D)を聞き、それぞれのグループに分けて7個の質問をし、比較し

ました。検証結果からわかった事は、AとBのグループでは顕示性が強い人が多くまたCとDのグループでは情緒が安定している人が多かったです。その他5個の質問では、大きな偏りは見られませんでした。今後の活動としてはもっと大人数に質問をして、違う発見をしていきたいです。

⑦医療福祉
スポーツメンタルについて 課題を解決するための仮説として幼児教育の中で、善悪の判断ができるような教育を重視すると自分で考えて行動できるようになり、小1プロブレムが減るのでは無いかという仮説をたてた。実際に保育園で教育している人に質問すると幼児教育の中で善悪の判断はできる子が多く、小1プロブレムの問題を考慮した教育が行わ

れていた。そのため、小学1年生の問題行動は悪いとわかっているがなにかに気づいてもらうために行っていることが多いことに気づいた。仮説が本当だということを明確にするために小学校の先生にも小学1年生の様子や指導の仕方を聞き、仮説を深めていき、新たに出た課題についての仮説を見つけていきたい。

⑦医療福祉
高校生における健康的なダイエット

（ 糖質コントロール ）

メインテーマ：失敗経験が意識に影響し、努力量を低下させているのではないか　関心・自信と経験は密接な関係を持っている　振り返りが大事　（文献より）　努力は意志によって左右され、増加させるには自己暗示や執着をなくすことが良い　（書籍より）　結果：失敗経験ではなく意志が努力量を左右している　※教授

からのメール返信待ち

⑦医療福祉 睡眠時間と健康について 世界史で見たサモトラケのニケとピエタがとても印象に残り、同時になぜSDGsに芸術についての記述がないのか気になりました。最近は酸性雨の影響で岩に彫られたものが溶けたり宗教団体が芸術品を壊すニュースも見られます。人々の歴史の一部である芸術品がなくなっていくのは大きな問題だと思います。だからなぜ

SDGsにないのかと、どうしたら芸術を守ることができるのかについて探求しました。

⑦医療福祉 どうやって認知症の増加を食い止めるか 同性婚が認められていないことは性の多様性を否定しているのではないか、トランスジェンダーの差別により周りに本当のことが言えない人がいるのではないか、という仮説のもと実際にトランスジェンダーの方の話を聞きに行ったり、アンケートをとったりしました。その結果から、みんな個々の性別を持っているのに男女

じゃなければ婚姻してはならないのは性の多様性を否定していることになることや性的マイノリティの人が周りに相談できずに、自分を異常だと感じ自己嫌悪してしまうケースが多いことが分かった。

⑦医療福祉 怪我をしないために 現在円周率は必要レベルを超えて求められているがさらに効率的な求め方を考案することによって機械の性能チェックがもっとすごくなるらしい。なのでプログラミングや実験を用いて円周率を実際に求めてみてさらにそれらの方法の共通点を見つけたり組み合わせてみたりすれば新しい円周率の求め方を考案できると考え

た。

⑦医療福祉 簡単な方法で難聴になるリスクを抑えられないか アニメや漫画などに興味を持っているので「アニメが人々に与える影響」というテーマで学びを深めることにしました。仮説としては、「アニメは人にプラスのことを与えるのがほとんどなのではないか」というのを立て、アンケートで調査を行いました。検証結果は、仮説に対してはnoでした。今後は経済的影響も調べてい

きたいと思いました。

⑦医療福祉
運動時の怪我について 津軽地方の多くは特別豪雪地帯であり、大雪に伴う交通障害が数多く発生する。そこで、交通障害をどうすることで減少させることが出来るのか研究してみたいと思い、仮説を立てた。1.雪置き場となる場所が弘前市の都市部の面積に対して小さいのではないか。2.道路の徐排雪がしっかりと出来ていないのではないか。上記に

ついて検証を行ったところ以下のような結果を得られた。1.弘前市の平年積雪深は最大時で63cmまた、弘前市の市街化区域面積は2830ha。それに対して雪置き場の総面積は約17.5haであるため雪置き場の面積は不足していると推測できる。2.道路の徐排雪は異例の降雪に対しては通行止めなど行ってしているため、必要な量の

徐排雪は行われていると考えられる。今後の活動では、通行止めに対する意識調査などを行っていきたい。(出展:国土交通省:豪雪地帯対策の推進、弘前市:雪対策、同:都市計画)

⑦医療福祉 視覚障害者は「冬」でも充実して外を出歩けているのか？ 自分は「各スポーツの試合の結果を各選手や分野ごとに記録を用いて数値化することで、チーム全体や各選手に必要なものが分かり、効率の良い練習ができ、パフォーマンスの向上に繋がるのではないか。」という仮説を立てました。この仮説を検証するために全国大会の試合を参考にしたところ、あらゆるデータを取ること

