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 当日タイムスケジュール  

 
 当日の日程【２月４日（月）】１～４限授業（※短縮校時） 
 

昼休み12：15～12：55    13:00 体育館生徒入場完了 
 

時 間（予定） プログラム 担当 発表内容及び発表生徒・補助員  

13:05～13:15 

 開会行事 
・校長あいさつ 
・司会者あいさつ 

 
・来賓紹介 
・開会宣言 

 

 
校長 
◎総合司会 (3-3小野丁司)・（3-4嶌末ももこ） 
      (3-4大畑佳輝) 
来賓紹介（ 教頭 ） 
開会宣言（ 総合司会 ） 
 

10 

13:15～13:30 

『ソニー・太陽訪問学習』報告 
 
『１年総合学科 
ジョブシャドウイング』報告 

１年機械電子科 

 
１年総合学科 

ソニー・太陽 
（1-2 藤原琉真・溝邉直也・目代俊介） 

 
① （1-3 岡野 颯 / 補助 阿南 颯太 ） 
② （1-4 戸田楓菜 / 補助 二ノ宮未羽 ）          

15 

13:30～13:45 『２年インターンシップ』報告 

２年 
農業経営科 
機械電子科 

総合学科 

［農業経営科］（2-1 大田雅和・玉井佑樹  ） 
［機械電子科］（2-2 大塚極夢・本田陸 ） 
［ 総合学科 ］（2-4 加藤知佳 ） 

15 

13:45～13:55 

総合学科 
OOT卒業研究発表 

 

３年総合学科 
 「カメラの歴史」 

3-3佐藤優樹 （桃田ゼミ） 
10 

13:55～14:05 ３年総合学科 
 「人間の歯」 

3-3 大友よりか （遠江ゼミ）  
10 

14:05～14:15 ３年総合学科 
 「e-sportsの始まりとこれから」 

3-4 内林緯吹  （有村ゼミ） 10 

14:15～14:30 トイレ休憩 15 

14:35～14:50 農業経営科 課題研究発表 ３年 
農業経営科 

 
「タイベックシートを活用した 

ナシの収量・品質比較の検討パート３」 
 
3-1 果樹類型 惣間敦史 永留 良 
 

15 

14:50～15:05 機械電子科 課題研究発表 ３年 
機械電子科 

 
ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯＤ！！の取り組み 

「台車製作・ベンチ製作」 
            

3-2 酒井駿・平江皇太 (補助 岡田宗一郎） 
 

15 

15:05～15:30 Hiji So Good プロジェクト 
実践報告 

 
商業部等 
 
農業経営科 

 
 地域の高校活性化支援事業等  
  3-4 江藤理子 
 
  農業経営科 2-1  

阿部拓也、安藤涼翔、石原凌太、 
大田雅和、津野遼太郎  

 
 宇佐国東地域世界農業遺産ビジネスアイデアプラン 

3-3 木村真琴 
 

25 

15:30～15:40 

閉会行事   ◎総合司会 

10 ・生徒代表あいさつ  後期生徒会長 （2-4 永野優希 ） 

・閉会宣言  閉会宣言（ 総合司会から ） 
   
 割り当て時間は出入りを含む。 
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学修成果発表会に寄せて 
 

平成３０年度の学修成果発表会が、皆さんの努力により開催できますことを

心から感謝申し上げます。本発表会は、平成２７年度にこれまでの総合学科の発

表会をリニューアルし、農業経営科、機械電子科、総合学科の３学科合同の発表

会として現在にいたっています。 

さて、現在本校では、すべての生徒と職員が「HIJI SO GOOD･･･ !!」を合い

言葉に、生徒一人ひとりが輝き、地域の期待と信頼に応える学校づくりのために、

色々な取組を企画、実施しており、今回の発表もその一環の学習活動となります。

本発表会では、１、２年生がキャリア形成のための体験学習として実施した、ジ

ョブシャドウィングやインターンシップの発表、また、３年生は課題研究や総合

的な学習の時間における課題探究型学習の発表となっています。 

本校では、これら１年生からの系統的・組織的なキャリア教育及び探究学習を

通じて、学校の学びと社会との関りを体験的に学習し、将来の進路選択や希望進

路の実現に活かしています。また、自発的な学びの姿勢を育むことはもとより、

思考力・判断力・表現力を伸ばす学習活動につなげています。その学習成果を本

発表会で感じていただければ幸いです。 

ところで、今回が、平成の年号での最後の発表会となります。時代が大きく変

わろうとしていますが、教育を取り巻く環境も速度的に変化しています。このよ

うに将来が見通せない時代であるからこそ、これからの時代を自らの力でたく

ましく切り拓いく底力を養うことが大切になります。まさに、高校の学びがその

基礎となると考えます。皆さんには、高校時代に多様な人と学び合い、協働しな

がら課題を発見し、解を生み出していくための力を蓄えることを期待します。そ

のためにも、平素の学習活動を大切にし、そして、失敗を恐れずにチャレンジ精

神を持って何事にも果敢に挑んで下さい。また、郷土を愛し、郷土の素晴らしい

文化･伝統を絶やすことなく受け継ぎ、次につなげていくという大切な役割を担

っていることも忘れないで下さい。 

終わりになりますが、発表者の皆さんはこれまでの学習の成果をしっかりと

皆さんに伝えて下さい。また、聴衆の皆さんも自己の体験や研究と見比べ、新た

な発見をして下さい。そして、皆さんの手で本発表会を成功に導いて下さい。 

 

大分県立日出総合高等学校 校長 廣田 陽一 
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１年生「ソニー・太陽訪問学習」報告 
発表者： 機械電子科１年 溝邉 直也、目代 俊介、藤原 琉真 

