
琥珀ホール ～ 1 ～ 2
琥珀ホール ～ 3 ～ 4
琥珀ホール ～ 5 ～ 6
琥珀ホール ～ 7 ～ 8
琥珀ホール ～ 9 ～ 10
琥珀ホール ～ 11 ～ 12
琥珀ホール ～ 13 ～ 14
琥珀ホール ～ 15 ～ 16

大講義室 ～ 17 ～ 18
大講義室 ～ 19 ～ 20
大講義室 ～ 21 ～ 22
大講義室 ～ 23 ～ 24
大講義室 ～ 25 ～ 26
大講義室 ～ 27 ～ 28
大講義室 ～ 29 ～ 30
大講義室 ～ 31 ～ 32

大会議室 ～ 33 ～ 34
大会議室 ～ 35 ～ 36
大会議室 ～ 37 ～ 38
大会議室 ～ 39 ～ 40
大会議室 ～ 41 ～ 42
大会議室 ～ 43 ～ 44
大会議室 ～ 45 ～ 46

６　QRコードを用いたWebアンケートへのアクセス方法
※評価を書く時間が取れない場合は，Webアンケートをご利用ください。

○回答に関しての注意
　できる限り多くの意見をい
ただきたいと思います。協力
をお願いいたします。

５　評　価　方　法
(1) 事前に配布するアンケート用紙かWebアンケートに記入し提出してください。
　（冬休み中の計画などほめるだけでなく厳しい励ましの言葉をお願いします。
(2) 会場担当者（教員や外部からいらした方）からのアドバイス
　（発表や研究内容など詳しくアドバイスいただければと思います。）

久慈市の地震への事前対策ゼミ 15:15 15:20
SNSで広めたい隊 15:20 15:25
福祉デザイン班 15:25 15:303

久慈市の生態系調査班 15:10 15:15

スローイングゼミ 15:30 15:35
体の健康ゼミ 15:35 15:40
地域貢献研究班 15:40 15:45

ミクロ経済ゼミ 15:15 15:20
少年法研究ゼミ 15:20 15:25
ゲノム編集技術研究班 15:25 15:30

障がい者支援班 15:45 15:50

15:30
小学校を救おうの会 15:30 15:35

少子高齢化 15:45 15:50

2

福祉と経済の矛盾 15:10 15:15

清水のAI研究ゼミ 15:30 15:35

1

Adventure is worthwhile 15:10 15:15

農 × 海 15:35 15:40
久慈市の医療従事者不足 15:40 15:45

異文化理解 15:15 15:20
方言探検隊 15:20

(2) 決められた時間で発表を行う
　（パソコン等を利用したプレゼンテーションを行う）

４　日　程

ｸﾞﾙｰﾌﾟ ゼ　ミ　名 会場 時間割 ページ番号

久慈市の学力向上させ隊 15:35 15:40
食ゼミ 15:40 15:45

15:25
JPR（Japanese People Relationship) 15:25

１　実施日：11月17日（火）７校時

２　会　場：３会場に分かれて開催（琥珀ホール・大講義室・大会議室）

３　目　標
(1) 各グループの探究の目的と進行状況
　（夏季休業中の調査内容を含む）

岩手県立久慈高等学校

令和２年度　探究プログラム

中間発表会資料



令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

 Adventure is worthwhile 

人種差別問題から見る日本人特有の「普通」の 

概念及びアイデンティティの確立 

～あなたにとっての「ふつう」とは～ 

下國 力貴  外舘 渓  小谷地 奏依 

久慈 彩音  小倉 由愛 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 世界的に人種差別問題が深刻化する中、日本国内における差別はどのようなことが原因で起こっ

ているのかを知りたかったから。 

 また、それを考えるうえで、普通の概念の重要さ、そしてアイデンティティの確立がカギになると

考えたから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  宗教や貧富の差、肌の色、奴隷制という歴史的背景をもととした欧米の差別と違い、日本の差別

問題には、日本人特有の「普通の概念」が影響しているのではないか？ 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

  日本人に刷り込まれた「普通」という至極曖昧で、それでいてとんでもなく重いまなざし、いいか

えれば、異物への嫌悪と偏見を含む厳しいまなざしの根強さが問題となっているため、また、江戸時

代などに実施されていた五人組などの制度を日本人は背景としていることから、私たちは、普通の

概念を見直し、多様性を認め、自己肯定感を高めることが必要である。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 ・インタビュー 

 ・論文調査 

 ・インターネットでの情報収集 

 ・オンラインプログラムへの参加 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 ・元アメリカ在住者や黒人 ALT へのインタビュー、 

・オンラインプログラムで実際に欧米で働く人たちの話を聞く 

・インターネット上に掲載されていた、さまざまな論文及びネット記事から情報を集めた 

 

 

欧米は日本より差別意識が高い傾向にあるものの、実力主義であり自分の武器を磨いていく社会であ

それによって 
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るが、日本は普通であることが求められている。そのため、アイデンティティを確立させている日本人

は少なく、すべての年代の人々がアイデンティティの危機に陥っていることが分かった。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

 日本人における普通とは「多数派」であることであり、みんなと同じであると思い込み、自分の見え

ている世界こそが正当であり普通であると錯覚する。それにより、満足感や安心感を覚えてしまい、ア

イデンティティが確立できていない。グラフからわかる通り日本人がどれだけ多数派であり周りの目

をきにしていることがわかる。 

また、それにより、少数派をただの変わった人、普 

通じゃない人と思い込み、差別をしてしまう。 

                        

７．考察・推論（今後の展望） 

 これまでの研究によって、日本人の普通の概念や差 

別問題の原因が分かった。これをもとに、私たちは、 

この固定概念とどう向き合い、差別を少なくしていけ 

ばよいのかを考えるとともに、どのようにして 

アイデンティティを確立させていくのかを模索して 

行きたい。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献， 

https://manapedia.jp/text/1226 

https://news.nicovideo.jp/watch/nw6241939 

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00118/00079/ 

http://tomohisa-ikuta.today/?p=629 

TOMODACHI Critical Conversation Series 参加 

国境なき子供たち（KnK）Dialogue for People(D4P)主催 

「世界のリアルとつながろう ―今、自分にできることは？－」 参加 

この割れ切った世界の片隅で  作 山邊 鈴 

We are not what happened to me. 

We are what I choose to become. . . 

By Carl Gustav Jung 
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 異文化理解 

異文化理解から見えてくる日本の課題 
澤里大志 松頭薫乃 桑田凜花 鹿糠樹 兼田咲希 

 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

外国人へのインタビューによって外国と日本では働き方に違いがあることを知りました。

外国人は日本の労働のイメージが悪いと感じている。日本の働き方が異常と認識し、変えて

いけば、日本の未来が明るいのではと考えたから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・働き方改革による変化が少ない。 

・仕事と育児・家事の両立ができていない。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

コロナによるテレワークが働き方の変化を生み、それにより、以前より労働時間が減り、

ゆとりの時間が増えるのではないか。 

 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・インターネット 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

・働き方による社会問題への影響 

・コロナ渦の前と今の働き方 

・テレワークなどを以前から取り組んでいた国はどんなものか。 
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６．結果（調査内容のまとめ） 

新型コロナウイルス流行前と流行後の違い 

〈日本〉 

流行前 

・オフィスワークが多い。 

 通勤時間とあわせると、家にいる時間も減る。 

・長時間労働(残業が多い。) 

→育児や家事との両立ができない。 

 

流行後 

・在宅ワークが増えた。 

 自宅で休憩時間を有効に使える。 

 通勤時間によるストレスも減る。 

→育児や家事との両立ができるようになった。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

在宅ワークが増え、長時間の通勤、出社などの移動が減ったことにより、その分の時間を育

児や家事につかうことができた。これは実質的に総合的に見て労働時間が減ったのではな

いか。今後は更に幸福度について日本と外国の違いについて調べてみたい。日本人の幸福度

が外国と比べ低いのはなぜなのかを調べ、日本の抱える新たな課題を考えたい。 

 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

《調査した場所》 

なし 

《参考文献》 

https://valed.press/_ct/ 

https://ampmedia.jp.www.manegy.com 

https://valed.press/_ct/17355152  

《今後の課題》 

日本の課題を、国を超えたさまざまな視点からヒントを探る。                         
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方言探検隊 

