
                           

追究 いよいよ本番！ 

 ２年生では総合の時間に  ①興味を持ったことをとことん調べる 

②調べて終わりではなくそれを人に対して発信する 

という取り組みを行っています。いよいよ来週水曜日から発表ですね！ 

人はそれぞれ自分の得意な分野、好きなことは違います。自分の好

きなことをとことん追究する。これって勉強にも仕事にもとても大切

なことだと思うんです。やらされるものは面白くないし、すぐ抜けま

す。ところが自分から学ぶことは楽しいし、それはなかなか抜けませ

ん。楽しいからさらにどんどん頑張ります。みんなには自分の好きなこと、興味ある

ことにこだわって自分の人生を楽しく愉快に歩いて行ってほしいと思っています。勉

強はあくまでも豊かな人生を送るための手段です。 

また日本人は人前で発表する、アピールするということが大変苦手です。外国では小

さい頃から人前でしゃべる、自分を売り込むということをたくさんします。今の２年生

のみんなが人前で堂々としゃべれる力、わかりやすく伝える力を身につけてくれたら

という思いもこめて「追究」に取り組んでいます。みんな自分の興味をもったテーマと

いうこともあり、大変意欲的に調べ学習に取り組んでおり来週の発表が楽しみです。 

発表は６／５（水）、１２（水）、１４（金）の予定です。 

発表資料の最終チェック  ※ＯＫなら□に✓を入れよう！ 

□ 聞く人が「へぇ～」「おもろ～」となるか。（クイズ形式などの工夫） 

□ 写真や図やグルーピングなどの工夫はあるか。（文字だらけは見にくいよ！） 

□ ３分～５分の発表時間になるか？（短すぎても長すぎても×！） 

 

審査基準 発表については主に次の観点で審査されます  

   ①観客巻き込み度（表情、声の強弱、体の動き等）  

②内容・工夫 （わかりやすさ、おもしろさ） 

③時間 （３分～５分）  → ベスト３には表彰状！（金賞１、銀賞２） 

 

 
～プレゼンは相手へのプレゼント。聞く人の立場にたって考えよう！～ 

 

その１．少しゆっくり目で自信を持って話す。                                            

その２．相手の目を見て、身振り手振りを入れる。                        

その３．発表中に隣の子とコソコソ相談しない。  

その４．時間を守る。 

その５．活動を通して自分が考えたことを話す、自分の成長は何かを語る。 
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次のグループ     

 

ｽｸﾘｰﾝ 

 

こんなワザも！ 

☆ モノを用意する！（本物を見せる） 

☆ 実演する！  

☆ 指し棒を使う！（視線を集中させる） 

ダメなプレゼン４ヶ条 

× 原稿を見て話す。目線、声、体に動きがない。 

  観客と会話する感じがない。 

× アピールポイントが何かわからない 

× 文字が多すぎ。絵や写真が少ない。 

（文字は削って削って削りまくる。） 

× 特殊効果にこりすぎて、ポイントがぼける。 

  

 

裏面に発表テーマ一覧があります。 



発表テーマ一覧（5/31時点確定分のみ） 

1組             ２組             ３組
 

 

 

 

  

1 温泉 相坂

2 デグーマウス 阿部

3 イチロー 池田ゆ

4 人 石川

5 すし 指宿

6 ゲーム 岩﨑・河原

7 なぜ人は笑うのか 岡田い・山根

8 ＵＳＪ 尾川

9 スターバックス 奥田

10 侍ジャパン 尾崎

11 宿題 兼田

12 アニメ 兼次・諸岡

13 戦国姫 北島

14 アニメについて 河島・久保田

15 雨 古賀

16 アイスクリーム 小谷

17 坂本龍馬 今藤

18 コンピューター 杉浦

19 日本のサッカー 高谷

20 麻雀 田中そ

21 睡眠 谷山

22 ダンス 土田

23 政治 筒水

24 日本のお札 新田

25 うどんの種類 信川

26
人類はなぜ人を好
きになるのか

久綱

27 ゆるキャラ 槇盛

28 エレクトーン 山口い

29 令和 山友

発表順 発表テーマ 発表者

1 銀河・宇宙 相原

2
トロンボーン＆サック
ス

新井・真柄

3 サッカーの歴史 安藤

4 保育士 池川

5
ノルマンディー上陸
作戦

伊津・塚本

6
アイフォンとアンドロ
イドの違い

伊藤

7 虹 岡田ら

8 いちご 小倉

9 韓国 小野原

10 サッカー 加藤・吉岡

11
人間が他の星に住
めるのか

嘉本

12 ＡＩ 川上・日下部

13 ボカロ 川端・駒田

14 なまけもの 河渕

15 人を笑顔にする方法 譽田

16
カルビーポテトチップ
ス

近藤

17 アベンジャーズ 高橋・矢萩

18 うまい棒 中島

19 大阪 西野

20 野口英世 羽田野

21 挨拶 水谷

22
テレビの裏側の仕
事

宮城

23 ゲームの歴史 森下

24 ラジオ 森本

25 パンパース 安本

26
鉄道～高速道路と
の戦い～

山中

27 原子 渡部

発表順 発表テーマ 発表者

1 化学について 青田

2 ポーカー 池田く

3 トマト 石田・丸木

4 ライトノベル 岩瀬

5 吉田輝星のすべて 上野

6 うなぎ 内田

7 ジェットコースター 大岡・平田

8 ブラックホール 大川

9 ドワンゴ株式会社 大原

10 ボルト 大薮

11 外国から見た日本 岡﨑・木村

12 ドラッグ 川本・髙田

13 ポッキー 久保

14 夢 佐藤

15
USJのハリドリとバッ
クドロップ

佐納

16 宇宙 髙原・藤原

17 未来寿司 谷

18 グミ 谷川・綱本

19 天使 橋本

20 TDRとUSJ 東野・山口

21 ミッキーマウス 広田

22 フィラ 松田

23 チョコレート 御調・三好

24 うさぎについて 村田

25 ピアノ 森

26 舞台の表と裏 森澤

27
ポ ー タ ル デ ィ ズ
ニー

米澤

発表順 発表テーマ 発表者