 

 【訪問期間】 平成３０年８月２８日～９日４日（クラスごと実施） 

 【訪問場所】 サンコミュニティ大神（サンプラザ、ソニー・太陽株式会社） 

 【学習のポイント】 

 ①企業理念 ②障がいと個性 ③合理的配慮 ④心の距離感 

【活動内容】 

①  全体説明         ②王さんの講話      ③車椅子体験  

 

 

 

 

④工場見学         ⑤製品の説明 

 

 

 

 

 

 【印象に残ったこと】 

・車いすの体験 不便さ、大変さ 

・王さんの考え方 明るく夢をもち、前向きな生き方 

・障がいがあっても合理的配慮で対等な立場に 

 

 

 

 

 

世に身心障がい者はあっても  

働くことに障害はありえない  

身障者に保護より働く機会を  

障がい者の特権なしの厳しさで  

健丈者の仕事よりも優れたものを  

《仕事に厳しく一生懸命に》 《税金を払う人になれ》 

井深大氏（ソニー創業者）  中村裕博 士（太陽の家設立者） 
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総合学科１年 産業社会と人間 
 

「産業社会と人間」の取り組み 

  総合学科１年生は「産業社会と人間」という科目を履修します。 

 この授業では、よりよいキャリア形成のために「将来の、社会の中での自分の姿」を思い描

くことを目標としています。教えてもらうのではなく、自分の未来をみつめながら自ら学び、

考え、判断することが求められます。企業や大学・専門学校等を訪問したり、社会人の方か

ら話を伺ったりしながら、「社会」と「自分」について考えを深めていきます。また、学習全

体を通じて、「調べる力」「まとめる力」「発表する力」「聞く力」を身につけます。 

 

年間学習内容 ２単位（火曜日６・７限） 

【１学期】  ４月 オリエンテーション 

       ５月 「進路バス研修」（九州産業大学、麻生塾）（5/29） 

「自分を知る」進路学習（適性を知る） 

       ６月  職業研究「職業パズル」（6/12） 

「系列選択・科目選択説明会」の実施（6/19） 

「ジョブシャドウイング」事前準備（礼状の書き方など） 

       ７月 「マナー研修」（7/17） 

「ジョブシャドウイング」実施（7/23～8/3） 

【２学期】  ９月 「ジョブシャドウイング」まとめと事後学習 

１０月 「ジョブシャドウイング」学年発表 

    「科目選択ガイダンス」（学年 PTA）（10/23） 

１１月  職業とライフスタイル・時間割作成 

１２月 『じもたんと育成塾』「地域の魅力を知る」(12/11) 

【３学期】  １月 「Hiji So Good Calendar Project」 

２月  カレンダー作成および発表会 

３月  ２年次のインターンシップについて 

〇「職業研究」 

 職業研究として、たくさんの職業名とその仕事内容を一致させ

るゲーム「職業パズル」にグループで取組み、楽しみながら職業

への理解を深めました。NHK ティーチャーズライブラリから「お

仕事はっけん伝」という DVD を借りて視聴し、いくつかの職業の

やりがいや苦労を学びました。また、求人票の見方を学び、地域

にはどのような事業所があるか、学び始めました。 

 

〇「進路バス研修」 

 ５月２９日に進路バス研修を実施しました。麻生塾では、第 1 希望だけでなく 13 校 74 学科

ある中から自分の興味のある２学科を体験することができ、進路選択の幅を広げるきっかけと

なりました。九州産業大学を選択した生徒は、施設だけでなく、進路指導や学習支援などのシ

ステムが充実していることを知り、大学進学を身近に感じることができました。 

 

〇「自分を知る」 

 自分の過去を振り返ったり、学問や職業の適性検査を受けたり、自分を理解することにも

取り組みました。自分では見落としがちな、自分の性格や興味関心を再発見する時間です。 
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〇「系列選択・科目選択」 

 系列説明会等で保護者とともに系列ごとの特徴や授業内容、進路決定状況等を詳しく聞

き、系列授業担当者、クラス担任等との面談を踏まえ系列の選択をしました。自分の将来像

を描き、それぞれの系列の特徴を活かし、また、自分の興味関心をも踏まえて科目選択を

し、主体的に選択した科目を自分で責任を持って学習していくことが求められます。 

 

〇「ジョブシャドウイング」 

 ジョブシャドウイングとは、自分の興味関心のある事業所に

伺い、そこで働いている従業員の方々に影のように寄り添い、そ

の仕事内容や職場の様子を観察することです。用意された幅広

い職種の中から、ひとつ事業所を選び、半日程度の職場見学をさ

せていただきました。 

事前に、マナー研修や事業所へのお礼状の書き方など、ジョブ

シャドウイングを通じて、学ぶべきことがたくさんあります。礼状

の書き方は郵便局の教材を使い学びました。実施後は報告書をもと

に発表用の資料を作成し、グループごと、そして学年全体で報告会

を行いました。 

この活動を通じて、自身の夢や進路について考えるきっかけとす

るだけでなく、自分の体験を他の人に伝えたり、人の話を聞いて評

価したり、様々な力を身に着けていきます。 

 

＜ジョブシャドウイング受け入れ事業所＞ 

大分航空ターミナル・トキハ別府店・ゆめタウン別府店・保育園・ホテル・動物病院・ペッ

トショップ・高崎山・別府市美術館・中学校・老人ホーム・病院・美容室・菓子店・市役所

など全２５事業所にて実施 

                                     