おらほの方言、知ってっが？ 

～身近な方言を知ろう～ 

鹿糠美波   宇名澤日向   大澤緋美華   桑田拓哉  

副島隆太    高橋沙奈    田代花音  

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

・方言についてどのようなイメージを持っているか？  

・岩手県沿岸部の南北ではどのような方言の違いがあるか？ 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・方言についての理解が偏っていた。 

・岩手にある方言の分布がわからない。 

  

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

・岩手県沿岸部の方言に絞って 2学年にアンケートをとる。 

・文献を探す。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・方言に関しての質問をする。 

・文献調査をする。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

・２学年を対象に方言に関するアンケートを実施。 

・文献調査。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

・北側の方言は秋田や青森に近いものが使われている。 

・県南地域は伊達藩の支配下にあったため、盛岡弁や宮城弁と少し違うイントネーショ

ンである。 

・アイヌ語が地名になっている地域がある。 

例）長内、平内、小子内、馬内、田子内など 

・現在は方言を使ったスタンプも販売されている。 

・実施した方言クイズの結果、2学年の 平均正解率は約 80％であった。 

・２学年の半数以上が「方言を残したい」「後世に残したい」と答えた。 

・約４分の１の人が「いらない」「なくしたい」と答えた。 
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７．考察・推論（今後の展望） 

 文献調査より、方言の分布には、歴史的な背景や地理的な要因があるのではないか

と考えられる。地名に使用されたり、二つの方言が混ざり合い別のものが生まれたり

していることがわかった。 

また、アンケートの結果から、２割弱 の生徒が方言を正しく使用していないことが

わかった。このことから、方言が徐々に使われなくなってきていると考えられる。各

地域の伝統を持ち、地域の人たちとのコミュニケーションを円滑にする、という利点

をもった『方言』を後世に残していくために、方言の LINE スタンプを作るなど、対

策をする必要がある。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

＜インターネットから引用＞ 

 ・『日本のことばシリーズ３ 岩手県のことば』 編集代表 平山輝男 岩手県著者 齋藤孝滋 

 ・『岩手方言の語源』 著者 本堂寛 

残したい

いらない

方言を残すべきか

残したい
いらない
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JPR(Japanese People Relationship)  

久慈高校の学生の人間関係について 

～2 年生は人に流されやすいのか～ 

下向幸太朗、川崎陸、大尻和喜、佐々木結人、 

下舘渓、大道ナミ、髙橋琳子  

 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 日常での人間関係の問題点を話し合った結果 2 学年では「人に合わせる人が多い」ということが

挙がった。 

 

 

２．見つかった課題（問題点） 

 人に合わせることによって個性が埋もれてしまう。 

 

 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

 ・なぜ人に合わせてしまうのかを明らかにする。 

  ・人に合わせてしまう人への改善策を提示する。 

 

  

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・インタビュー 

・実験 

 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

‣インタビュー 

2学年長、2学年担任・副担任の先生へ、人に流される人を下記の３つのタイプに分けて考え、3つ

のタイプそれぞれについて質問を行った。 

① 場の状況を判断し、周囲に意図的に合わせる 

② 周囲とは違う意見を持っているが、場に流されてしまう 

③ 自分の考えは特になく、なりゆきにまかせる 

また、下記の質問も行った。 

  ・状況別でのタイプ分け 

  ・3つのタイプのそれぞれの特徴、メリット、デメリット 
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  ・②の人の改善策 

 

‣実験   

スライド参照 

 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

  

‣インタビュー 

授業中のグループワークでは②、クラブ活動では①・③、総合的な探究の時間では①が多いという

結果になった。（その他の結果はスライド参照）   

 

‣実験 

  実験の結果、被験者の 17人からは同調圧力があまり見られなかった。 

 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

   

・実験では、同調圧力が見られなかったが、インタビューでは②が多かったということから、周囲の環境

や人によって同調圧力が起こってしまうのではないか。 

 

・インタビューでは、質問そのものに疑問を感じられた先生もいらっしゃったので準備段階からの慎重

な確認や検討が必要だと思った。（最初から「人に流されやすい」と仮定してしまっていた・①と②

についての区別が曖昧） 

 

・実験を行ってみて人数が少なく信憑性に欠けるところがあったと感じた。 

 

・次回からはインタビューと実験をリンクさせていきたい。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

   

・2 年生以外への調査の実施 

・アンケートの実施 

・男女での違いが存在するかの調査 

  

参考：アッシュの同調実験 
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小学校を救おうの会 

小学校教育の課題 

～現代のニーズに一致する教育～ 

下上悠花 坂本柚月 金子瞳 八重樫侑希 馬場百香 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

将来教育に携わりたいと考えており、学校教育における現状を知りたいから。また、現代は少子高齢化

や情報化社会、グローバル化などといった目まぐるしい変化をし続けることから、それらがどのように教

育に影響を及ぼしているのかを考える必要があると同時に、その課題に対する解決法を導き出す必要があ

ると感じたから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

英語教育の充実化 

プログラミング教育 

ICTの活用の充実化 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

英語学習は抵抗のある児童がいる 

プログラミング教育は対応できる教員に限りがある 

ICTを活用する上で設備費用などの膨大なお金がかかる 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

  文献調査 

  インタビュー 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

・久慈市立久慈小学校と久慈市立大川目小学校の先生にインタビューを実施 

久慈市立久慈小学校→今年の春に採用された方と、昨年まで海外に派遣されていた方 

久慈市立大川目小学校→副校長先生、生徒指導を担当している方、経験豊富な方 

  ・文献調査 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

   昔は小学校での英語教育は行われていなかったことから、英語教育に対してのスキルを全教員が持って

いるとは断言できない部分があり、若い教員ほど必要な知識や技能を持っているのが現状である。また、

英語教育は小学生の柔軟な適用力を生かし英語の音声や基本的な表現に慣れ親しむことで、将来実践的コ

ミュニケーション能力を育成するうえでの素地となると考えられている。英語教育は児童自身が楽しみな
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がら学習することが大切となるため、授業の工夫も必要となってくる。 

プログラミング教育は、これからの社会に対応するための必要なスキルであると考えられてる。しかし、

プログラミング教育には専門的な知識が必要となり、それらに対応できる教員が少ないのが現状である。

また、児童はパソコンなどの備品を教育のものではなく遊ぶものだと認識しているため、プログラミング

に対する意識の違いがある。 

ICT の活用は、都心部と地方によって差が出てきているのが現状である。ICT を活用するメリットとし

て、児童が楽しみながらできるためモチベーションが向上することや、情報が効率化するため教員の時間

短縮となり、教員間での情報交流ができることなどが挙げられる。一方でデメリットとして児童用コンピ

ューター、プロジェクター、電子黒板などの設置と維持に膨大な費用がかかることや、ICTの活用が苦手

な人もいるということなどが挙げられる。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

   今回の調査では小学校教育が変化している理由は、児童たちがこれからの社会で生きていくことがで

きる力を養成するからであることが分かった。その中でも ICT の活用は地域によって差があり、久慈市

にも大きく関係している。また、ICT の活用はプログラミング教育にもつながってくることが考えられ

る。それらのことから今後は ICTの活用方法の実例や企業の取り組みについて調査し、考えを深め解決法

を導き出せるようにしていきたい。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  調査した場所 

岩手県久慈市立久慈小学校 岩手県久慈市立大川目小学校 

  参考文献 

http://www.mikasa.co.jp/ 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1379938.htm 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1325922.htm 

今後の課題 

日本や岩手県などの広い範囲で起こっている問題や、その背景にある社会的問題について調査する必要が

ある。また、ICTの活用についての実例や企業などについて調査し活用が発展している地域とそうでない地

域の違いを比較する。 
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久慈市の学力を向上させ隊 

 

久慈市の学力を向上させるには 

 

石崎佳菜 谷崎彩海 奥寺柊和 下館侑太 荒木雄翔 間瀬旦陽 

 

１． はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 岩手県の小学生の全国学力調査の結果を見ると高い順位であるが、中学生の調査の結果を

見ると全国の中でも最下位に近い順位であった。なぜ、このように順位に差が生まれるのか疑

問に思ったため。 

 

２． 見つかった課題（問題点） 

 ・部活動と学習との両立ができない 

・苦手をそのままにしてしまう 

・競争心がない 

・中学受験がない 

 

３． 解決のために（課題解決のための仮説） 

１.教え合い学習 

２.コース分け学習（習熟度）→できるという感覚を覚える 

 

