専門学校沖縄ビジネス外語学院 & 専門学校 I Tカレッジ沖縄

第 13 回
プレゼンテーション大会

2016 年 8 月 28 日 ( 日 )
開場 9:30

/

開演 10:00

場所：那覇市ぶんかテンブス館 4F テンブスホール

専門学校沖縄ビジネス外語学院 & 専門学校 I T カレッジ沖縄

第13回 プレゼンテーション大会
主催：専門学校沖縄ビジネス外語学院、専門学校 I T カレッジ沖縄
日時：2016年 8月 28日（日）９時 30 分 開場
場所：那覇市ぶんかテンブス館 4F テンブスホール
発表：ITカレッジ沖縄 5組 / 沖縄ビジネス外語学院 5組 / 留学生 5組
概要：今年のプレゼンテーション大会のテーマ「プロモーション (Promotion)」です。
沖縄ビジネス外語学院、ITカレッジ沖縄では、それぞれの学校、学科で専門スキル、語学、
コンピュー
タ、ホスピタリティ、映像、音楽などを2年、3年間学びますが、その中でもプレゼンテーションスキル
をコアスキルとし、重きをおいて学習しております。
日本語になっているプロモーション、販売促進の意味でつかわれ、マーティング用語ですが、本来の
意味は「昇進、進級、助長、振興、奨励、販売促進、販売促進キャンペーン、販売促進商品」
となってま
す。
発表者も学校によって1年生、2年生と学習スケジュールによってさまざまですが、同じテーマにて同
じ土俵で競い合います。
学生たちのそれぞれのプロモーションをぜひご覧ください。
採点方法： 発表者を含む全学生、
ご父母、教職員、来賓者が、
プレゼンテーションの技法（スライドデザイン、
ス
トーリの組み立て、
プレゼン話法）が巧かったグループに票を加算。
それぞれを、集計し、総得票が高かったグループを優勝とします。
投票方法： 携帯電話にて、下記に表示されているQRコードを読み取り、表示のアドレスにアクセスして下さい。
各自1票づつ投票することができます。
また、以下のアドレスからもアクセスが可能です。

第13回 プレゼンテーション大会 Web投票
沖縄ビジネス外語学院

ITカレッジ沖縄 留学生

ITカレッジ沖縄 日本人学生

http://enq-maker.com/6Gem856

http://enq-maker.com/cHu8NBt

http://enq-maker.com/9OWm9pd

受付にて筆記の投票も受付しております。採点、投票を宜しくお願いします。

Twitter , Facebook , instagram で投稿する際には
ハッシュタグ「 #ITpresen16 」でお願いします。

「第12回 プレゼンテーション大会」
9:30
9:50
1 10:00

プログラム

開場
開会式

開会挨拶

「沖縄観光英語1」

Okinawa Pork Promote Committee

学校長

瀬名波栄啓

渡口 佳代子、當間 結加、
鉢嶺 菜穂、徳山 優花、ダービー 有利

2 10:15

「沖縄観光英語2」

Cherry Blossom

萬壽 望麗愛、又吉 奈菜、
安慶名 祥子、下地 美瑞希、April Dasigan Berino

3 10:30

「沖縄観光英語3」

Team ONAGA

仲里 舞、仲宗根 紗也、伊野波 美優、
仲宗根 枝里、長嶺 茉莉南、平良 誠人

10:45
4 11:00

休憩
「語学研修旅行 プレゼン」

English Village参加学生代表

名嘉 公亮、西銘 瀬奈、
脇 侑也、大嶺 利奈、松本 七美

5 11:15

「セブ島留学 プレゼン」

CG短期留学参加学生代表

長嶺 安峻、比嘉 朱梨、
宮里 方子、徳山 優花、長嶺 茉莉南

投票
6 11:30

「仏教について」
DAHAL

エベレスト

エヤワディ

TIRTHARAJ(リーダー)