〇「じもたんと育成塾」「Hiji So Good Calendar プロジェクト 」 

 総合学科では、将来、地域に貢献できる人材の育成を目指して、

１年から地域研究にも取り組んでいます。１年では、「日出町の魅力

を知る」をテーマに、１２月に「じもたんと育成塾」を開催しまし

た。大神の地域活性化に取り組む、『糸が浜プロジェクト』の代表早

水さんに、シティー情報大分編集長時代の話や「なんだかんだおお

がガイドマップ」作成のエピソードを話していただきました。それ

を受けて、「Hiji So Good Calendar プロジ

ェクト」を始動させました。グループごとに日出町の各地域に出向い

て、日出町の魅力を調査し、それをカレンダーにして、周囲に発信し

ようという取り組みです。ここでも、企画力、コミュニケーション力、

協調性、リーダーシップ、デザイン力、表現力などいろいろな力が試

されます。 

 

〇来年度に向けて 

 ２年次の「総合的な学習の時間 OOT」に予定している『インターンシップ』や『地域研究（個

人）』で、１年次の学習をさらに深め、さらに問題意識を持って取り組むための準備が始まり

ます。 

- 5 -



２年生 インターンシップ（職場体験学習） 
 

農業経営科 （発表者： 大田 雅和 ／補助： 玉井 佑樹 ） 

 実施期間 平成３０年９月３日～７日（５日間） 

 実施場所 ＪＡおおいた杵築市柑橘選果場 

 事業内容 ミカンの選別、パック詰め 

 実習内容 ミカンの選別、パック詰め 

 

機械電子科 （発表者： 本田 陸 ／補助： 大塚 極夢 ） 

実施期間 平成３０年７月２０日～８月２０日 

実施場所 イエローハット、ホックス、ホンダカーズ、ホンダ太陽、三洋産業、 

日出ハイテック、亀の井バス、日出水産、別府市民球場、ＩＶＹ総合技術工学院 

実習内容 ＩＶＹ：最新技術の体験授業 

      ホンダ太陽:車のパーツの袋詰め体験作業、クリスタルの中心に車の３Ｄ作成 

     その他、各事業所での職場体験 

 

総合学科 （発表者： 加藤 知佳 ） 

 実施期間 平成３０年７月２３日～２７日（５日間） 

 実施場所 杵築市立八坂小学校、杵築市役所山香庁舎（学校教育課） 

 実習内容 八坂小：授業参観、補助、アンケートの集計、備品管理、プールの水質検査 等 

      山香庁舎：研修の準備、受付、参加、資料の印刷、ファイル綴じ 等 
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総合学科３年 OOT（Only One Time）卒業研究 
 

１．卒業研究のねらい 

 自分の興味のある分野から課題をみつけ、その課題解決に向けて研究する卒業研究。2年

次に別府大学で「調べ学習」の基礎を学んだ後、11 月から地域研究に取り組み、本年度 4月

から卒業研究の取組を本格的に始めた。自らの課題発見のためにさまざまな疑問点をあげ、

さらに疑問を掘り下げる作業を行った。そこから論点を絞って研究の方針を決定。情報を集

め、精査し、研究の成果を「卒業論文」としてまとめた（研究は個人研究）。これが本校総

合学科 3年生の OOT としての学習活動である。 

 

２．本年度の取り組み 

① テーマ設定について 

 昨年度、別府大学で研修をさせていただき、「マンダラート」などテーマを掘り下げてい

く手順など「調べ学習」の基礎を学んだ。本年度も、学校司書の指導の下、テーマ設定まで

のプロセスを重要視し、自分の課題探しを行った。テーマの設定は生徒の興味関心を最優先

にしたが、自分の進路と関わりの深いテーマを選択する生徒も多く、進路研究と関連させて

真摯に取り組む姿もみられた。 

② 地域に密着した課題の解決について考える 

じもたんと育成塾「地域の自然環境を守るために私たちができること」というテーマ

で講演会        講師 大分県環境教育アドバイザー   綿末しのぶ 氏 
 地域（日出町や杵築市）の環境について、わかりやすく説明をしていただき、生徒が地域

環境に興味を持った様子が伺えた。卒業研究についての注意点も教わり、卒業研究を進める

上で参考になった。生徒のなかには、環境問題に注目するようになり、卒業研究のテーマに

設定した者も見られた。 

② 著作権と情報モラルについて学ぶ 

「それって大丈夫？著作権と情報モラル」というテーマで講演会 

講師 一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会専務理事の久保田裕氏 

情報活用の際に気をつけなければならない『著作権』に関する学習について講演をいただ

き、生徒はもちろん職員も学ぶことができた。著作物を使用する際の注意事項にとどまらず、

表現する側としての著作権の考え方や、情報モラルについてもわかりやすくお話いただき、

論文執筆にあたってもその学習が活かされた。 

③ 県立図書館の活用について 

研究にあたっては、安易にインターネットに頼ることなく、書籍による研究を取り入れる

ことを条件とした。学校司書の協力のもと、ほとんどの生徒が本校の図書館だけでなく、大

分県立図書館を利用することができた。昨年度は前年度に比べ、飛躍的に貸し出し数が増え

たが、今年度は、大分県立図書館の利用についての説明が足りず、利用者数を伸ばすことが

できなかったのが反省点である。 

 