４． 調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・久慈市内の中学校の学習の取り組みと部活動との両立等について久慈市内の中学校を比較し

てみる（長内・久慈） 
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５． 行った調査・実験（実施した内容） 

   久慈市立長内中学校と久慈市立久慈中学校に訪問し、自分たちの話し合いで出た問題 

  点について先生方にインタビューを行った。 

         

長内 

・学習と部活動の両立はできていない 

・苦手をそのままにしてしまう →どうにかしたいという気持ちはある 

・競争心がない 

・高校受験のほうが大切 

 

久慈 

・部活動が学力を下げている原因とは限らないと思う 

・競争心がないとは感じる →岩手県内・県外で見ても       

 

６． 結果（調査内容のまとめ） 

・結果だけでなくその過程を大切にする 

・習ったことに疑問を持つ ＝納得できたときに嬉しい 

・ロボット的な生徒が多い ⇒指示待ちや積極性がない 

・中学生のうちに目標を持ってほしい 

・岩手県は首都圏よりも情報が少ないためもっと多くのことに触れてほしい 

  

７． 考察・推論（今後の展望） 

・受け身の生徒が多い →自分たちで考えて行動する 

・学習の環境をつくる 

今後… 

 教えあい学習やコース別の学習の仕方を考えていきたい 

 

８． これまでに調査した場所，今後の調査内容 

調査した場所 

  久慈市立長内中学校 久慈市立久慈中学校 

 

 今後の調査内容 

  ・久慈市内の中学校の先生方にアンケート調査実施する 

  ・全国学力状況調査（中学校）の過去 5 年分の記録を調べて大幅に学力が向上した学校が

ないかを調べる 
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食ゼミ 

北三陸の食について 

～特産品を広く伝えよう～ 

北野澤奎一郎 平谷愛 松場杏 蔵優花 石川結菜  

内野澤大陸 伊藤大凱 関大翔   

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

私たちは探究プログラムの一環として食を通して地域の魅力を発信する方法について調査すること

になった。特産品を通して北三陸の魅力を知ってもらい、北三陸の経済を活性化させたいと思い、

このテーマを設定した。 

 

２．見つかった課題（問題点) 

 まず、特産品を調べたところ、北三陸にはたくさんの特産物があるが、あまり知られていないも

のもあることに気づいた。この原因として、北三陸の特産品といえば海産物というイメージが強く、

その他が注目されないのではないかと考えた。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

・SNSを利用する 

・アンテナショップを展開する 

・パンフレットを作成する 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

   課題解決のために、以下の２つのことを実行した。 

・特産品を扱う施設を訪問し、施設の方にインタビューする。 

・地域 SNSに関する文献調査をする。 

 

５．結果（調査内容のまとめ） 

 〇インタビュー調査 

・宣伝について  メディアで紹介する→野田塩ソフトはテレビ番組で取り上げられ有名に 

          アンテナショップを展開→関東・関西にも 

          市町村の特産品など(野田塩と久慈の短角牛など)とコラボする 

          →地域の特産品を一度に知ってもらえる 

          パッケージにレシピを載せる 

           自分たちでチラシを作る 

           対象層に合わせた文言で宣伝する 

  ・商品について  昔ながらの製法にこだわる→消費者の興味を引く 
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           手に取りやすいように小分けにして売る  

           試食する  

           アンケート調査    

           レシピの考案 

           道の駅や空港の売店に置く 

 〇文献調査(地域 SNSの活用による地域活動活性化に関する研究より) 

 【地域 SNSの特徴】 ・地域に密着した情報が集まりやすい 

           ・地域への帰属効果が生まれる→会社コミュニティを求めるから 

                 ↓ 

            狭い地域での詳細な情報が得られる！ 

 

 【地域 SNSによる地域活動活性化の現状】 

  右図【→】からは、地域 SNS 事例数の減少より、 

地域の情報も広まりにくくなっていることが読み 

取れる。 

            ↓ 

成功している例もあるが、一方でユーザーが集ま 

らないという問題を抱える場合もある 

↓     

  キーパーソン(地域 SNS のメンバーを巻き込み、 

地域の活動に貢献する人物)が重要！ 

 

６．考察・推論  

 これまでの調査で特産品を広めるためには、メディアや地域 SNSなどで多くの人に知って

もらうことや製品にこだわることが大切だと分かった。北三陸の特産品を広め、魅力の発信

することで、北三陸の発展につながるだろう。 

 

７．今後の展望・課題 

北三陸から久慈市の特産品に焦点を当て、実物に近づけた広報の具体案(ポスター、パッ

ケージ作り等)を考える。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，引用元 

〇調査場所  ・久慈市商工会議所 

       ・観光物産館ぱあぷる(野田村) 

〇参考文献  吉田泰介・浅野光行 地域 SNSの活動による地域活動活性化に関する研究   

〇引用元   https://www.city.kuji.iwate.jp/ 

http://www.local-socio.net/2018/02/2018_localsns_cases.html 

https://www.irasutoya.com/search/label/%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BA 
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少子高齢化打撃班 

久慈市の子育て支援 

～変えたい未来がそこにある～ 

宇部 天翔 中森 暁星 大上 ことみ 四役 彩乃  

五林 遥 松葉 紗代 宮澤 侑子 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 少子高齢化の現在、若者が都心で暮らし、過疎化となっている地方が多くなっている。地方の過疎

化や、少子高齢化を防ぐためには、若者や子供を持つ夫婦等が安心して暮らせる町づくりを行う必要

がある。 

そのため、久慈市の子育て支援について調べ、どのようにしたら子育てしやすい環境を作れるかを理

解するためだ。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・久慈市の子育て支援をよりよくするために現状を知る。 

・若者が住みやすい環境とは具体的にどういうことか。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

・久慈市で若者が働ける場所を充実させる。  

・市の支援金を充実させて、若者の負担を軽減させる。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 ・久慈高校２年生を対象にアンケートを行う 

 ・文献調査 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

①文献調査 

久慈市の子育て支援の現状 

 

 

②アンケート 

１．あなたにとって住みやすい街とはどのようなものか。 

２．現在の久慈市は住みやすい又は暮らしやすいと思うか。 

３．さらに久慈市を若者が住みやすいと感じる街にするためには具体的にどうすればいいと思います

か。 
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６．結果（調査内容のまとめ） 

①文献調査の結果 

・良いところ 

「あいてらす久慈」（子育て世代包括支援センター）の設置により、保健師等の専門職を増員。妊産婦・

乳幼児の母子保健育児に関する相談に、きめ細やかに対応することが出来る。 

・悪いところ 

 岩手県の男性の育児休業の取得率は 1.3％で全国ワースト 2位。久慈市の男性の育児休業取得率は 5年

で 1人。 

 

②アンケートの結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

  若者にとって、住みやすい町と感じる町は商業施設が充実している町で久慈市をさらに若者が住

みやすいと感じる町にするためにも商業施設が必要とする意見が多かった。また、商業施設を増やすこ

とにより、働く場所が増えるので就職先を増やすという課題も解決される。 

  様々な子育て支援があるが、利用者が少ない。そのため、仕事と子育ての両立を支援する制度を知

らせることや、制度を使いやすくする職場の雰囲気づくりに努める必要がある。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  久慈市の子育て支援のグレードアップのための具体策を考える。 
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第九班 福祉と経済の矛盾 

福祉と経済の矛盾 

～世界的な恐慌から学ぶ～ 

 

山田怜央 桑田夢叶 舘瞳弥  

松本そら 瀬野桃華 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

コロナ禍の現状で経済と福祉は両立できているのか気になったから 

 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  どちらかを優先させるともう一方のバランスがとれなくなってしまう 

 

 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

仕事を分け合い、労働者一人あたりの負担を減らし雇用を生み出すことを目的に行われる「ワークシ
ェアリング」を取り入れる 

地方自治体へのマスクの無料配布や三密防止の呼びかけ 
 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

市役所への問い合わせ 
ネットを使って日本だけでなく海外でのコロナ対応も調べる 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

海外でのワークシェアリングの先進事例を調査した。 
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どのように地方自治体へのマスクの無料配布や三密防止の呼びかけがされているのか調査した 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