PANDEY ASHESH、THNDUKAR BANDANA、THANT ZAW HTWE、MAY THINGYAN MYINT

7 11:45

「ベトナムの名勝」

りゅう

NGUYEN THO HIEP(リーダー)
NGUYEN VAN TUNG(サブリーダー)、TRUONG CONG NGUYEN、NGUYEN THINH HOA、NGUYEN DINH PHONG

8 12:00

「震災後のネパールの観光」

NamasteNepal

SAPKOTA ANITA(リーダー)
LAMICHANE BIMALA(サブリーダー)、RAI KUBER、ADHIKARI KHAGENDRA、ACHARYA RAJENDRA、RAWAL KAMAL

12:15
9 13:15

投票、お昼 休憩
「Promotion of Nepal 」

ヒマラヤ

ADHIKARI SUBIN(リーダー)
DARAI HARI SHARAN(サブリーダー)、PUN JUGJALI NIRUTA、ADHIKARI SANJIB

10 13:30

「プロモーション

オブ

ディ

ホムランド」

Struggling Nepalese

ADHIKARI SUSHIL(リーダー)
LAMA ASHOK(サブリーダー)、KOIRALA ROSHAN、SINGH KHATRI JITENDRA PRATAP、THAPA SHYAM

投票
11 14:00

「~You Know What?~ こんなラインの使い方あったのか！」

やさしいカフェイン

大城 貴裕(リーダー)
上原 幹太(サブリーダー)、水間 知幸、島袋 宝、安里 愛美

12 14:15

「お米食べろ！

〜米から離れた日本人〜」

Erice (エリス)