 30 年度 29 年度 

３年総合学科  

図書館貸し出し冊数 

（2学期末現在） 

443 冊 

（うち県立図書館から 21冊） 

総合学科 2クラス 

825 冊 

（うち県立図書館から 225 冊） 

総合学科 3クラス 
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【今年度の卒業研究のテーマの例】 

音楽が与える影響とこれからの進化について 人の心理の奥に追求する 

赤ちゃんの発達 色が人に与える印象と影響  

妊娠時における胎児の成長過程について 人の恋へのメカニズムについて 

世界の代表的な料理を融合させてプロデュース もっと人間関係をよくするには 

大分県民はなぜ鶏が好きなのか どうしていつまでも昔のことを引きずる人がいるのか 

ロックバンドの定義 花をさらに美しくする「花言葉」について 

障がいをもつ子の家族の心理とその実態 世界の食文化の違い 

どんなアーティストの歌詞に共感するのか 食事がもたらす精神面と肉体面への影響 

子供の誕生と成長 国によって食べ物の好き嫌いの違い 

TWINS 将来、自分の子供ができて名前を付けるとしたら 

子供の発達を促す手作りおもちゃ 百人一首に選ばれた歌人たちの生きざま 

ダイエット方法を多方面から見てみよう 日本の国歌の歌詞の意味と歴史 

人間の乳歯と永久歯が変化する過程について 今の世代が知らない方言 

なぜ人はダイエットに失敗するのか 人の信頼を得られる言葉遣いや声のトーン 

HIJI SO GOOD squash プロジェクト！ 地域の過疎化の原因と対策 

人の脳の発達と肉体運動や思考に関する脳の働き 世界一のふわふわしっとりのケーキを作る 

大食いの人がたくさん食べる秘密 健康になり誰でもできる簡単トレーニング法 

地球温暖化 戦争の歴史と現代への影響 

これから先、石油はなくなるのか、なくならないのか 筋肉トレーニングによる体の変化とその疲労の取り方 

どうしたら朝すっきりと起きられるか SCPFoundation について 

けがをしない体のつくり方 コンプレックスを克服するメイク法 

毎年流行るインフルエンザの種類と仕組み e-sports の始まりとこれからについて 

自分で店を出すために 干ばつの被害と対策 

思い出に残るブライダルプランの提案 筋トレだけで筋肉は肥大するのか 

カメラ、ライフスタイル 短距離走で速くなるための筋トレ 

タトゥーの起源 Tank  Innovation 

スマートフォンの進化とその利便性について 筋肉を正しくつけて活用するには 

windows と Mac はどちらが優れているか 犬好きな人の性格と犬と接するコミュニケーション 

【今後の課題】 

・さらに、インターネットの情報や文献だけに頼らないで研究を進めさせるためには、イン

タビューやアンケートなどの調査やその分析方法を丁寧に指導する必要がある。 

・大分県立図書館の利用について、もっと働きかけることによって、公的な機関を活用した

生涯学習の視点も大事にしていきたい。 

・「地域」とのつながりを意識した取り組みを続けているので、今後も OOTではそれらを継

続して取り組むように働きかけたい。 
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総合学科 3 年・卒業研究（フォーム） 

研究テーマ 
 
 
 
 

桃田先生ゼミ所属  情報ビジネス系列   ３年３組 19番 佐藤 優樹 
 

 

Ⅰ 研究テーマ設定の理由 
 
 
 
 
 

Ⅱ 研究内容の概略 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

カメラの歴史 
～カメラで上手に撮影してみよう～ 

背景や目的 
元々カメラに興味があり、カメラの歴史や種類などが気になっていたので、このテーマ

を選んだ。スマートフォンの普及により、カメラを使う人が少なくなっている気がするが、

その実態を把握すると同時に、カメラの効果的な使い方を調べて、みんなに伝えたい。 

問題提起・研究方法・研究結果など 

 

［研究方法］ 

 ・文献やインターネットでカメラの歴史を調べた。 

 ・実際に、上手な撮影方法を生かして、写真を撮ってみた。 

・総合学科３年の生徒にアンケートを実施し、高校生のカメラの使用状況を調べた。 

 

［研究結果］ 

〇カメラの歴史 
 ・初代のカメラは１０２１年に誕生した。 
 ・その約８００年後に初めて一般向けにカメラが発売された。 
 ・その約５０年後に、日本に「チェリー手提暗函」というカメラが到来した。 
 ・その３０年後には、白黒写真からカラー写真になった。 
 ・１９８０年には、フイルムカメラからデジタルカメラになった。 
 ・２００８年には、日本からミラーレス機が登場した。 
 
〇上手な撮影方法について 
基本ポイント 
・レンズの汚れをとる。   ・被写体が一番よく映るように気を配る。 
・スマホを固定。       ・グリッド表示 

人物の撮影ポイント 
・「首切り」や「串刺し」に注意。   ・光源の位置がポイント。 

もの・料理の撮影ポイント 
・「シズル感」を意識。 
・食事が一番美味しそうに見える位置を探す。  ・ズームで撮影。  
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Ⅲ 研究のまとめ（考察・感想など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆参考文献 

カメラの歴史が１０００年も前から始まり、日々、発展していることがわかり、ますますカメラに興味を

持ったので、これからももっと詳しく調べてみたいと思った。 
 
また、普段気にしないことに注目をして撮影するとより良い写真がとれることがわかってよかった。 
 
現在は、スマートフォンなどの携帯電話で写真を撮る人が多く、カメラ自体がどのように発展して、 
人々の生活に関わっていくのか、携帯電話とカメラの関係も調べてみたいと思った。 

風景の撮影ポイント 

・タテとヨコの構図で撮影。  
・余計なものを写さずにシンプルに。 

 
 

 

 

 
 