 中国の生鮮食品 EC 事業者の A 店が、外食チェーンの B 店から、休業中の従業員を一時的に受け入 

れたことで、従業員を送り出す側の企業の賃金給付の圧力を軽減できた。 

  国民のコロナウイルス対策への意識が深まった 
７．考察・推論（今後の展望） 

 日本もワークシェアリングなどの取り組みを導入し、失業者を少なくするべきであるということ 
 コロナ禍が終息するまで呼びかけを徹底するべき 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  第三波が起こり始めているので、日々最新情報を取り入れていきたい 
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▲歩行者の推移 

▲市街地の遷移 

10 ミクロ経済ゼミ 

市街地の活気を取り戻せ！ 

～久慈市の経済発展を自分たちの手で～ 

・メンバー     越戸陵賀  二子みおか 堀川真央 

 廻立晃誠  山田洸瑛  佐々木德斗 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

・普段生活している久慈市には、いったいどんな経済問題があるのかを知り、地域経済について研究

し理解を深めたいと思ったから。 

・行政や財政に直接は関与できない高校生だからこそできる活動を考え実践することで久慈市に貢

献したいから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  『久慈市中心市街地を活性化させるためには、 

どうすれば良いのか？』 

   →中心市街地とは･･･久慈駅前周辺 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

 ・中心市街地がシャッター街となった理由を知れば、 

衰退する市街地の経済が回復する解決方法の糸口が見つかる 

かもしれない。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 ・中心市街地の活性化事業を行う久慈市役所商工市街地振興課と 

都市計画を行う同市役所建設企画課へのインタビュー 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 ・久慈市がどのように機能している街なのか知る。 

・中心市街地の現状を知り、これからの展望を知る。 

 ・今年のコロナ感染症の蔓延に伴う街の変化を調べる。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

 ・久慈市中心市街地は生活必需品が揃えられ、路線バス等の 

公共交通機関があり、コンパクトシティーの条件を満たしている。 

・中心市街地の衰退は歩行者の減少によるもの。減少の理由は県立病院の移設。それによって市街地

の大規模店の売り上げが減少。売上額が中心市街地から郊外大型店集積エリアに移る。 
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・第１期中心市街地活性化基本計画によって、「やませ土風館」が、 

  第２期によって、「ＹＯＭＵＮＯＳＵ(よむのす)」が建設され、開館から 98日で、入場者数 5万人

を達成した。 

 ・コロナウイルスの感染拡大の影響で、駅前のカラオケ店が閉店した。 

   

７．考察・推論（今後の展望） 

・歩行者の増加が今後の経済発展に大きく関わってくる。したがって、歩行者数を増加させるための

取り組みが必要となる。 

・コロナウイルスによる自粛ムードで市街地にどのような影響があったかを詳しく調べる。 

・今回は市政からの目線で市街地について調査、研究を行った。冬休みの調査では、実際に市街地を

利用する消費者の目線で街頭インタビューなどの調査を行い、考えを深めたい。 

・さらに、市街地にある店舗に直接インタビューを行い、店舗の課題や、コロナウイルスの影響等を

知りたい。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  久慈市役所商工市街地振興課、久慈市役所建設企画課、久慈市都市計画マスタープラン、 

久慈市中心市街地活性化基本計画、岩手日報 

 

 

アンケートにご協力ください 

「久慈市について」 

下記の QRコードを読み取り、回答をお願いします。 

(回答は数分程度で終わります) 

                        

 

 

 

 

 

 

質問内容 
・年齢、性別 
・居住地 
・駅前を訪れる目的 
・普段の買い物の場所 
・YOMUNOSU の利用状況 
・コロナウイルスによる買い物回数の増減 
・久慈市は生活しやすい街か 
・久慈市を住みやすい街にするために必要な施設 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

少年法研究ゼミ 

少年法の落とし穴 

～少年法の問題点を探る～ 

青木健斗 大村蓮 菅野凜 宅石和樹 大久保葵衣 小向太陽  

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

逮捕されたのが少年だと、実名をはじめとする情報が報道されないが、ネット上では名前や顔写真が流出し

ている。本当に少年のことを守ることができているのだろうか。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

〇少年の情報公開について 

事件の加害者が少年の場合、個人を特定できる情報（実名、顔写真等）は公にされないが、少年の名前や写 

真がインターネット上に流出することがある。 

〇保護観察について 

罪を犯した少年に社会生活をさせながら、保護観察官や保護司の指導により、立ち直りを図ろうというもの。 

保護司はボランティアであるため、人員の確保が難しい。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

〇事件の報道を制限 

〇保護司を職業として確立する 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

〇文献調査  

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

〇アンケート 

〇文献調査              

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

〇少年の情報公開について 

※そもそも報道の役割とは… 

 国民の「知る権利」を守るため。 政治の現状などを国民が監視するため、報道を利用している。             

 （災害時にも役立つ） 

      ↓ 

事件の報道は必要？ 

既に犯人が逮捕されている場合、犯人の実名や顔写真を公開する必要はないのでは… 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

未解決事件や犯人が逃亡中の場合など、国民に危険が及ぶ緊急の場合のみに報道を抑えるべきだ。 

〇保護観察について 

 保護司は仕事や家庭との兼ね合いが難しい 

 →退職して時間的余裕のある６０代、７０代の割合が大きい（図１参照） 

 保護司の依頼を断る理由として一番多いもの→忙しく、時間的余裕がない（図２参照） 

 

 

                                   ←図１ 

 

 

 

 

                                   ←図２ 

７．考察・推論（今後の展望） 

～少年法の考え方～ 

『少年に罰を与える法律ではない。少年は発達途上にあり、立ち直る可能性が大きいので、刑罰を科すより二

度と過ちを犯さないように保護・教育すべきだ。』 

→目的はあくまで少年の更生・再犯防止 

 実際、少年事件の加害者はいじめや虐待の経験を持つ社会的弱者である場合が多い。私達は少年達が理不尽

な社会の被害者であるということを考慮すべきだ。 

〇少年の情報公開について 

 インターネットで少年の個人情報が流出するのは、世間の事件に対する関心が高まるからだ。事件の報道を

制限すれば、少年の個人情報の流出を防げるのではないか。未成年の情報公開を行うべきとの声も多いが、も

し自分が雇用側の人間になったとき、逮捕歴があり、実名報道された人間を率先して雇いたいと思うだろうか。

未来ある少年が社会から隔絶されれば、再犯の確率が上がる。日本の犯罪件数が初犯よりも、再犯のほうが圧

倒的に多い原因は、社会に居場所がなかったからだ。少年の個人情報保護を徹底すべきである。 

〇保護観察について 

 保護司を職業として認定すれば、他の仕事との兼ね合いが不要となり、６０代以上だけでなく、２０代～４

０代などの幅広い年代の人員を確保することが可能となる。  

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

 少 年 法 http://www.kyoritsu-

wu.ac.jp/nichukou/sub/sub_gensya/Politics_Security/Court/juvenile_law.htm、数字で見る保護司制度－

法務省 http://www.moj.go.jp/content/001152121.pdf、一般財団法人日本刑事政策研究会刑事政策関係刊行

物：犯罪白書＞少年の保護観察の現状と課題 http://www.jcps.or.jp/publication/1704.html  

 

 今後は法律事務所などに直接話を聞きに行き、私達の立てた解決方法が実現可能なのか、調べていきたい。 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

ゲノム編集技術研究班 

ゲノム編集技術と農業 

～久慈市の農業を活性化させるために～ 

メンバー： 秋山ひなた 大久保百萌 坂本真緒 日當めぐみ 澤山茉奈 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

  久慈市は、涼しい気候を活かした農産業が盛んですが、人口流出が止まらず、若者が減

少し続けています。さらに、農業に携わる人々の高齢化も進んでいます。そこで、ゲノム

編集技術を用いて農業を改革して、新しい産業として活性化させたいと思い、このような

テーマを設定しました。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  問題点として私たちは、農業に関する興味が薄れていることや、新しい技術等があまり

取り入れられていない点に注目しました。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

この問題を解決するためには、近年注目されているゲノム編集技術 

を用いた新しい作物ができればよいのではないかと考えました。これ 

によって、久慈市内はもちろん、久慈市外、岩手県外からも多くの若 

者を集め、より大規模な地域を支える産業に発展させ、人口減少や労 

働者を確保できるのではないかと考えました。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

既に行った調査は、①インターネットによる情報収集、②施設見学、③ゲノム編集体験

です。施設見学では、岩手県農業研究センター農業研究所へ行き、ゲノム編集体験では、

岩手大学の『ひらめき☆ときめきサイエンス』に参加しました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図:ひらめき☆ときめきサイエンスの内容 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 ①インターネットによる情報収集では、人と環境への悪影響が少ないというメリットがあ