が出来ました。しかし、データを取るのに試合時間以上の時間がかかったので、早くデータが取れるよう改善したいです。

⑧政治経済

⑧政治経済 税の種類・税負担による生活への支障 プラスチックごみ問題に興味があったため、代表的なレジ袋に目をつけ、知り合いが働くコンビニに行き、客数に対するレジ袋消費率を教えてもらうと予想より低かった。そこからマイバックに焦点をあて、エコバッグは本当にエコなのか、LCAのデータを元に調べて考えた。結果、仮説の「エコバッグは実はエコじゃない」

は違っていて、1つを50回以上使い続ければエコだと言える。ただ種類によって大きく変わり、特にコットン製バックは負荷がとても大きいため、良い悪いは一概には言えないことがわかった。

⑧政治経済 株とは 仮説の「擬音語や擬態語(オノマトペ)を使えば子どもに伝わり安いのではないか」「笑顔で接したらいいのではないか」をインスタグラムでアンケートを行ったり、実際に小児科に行って看護師の方々の子どもの接し方を観察したりした。

⑧政治経済 裁判員制度について 最近、親切な人が減っているように感じ、親切＝関心＝愛という繋がりが見えたので「愛とは何か」探求した。①愛の対義語はある。でアンケートをとると、憎2人　無3人　無い2人  嫌5人　独、ひとり1人　無関心6人　　義1人　お金2人　だった。このことから「愛」はそれぞれが考えるまま、思うままが答えだと考えた。

②スマホは愛を奪うか。生活の中で観察した。子供も自分もスマホを持っている人がとても多かった。現代人はスマホによって愛情を向ける方向を見失っていると気づいた。正しい愛の方向を思い出すと世界中の人が互いに支え合い幸せになれると思う。

⑧政治経済 賢いお金の使い方とは スポーツをする女性の多くが持つであろう身体の悩み、特に体重コントロールや貧血などについて考えた。体重を減らすためといってきちんとした食事をとらないと、エネルギーが不足し無月経や疲労骨折を引き起こしてしまうことや、もし貧血などになっていてもそれに気づかずに自分を追い詰めていってしまうことなどが

わかった。このような悩みを、周囲がよく理解することや正しい体重管理の仕方を知ることで改善できると思った。

⑧政治経済 なぜガーシー議員が当選したのか。 将来自分で選んだ道に後悔する人が減る、または時分もそうならないようにしたいために医療ドラマと現実、イメージと現実に着目して夢ナビ講義動画と実際に看護師として働いた経験がある方からお話を伺い自分のいまの考えをまとめた。

⑧政治経済 投資と株主優待 最近、農業従事者の人口減少が問題視されている。農業の魅力を見出すことが人口減少を食い止めることに繋がるのではないかと考え、農業従事と心身の健康の関連性と農家の働き方について調べた。結果、農業従事者と非農業従事者では、農業従事者のほうが病気のリスクが低いことや寿命が長いことなどがわかった。ま

た、近くの地域に、働き方を工夫することで他の本格的な職業と農業の両立を可能にしている農業経営者がいることがわかった。

⑧政治経済 洗脳による被害 昨今は女性の弁護士が増えているが、弁護士=男性というイメージを持っている人が多いのではないかと思う。実際に弘前の裁判所を訪れ裁判を傍聴したところ、裁判官や弁護士、検察官は全て男性だった。その原因として、女性には結婚や出産が障害となったり、そもそも女性が法曹界を敬遠しがちだったりすることが挙げら

れる。しかし、女性の弁護士には、セクハラ等女性ならではの案件を相談しやすいといった需要がある。よって、女性法曹を増やす取り組みが徐々に始まっている。

⑧政治経済 どうしたら裁判員制度の辞退率を下げることができるのか？ 身近な問題を課題にしたいと思い、家を片付けることにした。祖母の物が一番多いので、一緒に片付ける。祖母はもったいない精神の持ち主である。だから、｢捨てる｣のではなく｢売る｣ことにした。無駄にならないと考えれば手放しやすいと思ったからだ。相談して、津軽塗の下駄台をメルカリで売った。値段は2000円。まだ

売れていない。結果、｢売る｣という考え方は物を手放しやすいことが分かった。今後はもう少し物を減らしていきたい。

⑧政治経済 経済と人の心の結びつき 始めに仮説として歴代的にヒットした映画はその時代の人々の心情と映画での主人公との共通点があるからではないか。またそのような映画は人々にどのような影響を与えたのか。次に検証方法として2つの映画を例に挙げ公開された年の出来事と映画との関係性を考察と先行文献を参考にする。またSNSでのアンケートにより