〇高校生のカメラ使用状況について 
 
  総合学科３年生に実施したアンケート結果から 
 
  カメラを所有している人、および使用頻度も少ないことが分かった。 

カメラの歴史 
https://ja.wikipedia.org/wiki/   
カメラの起源と語源は何？～現在のデジタルカメラに至るまでの経緯～ 
http://c-camera.com/camera/page317.html 
プロカメラマンに訊く、スマホ写真の撮り方これだけは押さえたいテクニック 
http://appllio.com/smartphone-camera-photo-technique 
ａｐｐｌｌｉｏ 写真加工・画像編集：Ａｎｄｒｏｉｄアプリおすすめランキング 
http://appllio.com/android-photo-image-editor-ranking 
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総合学科３ 年・卒業研究 

研究テーマ 
 
 
 
 

遠江ゼミ所属 情報ビジネス系列 ３年３組７番 大友 よりか 
 

Ⅰ 研究テーマ設定の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 研究内容の概略 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

人間の歯 
～人間の乳歯から永久歯になる過程について～ 

 私は将来、歯科に関する仕事に就きたい為、卒業研究のテーマを人間の歯にしぼりま

した。人間は、人生に１度は歯が生え変わる。なぜ、乳歯から永久歯に生え変わる必要

があるのかと疑問に思いました。 
そこで私は、「人間の乳歯から永久歯になる過程について」調べることにしました。 
歯が生え変わる理由はもちろん、乳歯と永久歯について皆様にも知識の共有できるよ

う、そして、自分の将来に繋がるよう今回の研究を将来に生かしたいと思いこのテーマ

を選びました。 

＜問題定義＞ 
・乳歯と永久歯の違い？ 
・歯が生えかわる順番？ 
・歯の寿命は？ 
・歯が抜ける原因？ 
・虫歯の要因と治療方法？ 
 
＜研究方法＞ 
インターネットや図書館で借りた本を参考に研究する。 
 
＜専門用語の定義＞ 
・乳歯 ・永久歯 ・親知らず 
 
＜研究内容＞ 
○乳歯とは 

（何歳から歯が生え、何歳ごろから生えかわるのか） 
○永久歯 

（乳歯から永久歯の生えかわる仕組み） 
○親知らず 
○歯の数 
○歯が生え変わる順番 
○歯の寿命 
○歯が抜ける原因 

（生活習慣、食べ物） 
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Ⅲ 研究のまとめ（考察・感想など） 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

☆参考文献 

 

 

 

 

歯は生まれる前から芽として活動を開始し、人間の歯となり成長を助けるという仕組

みを知ることができ、ここからが私の研究の始まりでした。 
人間の歯は「発音を助ける」「表情を作る」「体の姿勢やバランスを保つ」「ものを噛むこ

とで脳に刺激を与える」など私たちの毎日の暮らしに不可欠な役割も担っていることや 
かみ合わせの影響、虫歯になる要因、歯の寿命があることや歯の大切さを理解するこ

となど、多くのことをこの研究で深めることができました。 
 
 私は卒業後、大分県歯科技術専門学校の歯科衛生科に進学します。 
今後の進学先で研究を活かせるよう、勉強に取り組んでいきたいと考えています。 
そして、これからの人生、私自身が歯を大切にして生きていきたいと思います。 

歯みがき（大岡 洋・現代書林） 
クリニカ http://clinica.lion.co.jp/oralcare/ha-role.htm 
日本小児歯科学会 http://www.jspd.or.jp/contents/main/faq/faq03.html#faq_e0301 
シニアのあんしん相談室 anshin.com/news/medicalcare/2017628/   
コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%AD%AF-7128 
へや歯科クリニック http://heya-dental.com/medical.htm 

＜歯の名称＞ 
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総合学科３年・卒業研究 

研究テーマ 

 

 

 
有村先生ゼミ所属 人文科学系列  ３年４組６番 内林 緯吹 

Ⅰ 研究テーマ設定の理由 

 
 

 
 
 

Ⅱ 研究内容の概略 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

背景や目的 
・小さいころからゲームが好き 

・e-sports とは何か、興味を持った。 

・ゲームを放送してどのように収入を得るのか、調べてみたいと思った。 

〈問題提起〉 
e-sports は日本でこれからメジャーなスポーツになってくるのか 

〈研究方法〉 
・アンケート 

・本、インターネットで調べる 

・他校の愛好会に聞く 

e-sports とは 

エレクトロニック・スポーツは、複数のプレイヤーで対戦されるコンピューターゲ

ームをスポーツ・競技としてとらえる際の名称のことです 

今現在は各地で e-sports の学校ができプロゲーマーが教えている学校もあるそう

です。 

e-sports はオリンピックに採用されるのか 

残念ながらパリオリンピックでは採用されませんでしたがアジアのオリンピック

と呼ばれているアジア競技大会では 2022 年にメダル種目として選ばれることが決

定しました。 

 

e-sports の始まりとこれからについて 
～e-sports の種類～ 
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Ⅲ 研究のまとめ（考察・感想など） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 参考文献 

ゲームを放送して収入を得る人たち 
ゲームを放送して収入を得る人たちは自分がゲームをしているところを配信し見

ている人たちからチップのような形で収入を得ています 

考察 

・E-sports は今現在世界中で認められ始めていることがわかった 

・E-sports を日本でメジャーなスポーツにしていくには 

〇世間からのまだ遊びだという認識やグロテスクな描写があうゲームだけを競技

種目にしているわけではないということをわかってもらうこと 

〇法の改正によって賞金などの問題にしっかりとした環境が作られることが大事

だということ 

〇それらの問題をクリアした後に日本がしっかりとしたユーザーの期待に応えた

大会を作っていくことが大事である 

 以上のことがわかった。 

感想 

今回 e-sports のことが気になりこの研究をし始めた結果古くから歴史があったこと

が驚きだった。自分が知ったのが二年生のころであまり古くはないだろうと思って

いた。 

けれど調べていくうちにいろいろな職業の内容やタイトルの多さ、世界人口の多さ

などが知れてよかった。 

大きい大会だと何十億円も出ることや日本でも大会が開かれることを知れた。 

また日本における e-sports の認知度が上がっていることも分かった。その結果から

都大会が開かれることもすごいと思った。 

筧 誠一郎（２０１８）『e スポーツ論: ゲームが体育競技になる日』 

コマブックス株式会社 

https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/e-sports/ 

オフィスチェアブランド Bauhutte 

http://news.livedoor.com/article/detail/15263095/ 

livedoor NEWS 
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「タイベックシートを活用したナシの収量・品質比較の検討パート３」 
果樹類型 惣間 敦史 永留  良 

