
11月16日　中学２年　Ｗｅｂコンテスト　最終プレゼンテーション　時程

会場 時程 ＩＤ 題目

10:10-10:18 220286 「外来種による在来種の生態系への被害」 浮谷 海地 原 遼太郎 増子 大誠 杣澤 駿介 土田 崇達

10:19-10:27 220201 We can think of us~奥底に隠れた人々の本音~ 進藤 美生 奥田 真帆 水島 真穂 松木 亜依

10:28-10:36 220135 愛すべき犬 山本 花果 佐藤 花梨 福嶋 結 樋口 由佳

10:37-10:45 220226 性格心理学の類型論の性格診断について 大田 翔生 赤池 優太 本間 望海 町田 一真

10:46-10:54 220297 非致死性兵器って何？安全なの？ 成沢 太海 色川 維喜 黒星 隆春

10:55-11:03 220129 解離性同一障害について~認知を深めてもらうために~ 筒井 柳磨 奥田 春志 吉原 央賀

11:04-11:12 220304 楽しく学ぶ音楽史 森山 叶太 宮地 輝壮 檜山 昊 菊地 翼

11:13-11:21 220180 私たちの生活に寄り添う音楽 米倉 里虹 中山 想葉 渡邊 こころ 中山 祐希

11:22-11:30 220130 動物の社会問題 鈴木 悠 佐々木 綾音 今田 薫美 高橋 玲那

11:31-11:39 220232 日本のアニメの歴史 菅田 陽菜 小西 真愛 佐々木 美波

10:10-10:18 220191 Problem must be soloved ～デジタル化による読解力の低下～ 野村 雪月 鈴木 友佳子 矢島 ほのか 渡邉 晴