調査。これらから2つとも出来事との関係性は2つとも違った。またアンケートから映画は人々に影響を与えることがわかった。これらの点を生かしこれから映画の影響力を使って何かしらの問題を解決出来るにはどうするかの研究していきたい。

⑧政治経済 これからの車社会はどのように発展していくのか。 化粧をすることが、キャリアにつながっているのかというテーマ。女性が化粧により見た目に自信を持つことで、キャリアアップにつながるのではないかという考えからである。化粧を教育に取り入れることの世間の考えについてと、化粧の仕方(その人に似合う色濃さ)による人の印象の受け方という視点から探求していく。

また、化粧をしていないことで、社会不適合と考えられているのはなぜかという視点にもつなげていきたい。

⑧政治経済 正当防衛って？ 最近のニュースなどでネットのトラブルによって自殺するというニュースをよく見るのでその一つの原因で有るいじめについて調べました。ネットいじめが起こるのは加害者側にいじめているという実感がなかったり、ひがいしゃの気持ちが相手に正しく伝わってないからではないかという仮説を立てました。その仮説を検証

するために、ゆめなびや論文、アンケートをして検証しました。

⑨情報工学

⑨情報工学 インフルエンサーになる方法 英語嫌いや英語初学者の学習モチベーション向上・維持とともに学力もつけれる方法はないか本を読んだり中学校の英語の先生に聞いてみたりした。研究してみて妹を対象に学習方法を試してもらった。学力向上に繋がったかはまだ分からないが毎日続けることがあまり苦出なくなったと言っていた。

⑨情報工学 AIはなぜ台頭してきたのか 僕の仮説は八時間以上睡眠が骨折のリスク低下につながるのかというものです。これはニュージーランドの研究で8時間以上の睡眠が筋肉痛などの怪我のリスク低下に関係しているということを参考にして行いました。まず、本や関連した講義動画から情報を集めました。次に作業療法士の方にインスタでご意見を頂きました。

その結果、睡眠5時間以下で成長ホルモンの分泌が抑えられ、骨密度が低下し骨折につながるという意見を頂きました。このことから、睡眠8時間以上で筋肉痛や骨折のリスク低下になるということが分かりました。

⑨情報工学 ゲーム依存について 歯と健康についての探求で、健康についての意識を高めてもらうことを目標にやりました。歯が少なくなると、人の生活習慣病予防に必要なカロチンやビタミンC、食物繊維の摂取量が少なくなり、タンパク質の摂取量が増えてしまいます。また、歯と肺炎にも密接な関係があり、歯の数が半分になると肺炎での死亡の危険度が

3倍になり、全部無くなると4倍にまでなったという報告があるほどです。

⑨情報工学 なぜIT業界の人口は減少していくのか 日本はエネルギー自給率が低く、上げるためには、再生可能エネルギーを利用する、省エネに取り組む必要があるそこで、風力発電を少ないエネルギーで発電できるようトンボの羽の構造を模倣し、少ない風でも発電できるようにしてエネルギー自給率を上げれる可能性が高まった。

⑨情報工学 機械で雪かきを効率化するには 地球温暖化で今なにが起こっていて、この先私たちがどうすればいいのか具体的に考えたい。

⑨情報工学
SNS上でのAIの不正利用について 自分の身の回りの疑問点をテーマにしようと考えたとき、家が禅林街の寺院の一角だったため、このテーマに決めた。調べた内容としては、宗教、元あった場所、仏像について。そこから関係性を調べた。調査方法は、寺院の名前を調べてあった場所を探る、実際に寺院にお邪魔して仏像を観察する、というものだった。結果

は位置関係について上手く掴めなかったり、スタートが遅くなってしまったのもあり、関係性を掴むことが出来なかったため、失敗となってしまった。これからの課題としては、もう少し同視点で調査してみる、禅林街だけでなく新寺町も寺院の集まりだから視点を拡大してみる、テーマを寺院に絞らないでみる、というのが

挙がったため、これから研究していきたい。

⑨情報工学 Twitterを上手に使うには 僕は緊張してしまうことによってスポーツの試合が落ちてしまうことに関心を持ったため、緊張の原因についてインターネットで論文検索を行なった。調べた結果、緊張は責任感、失敗への恐れ、他者への意識、状況の新奇性、性格、技量不足の6つに因ることがわかった。今後は緊張への対処方法についてインターネットで調

べる以外の手段を用いて検証を行いたい。

⑨情報工学 メタバースの可能性 青森県は全国第1位の短命県でその大きい原因は生活習慣病にある。今回はその生活習慣病の中でも大きな要因となっている塩分の摂りすぎに重点をおいた。青森県は寒い土地柄から味噌汁などの汁物に取って代わってカップ麺が好まれるようになった。これが響き購入量は全国1位となっている。そこでもう一度せんべい汁な