１ 目的（設定理由） 
本校果樹類型では日本ナシ（赤ナシ）を幸水、豊水、新高の３品種を栽培しています。 

最近の果樹に対する消費者の嗜好は、高糖度や高品質の果実が好まれます。果実の糖度

化には樹木や果実にストレスを与えると効果があるといわれています。その方法とし

て、タイベックシートが活用されています。このシートは、着色促進、糖度の上昇、光

の反射による害虫行動抑制、作業環境の改善が図り、高品質の良い果実を生産すること

を目的に使用されています。 
 本校でも一昨年度からタイベックシートを活用し、ナシの収量や品質にどのような

影響があるのか調査・研究に取り組んできました。昨年度の反省点で果径や果重が小さ

く糖度も一部低い果実があり、収量や品質が低かったことが問題点としてあげられま

した。 
 そこで本年度は、果経や果重の増加と糖度や食味の品質の向上を目的に摘果方法の

検討を改善として、収量と品質の向上を目指しての調査・研究に取り組んでいきたい

と思いこのテーマを設定しました。 
２ 実施計画  

月 栽培管理内容等 月 栽培管理内容 
４月 開花、人工授粉、摘蕾、摘花 ９月 収穫、収量・食味調査 
５月 予備摘果  １０月  課題研究のまとめ 
６月 本摘果、生育調査 １１月  課題研究のまとめ 
７月 袋がけ、生育調査 １２月  せん定、課題研究のまとめ  
８月 収穫、収量・食味調査 １月 せん定、課題研究発表会 

３ 材料及び方法 
（１）供試品種  日本ナシ（豊水） 
（２）試験期間  平成３０年度４月から平成３１年１月まで 
（３）試験場所  ナシ園 
（４）試 験 区 
  ①Ａ区・・・慣 行 区（３果そうに１果：２０ｃｍ間隔） 
  ②Ｂ区・・・試験区１（４果そうに１果：３０ｃｍ間隔） 
  ③Ｃ区・・・試験区２（タイベックシート：３果そうに１果：２０ｃｍ間隔） 

④Ｄ区・・・試験区３（タイベックシート：４果そうに１果：３０ｃｍ間隔） 
    ※各区とも１０果ずつ選定し試験を実施する。 
（５）調査項目及び試験方法 
  ①生育調査  果径調査（縦径、横径） 
  ②収量調査  果重 
  ③食味調査  糖度、食味調査（甘さ、食感、果汁、総合判定） 
    ※調査方法 ・生育調査を定期的に実施し、成長具合を検討する。 
          ・収穫時に調査項目に従い調査を実施し、その結果を検討する。 
４ 栽培管理内容（スライド参照） 
５ 結果及びまとめ 
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・タイベックシートを利用したＤ区：試験区３の果実の縦径が８２.０ｍｍと一番大き

