
学籍番号 司会者氏名 出身中学

7つの動画に分割して配信します。QRコードからお進みください。 3226 千原 綜太 南部中

3317 佐藤 愛海 三隈中
3410 古賀 尚誠 南部中

■　オープニング、研究発表（学校紹介を含む）　（約16分）

オープニング映像作成　２年　石井　祐成　　　熊谷　亜美

ゼミ・担当者 学籍番号 発表者 出身中学 発表テーマ 学籍番号 氏　名 出身中学

3315 櫻木 廉士 戸山中
3418 竹内 祥太郎 三隈中

■１年　産業社会と人間　「PAS First」　（約22分）

担当者 学籍番号 発表者 出身中学 発表テーマ 学籍番号 氏　名 出身中学

1218 手嶋 日向 三隈中
1219 中浦 宇太 三隈中
1220 中島 妃那 東部中
1221 濵田 美咲 東部中
1226 宮野 葉奈 東部中
1105 石松 優佳 東部中
1108 小野 里緒菜 大山中
1116 財津 愛那 東部中

■２年　総合的な探究の時間　「PAS Second」　（約20分）

担当者 学籍番号 発表者 出身中学 発表テーマ 学籍番号 氏　名 出身中学

髙根澤 2224 三笘 椎那 東部中 「『この人に学ぶ』～美容師とは髪を扱うだけではない～ 2204 河津 乃愛 大山中

安達 2327 山崎 誠人 南部中 「ホテルマン～学んだことはホテルのことだけじゃない～」

髙根澤
2322
2113

原山 菜奈
杉森 朱実

南部中
大明中

「インターンシップを通して～人に気持ちを届けるお仕事～」 2429 瑞穗 れの 山国中

吉田俊 2426 野田 莉々子 くす星翔中 「インターンシップを通して学んだこと～効率よく目標を達成するために～」 2410 桒野 穂乃花 東部中

平嶌 2217 原田 拓弥 南部中 「PAS　Secondについて～１年生は覚え、３年生は振り返り～」

■３年　総合的な探究の時間　「PAS Third」　【前半】　（約38分）

ゼミ 学籍番号 発表者 出身中学 研究テーマ 学籍番号 氏　名 出身中学

野上ゼミ 3430 山口 彩奈 三隈中 「世界に誇る日本の食文化～子どもたちに伝えたい和食の魅力～」 3231 藤髙 さくら 北部中

志賀ゼミ 3319 佐藤 枝未莉 南部中 「インターネットの匿名性～誹謗中傷をなくすには～」 3129 本田 匠 古後中

熊谷ゼミ 3332 羽野 結菜 五馬中 「果物の魅力を伝えたい～日田産フルーツｄｅ至福のスイーツ～」 3124 永松 由妃 東部中

■３年　総合的な探究の時間　「PAS Third」　【後半】（約49分）

ゼミ 学籍番号 発表者 出身中学 研究テーマ 学籍番号 氏　名 出身中学

3203 諌山 衣虹 北部中

3329 新座 史女 戸山中
小柳・一ノ宮

ゼミ 3208 大藏 佳奈子 三隈中 「カフェをつくる～中高生でも楽しめるカフェ～」 3301 井上 和奏 北部中

吉田俊ゼミ 3432 横尾 七星碧 北部中 「犬でも食べられる食材で作る料理～犬の健康と食の関わり～」 3304 上原 陽莉 北部中

3227 中山 吏子 三隈中

3429 三笘 悠藍 三隈中

■ ３０歳のレポート　「PAS Final」　（約49分）

出身中学 テーマ（仮） 学籍番号 氏　名 出身中学

12期生 北山田 「『好きなこと』をする」

12期生 南部 「私の人生（途中経過）」（仮）

12期生 三隈 「普通の３０歳」

■エンディング　（約8分）
エンディング映像作成　3年　中村　紗蘭　　　福井　望那

3
谷瀬　美咲    　　（旧

姓：渡邉）

アシスタント

発表順

＜配信日時＞　　2月10日～3月1日

※無断転載等、生徒の個人情報の取り扱いにはご配慮ください。

アシスタント

発表者

1 佐藤　功一

3421
3424

中村 紗蘭
福井 望那

北部中
大山中

2 佐藤　りかこ

原田 小春 三隈中

5

6

7 吉田美ゼミ 「諸行無常～変化する布たち～」 3322 清水 なつみ
ﾊﾞﾝｺｸ

日本人学校

3229

2

3

4 田口ゼミ 「To　my　world　輝く　EYE　DORU　～なりたい自分に～」

1

アシスタント

発表順

1

2

3

4

5

アシスタント

発表順

大山中

2 河野 「将来の自分探し～上級学校見学を通して～」 1228 吉野 柚奈 北部中

3 林 「将来をよりよいものにするために～社会人への第一歩」 1109 河津 杏珠

アシスタント

発表順

1 吉田美 「『産業社会と人間』～１年間の取り組みについて～」 1323 日隈 葵 北部中

「第24回総合学科公開発表会」及び「第12回３０歳のレポート発表会」YouTube配信のお知らせ

アシスタント

発表順

中島ゼミ 3406 榎原 佑弥 南部中
　ラップを好きな私がラッパーになれるか～HIP　HOPの道～
　　　　　　　*　*　*　ラップで学校紹介　*　*　*