どの青森県の汁物の郷土料理をPRしその魅力を再認識してもらうことが必要なのではないかと考え仮説、検証に移った。

⑨情報工学

・現在働いている人はどのようにその仕事を見つけたのか。

・A Iでなくならない可能性の高い仕事、なくなる可能性の高い仕事

・A Iに仕事を取られないためには

不登校になっている生徒、学校が楽しくないと思っている生徒に少しでも力になれる教師に将来なりたいと思い、このテーマにした。私が冬休み行ったことは自身のSNSでアンケートをとること、中学校のときに担任だった先生に話を聞きに行く、夢ナビの講義を見た。アンケートの結果ではやはり学校についてよく思ってい

ない、めんどくさいといい生徒が多数いた。担任だった先生には不登校の生徒に対する対応と対策についてお話を伺い、そしてどうすれば不登校生徒が減るのかその先生自身の見解も伺った。夢ナビの講義では、コロナ明けでの登校で不登校だった生徒が再登校する、それは一体何故なのか、そして不登校の生徒にはどう対応

すればよいのか、精神状態はどうなっているのかという内容だった。これらを踏まえてこれから私はどのように探求していくのかについての方針を決めた。

⑨情報工学 暗号ってなんなの？ 青森県の短命県の原因の一つである肥満を改善するため、また、過疎化してきているスノースポーツの活性化をするために、スノースポーツの魅力や冬でもできる良い運動について調べた。

⑨情報工学 SNSが人間に与える影響とは 自殺をした人の４０％の人は鬱であったということから,鬱について調べた。鬱状態の時その人の心にはなにがあるのかと言うことと解決方法を本を読んで調べた。

⑨情報工学 なぜ人々は娯楽を求めるのか？ 人口減少が著しい中でねぷたに参加する人の割合なども減ってきていて、このまま減り続けると青森の大切な文化であるねぷたは消滅してしまうのではないかと思った。そこでもっと小さい頃のうちから地元の文化に触れさせていくことが大事だと思った。継承していく方法などをもっと調べていく予定です。

⑩生科学農

⑩生科学農 なぜ地球以外の生命を宿す惑星がないのか。 知的障害の子が引き起こす先生にとっての問題行動は仕方の無いことであるか否かを事前情報から実際に子供の行動と比較する

⑩生科学農 バイオミメティクス～未来の可能性～ 和音やそれぞれの調が人の感情に及ぼす影響を調べ、目の見えない人や言葉の通じない人の生活を補助できるのではないかと考えた。そこで、身近なところにある信号機、警報音に使われている調を調べることにした。信号機には安定しているイメージを与える、ドが主音のハ長調が多く使われていた。同じく警報音も調べる

と、調が短い周期で変化するため、調は一つに決めることはできなかった。調が次々に変化すること、短いフレーズの繰り返しという特徴が人にほどよい緊張感と怖さをあたえている。

⑩生科学農
地球などの星はどのようにできたのか、また人はそれを見てどう思うの

か。

地域の過疎化、少子高齢化を解決するために町おこしやＰＲの方法について考えた。そこで鉄道を中心にして発展してきた都市もあることから鉄道と人口減少の関係について調べ、駅を中心とした町おこしをするべきかどうかについて検証した。論文によると人口減少により鉄道の輸送密度の減少など関係があることがわかっ

た。また、駅があることで人口の維持や観光客を集める手段にも使えることなどがわかった。

⑩生科学農 動物はなぜ絶滅してしまうのか どうしたらロボットが人間に勝てるのか、そしてロボットが人間に勝った時には人間はいらなくなるのか、人間の必要性はなんなのか、ロボットと人間が共存していくためにはどうすれば良いのか、などを探求し、ロボットがもつメリットやデメリット、そして人間の必要性はどのようなところにあるのかをそれぞれ調べて比

べ、未来の時代はどのようなものなのかを想像してみました。

⑩生科学農 ペンライトについて 青森県の問題である短命県を改善するために｢どうしたら痩せるのか｣｢どうしたら肥満を改善できるのか｣｢何をすれば健康な体を得ることができるのか｣などの疑問を食事の際における食べ物との関わりや人の感情によって食べる量はどのように変化するのかなど、人の心と体の状態を関連させることで正しい食事制限などを知

ることができ、今後の生活に取り入れることで問題の改善に近づくかもしれない。

⑩生科学農 赤面症(+心理学的要素,身体的要素) 「世界や社会の課題」はみんながもっと考えなければならないのに、1部の人しか深く考えていないので、「考えさせられる絵」を見て自分自身も理解を深められるのではないか。  また、本来「絵」は人によって感じとり方、考え方、見え方が違うはずなのに「考えさせられる絵」には同じことを気付かされるため、私が描い