り、その反面、意図しない場所を編集する可能性があることを知りました。 

②施設見学では、岩手県農業研究センター県北農業研究所へ行き、主に雑穀などの新品種

の開発についてお話を伺ってきました。 

③ゲノム編集体験では、岩手大学の『ひらめき☆ときめきサイエンス』に参加し、実際に

ゲノム編集を行いました。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

ゲノム編集を行うことで、もともと持っていた性質を変えることができるということを

実際に実験を行うことで理解することができました。しかし、資金が多くかかることや、

安全とは言い切れないという問題点があり、行うのは容易ではないことが分かった。 

今日でも、ゲノム編集は稲や雑穀など、主に農業の分野において活用されていますが、

将来、新規治療やゲノム創薬のような医療の分野などますます多くの場面で活用されるよ

うになるだろうと考えます。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

ゲノム編集を行うことは想像よりも難しくないということが分かったので、今度は我々が

主体となり実験を行ってみたいと思います。現在、植物や動物由来の食品や飼料からゲノ

ム DNAを精製するキットを使った実験を行おうと予定しています。 

実験の過程や結果を元に、久慈市の産業にどのようなかたちで組み入れることが でき

るのか、また、実験を進めながら久慈市の産業に組み入れるうえでの難しさや農業への応

用の仕方を考えていきたいと思っています。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  調査場所：岩手県農業研究センター農業研究所 

       岩手大学の『ひらめき☆ときめきサイエンス』 

 

  参考文献：見学時にいただいた資料 

『ゲノム編集とは‐Q＆A形式でわかりやすく紹介…‐バイオステーション』 

https://bi0o-sta.jp/faq/ 

『医療分野におけるゲノム編集とその周辺技術の活用』 

https://www.meijo-u.ac.jp/sp 

 

  課題：ゲノム編集の研究では専門用語が多く、理解が難しいところが多いと感じます。

そのため、まだ一人一人の理解度が足りていないと思われます。今後、実際に自

分たちで実験を行うためには、正しく深い知識が必要となります。インターネッ

トによる情報収集をしながら、理解を深めていきたいです。 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

ゼミ名 清水のＡＩ研究ゼミ 

ＡＩの実用化 
清水頭佑希 芦口斗哉 上小路陸  

中村彪梧 田代倖哉 欠畑大海 板垣俊汰 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機）                

私たちはＡＩの技術が発展し、実用化されていることに興味を持った。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・ＡＩについて知識が不十分 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

・ＡＩのプログラムについて学ぶ 

・実際にプログラミングしてみる 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・プログラミングのアプリ（プログラミングゼミ） 

・インターネット等 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

・プログラミングのアプリ（プログラミングゼミ）を使う。 

→ＡＩに簡単な指示を組み込み作成する 

・文献調査 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

・実際に作ったことによってプログラミングのシステムを学ぶことができた 

・入力ミスが起こった場合の対処が難しい 

 

 

 

 

 

人工知能（じんこうちのう、英 : artificial intelligence、AI〈エーアイ〉）とは、「『計算

（computation）』という概念と『コンピュータ（computer）』という道具を用いて『知能』を研

究する 計算機科学（computer science）の一分野」を指す語。「言語 の 理解 や 推論 、問題解

決 などの知的 行動 を 人間 に代わってコンピューターに行わせる 技術 」、または、「計算機（コ

ンピュータ）による知的な 情報処理システム の 設計 や実現に関する 研究 分野」ともされる。 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

・入力ミスが起こらないように、プログラムを簡単にする 

・今後どのような場面でＡＩを活かせる機会があるか考え、実際に行う 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

・Google Wikipedia 

26

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ad-flex.com%2Fcolumn%2Fai-news%2F2019041847628%2F&psig=AOvVaw298cVHxeK_Zo_q5LFQNna8&ust=1605395197800000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi-r6XSgO0CFQAAAAAdAAAAABAD


令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

ゼミ名 農×海 

農業廃棄物を用いたウニの育成 

～久慈の新しい産業を目指して～ 

玉沢 優人  大下 祟人 田表 和親  高屋敷 美咲 

畑中 恵杜  馬場 透流 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 久慈市の特産品のウニを用いた研究をしたいと 

考えており、キャベツによるウニの養殖の記事を 

見つけた。そしてこれを食料廃棄物の削減や、磯 

焼けの抑制に活かせないかと考えた。 

                                

２．見つかった課題（問題点） 

・廃棄物を使ってウニを育てることができればウニ 

を安定して育てられ、また廃棄物も減らすことが 

できる。 

・ウニの育成に適していると思われる農作物を見つ 

ける。 

・参考文献等で話題として挙げられている事業化に 

関する問題点の回答案の提示。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

 ウニの食いつきの良い農作物を模索する。  

  

 ちなみに全国ではキャベツやミカン、ブロッコリーの葉などを用いて全国 100ヵ所以上で 

 畜養されている。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・水槽を用いてウニの食いつきの実験を行う。 この時水温を 20度程度にする。 

・水槽の中に仕切りを作りそれぞれ与える餌を変え、どの農作物が適しているかを調べる。 

・与える餌の質量を測り、一定期間与え、終了した後の質量を測る。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

冷却機などの関係で夏休み中の実験を行わず、冬休みの期間で実験を行うことにした。 

 

① 代わりとして、もぐらんぴあさんへ取材に向かいウニの育成に必要になる物品や水質を維持するため
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

に必要なことについてのお話を聞かせていただいた。 また、実験環境が整えば水槽に入れる海水を

提供していただけることになった。 

 

② また、お茶の水女子大学 湾岸生物教育センターさんのご厚意で「教室に海を」の新項目として養殖

している小さいバフンウニを無償で提供していただけることになった。 

 

６．調査内容のまとめ 

・水の入れ替えは月に 1～2回程度行い、掃除は毎日行 

うとよい。（ウニの糞など） 

・バクテリアが発生するのに時間がかかる。 

・ウニは雑食でゴムでも食べてしまうため注意する必要 

がある。 

 ・とげが抜けていると弱っている、もしくは死んでしま 

っている。 

・水温は 20度前後が適している。 

 

７．今後の課題 

・水槽の温度管理方法を考える。 

・餌の種類や量を考える。 

・食いつきの評価を最終的な量にするかにするなどの判断基準を考える。 

・浮かんでしまう野菜を安定して供給する方法を考える。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

調査場所 もぐらんぴあ 

参考文献 鉄腕 DASH でおなじみ！ 海を荒らすウニに廃棄キャベツを与えてプリプリに。マイナスの

掛け合わせが海を救う？ 

https://gyoppy.yahoo.co.jp/originals/38.html 

キャベツでムラサキウニを育てる！野菜残渣を餌にして育てたウニはおいしいの？！ 

     https://www.jfa.maff.go.jp/j/seibi/attach/pdf/H30_isoyaketaisakukyougikai-9.pdf 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

久慈市の医療従事者不足ゼミ 

久慈市の医療従事者不足 

～介護・福祉施設などとの連携～ 

１．中村春太 ２．粒来ひらり ３．日當智心 

４．石川祐希 ５．伊藤望美 ６．小野寺夢佳 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

  現在コロナ禍で混乱が収まらない医療業界。 

  医療従事者への負担が極端に増えているのにも関わらず人手は足りない。 

  私たちはこの医療問題への理解を深めるため、岩手県の医療問題に関する調査を行っ

た。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・患者さんの待ち時間が長い。 

・医師、看護師の一人当たりの負担の増加。（残業時間の延長） 

 ・病院に専門医がいない。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

＜患者視点の問題対策案＞ 

・症状の報告がしやすい問診票の作成 

 ・院内で受診できる専門科や、受けられる治療等を紹介したパンフレットの作成 

  

＜医療従事者視点の問題対策案＞ 

 ・北三陸ネットの活用 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・岩手県立久慈病院さんへ FAX インタビュー 

 ・文献調査 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 岩手県立久慈病院さんに、現在病院内で起きている医療問題を中心に、対処方法や 