10:19-10:27 220217 God of the World 蛭田 優希 高橋 快之介 小林 幹太朗

10:28-10:36 220190 お城と銃のうつりかわり 木村 幸太郎 飯島 龍之介 林 篤宏 藤江 太陽

10:37-10:45 220173 炎上ネチケット 藤井 悠仁 市村 大和 磯崎 昊大 武井 航輝

10:46-10:54 220167 第三次世界大戦 岩堀 秀哉 北川 博雅 国司 雅仁 濱野 大和

10:55-11:03 220174 セイブツと繋がる語学 富田 こはる 高濱 莉奈 富岡 美桜 樋口 由羽

11:04-11:12 220147 テストで自分の直感頼れますか？ 竹村 望菜 諫見 優菜 中村 和花

11:13-11:21 220210 国際関係 高橋 虎太郎 中山 和亮 松井 晴瑠

11:22-11:30 220215 織田家の猛者たち～天下人を支えた人々～ 田中 悠太 細井 直輝 福林 蒼生 堀内 大陸

11:31-11:39 220219 世界の文化～日本の文化と外国の文化の違い～ 畑中 千枇呂 岩田 柚希 兼本 晴香 池谷 七瀬 小林 柚楓乃

10:10-10:18 220290 映画の魅力 斉藤 行 荒井 朝陽 天神 貴仁 中島 拓音

10:19-10:27 220185 高齢化社会における経済のうごき 佐藤 公紀 川村 光輝 山本 巧 堀口 陽央

10:28-10:36 220216 心を繋ぐ行動心理 三島 夏子 金山 菜月 小出 玲菜

10:37-10:45 220134 防災と日本と海外 長島 匠 松丸 琥珀 吉田 篤輝

10:46-10:54 220305 民族や人種の違いによる言語や感覚の違い 樋口 京子 青田 春菜 中村 美慈

10:55-11:03 220168 国際化にともなう宗教流入に対する日本の取り組みと問題点 小池 悠斗 大崎 勝平 島村 英路 田中 栞 中條 蒼空

11:04-11:12 220285 心理学～幸せに暮らせる社会を目指して～ 宮嶋 ひかり 長坂 美汐 村山 美桜奈

11:13-11:21 220299 心理学で解き明かす頭の中 中村 栞 川内 栞里 橋爪 愛依

11:22-11:30 220293 動物保護・生態系 菅谷 学毅 鎌倉 幸永 鴨下 征矢 松本 万生

11:31-11:39 220218 腐敗しない食べ物について 澤井 信毅 野口 詠都 金子 堯重 松永 悠来

10:10-10:18 220179 夢を乗せた職業の今と未来 中山 晴樹 辻 勇翔 高橋 優斗

10:19-10:27 220186 Cool Japan~日本の文化はイケてる？～ 大野 凌久 堤 千真 吉田 和生

10:28-10:36 220181 Image Technology  ~僕らの見る映像の全て～ 中西 悠仁 小川 天聖 田中 光 前田 颯太郎

10:37-10:45 220169 これで君もマッチョになれる！！！！！ 近江 郁哉 河野 隼人 菊池 叶太 山木 勇誠 新原 颯太

10:46-10:54 220176 体の使い方[意識を変えよう] 三橋 優貴 江刺家 博透 宣原 壮亮 峠田 宗佑

10:55-11:03 220156 超伝導の今と未来 山原 聡太 石戸 政成 岩田 壮平 加藤 大馳

11:04-11:12 220171 Think About Space Exploration ~無限の宇宙へさぁ行こう～ 酒井 百法 大西 遥樹 香取 耀家 齊藤 達貴

11:13-11:21 220183 宇宙とは何か？真相に迫る！！！ 竪村 玲音 新井 悠文 川本 大愛 衣笠 貴斗

11:22-11:30 220178 世界に漂うプラスチック 布施 慶多 島崎 悠 茂木 慧人 山下 真奈花 遠藤 叶恵

11:31-11:39 220213 大きなエネルギーの中のミクロの世界～原子核～ 加藤 奈音 依田 和真 柴田 直央

10:10-10:18 220187 Traffic city ～進化していく街並み～ 池宮 陸人 井田 紳之心 寺嶋 大翔 水田 千理

10:19-10:27 220193 ゲームと勉強の可能性を考える 千葉 爽樹 安居院 誠斗 澤 修哉 鈴木 滉大 斎藤 光

10:28-10:36 220227 仕事と日本人～真の働き方改革とは～ 関 唯斗 荒井 陸 三村 乙樹

10:37-10:45 220221 少子高齢社会の未来 村北 雅仁 蒲谷 充貴 長友 蒼空 佐藤 崇一郎

10:46-10:54 220136 日常に潜む悪魔 加納 正義 相村 賢澄 山形 大樹

10:55-11:03 220133 ADHD～自分で気づく力、みんなで気付く力～ 宇野 蒼 小林 思緒 三井 優季 三浦 かれん

11:04-11:12 220194 からだと食べ物 山口 響生 伊藤 大地 宮澤 風太 安部 侑太

11:13-11:21 220188 がんによる不便や不安を解消するには 伊藤 典夏 永吉 涼葉 白石 優空

11:22-11:30 220152 バスケットボールと車椅子バスケについて 福田 凌雅 石川 真菜 小島 苺 星野 景亮

11:31-11:39 220157 苦しむ患者さんたちのために 梅山 倖希 澤田 樹 永山 翔音 曹 瑞洋

今回のプレゼンテーションでは、増穂祭に引き続き、学年で素晴らしい発表をしたチームを表彰します。お時間がありました

ら保護者の皆さまにも是非ご参観の上，アンケートへのご協力をお願いいたします。（お子さまの所属チームだけでなく、是

非ご覧頂いたチームについて記入して頂けると嬉しいです♪）

アンケートへの参加方法は，下のQRコードからアンケートページにアクセスして下さい。スマートフォンおよびタブレット

PCなどから参加可能です。

※アンケート回答の際には，発表者のチームIDをご確認ください。プレゼンのタイムスケジュールに掲載してあります。
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