た「考えさせられる絵」を利用し、「世界や社会の課題」に対する周りの考え方を変えることが可能ではないか。

⑩生科学農 思い込みをどう活用できるか。 「ネット依存から抜け出すために自分で取り組めること、またネット依存にならないためにできることはあるのか。」という仮説を立てた。「スマやめ」というアプリの使用、スマホを預ける、外出をすることによって自然と使う時間を減らす、などの様々な方法を試した結果、作業の効率化や"自分でできる"などの点を踏ま

えて、アプリの使用がネット依存からの脱却に最も効果があると感じた。

⑩生科学農 自分の長所を答えられるようになろう！ テーマはLGBTQ＋への理解を深め、正しい知識を広めること。仮説は、LGBTQ＋への理解が浅い現代に、自分達の力で曲を作れば、曲を聴いてくれた人は、少しもLGBTQ＋への理解が深まるのではないか。検証内容は、事前にnstagramで10問ほどアンケートをとり、それを踏まえつつ、仲間3人で曲をつくり、作った曲をい

くつかのSNSにアップロードして、聞いてもらい、反応を見る。

⑩生科学農 老化 今回は主に同年代にヒットする推しは作ろうと思ってすぐ作れるのかという疑問に対し、作るのは難しいという仮説を立てた。SNS上で「推しの特徴を教えて欲しい」というアンケートをとったところ、子供、明るい声などの可愛い方面と、天才、高身長などのかっこいい方面の2つに分かれたため、万人に好まれるような推し

を作ることは難しいが、推しの基準が主に2つに分かれていることが分かった。

⑩生科学農 人間と微生物の関係性について 電子書籍と紙の本を同じく売るためには、メリットとデメリットを明らかにしていくことが必要だと思う。また、世界にもっと日本の小説や漫画を知 って貰うためにデータを調べ明らかにしていきたい。

⑩生科学農 欧米人と日本人の違い 自分は目が悪いので視力の回復できたら良いなと思っていたところ視力の回復方法と言う本を見つけたので本当に視力を回復できるのか気になったので探求にしようと思いました。検証方法は１日スマホは1時間、目に良いブルーベリーなどを食べ、視力回復の方法を試してみるです。

⑩生科学農 視力の低下 まずは自分が教師について知らなくては行けないので中学校の担任の先生に質問をしました。1 教師を目指したきっかけ 2 給料 3 教師の良さ 4 仕事内容と大変さ 5 ブラックと言われていることについて 聞いたところますます教師になりたいと思いました。インスタグラムで「教師はブラックな仕事だと思いますか？」と質問し

たところ70人がはいと回答しました。いいえが70人でした。理由は様々ありました。

⑩生科学農
犬と人間と音の関係性について 私は貧困が子どもに及ぼす影響について探究しました。

テーマ設定の理由は、家庭科の授業や菊池さんのお話でアイシャさんたちのような同年代または自分たちよりも小さい子どもたちが貧困で自分たちの自由が制限されて労働を余儀なくされて充分な教育を受けられていないことを知ったからです。仮説を検証するために私はアンケートをとり、みんなの意見を聞きました。

⑩生科学農 ペットがもたらしてくれる心理的効果 仮説の1つ目は｢みそ汁を具だくさんにすると減塩につながるのではないか｣だ。検証したところ、具を多く入れることで水分は一杯あたり役100mlになり、必然的にみそを入れる量が減った。仮説の2つ目は｢だしを使ってみそ汁を作ると減塩につながるのではないか｣だ。そこでかつお節とコンブの相乗効果が最大になる比率を

調べて実際に作ってみた。最大比率は5:1であった。塩味が少なくてもおいしく、みそを入れる量が減った。

⑩生科学農 エネルギーの正体とはなんなのか？ 犬や猫が飼い主に捨てられたり、殺処分されたりするべきではないのに殺処分されていて何か解決できる方法はないか。犬や猫の殺処分をなくす、減らすためにどうすればよいか。

⑩生科学農
反重力装置 まず、テーマがかなり守備範囲広いので、家庭でできることを増やすことに重点を置いて仮説を立てることにした。調べたところ一週間を平均して男性が家事に従事する時間が女性に比べて極端に低いこと、朝食を食べずに学校に来る児童が多いことがわかった。次に立てた仮説の検証として「みらいねっと弘前」という団体

の代表である鹿内葵さんと対談をした、そこで、実践は難しいが良い観点で対策が建てられそうなことと、実践が難しい点として全てを家庭で解決することは不可能であり、地域や社会が連携して支えられる体制ができることが一番大切だと言うことに気づいた。自分のテーマがどの分野になるのかわからないのでアドバイス

お願いします?