今後の方針を聞いた。  
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

６．結果（調査内容のまとめ） 

＜医師不足問題の改善のために行っていること＞  

・奨学金制度を設ける 

・病状が安定した方を開業医へ 

・入院ベッド数の見直し 

 

＜医師不足問題の改善のために必要なこと＞ 

・介護福祉施設等との連携 

・軽症患者さんの開業医への受診 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

 北三陸ネットを活用すれば、近隣の介護・福祉施設との連携を強められると予想する。

そのため、これからさらに北三陸ネットの仕組みや知名度などを調査していく。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  岩手県立久慈病院 

 

岩手県の 

医療従事者 

推移 

・日経産業地域研究所（2007） 「医師不足の実態を探るー都道府県調査」『日経グローバル』NO.89 pp.12-23 

・日経 BP(2008) 「［医師不足対策］の嘘と実」『日経メディカル』NO.48 

・http://chiikiiryou-iwate.jp（地域医療の再生に向けて） 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

障がい者支援ゼミ 

障がい者支援について 

 

１羽柴 真希 ２下舘 由鈴 ３一戸 香 ４四作 龍進  

５日当 瞳美 ６大澤 好美 ７菅原 彩生  

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 「高校生は、障がい者支援の現状についてどのくらい知っているのだろうか」ということが疑問に

挙がった。 

しかし、自分たちも知らないことが多いので今後も活動に活かすためにまず、自分たちが知る所か

ら始めることにした。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・グループホームが不足している。 
・ホームヘルパーとして働く人が少ない。 

・ヘルパーさんの力を必要としている方が十分な支援を受けられずにいる。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

・障がい者が気軽に立ち寄れる場所を作る。 

・ホームヘルパーとして働く人を増やす。 

  ・障がい者支援に興味がある人にボランティア活動を通して知ってもらう。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 久慈市で実際に障がい者支援を行っている施設にインタビューをする。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 久慈市では、どのような障がい者支援を行っているのかインタビューする。  

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

（１）ひばり療護園での支援は、大きく分けて入所サービス・通所サービス・相談支援サービスの３

がつある。 

入所サービスは、自宅での暮らしが困難な方が施設で受けるサービスだ。 

通所サービスは、自宅で暮らす方を車で迎えに行き、日中を施設で過ごしてもらい、夕方また

送り届けるサービスだ。 

どちらも職員が入浴・食事・トイレの介助をお手伝いをする。 

相談支援サービスは、障がい者やその家族の相談に乗り、一緒に解決を目指すサービスだ。 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

（２）福祉とは、その人の状態に合わせて、できるだけ自分の能力を発揮してもらえるよう 

    にお手伝いをすることだ。 

（３）いくつかの事業所では、障がいを持つ人が活躍しているところもあるし、法律によっ 

    て４５．５人以上を雇用している企業では障がい者を必ず一人以上雇用することが義 

    務付けられている。 

（４）名前の違う障がいは、それぞれ異なる障がいであること、障がいを持つきっかけは人それ 

    ぞれであること、障がいを個性として考え、一緒に社会参加できる世の中になることが求 

    められていることを知ってほしいそうだ。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

・今回のインタビューで、自分たちがいかに障がい者支援や、障がいそのものについて知らない 

 かが分かった。 

・久慈市という小さな範囲に絞っても障がいを持つ人が多くいて、それぞれに違った障がいを抱 

  えていることが分かった。 

・これからは、障がいを持つ人と共に社会を作ることが求められていることが分かった。 

 ・久慈市の障がい者支援の未来像と現状を比べる。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  ひばり療護園さん、久慈市役所社会福祉課、チャレンジドセンター久慈 
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

ゼミ名 久慈市の生態系調査班 

久慈市の生態系について 

～久慈市の海の環境について～ 

       原 祐太 深渡 晃太 野場 拓海 竹高 綾菜 佐々木 美玖 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

  
 地球温暖化による生物の減少生態系の変化に 

よって久慈市の漁業がどのような影響を受けて 

いるか知り、今後久慈市にいる生物を残してい 

くにはどのようなことをすればよいか知りたか 

ったから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

 

・サンマなどの不漁のニュースをよく耳にした   

 

・この頃温暖化による異常気象が多発したり、 

海水温上昇したりしている 

 

・高齢化による漁師の減少 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

 

・海や川でのポイ捨て防止を呼びかけごみ拾いを         

する   

 

・海の生物の保護活用をする 

 

・漁業のことを理解し、漁業の良さを広める 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法）      

  

漁業のことや今の久慈の生態系について知るため 

に岩手県久慈市合同庁舎の水産部の方にインタビュ 

ーをする。   
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令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 

久慈地区合同庁舎の方にインタビューを行った。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

 

・現在、久慈市の海の生物に絶滅危惧種に指定され 

ているものはなかったが減少傾向にみられる魚種は 

みられた                          参考：目で見る岩手沿岸漁業 

 

・魚類の資源量は漁業の影響だけでなく漁場環境が  

影響したりと複雑に要因が絡み合っている。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

   

 ごみの問題について、久慈市の海にプラスチックごみや 

ポイ捨てによるごみがどのくらいあるのか調べていきたい    参考：目で見る岩手沿岸 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

 

調査場所：久慈市合同庁舎 県北広域振興局水産部 

 

資  料：目で見る岩手沿岸漁業   

 

34
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 久慈市の地震への事前対策ゼミ 

市民の防災意識を上げる 

～震災前と震災後では何が変わったのか～ 

・高橋 琉 ・野崎 陸斗 ・播磨 颯和 ・松谷 翠咲  

・齋藤 花菜 ・佐々木 礼彩 ・佐藤 圭 

 

 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 久慈市は、９年前の東日本大震災で地震や津波の被害を受けたが、最近では市民が震災について

考える機会が減り、市民の防災意識が薄れてきていると感じたため。また、震災前後で久慈市がど

のように変わったのか知りたいと思ったため。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  ・市民の防災に対する意識が、低くなっている。 

   →震災について考える機会が減ってきていると感じた点から。 

  ・市がどんな対策を行っているかが、広く知られていない。 
→どんな対策をしても、有効に活用できないため。 

 ・防災施設が造られているが、その使い方を多くの市民が認知していない。 

  →災害が起きたときに、防災施設が正しく利用できないから。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

  仮説１：防災のための施設が新たに作られた。 

  仮説２：新たなハザードマップが製作された。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

  久慈市の防災について、地方公共団体はどんなことを行っているのか知るため、久慈消防署に行

き取材調査を行う。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

   夏休みに、久慈市が防災のためにどのような対策を取っているのか知るべく、久慈市役所総務部

消防防災課の方のお話を聞いた。 

 

 

 

 

 

18 

35



令和２年度 岩手県立久慈高等学校 探究プログラム ２学年 中間発表会用研究概要 
 
６．結果（調査内容のまとめ） 

  ハザードマップが各市町村で製作され、全世帯に配られた。震災後に津波の浸水域が変更され、

今でも数年に一度調査を行い更新されている。また、三陸沿岸復興道路の整備が国土交通省で行わ

れており、災害時に復旧作業や物資の運搬が効率よく実施でき、津波発生時に緊急避難場所として

利用することができる。堤防や防潮堤のかさ上げ工事が県や久慈市で行われていて、小袖漁港の防

潮堤は、震災前の 8.00 メートルから 12.00 メートルにかさ上げされた。さらに県では、水門や陸閘 

(りくこう)の自動閉鎖システムが運用されていて、久慈市ではすでに久慈港漁港や小袖漁港、久喜

漁港で導入されていて実際に運用されている。 

        

    ↑久慈港漁港の陸閘(りくこう)  
 

                               ↑津波のハザードマップ 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

  今回の調査では、県や久慈市で災害が起こったときの危険な場所を教えてくれるハザードマップ

や、三陸沿岸復興道路や堤防、防潮堤などの直接的に人の命を守るものや被害を減らすため物が作

られていることを知った。今後は市民が素早く安全に避難するためにどんなことが必要なのか、災

害が起きた時のために普段から準備しておくべきものは何なのか、それを久慈市民に知ってもらう

ための取り組みをしたい。 

 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

 ・久慈市役所 総務部 消防防災課防災係 

 ＜参考文献＞ 

https://www.city.kuji.iwate.jp/kurasi/saigaibosai/hazardmap/index.html 

https://www.pref.iwate.jp/kenpoku/doboku/jigyo/1015035.html 
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SNS で広め隊 