く、慣行区や他の試験区と比べ約４ｍｍ大きな果実を生産することができた。また、   

昨年度の果実と比較すると約２０ｍｍ大きな果実を生産することができた。 
  ・Ｂ区：試験区１の果実の横径が８９.３ｍｍと１番大きく慣行区や他の試験区と比べ

約５ｍｍ大きな果実を生産することができた。また、昨年度の果実と比較すると約

３０ｍｍ大きな果実を生産することができた。 
  ・タイベックシートを利用したＤ区：試験区３の果実の果重が４１４.１ｇと１番重く

慣行区や他の試験区と比べ約１００ｇ大きな果実を生産することができた。また、

昨年度の果実と比較すると約１００ｇ小さな果実となった。 
  ・タイベックシートを利用したＣ区：試験区２の果実の糖度が１３.９と１番甘く、慣

行区や他の試験区と比べ約５度甘い果実を生産することができた。また、昨年度の

果実と比較すると約１度、糖度が高く、甘い果実を生産することができた。 
  ・食味調査では、どの区のナシも良い評価をもらったが、総合結果を見るとＡ区とＤ

区を比べると０.８ほどのタイベックシートを利用した、Ｄ区のナシが高い評価をい

ただいた。 
・収量、品質で総合的に判定すると、タイベックシートの利用と摘果間隔を広げたＤ

区：試験区３のナシが、一番良い試験区となった。 
６ 考察 
（１）摘果方法の違いによるタイベックシートを利用した収量・品質の向上を目的に調査・

研究に取り組んできた。今年度の調査結果を元に判定すると、各試験区ともに果径・

果重が大きく、糖度や食味の良い果実が生産でき、摘果方法とタイベックシートの利

用の効果は有効だったと考えられる。 
（２）収量・品質面から総合的に判定すると、本年度の測定結果では、タイベックシート

の利用と４果そうに１果の間隔で摘果したＤ区：試験区３が最も有効だったと考えら

れる。 
（３）タイベックシートを使用した効果により、慣行区と比べ試験区Ｃ、Ｄの果実は、黄

緑色で色艶が良く、着色促進の効果は有効だった。また、糖度の上昇は豊水の標準糖

度（１２．５～１３．０）より約１度高く、光の反射による害虫行動抑制効果も有効

で、害虫による被害もなく効果的だった。 
（４）１４度を超える高糖度のナシを多く生産することができたが、１３度未満のナシが

約３割あり、果実が大きくても甘くなく食味の悪い果実があった。また、果径・果重

が小さいものも約２割あり、商品価値のないナシが多く生産されたことが問題点とし

てあげられた。 
７ 今後の課題 
（１）タイベックシートの利用と摘果方法の検討を改善点としてナシの栽培を実施し、収

量・品質ともに良いものが生産できたので、来年度も継続した収量や品質の比較調査

を実施し、効果があるのか調査研究に取り組んでもらいたい。 
（２）次年度は、全体の高糖度化、果径・果重の増加を目的にかりん糖などの液肥を使用

して高品質のナシができるかどうか調査研究に取り組んでもらいたい。 
（３）次年度も本年度以上の収量・品質の良いナシが収穫できるよう調査研究に取り組ん

でもらいたい。 

- 16 -



機械電子科３年 ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯＤ！！の取り組み 

「台車製作・ベンチ製作」 

   製作者 機械電子科３年 岡田 宗一郎、酒井 駿、平江 皇太、溝部 典祐、 
宮本 大成、森尾 友貴、山下 翔、吉水 亨介 

 
●目的：機械電子科の今まで習った授業や実習をいかして、地域貢献ができる物を製作し

ようと考えました。いろいろ考えた結果、地域の小学校や中学校、公民館等で利

用できるベンチを製作するように決定しました。また、ＨＩＪＩ ＳＯ ＧＯＯ

Ｄ プロジェクトも継続してするようになり、野菜の運搬などに必要な台車を製

作しようと考えました。前年度と同じものを製作するので、形や大きさを変えよ

うと思いました。班員が８名いるのでベンチは８台、台車は大型になるので２人

で１台、合計４台製作しようと思いました。 

 
●設計：前年度、製作した台車を大きくして運搬の効率をあげようと考えました。野菜を

入れるコンテナの大きさも調べました。コンテナの量を２から３倍増やそうと考

え、台車の大きさを決定しました。また、コンテナに入るかぼちゃの重さも考え

てパイプの大きさやキャスターの直径の大きさも決定しました。最初にスケッチ

図を書き、設計図を書きました。 

        

          設計                 土台の図面 
●製作工程 
〇切断：25ｍｍ角パイプを帯のこ盤で切断しました。台車１台あたり２６本、４台製作

するので９６本切断しました。また、切断面を均一にするためグラインダー研磨

しました。 
〇溶接：切断した角パイプを設計図どおりに溶接していきました。溶接は炭酸ガスアー

ク溶接機を使用しました。 
 〇研磨：台車の荷台部分に溶接金属があると、コンテナが水平にならないため、ディス

クグラインダーで溶接金属を削り取りました。 
〇キャスターの取り付け：台車の荷台部分の下側にキャスターを設計図どおりに溶 

接で接合しました。 
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〇ハンドル部分の製作：既存の台車は柄の部分が約１５度曲がっていたので、角パ 
イプをガス溶接機で約８００度に加熱して１５度に曲げて、荷台部分に溶接して 
取り付けました。また、ネームプレートも溶接しました。 

 〇仕上げ：パイプの隙間やキャスターの上面にゴム板を埋め込みます。鋼鉄製の角パイ

プなので、錆防止のため塗装を２度塗りしました。 

 

        

      炭酸ガスアーク溶接                研磨 
●考察 
 ① 台車本体の重量が重くて作業しにくかった。→角パイプの大きさを変更。 
 ② ハンドルの接合部の強度不足が心配になった。→補強材を取り付けた。 
 ③ 収穫物が多い（１５０ｋｇ以上）とかなり重くなり、ひとりで操作するのが困難で 

ある。 キャスターの直径を大きくする。２人で操作する。 
●完成 
 白菜の収穫をしたとき、約１００ｋｇの荷物を乗せても大丈夫な強度で設計製作してい 
るので少しぐらいの悪路でもスムーズに運搬することができました。 
※ 同時進行でベンチも８台製作しました。 

 

  

      完成した台車              完成したベンチ 
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地域の高校活性化支援事業 
地域ビジネス創造チャレンジ事業 
 

Hiji SO GOOD！！プロジェクト活動報告 
 

１．目的 

本校では、昨年度より「HIJI SO GOOD!!プロジェクト」に取り組んでいる。しかし、本校内で

もこのキーワードを理解している人が少ないと思われる。そこで、ここで、このプロジェクトに

ついて説明していきたい。 
また、日出町では、県内で日出町産のカボチャが生産量ナンバーワンであると知り、JA べっぷ

日出からの依頼により、今回、『HIJI SO GOOD!! プロジェクト』で日出町産カボチャをプロ

デュースすることになった。このカボチャを日出町の特産品であることをもっと皆さんに知って

もらい、生産量だけでなく消費量も県内 NO.1 にしたいと考えている。 
 また、同時に、この活動を通じ、私たちの通う日出総合高校のある日出町とその周辺地域の活

性化に向けて取り組んだ。 
 

２．活動経過 

＜平成３０年度＞ 
 ４月 ＪＡべっぷ日出との会合  本校応接室 
 ７月 高校生のためのビジネス企画力・創造力向上セミナー参加 県教育センター 
 ８月 日出町産かぼちゃ贈呈式  本校会議室 
      かぼちゃの商品開発（アイスキャンディ、ケーキ等） 
     接客・接遇セミナー・電話応対セミナー参加 
１０月 かぼちゃ加工品の試食会  日出町役場 
１１月 日出町特産品を使ったカレーの開発 
１２月 ひじカレーフェスティバル 企画＆参加 
 ３月 雛マルシェ参加  日出町二の丸館 