⑩生科学農 どうやって惑星は自転・公転をし始めたのか？ ランニングするときの呼吸の仕方について調べた。三種類の呼吸の仕方について実際に何人かの人に実践してもらいどの呼吸が良かったのかしらべた。また、呼吸に関する指導を受けたことがあるかについてのアンケートも行った。

⑩生科学農 人にはなぜ感情があるのか  ネット上での誹謗中傷により、著名人が自ら命を絶ってしまうニュースを見て、誹謗中傷を減らしたいと思い、このテーマに設定しました。冬休み中に行ったのは、論文検索と現在Yahoo!やYouTubeで行われている誹謗中傷対策を調べることです。アプリなどにこれから求められる対応と、人の命を奪ってしまう誹謗中傷がな

ぜこんなにも起こってしまうのか、原因の一つである法律について考えました。

⑩生科学農 地球のなぞ 地球温暖化が問題になっているが、それの原因として牛のゲップがある。牛の飼育数が増える中、牛の生活環境を変えることでメタンの排出を減らせるのではないかと考えた。食べ物の改良としてカゲキノリを混ぜることで最大で8～9割メタンが減ることを知った。さらにメタンが発生する理由として胃の中の微生物が問題と

なっており穀物に変えていくことで胃内の環境を少しずつ変えていけると聞いた。この知識を機にガスを減らしていきたい

⑩生科学農 睡眠について 弘前の健康寿命が短い原因として生活習慣病があるため、予防の1つである特定検診について調べたところ、受診率が全国に比べて非常に低いことが分かりました。そこで理由として仕事が休みづらいなどが挙げられるため、検診の日は会社を休める制度を作ると受診率が増えると仮説を立てました。市役所に聞いたり、ネット

で調べたところ、生活習慣病の予防には繋がるが会社の方針などもあるため市で制度化はできないという事がわかりました。

⑩生科学農
勉強のモチベーションの向上 日本はレアメタルの輸入が6割が中国からという現状である。しかし中国はレアメタルを政治利用している。2010年に起こったレアアース危機という中国にレアメタルの輸出を止められることがあり、このまま中国から輸入し続けるのは、レアメタル供給の安定化には繋がらない。そのため中国からの輸入量を少なくする必要が

ある。これを解決するためにレアメタルを日本で開発することと再利用をするべきと考えた。論文を読んでみたり、経済産業省への質問をした。わかったことは、レアメタルの再利用は現在行っていて、ニットリウム電池などにして自動車につかっている。開発については、実用までに研究が10から15年かかり、費用が莫大に

かかったり、環境問題を解決したりしないといけなく政府や大企業などがレアメタル開発に動かないことがわかった。

⑩生科学農 第一次産業と AI 近年若者の間の流行りになりつつある病み系とは何か、そもそもリストカットとは何かをまとめ、それに対する危険性やどんな影響を及ぼすのかを調べました。次に流行りやノリで行っている病みと本当の病みの危険性の違いや、病みの対処方を考えました。また、最近世の中に出回っている歌い手の曲やボカロ曲の歌詞に込

められている思いや意味を調べて関連付けられる所をまとめました。

⑩生科学農 どうやって人間と動物は共生する世界が作られるか 日本は先進国でありながら他の先進国に比べ同性愛に否定的だと感じた。最近ニュースでパートナーシップ制度について報道しているのを見かけたので調べてみると、他国では同性結婚やシビル・ユニオンなど法的効力があるのに対し、日本では自治体ごとの取り組みで法的効力はなく自治体ごとで対応が異なるほか、パート

ナーシップ制度がない自治体も多くあった。結婚とは異なり法的効力もない上に登録するには住む場所も制限されるのは、ジェンダー差別になるのではないかと思ってパートナーシップ制度について詳しく調べようと思った。

⑩生科学農 ブルーライトによる人体への影響 私は今回の探求活動では、視覚障害者に目をつけ、視覚障害者の人が少しでも暮らしやすい環境にするために、私たちが知識を身につけ、協力すべきであるという仮説をたてました。視覚障害者の人が暮らしやすくするためには、盲導犬を増やすことで、もっと安心して外を歩けると考え、盲導犬について調べてみて、安心感

がもてるけれど、増やすことが難しいことが分かりました。

⑩生科学農
水産廃棄物の利用 胎内記憶についての自分の検証の結果は圧倒的に認知度が低いということ、なかなか現実的な話ではないと言われているということ。なのでこれからの活動としては世間にもっと胎内記憶を知ってもらうため事例、データ、第1人者である池川明さんの本などを参考に活動していく。