久慈市の魅力発信 

～SNS を利用～ 

二又未来 小野寧久 久松美翔  

粒来柾 浅石快 田子内佑剛 越戸祐太  

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 SNSの拡散力について興味があり、また、それを利用して地域おこしをしたかったから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  人口が少ない 

  観光客が少ない 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

 ・SNS を用いて久慈市の魅力を発信できるのではないか。 
 ・インスタグラムを利用して地域おこしをしているのではないか。 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 ・久慈市役所の方にインタビューをする。 

  ・自分たちも実際にインスタグラムを利用。 

  ・地域おこしについて調べる。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

 １．久慈市役所地域づくり振興課、観光交流課の方にインタビュー 

     ↓ 

 久慈市の SNS利用状況、利用方法について 

 ２．インスタグラムの開設 

 ３．久慈市の景色、食べ物の写真を撮り、＃(ハッシュタグ)をつけて載せる。 

     ↓ 

 夏休み期間にインスタグラムのフォロワーが何人増え、どのくらい拡散力があるのか調べる。 

 

 ４．昭和女子大学の方と協力して、リモート通話で情報共有 

 

 

 

 

 

↓実際に運営しているインスタグラム 
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６．結果（調査内容のまとめ） 

 ・フォロワーが０人から１０３人までに増えた。 

 ・＃(ハッシュタグ)をたくさんつけると【いいね】が増える。 

 ・誰かがアカウントを宣伝するとフォロワーが一気に増える。 

 ・「＃－好きと繋がりたい」がおすすめ 

 ・昭和女子大学の方と２月まで協力して地域おこしについて調べる。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

 ・これからも SNSを使って久慈市の魅力を伝えていきたい。 

 ・昭和女子大学の方とこれまでの調査情報を共有し、今後の活動に生かしていきたい。 

 ・ほかの地域の SNS の利用についても調べていきたい。 

 

 ・昭和女子大学の方が１２月から主催する久慈市フォトコンテストに参加予定！！！ 

  →インスタグラムを利用してフォトコンテストの宣伝。 

  高校生審査員として SNS広め隊も参加予定！！！ 

  昭和女子大学の方とリモート通話で情報共有していきたい。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  久慈市役所、昭和女子大学久慈市インバウンド戦略プロジェクト 
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福祉デザイン班 

暮らしやすいを平等に 

～身近なもので自助具を作る～ 

新田賢史郎 中野胡琉 宇部智也 岩崎椋馬 堤内香乃子 

中村裕晟 田中陸陽  

 

１． はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 「暮らしやすさ」は人によって違うということが私達 

の中で上げられました。現在、身体障害者の増加が問題 

視されている。そのような人たちがご飯を食べるときや 

お風呂に入るときなどに感じる「暮らしにくさ」を少し 

でも減らすために何かできないかと思い、私たちは自助 

具に目を向けました。 

 

2.自助具とは 

心身機能・身体構造上の理由から、日常生活で困難を来している人が動作を、可能な限り

自分自身で容易に行えるように補助し、日常生活をより快適に送るために、特別に工夫され

た道具である。 

 

3．見つかった課題（問題点） 

・厚生労働省の調べによると身体障害の中で胴体障害、中でも上肢障害を患っている方が多

く、その方々は自助具自体を持つことも困難であると判明した。 

・障害を持つ人が使用する前提のため、安全性が重視される。 

 

4.解決のために（課題解決のための仮設） 

・指先などによる細かい運動や筋力を必要 

としないために体に直接装着できるように 

する。 

・現在使用されている自助具は使いどころ 

限られてしまいそれ故に不便に感じてしま 

うこともあるので汎用性を高める。 

 

5．活動の内容 

冬休みに行う調査に向けて各自、自助具 

のアイデアを出し合い、百均などの製品を 

見ながら制作にあたっての具体的な構造のイメージを膨らませた。 
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６．考察・推論（今後の展望） 

実際に様々な人が使用する事を前提と 

してリハビリタウンくじ産業デザインセ 

ンターの方々のお話しを聞き、自分たち 

のアイデアを実用的な「アイテム」にし 

ていく為に、素材や色、構造などの細か 

いところまでアイデアを深めていく。 

 

7．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

 

冬休みに実行予定 

自分たちで身近なもので作れる自助具のデザインを考える 

↓ 

リハビリタウンくじや産業デザインセンターに取材に行く 

↓ 

取材結果を元にデザイン案を改良し、設計に移す 

↓ 

福祉の里の方々や自助具の開発を行っている企業の方々に使用して 

いただき、感想をもらう 

↓ 

その感想をもとにデザインの改良をしていく 

 

 

8．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

・ユニバーサルデザイン/バリアフリー ぷらざ 自助具って聞いたことありますか？ 

（https://ud-shizuoka.jp/ubpla/jijogu.html） 

・看護 roo! 介護用自助具のイラスト 

（https://www.kango-roo.com/ki/image_1047/） 

・SOCIAL HEARTFUL UNION 

（https://sh-union.or.jp/news/topic/post-249.php） 

・内閣府 障害児・者数の状況 

（https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h25hakusho/zenbun/furoku_08.html） 

・作り自助具の工作技術  著 松元 義彦  三輪書店 
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スローイングゼミ 

スローイング研究 

～どうしたら『速く』投げられるか～ 

野崎 颯太  高橋 楓大  滝谷 柊太  松川 緋祥 
吉田 翔  谷地 飛良  石井 愛星  村田 在音 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 野球における球速は実際の試合での唯一リアルタイムで計測され、表示されるものである。 

また、研究の成果を部活動に生かし、個々の能力アップに繋げたいと考え、このテーマを設定し

た。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

 グループメンバー全員の投球に関する知識が浅く、球速向上に関する体の使い方のポイント

が分からなかった。投球動作は、初動作、主動作、終動作の３つのステージに分かれる。各ステ

ージで体重移動や腕の振り等、全身を使う動作であることから、球速アップに繋げるには具体的

に体のどこの部位のトレーニングが最も有効であるか定かでなかった。 

                 

３．解決のために（課題解決のための仮説） 

 実際に投球をするうえで地面に接触しているのは足だけである。このことから、１番大きな力

を生み出すことが出来るのは下半身であると考えた。また、下半身から生み出されたエネルギ

ーが下肢→体幹→上肢→ボールへと伝導していくことから、下半身の使い方を改善することに

よって、より大きな※地面反力 をもらい、大きな力をボールに伝えることが出来るのではない

かと考えた。 

 ※グッと足で地面を踏んだときに、地面から同じ強さで押し返してくる力 

 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

久慈高校室内練習場で被験者である本校野球部の部員３名の球速を測り、計測終了後八戸

学院大学正村公弘監督にお話を伺いに行き、実際にトレーニング方法を教えて頂く。そこから２

週間の期間を設け、その期間でトレーニングを行い、期間終了後にもう 1 度球速を計測する。 
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５．行った調査・実験（実施した内容） 

 ８月３日八戸学院大学室内練習場を訪問し、正村監督にインタビューを行った。そして下半身

の動作改善トレーニングである【ロッキング】という投球ドリルを教えて頂き、２週間の期間でトレ

ーニングを行った。 

           

６．結果（調査内容のまとめ） 

 ８月１９日久慈高校室内練習場で被験者３名の球速を計測した。結果は谷地が５ｋｍ/ｈ、野崎

が８km/ｈ、石井が４ｋｍ/ｈ の球速の向上が見られた。 

         

７．考察・推論（今後の展望） 

今回の調査では、２週間で最大 ８ｋｍ/ｈ 球速が向上するという結果だった。３名全員の

球速が向上したことから、下半身の動作改善は短期間での球速の向上に有効であるといえる。

被験者からは「無意識でも下半身主導で投球できるようになった。」（野崎）「回転軸が安定す

るようになった。」（谷地）といった声が挙がった。しかし被験者の母数が少なかったために、

信憑性が薄くなってしまった。そこで今後は、本校野球部の部員にも協力してもらい、被験者

の母数を増やして研究を進めていきたい。 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

  八戸学院大学 硬式野球部 監督 正村 公弘様 

  八戸学院大学 硬式野球部（TEL 0178-30-1234） 

https://www.chiro-journal.com/wp-content/uploads/2014/02/sportschiro_09.pdf  
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体の健康ゼミ 