豊川 太梧(リーダー)
新屋敷 勇気、久志 正悟、横田 朱津実、島添 伸哉

14:30
13 14:45

休憩
「フトアゴヒゲトカゲの魅力」

FREEDOM

許田 重尊(リーダー)
小嶺 明德(サブリーダー)、長嶺 澪哉、上原 慎太郎、金武 悠斗

14 15:00

「PoKʼeMoN GOのすゝめ 〜ポケモントレーナーへの道〜」

盆

竹田 翼(リーダー)
城間 朝太郎(サブリーダー),上原 伶王、仲里 航、仲嶺 滉樹、伊藤 大和

15 15:15

「ゲームは百薬の長！」
南 佑弥(リーダー)
渡嘉敷 翼、鈴木 志優、屋富祖 誠也、吉田 優香

15:30

投票、閉会式・表彰式

【ご観覧の皆様へ】
プログラム内容は変更になることがあります。
また進行状況に応じて前後30分程度の繰り上げ・繰り下げが発生します。
予めご了承ください。

Saibu

沖縄観光英語1

01

チーム：

Okinawa Pork Promote Committee

渡口 佳代子、當間 結加、,鉢嶺 菜穂、徳山 優花、ダービー 有利

内容
沖縄の豚肉文化について

沖縄観光英語2

02

チーム： Cherry Blossom
萬壽 望麗愛、又吉 奈菜、,安慶名 祥子、下地 美瑞希、April Dasigan Berino

内容
Okinawan traditional costume
（沖縄の伝統衣装について）

沖縄観光英語3

03

チーム： Team ONAGA
仲里 舞、仲宗根 紗也、伊野波 美優、,仲宗根 枝里、長嶺 茉莉南、平良 誠人

内容
The tourism evolution of Okinawa
（沖縄観光の進化について）

04

語学研修旅行 プレゼン

チーム： English Village参加学生代表
名嘉 公亮、西銘 瀬奈、,脇 侑也、大嶺 利奈、松本 七美

内容
5月に催行された7泊8日の語学研修旅行に参加した学生代表による成果報告
（行先：韓国 / English Village）

05

セブ島留学 プレゼン

内容
（行先：フィリピン セブ島 / Cebu Globalization ESL Center）

チーム： CG短期留学参加学生代表
長嶺 安峻、比嘉 朱梨、,宮里 方子、徳山 優花、長嶺 茉莉南

仏教について

06

DAHAL

内容

チーム： エベレスト

エヤワディ

TIRTHARAJ(リーダー),PANDEY ASHESH、THNDUKAR BANDANA、THANT ZAW HTWE、MAY THINGYAN MYINT

私たちグループは仏教の教えことについて詳しく説明します。

ベトナムの名勝

07
内容

チーム： りゅう

NGUYEN THO HIEP(リーダー),NGUYEN VAN TUNG(サブリーダー)、TRUONG CONG NGUYEN、NGUYEN THINH HOA、NGUYEN DINH PHONG

名勝を紹介します

震災後のネパールの観光

08
内容

チーム： NamasteNepal

SAPKOTA ANITA(リーダー),LAMICHANE BIMALA(サブリーダー)、RAI KUBER、ADHIKARI KHAGENDRA、ACHARYA RAJENDRA、RAWAL KAMAL

地震の後ネパール観光について紹介します。

Promotion of Nepal

09

ADHIKARI SUBIN(リーダー)

内容

チーム： ヒマラヤ
,DARAI HARI SHARAN(サブリーダー)、PUN JUGJALI NIRUTA、ADHIKARI SANJIB

ネパール旅行する理由

10
内容

プロモーション

オブ

ディ

ホムランド

チーム： Struggling Nepalese

ADHIKARI SUSHIL(リーダー),LAMA ASHOK(サブリーダー)、KOIRALA ROSHAN、SINGH KHATRI JITENDRA PRATAP、THAPA SHYAM

最初にネパールの歴史の紹介します。それから仏教の開祖釈迦の生誕地についての紹介と観光地の紹介します。最後にネパール
人だという誇りに持ってること

11 ~You Know What?~ こんなラインの使い方あったのか！

チーム： やさしいカフェイン

大城 貴裕(リーダー),上原 幹太(サブリーダー)、水間 知幸、島袋 宝、安里 愛美

内容

スマートフォン所有者の殆どがインストールし利用しているアプリ、ライン。
無料通話、チャット感覚のやり取り、スタンプでの絶妙な表現方法など便利な機能が
あるのは周知の事実だが、実はこれら以外にも様々な機能があるのをご存知だろうか?
そこで、LINEのあまり知られていない機能について触れていく。

12

お米食べろ！

〜米から離れた日本人〜

チーム： Erice (エリス)

豊川 太梧(リーダー),新屋敷 勇気、久志 正悟、横田 朱津実、島添 伸哉

内容
日本人は米が主食と言ってるわりには、消費量が少ない！
これは日本人としてあるまじき事態だ！！
なぜ日本人が米から離れたのか・・・？
日本の米離れを防ぐには・・・？

13

フトアゴヒゲトカゲの魅力

内容

チーム： FREEDOM

許田 重尊(リーダー),小嶺 明德(サブリーダー)、長嶺 澪哉、上原 慎太郎、金武 悠斗

みなさんペット飼ったことありますか？
よく飼われているペットは犬や猫ですよね。
今回紹介するプレゼンは爬虫類のフトアゴヒゲトカゲについてです。
爬虫類が苦手な方もいらっしゃるかと思いますがこのプレゼンを通してフトアゴヒゲトカゲの魅力について知ってもらえれば
と思います。

14 PoKʼeMoN GOのすゝめ 〜ポケモントレーナーへの道〜

チーム： 盆

竹田 翼(リーダー),城間 朝太郎(サブリーダー),上原 伶王、仲里 航、仲嶺 滉樹、伊藤 大和

内容
今話題沸騰の世界的人気アプリ『ポケモンGO』！！
なぜここまで人気になったのか・・・？

ポケモンGOをまだインストールしていない人へポケモンGOの魅力を伝え、
飽きちゃった人には今後の気になる展開や豆知識、もっと面白くなる遊び方をプレゼンします！

『みんなもポケモンゲットだぜ！』

iOS用
15

ゲームは百薬の長！

内容
ゲームは子供のもの、大人がするなんて・・・。
そう考えている人は未だに多く居るのではないでしょうか？
趣味はゲームです、と言うのはどことなく気恥ずかしくはないですか？
私達はその考え、恥を払拭すべくやってきました。

Android
チーム： Saibu
南 佑弥(リーダー),渡嘉敷 翼、鈴木 志優、屋富祖 誠也、吉田 優香