＜平成３１年度＞ 
６月 ラグビー日本代表対イタリア代表販売 

 ７月 高校生のためのビジネス企画力・創造力向上セミナー参加 県教育センター 
 ８月 博多阪急うまちか甲子園 出場 
     接客・接遇セミナー・電話応対セミナー参加 
１０月 杵築市健康歩行ラリーでのかぼちゃのアイスキャンディ販売活動 
１１月 文化祭での販売活動 
 ３月 雛マルシェ参加予定  日出町二の丸館 
 
 

農業遺産パフェ 
 
国東半島宇佐地域が世界農業遺産に認定されて５年が経過し、さらなる認知度向上を図るため

ビジネスプランの募集が行われ、３年「商品開発」の選択者１９名で、夏休みに取り組み、応募

した。その結果、今回、「農業遺産パフェ」が最終選考会に残り、平成３１年１２月１８日に大分

県庁庁舎にてプレゼンテーションを行い、準グランプリをいただいた。 
日出町も国東半島農業遺産に入っており、その一助となればと思い取り組みました。 
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【  HIJI SO GOOD プロジェクト 活動報告  ～ 農業経営科 ～  】 

               テーマ：学校の圃場を活用した日出町産カボチャの試験栽培と食味調査 

阿部 拓也   安藤 涼翔   石原 凌太   大田 雅和   津野 遼太郎 

１．目的 

   日出町はカボチャの生産量が大分県ナンバーワンである。そこで、カボチャが日出町の特産品である 

  ことをもっと皆さんに知ってもらいたいと思い、今回の『 HIJI SO GOOD プロジェクト』で日出町産 

 カボチャをプロデュースすることになった。私たち農業経営科は、学校の圃場を活用した日出町産カボ 

 チャの試験栽培と食味調査に２年間取り組んだ。 

 

２．材料および方法 

（１）供試品種  くりまさる、こふき、栗ざんまい、蔵の匠（※JAべっぷ日出から紹介） 

 （２）試験期間  前半：4月～7月  後半：8月～11月 

（３）試験場所  第２グラウンド圃場 

 

３．結果および考察 

（１）親づる１本整枝法による果数別収量調査              倉庫側 

試験区③（20株）：果数3個 

試験区②（20株）：果数2個 

試験区①（20株）：果数1個 

                                    校舎側 

（２）光合成細菌散布による収量調査（※光合成細菌は崇城大学から提供） 

試験Ａ区（30株）：無散布 

試験Ｂ区（30株）：有散布 ※100倍液10 を散布した（週1回） 

 

 

       

 

 

 

 

 

     光合成細菌（培養中）      試験B区（有散布）        試験A区（無散布）          

                                            

（１）果数別収量調査 

 ・A区 B区ともに試験区①（果数1個）が最 

 も重かった。（左図） 

          
・果数1個の場合は、養分吸収量が多いと考 

えられる。 

 

 

（２）光合成細菌散布による収量調査 

・試験B区（有散布）が試験A区（無散布） 

に比べ重かった。（左図） 

        
・光合成細菌には肥料効果があると考えら 

れる。 

Ｂ区③ Ａ区③ 

Ｂ区② Ａ区② 

Ｂ区① Ａ区① 
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（３）カラス対策 

    活動１年目は果実29個がカラス被害にあった。（写真１）そこで、活動２年目はカラス対策を考え、 

「新聞紙で包む」方法（写真２）と「カラスよけテープを設置する」方法（写真３）を試みた。 

 

 

       

          

 

 

   

写真１            写真２              写真３ 

 

・「新聞紙で包む」方法では、カラスが新聞紙をはぎ取り、カラス 

  被害が見られた。（写真４） 

・「新聞紙で包む」「カラスよけテープを設置する」の両方法では、 

   カラス被害がゼロであった。 

                
・早い段階で、「カラスよけテープを設置する」方法がカラス対策 

に有効であると考えられる。 

         写真４ 

 

（４）洗濯のりを使用したうどん粉病対策 

    活動 2年目の後半(8月～11月)は、台風24号と長雨の影響で、生育初期からうどん粉病が発生し 

た。（写真５）そこで、うどん粉病の広がりを抑えるために、農薬散布ではなく環境に優しい植物由来 

の洗濯のりを散布した。（写真６） 

                         

   

 

 

 

 

 

        写真５               写真６             写真７  

  ・生育調査を週１回実施した結果、うどん粉病にかかったカボチャの植物体は７ｍを超えるほどの成長 

 を続け（写真７）、カボチャを約５０個収穫することができた。 

                          
  ・洗濯のりを散布することで、うどん粉病の白い粉が風で飛びにくくなり、病気が広がるのを抑えるこ

とができたと考えられる。 

 

（５）食味調査 

    収穫したカボチャは外部委員の方々、体験入学の中学生、本校の先生方、フードデザイン選択生（調 

理実習）、参加希望生徒に食味調査を実施した。また、食品製造で加工品の研究をおこなった。 

 

・品種によって甘さや色、食感などに違い 

 が見られた。そこで、どんな料理に合う 

のか考え、左表にまとめた。 

・食品製造選択生が課題研究でカボチャの 

 ジャム、チップス、クッキー作りに取り組 

んだ。今後も日出町産カボチャをつかっ 

た加工品について考えていきたい。 
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