年齢増加にともなう身体への健康被害 

～高齢者・高校生のための体操をつくる～ 

上野 凌汰  戸成 唯月  小倉 翔 

 小屋畑 公太  舘石 翔真  鎌倉 蓮  

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

① 年齢が増加するにつれて身体が痛くなるのには理由があると考え、その原因を詳し

く知りたかったから。 

 

② 原因を知り、その予防として高校生からでもできる体操を作りたいと考えたから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

  高齢者の抱える身体の痛みとはなんなのか？ 

右下の図を見ると、肩・腰・膝がおもな身体の痛みとなっている 

そこで私たちはこの３つの痛みについて調べることにした。 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

  私たちの仮説 

筋力の低下と骨密度の低下が関係して

いるのでは？ 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

  高齢者が抱える肩・腰の痛みについ

て調べる。 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

  ＜肩の痛み＞ 

肩の痛みには３つの要素がある。 

１つ目：関節の痛み ２つ目：筋肉の痛み ３つ目：筋肉の緊張 

これらの原因により肩が痛くなる。   

   

＜腰の痛み＞ 

   腸骨筋＋大腰筋という筋肉が弱った状態では、筋力不足によりゴムが伸びきっている

ような状態になる。そのような状態が続くことで腰の筋肉が疲労し、乳酸や老廃物が溜

まり、痛みとして発症することがある。 
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   <膝の痛み> 

年齢が増加するにつれて膝が痛くなるのは変形膝関節症が原因。加齢に伴う変化のた

め、誰にでも起こる可能性がある。膝関節でクッションの役割をしている軟骨がすり減

り、骨と骨の隙間が狭くなり直接ぶつかって痛みを生じる。 

 

６．結果（調査内容のまとめ） 

  私たちの仮説の筋力の低下という部分は正解だった。しかし、筋力の低下だけではな

く筋肉の柔軟性や緊張、疲労など知らないことがたくさんあった。 

 

７．考察・推論（今後の展望） 

  年齢増加に伴って体が痛くなる理由は概ね判明したが、この原因が私たち高校生のけ

がの理由にも関係してくるのだろうか。私たちは筋肉の柔軟性と緊張が関係していると

考えている。 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

   ＜これまでに調査した場所＞ 

   インターネット 

 

＜今後の課題＞ 

  久慈市の整骨院を訪問し、年代別に多いけがとその改善方法を調査。 

 その後、結果をまとめ 高齢者でもできる、筋力の低下を予防・柔軟性を強化するため

の体操をつくる。また、その体操を取り入れ、久慈高校のオリジナル体操をつくる。 

 

  ＜参考文献＞ 

高齢者に見られる関節・筋肉症状について http://goto-naika.c.ooco.jp/elderly/ 

高齢者の肩の痛みの原因は筋肉にあった！ https://takadaseikeigekanaika.com/649.html  

プ ロ が 教 え る 高 齢 者 の 腰 の 不 調 ！ そ の 秘 密 は 腸 腰 筋 に あ っ た ！

https://takadaseikeigekanaika.com/370.html 

第 146 回 変形性膝関節症は、患者さんのニーズで治療方法が決まる 

https://www.jinko-kansetsu.com/ask/146/ 
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※イクボス宣言とは従業員がワーク・ライフバランスを保ちながら安心して子育てに取り組めるような
環境を作ること 

地域貢献研究班 

久慈市を住みやすい街にするには 

～目指すべき将来の方向～ 

ゼミメンバー  蔵 琴羽  小林 美穂  小野寺 優花  久保 世梨 

  小谷地 咲綾  日當 琴心  日当 美来 

 

１．はじめに（テーマの設定理由・動機） 

 久慈市を含む地方は過疎化が進んでおり、職場などが少ないことから久慈市で働く人が減るなど

様々な課題を抱えていてそれを女性目線で解決したかったから。 

 

２．見つかった課題（問題点） 

・子育てをする女性が働きにくい ・過疎化  

・職場が少ないため他の県などに人がいってしまう ・少子高齢化 

 

３．解決のために（課題解決のための仮設） 

・職場が少ないので働く人が久慈市からいなくなることを防ぐために職場を増やす 

・子供がいる働く女性を助けるために育児制度を見直す 

 

４．調査方法（仮説立証のための調査方法） 

・久慈市が行っている対策を市役所に聞きに行く 

・育児制度について子育て支援センターに聞きに行く 

・文献調査 

 

５．行った調査・実験（実施した内容） 

・久慈市役所にインタビュー調査 

・文献調査 

  

６．結果（調査内容のまとめ） 

◎久慈市で女性が働きやすいようにしている対策 

・女性の割合を増やす 

→性別年齢を分けて募集しない 

・育児休暇を取りやすいようにしたり、仕事への復帰をしやすいようにしたりするなど、福利厚生を充

実させている 

→男性も休暇取れるようにしている 

→平成 29年「イクボス宣言」を岩手県で初めて久慈市長が宣言した（県内の市町村では初めての宣

言となる） 
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《少子高齢化について》 

・久慈市の人口は減少傾向

にあり、これからも減り

続けると予想されている 

・全国と比べても高齢者比

率が高いことが分かる

(右のグラフ参照) 

◎少子高齢化の対策 

・婚活で出会いの場を作る  

・帝王切開の場合(二戸) 

→家族の宿泊、経済的負

担にならない制度 

・子育てサポート 

→元気の泉(悩み相談ができる、保健師がいる) 

・いきいき 100歳体操 ・中学生までの子供の医療費が無料 

・「知・徳・体」の調和のとれた児童生徒の育成に努めるとともに、地域全体で子どもを見守る体制

を構築するなど、子どもがのびのびと成長できる社会を実現する 

・久慈市と継続的な形で関わる関係人口の創出により、地域課題解決や経済の活性化を目指す 

久慈市に住み、働き、心豊かな生活を送りたい若者・女性を増やし、その希望がかなえられる生活

環境を整えることにより、市外・県外への転出の抑制を目指す 

◎高校生にできること 

・ボランティアに参加する 

→外に出ていろいろな経験をして新しい発想を生み出し、それを取り入れて新しい久慈市にする 

   

７．考察・推論（今後の展望） 

・高校生にもできることがあるので積極的に地域に貢献する。 

 ・久慈市の行事に参加(祭り、農作業の手伝いなど) 

・ゴミ拾い、植樹活動に参加する 

・地元のことをよく知る 

 

８．これまでに調査した場所，参考文献，今後の課題 

調査場所 久慈市役所 

写真 tps://jp.gdfreak.com/public/detail/jp010050000001003207/1、https://www.irasutoya.com/ 

Google より引用 

 

９．今後の課題 

・外に出ても久慈市に戻る 

・高校生にもできることがあるので積極的に行う 

・高校生が声をあげて市役所で取り入れてもらう 
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ゼミ番号

項　目

ゼミ番号

項　目

7
調査量が足りている
か

１　　　２　　　３　　　４

自由記述

※　提出締切　11月24日（火）までに担任の先生に提出してください。

5
研究内容が深まって
いるか

１　　　２　　　３　　　４

6
今後の計画が立てら
れているか

１　　　２　　　３　　　４

4
データやアンケート
が適正か

１　　　２　　　３　　　４

1 全体評価 １　　２　　３　　４　　５

2 プレゼンテーション １　　　２　　　３　　　４

データやアンケート
が適正か

研究内容が深まって
いるか

今後の計画が立てら
れているか

調査量が足りている
か

１　　　２　　　３　　　４

１　　　２　　　３　　　４

１　　　２　　　３　　　４

3 中間発表用の資料 １　　　２　　　３　　　４

評価内容 ←悪　　　　　　　　良→

評価内容 ←悪　　　　　　　　良→

※　提出締切　11月24日（火）までに担任の先生に提出してください。

１　　　２　　　３　　　４

１　　　２　　　３　　　４

１　　　２　　　３　　　４

全体評価 １　　２　　３　　４　　５

7

自由記述

令和２年度　２学年　探究プログラム中間発表会　アンケート個票

出来るだけ詳しく，建設的な意見をお願いします。
（単純にほめるだけの内容にならないようお願いします。）

1

2

3

4

5

6

プレゼンテーション

中間発表用の資料

令和２年度　２学年　探究プログラム中間発表会　アンケート個票

出来るだけ詳しく，建設的な意見をお願いします。
（単純にほめるだけの内容にならないようお願いします。）
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