
第 1 回 Nichidai カルタバトル 実施要項 ver.1.1 

1．目的 

緊急事態宣言下での授業においてグループワークや実験は難しい。そこで，今後の文献調査に必要な「研究論

文検索方法」および「研究論文の基本構成」を知るために，個人での調べ学習・発表を軸にした活動を行う。 

 

2．日時：2021年 6月 23日（水）13:25～16:15（カルタバトルは 15:15までを予定） 

 

3．会場：第 1講義室 

 

4．方法 

・ビブリオバトル（本の紹介）を変形させ，論文（カルタ）を紹介し合う 

・CiNii／Google scholar／PubMedなどで論文を検索し，自分が気に入ったものを紹介する 

・ビブリオバトルはトークのみだが，カルタバトルはスライドを用いる 

・スライドは生徒 iPadを Apple TV にミラーリングして実施（プレゼンソフトは任意） 

・発表の持ち時間は 5分間（おおむね発表 3分・質疑応答 2分）とする 

（1鈴：2分，2鈴：3分，3鈴：5分） 

・生徒間の投票によって「チャンプ本」ならぬ「チャンプ論文」を決める 

・今回は予選各グループの上位 2名による決勝戦を行う 

・投票は「投票用紙」による 

 

5．決勝進出者（8名） 

●予選 Aグループ 

1 位：佐藤颯介 

2 位：中村海斗 

●予選 Bグループ 

1位：奥本千斗 

2位：相坂慶彦 

●予選 Cグループ 

1 位：西田椋 

2 位：大森零士 

●予選 Dグループ 

1 位：土永大翔 

1 位：佐々木ハナ 

 

6．発表順：当日，抽選によって決定する。 

 

7．タイムテーブル 

13:25 授業開始・諸連絡・出場者および運営生徒打ち合わせ 

13:40 開会式（発表順の抽選を含む） 

13:45 前半（4名） 

14:15 休憩 

14:25 後半（4名） 

14:55 投票・集計 

15:05 結果発表・表彰・閉会式 

15:15 休憩 

15:25 7時間目 

 

 

 

 



8．開会式の内容 

（1）開会の言葉 

（2）バトラー紹介 

予選 Aグループから決勝進出者（バトラー）を呼名し，呼ばれた順に教室前方に並ぶ（出場者は iPad持参） 

（3）バトラーインタビュー 

  司会の進行で 1人ずつ意気込みを語る（30秒程度） 

（4）発表順の抽選 

  スーパーサブが準備した抽選で発表順を決める。 

（5）トップバッター以外は席に戻る 

 

9．閉会式の内容 

（1）バトラー整列 

開会式と同じように教室前方に並び，改めて 1人ずつバトラーと論文を紹介。 

iPadを持参し，自分のスライドの表紙画面が聴衆に見えるように掲げる。 

（2）結果発表 … 第 3位から順に。 

（3）表彰 … 丸木先生 or校長先生から賞状を読み上げて渡す。 

（4）第 3位・準優勝・チャンピオンのスピーチ 

（5）講評 … 丸木先生・校長先生から講評をいただく。 

 

10．決勝運営協力者 

●司会（メイン：麓 おのは／サブ：奥本 千斗） 

●タイムキーパー（前半：大森 零士／中野 航伎，後半：古瀬 信也／柏木 隆太朗） 

●カメラマン（佐々木 温／島津 真音／大嶌 泰道） 

1カメ：司会＋発表者／2カメ：聴衆／3カメ：全体（教室後方から） 

※ビデオカメラが 2台しか用意できない場合は，2カメで全体も撮影。3カメは一眼レフで静止画を撮影。 

※SDカード準備 

●ナレーター（佐藤 颯介／谷田 昴琉） 

●動画編集者（土永 大翔） 

●スーパーサブ（平浜 ゆい／佐藤 彩雪／大久保 碧） 

 表紙・表彰画面，くじ引き・表彰状・投票箱作成，投票用紙配布・回収・集計，写真撮影，消灯点灯 

 

11．教員の業務分担 

 特にありません。 

 適宜，記録（写真）やスムーズな進行（質問が出ないときに質問を促す，質問する），投票などにご協力くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 