⑩生科学農
キノコの菌は環境にどう影響しているのか 福本豊という元プロ野球選手の盗塁記録、シーズン106盗塁は、今後この記録を越すことは相当難しいと考えられている。そこで、条件付きならその記録を越すことが出来るのではないかと思い、いくつかの条件を設定して検証しました。その結果あと少しでしたが106盗塁には及びませんでした。気づいたこととして、盗塁成

功率や足の速さよりも塁に出るために打率や出塁率の高さがより盗塁の記録を作る上で大事なんだなぁ思いました。

⑩生科学農 なぜ日本人は世界の選手より走力が劣っているのか？ 「インターネットを使えば地方で現在貧困や住民不足で困っている地域を多少は良くすることが出来るのではないか」という仮説で現在の年齢別の端末所持率やどの世代がYouTubeで観光等の動画を見ているのか、また、どのようなPR方法があるかなどを調べた。そして地方を活性化させるメリットとデメリットがあることを

知った。動画だけで宣伝するのではなく、もっと多くの人に知ってもらうためにはだれもが見れるものにする必要がある。

⑩生科学農 なぜ厚底シューズが世界中に普及しているのか まず、このテーマを設定した理由はSDGSの働きがいも経済成長もという課題と個人的に気になった依存性というキーワードを合わせた調べ学習をしたいと思ったからですそして僕は仮説としてゲームとギャンブルの依存症にどのような違いがあるのだろうかという仮説を設定しましたそれを検証するために２つの依存症の違い

と共通点を調べましたこれを調べることで苦しんでいる人達を助けて社会復帰できるのではないかと思います

⑩生科学農 植物は人にどのような効果を与えるのか 僕はより質の高い睡眠のためには何をすべきか探求しています。これは自分自身があまりぐっすり眠れていないことをきっかけに考えました。「朝日を浴びる」「寝る時間を固定する」「寝る前のブルーライトに気をつける」様々な方法を検証してみました。これからは他にもどのような方法があるかなどを考えたり、またな

ぜ日本人に不眠症が多いかを考え調べようと思う。不眠症を解決出来ればその人の健康が良くなるだけでなく、集中力の向上などでテストの点数が上がったり色々な面で良い効果が現れます。

⑩生科学農
どうして飢餓が起こるのか農業の発展で飢餓問題を解決に近づけることは

できないか

私は幼少期によくEテレの教育番組を見ており、その中でも国語系の番組は好きだったが、算数系や理科系の番組はあまり好んで見ていなかった。小学生の時から文系教科が好きで、高校でも文系を選択した。そこで幼少期に見る教育番組は将来の学業に影響を及ぼすのでは無いかと考え、このテーマを設定した。

⑩生科学農
どのように生物の力を人間の生活の中で活躍させるか 生まれてから死ぬまで出来るだけ長くスポーツを楽しむためには、怪我をしない・少なくすることが大切だと思った。そこで体作りに着目した結果、怪我を無くすことは出来なくても、幼児期の遊びの内容によって怪我を少なく出来るという記事にたどり着いた。記事によると、幼児期から特定のスポーツをやり込むのではな

く、いろいろな外遊びをすることでバランスの良い体が作られるらしい。だから、「幼児期に、特定のスポーツをするより、様々な外遊びをすることで怪我の少ない体が作れる」という仮説を立て、「幼児期の遊びの内容」、「運動中の怪我の有無」についてアンケートをとることにした。アンケートから、幼児期の外遊びと

怪我の有無・多い少ないは関係ないことが分かり、私の仮説は間違っていたことも分かった。今後はより正確に仮説を検証するために、弘前の保育園または幼稚園にもアンケートをとってみたい。

⑩生科学農
部活動をする高校生においてどのように栄養を補給するのが良いか テーマのもと立てた二つの仮説?『社会の知識が役に立つという例を挙げ、実際に必要性を感じてもらう』?『社会科を暗記教科だと思っている人をワンランクアップさせ、暗記の先にあるものを理解させることで苦手意識克服に繋げられるのではないか』?は検証することはできていない。が、?の方はアンケートも行った。90

人に「社会科は暗記教科だとおもいますか？」と質問したところ79人、およそ全体の90%近くの人がはいと答えた。そこで残り10%の人に「社会科はどんな教科だと思ってる？」と質問をしたところ、「暗記ではなく、その言葉を理解して様々な知識とつなげる、つながるのがおもしろい教科」だと全員がこのようなことを

言っていた。なので、この面白いところを伝えれば社会＝暗記という意識を変えることができ、好きになってもらえるのではないか、必要性を理解してもらえるのではないかという新しい仮説も生まれた。今後は?の仮説を進行するとともに、?'も始めて行きたいと思う。

⑩生科学農 リンゴをより美味しくするためには 仮説は、スポーツでケガをしてしまい、ケガをした場所が完璧に治っていなく気になっている人がいて、その人たちがしっかりとケガを治したら気にならなくなる。検証方法は質問をして答えを聞くことと、アンケートをして答えてもらうこと。検証で質問やアンケートに答えてもらった結果、自分の仮説はまだまだ調べ不足

だと思い、正しいか違うのかわからなかった。これからはもっと調べて仮説を深めていきたいと思う。

⑩生科学農
・なぜ日本の建築は木を使ったものが多いのか。

・どうして建築物に自然素材を使うのか。

子どもは物語の悪役から何を学ぶのか。子どもの頃に触れた物語(アニメや絵本など)の登場人物によって、コミュニケーション能力や人格が形成されたのではないかと考えた。物語の構造の仕組みをもとに、悪役の存在意義と、それによって子どもの将来にどのような影響を及ぼすのか検証・考察した。

⑩生科学農 インセクト・テクノロジー ｢何かのオタクになることで、誰かを推すことで日本人の幸福度をあげていきたい｣という課題に対して、｢推し｣という存在は幸せに関わっているのか、日本経済をまわしているのはオタクなのか、という2つの仮説を立てた。この仮説を検証したり文献を読んだりした結果、十代の約十割が推しがいることで幸せだと回答し、日

本に約2700万いるオタクが合計で年間四兆円ほど貢いでいると分かった。まだ調べきれていないところもあるためどんどんしらべていきたい。

⑩生科学農
筋トレが私たちに与える効果 身体のコントロールだけでなく、心も同時にコントロールする事に慣れれば、スポーツに限らず、人前で発表する時でもより良いパフォーマンスが出来るはずと思いテーマを設定しました。身体論と心の関わりについては、東洋思想と西洋思想がありますが最終的な終着点はユングの集合的無意識であって、違いはほとんどあ

りませんでした。次に「ゾーンに入る」という事は「心と身体の調和が取れている瞬間」ということが論文に書かれていました。その後高校生にゾーンに入った経験についてアンケートをとったところ、団体競技者はゾーンに入るという経験がほぼないと分かった。このことから場全体に注意しなければならない時はゾーンに

入りづらいとなり、ゾーンに入るとは自分の意識の幅を最小限に抑えることだとわかった。

⑪その他

⑪その他 『好きなこと』と『得意なこと』のどちらを選択するべきか。 自分の住む町は活発でないとは言いきれないが、活発である訳でもないと思った。就職などにより違う町に出ていくのは仕方ないことだが、住民が離れていかないようにするにはどうすれば良いか考えた。販売店や娯楽施設を増やすのも良いが、立地がいいため、宿泊施設を増やしてベッドタウンにするなど、町の特徴を生か

して活性化させられる案を考えた。その上で、どのような効果があるか、調べた。

⑪その他 日本の仕事と自分のやりたいこと この課題を解決するための1つ目の仮説は、「中二病は欲求によってなる」という仮説です。この仮説の検証方法として、マズローの欲求5段階説を使って考えました。すると承認欲求だけではなく、自己実現欲求も関係してくるのではないかと考察しました。この考察はあるインタビュー記事において正しいことが分かりまし

た。2つ目の仮説は「中二病がアニメ、漫画、ゲームによるものならそれらには人を魅了する力がある」という仮説です。この仮説の検証方法として講義動画を見ました。そして仮説があっていることが分かりました。今後は専門家に会いに行ってさらなる知識を得たいと思いました。

⑪その他
勉強を捗らせるには サービス業・ホスピタリティ業が社会に与える影響、またその労働環境について調べた。

「サービスの質をあげることで顧客満足度、従業員満足も高くなるのではないか」という仮説を立てSNSを利用しアンケートを取ったり、地域の飲食店の方に話を聞いたり、論文を読むことによって仮説を検証した。検証の結果、「サービス業やホスピタリティ業において顧客満足度と従業員満足度は比例の関係にあり、サー

ビスの質があがることでそれにともない顧客満足度があがり、従業員満足もあがる」という結果に至った。

⑪その他 ドラえもんの道具の実現 私は、「授業中に眠くなることをなくしたい」を課題にとして、「授業中眠くなってしまうのは睡眠不足が関係しているのではないか」を仮説にしました。それについて、SNSを活用してアンケートを取ったり、夢ナビの講義動画を視聴したりしました。すると、授業中に眠くなる原因の75%は睡眠不足であることがわかりま

した。さらに、睡眠はその日に学習したことを整理し保存する働きもあるので、寝る事はとても重要だ。と言う結論になりました。