12．進行表兼司会台本（メイン司会：麓おのは／サブ司会：奥本千斗）※分担は目安。 

時 程 尺 内 容 備 考 

13:25 (15) 授業開始・諸連絡・出場者および運営生徒打ち合わせ バトラー以外は『課題

研究メソッド』の指定

箇所を読んで待つ。 

13:40 (5) 開会式（発表順の抽選を含む） 

「みなさん，お待たせしました。これより第 1 回 Nichidai カルタバ

トル決勝戦を行います！」 

「本日，司会を務めます，1年 9組奥本千斗，麓おのはです」 

「今日の決勝戦には，先週行われた予選を勝ち抜いた，総勢 8名のバ

トラーが出場します」 

「それではさっそく本日のバトラーを紹介しましょう」 

「まず予選 Aグループを勝ち抜いた佐藤颯介くん・中村海斗くん」 

「次に予選 Bグループから奥本千斗くん・相坂慶彦くん」 

「続いて予選 Cグループから西田椋くん・大森零士くん」 

「最後にもっとも激戦で”死の組”とも言われた予選Dグループから土

永大翔くん・佐々木ハナさんです」 

「バトルに先立って，出場するバトラーのみなさんから，それぞれ意

気込みを伺いましょう」 

「では〇〇くんからお願いします」…以下，同様に進行（軽くコメン

ト・合いの手を入れられたら入れる） 

「みなさん，気合十分と言ったところで，決勝戦が非常に楽しみにな

りました！」 

「ここで，発表順の抽選を行います」 

「スーパーサブのみなさん，お願いします！」 

（抽選…全員で 1 本ずつ割り箸をつかみ，「せーの」「どうぞ！」の合

図で引き抜く） 

（決定した順番を口頭で確認）「トップバッター〇〇くんから始まり，

〇〇くん・〇〇さん…アンカーは〇〇くんという順番で進めていきま

す」 

「では，さっそくトップバッターの〇〇くん，準備をお願いします」 

「それ以外のバトラーのみなさんは，自分の席にお戻りください」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決まった順番を板書。 

（スーパーサブ） 

13:45 (30) 前半（4名） 

「それではトップバッターの〇〇くん，心の準備ができたら合図をし

てください」 

（合図を見て）「それでは第 1 回 Nichidai カルタバトルスタートで

す。〇〇くんお願いします！」 

（発表） 

「ありがとうございました。では，〇〇くんの発表に質問・コメント

がある人は手を挙げてください」（手が挙がらなかったら「指名」す

るか「司会から質問」する） 

（質疑応答終了後） 

4 人目までの予定だ

が，3人目終了でチャ

イムが鳴りそうなら，

休憩に入って後半を5

人にしても良い。 

サブ司会（奥本）はま

ずは発表に集中。余裕

ができたらメイン司

会と合流して，自然な

進行になるよう MC を



「では時間になりましたので，次の発表にうつります。〇〇くんあり

がとうございました。」 

「2番目の〇〇くん，準備をお願いします」 

（準備中に，発表の感想などを話して場をつなぐ） 

（準備ができたら）「2番目の〇〇くん，心の準備ができたら…」 

（以下，同様に進行） 

する。 

14:15 (10) 休憩 

「ここで 10分の休憩を取ります。チャイムと同時に再開しますので，

早めに戻ってくるようにしてください。おつかれさまでした」 

休憩時間終了直前に，

次のバトラーを準備

させておく。 

14:25 (30) 後半（4名） 

「さぁ決勝の後半戦を開始します。後半のトップバッターは〇〇くん

です。準備をお願いします」 

（以下，同様に進行） 

 

14:55 (10) 投票・集計 

「これで，全員の発表が終わりました。投票に移りますので，スーパ

ーサブのみなさん，投票用紙の配布をお願いします。」 

「投票用紙には，一番よかった，一番読みたくなったバトラーさんの

名前，もしくは論文の名前を書いてください」 

「バトラーさんは，自分の名前を書いても構いません。ぜひ，先生方

も投票にご協力ください」 

「記入が終わったら，中身が見えないように折りたたんで，教室前か

後ろの投票箱に入れてください」 

「また，バトラーさんは投票が終わったら，iPadをもって教室前方に

お集まりください」 

 

15:05 (10) 結果発表・表彰・閉会式 

「みなさんお待たせしました。ついに投票結果がまとまりました」 

「改めて，本日のバトラーと論文を紹介します」 

「1 番目の発表は〇〇くん，タイトルは△△でした。2 番目の発表は

…（以下，同様）」 

「この中から，Nichidai カルタバトル初代チャンピオンが誕生しま

す。栄冠は誰の手に…？」 

「それでは結果発表です！」 

「第 3位…〇〇くん（××票）」 

「第 2位…〇〇くん（××票）」 

「そして栄えある第 1 位・初代チャンピオンは…〇〇くんです！」 

「第 1位の獲得票数は××票で…（差がついていたら“圧倒的でした”

差が小さかったら“非常に接戦でした”などのようにコメント）」 

「では表彰にうつります。〇〇先生，お願いします」 

（賞状授与） 

「では，本日入賞したみなさんに，一言スピーチしていただきましょ

う。〇〇くんお願いします（以下，同様に）」 

「最後に，今日参加した 8名のバトラーのみなさんに，もう一度盛大

チャイムが鳴っても

最後までやる。 

閉会の言葉が終わっ

た時点から 10 分間の

休憩をとる。 

早く終わった場合は，

いったん村山にバト

ンタッチ。 



な拍手をお願いします」 

（拍手が落ち着いたら）「では，バトラーのみなさんは席にお戻りく

ださい」 

「ではここで，観戦された先生方に講評をいただきます。〇〇先生（校

長 or丸木），お願いします」 

「以上をもちまして，第 1回 Nichidaiカルタバトルを終了します」 

15:15 (10) 休憩  

15:25 (50) 7時間目 課題研究のテーマ設定について  

 

≪記録動画について≫ 

1．プレゼン動画（チャンピオン・準優勝・第 3位まで） 

作成者：村山 

ナレーター：谷田 昴琉 

「第 1回 Nichidaiカルタバトル チャンプ論文「〇〇」，バトラーは△△さんです」 

「第 1回 Nichidaiカルタバトル決勝 第 2位 紹介論文は「〇〇」，バトラーは△△さんです」 

 

2．ダイジェストムービー（5～10 分程度） 

作成者：土永 大翔 

ナレーター：佐藤 颯介 

※最初に「カルタバトルとは？」の説明を入れる 

 


