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ESUJ の 2015 年度活動リスト 

 

日時 種類 行事 場所 特徴 費用 参加人数 

ほぼ毎月 学び合い Roudoku Club 【会員限定】 日本教育 

大学院大学 

日本の名作を英語で読む朗読勉強会 

朗読作品： 

“Tony Takitani” by Murakami Haruki 
“The Boy Who Drew Cats,” “Mujina,”  
Koizumi Yakumo, “The Fountain of 
Youth” by Koizumi Yakumo 
“Bushido” by Nitobe Inazo, etc. 

参加費：1,000円 

実費：200-300円 

4 月：10名, 5月：12名 

6 月：12名, 7月： 9名 

9 月：12名, 10月：10名 

11 月：8名, 12月：9名 

1 月：7名, 2月：12名 

3 月：12名 

 

4 月 1 日 

 

グローバル・ 

コミュニケーション 

/学び合い 

「英語を学ぶシリーズ」（英語） 

山内久明氏  東京大学名誉教授・英文学 

 'Cambridge Revisited:  

Some Thoughts on Higher Education' 

 

国際文化会館 英文学の碩学が 9 年間にわたるケン

ブリッジでの体験を基に高等教育の

在り方について語る。 

特別会員：2,000円 

個人会員：2,500円 

学生会員：1,000円 

関係者：3,000円 

特別会員：10名 

個人会員：13名 

関係者：18名 

4 月 22 日 

 

学び合い 

触れ合い 
対談シリーズ（英語） 

ポール・スノーデン  

杏林大学副学長、早稲田大学名誉教授 

『賢明でタフな 

グローバル・コミュニケーターの育成』 

 

オーバカナル 

紀尾井町 

ゲストと会長との対談を軸に、ドリ

ンクと軽食を楽しみつつ談論風発の

参加型プログラム 

日本の大学で 37 年間英語教育に携

わって来たパイオニアの話をうかが

う。 

 

特別会員：3,000円 

個人会員：3,500円 

一般：4,000円 

特別会員： 9名 

個人会員：10名 

一般： 2名 

5 月 20 日 

 

触れ合い 五月の夕べ: 一中節三味線 

都 一中氏 
（来賓：カナダ公使参事官） 

明治記念館 ESUJ の年最大の社交行事。ユニーク

なエンターテインメントとビュッフ

ェをお楽しみいただく。 

2015 年芸術院賞受賞者都一中氏に

よる演奏。 

 

会員：7,000円 

一般：8,000円 

会員：27名 

一般：16名 

来賓：1名 

6 月 10 日 学び合い ESUJ 年次総会 【会員限定】 

年次総会：特別講演会 （英語） 

マッケンジー・クラグストン駐日カナダ大使 

『カナダの移民政策と真の多文化社会の出現』 

 

国際文化会館 クラグストン大使に、カナダの移民

政策がどのように発展して来て、同

国の豊かな文化的多様性に貢献して

来たかについてお話しいただいた。 

会員：無料 会員：58名 

関係者： 3名 
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6 月 21 日 

 

グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

第 14 回社会人英語ディベート大会 公益財団法人  

日本英語検定

協会 

世代、職業を越えて広く社会人（外
国人を含む）が参加 

ディベート参加費： 

会員：2,500円/ 1 人 

一般：5,000円/ 1 人 

参観：無料 

ディベーター：32名 

ジャッジ：18名 

スタッフ： 7名 

観覧：44名 

7 月 6 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/学び合い 

卓話会【特別個人・特別法人会員・法人会員】 

菅谷定彦氏 

『英会話、私の珍プレー、好プレー』 

アークヒルズ

クラブ 

菅谷副会長の在ニューヨーク特派員

時代のユーモアに富んだ経験談 

会員：5,000円 

関係者：5,000円 

 

会員：22名 

関係者：8名 

 

9 月 2 日 学び合い/触れ合い 対談シリーズ（英語） 

青谷  優子氏 

朗読家・バイリンガルフリーアナウンサー 

英語コミュニケーション講師 

『Tell the Story: 伝える英語・伝わる気持ち』 

 

オーバカナル 

紀尾井町 

ゲストと会長との対談を軸に、ドリ

ンクと軽食を楽しみつつ談論風発の

参加型プログラム 

特別会員：3,000円 

会員：3,500円 

一般：4,000円 

特別会員： 8名 

個人会員：14名 

一般： 7名 

10 月 2 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

Debate Week Special Program  
“Fun Evening with UK Debate Squad” 

永楽倶楽部 英国大学のディベート・チャンピオ

ン・チームのユーモアに溢れたディ

ベートとビュッフェを楽しむ 

会費：5,000円 会員：21名 

一般： 9名 

来賓： 5名 
(含 UKディベーター) 

10 月 

3-4 日 

グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

第 18 回 ESUJ 

大学対抗英語ディベート大会 

4 日午前：英国招聘ディベーターによる 

公開ワークショップ 

4 日午後：英国招聘ディベーターによる 

モデル・ディベート 

 

代々木 

オリンピック・

センター 

日本で最も権威のある学生 

パーラメンタリーディベート大会。

英国チームが審査員に加わり、モデ

ル・ディベート、 

ワークショップを行う 

ディベート参加費： 

1 チーム（2名）： 

8,000円 

観覧：無料 

延べ人数 

参加：64名 

ジャッジ：28名 

スタッフ：17名 

観覧 学生：60名 

観覧 社会人：47名 

10 月 3 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/触れ合い 

 

大学対抗英語ディベート大会 

レセプション 

代々木 

オリンピック・

センター 

大学生、ディベート OB・OG、協賛

企業を招いてのディベート普及およ

び交流の場 

参加費：無料 学生：88名 

UK ディベーター： 4名 

社会人・ジャッジ：15名 

協賛企業及 ESUJ法人：3名 

ESUJ 会員：7名 

10 月 5 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

講師：英国招聘ディベーター・ESUJ スタッフ 

パーラメンタリーディベートセミナー 

大阪府立大学 

（高校生・大学生・一般対象） 

 

大阪府立大学 英国チームが参加して、大学生、高

校生、教師、社会人などにパーラメ

ンタリーディベートを普及 

参加費：無料 50 名 
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10 月 6 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

講師：英国招聘ディベーター・ESUJ スタッフ 

パーラメンタリーディベートセミナー 

（高校生・大学生・一般対象） 

コンソーシア

ム京都 

同上 参加費：無料 118 名 

10 月 7 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

講師：英国招聘ディベーター・ESUJ スタッフ 

（高校生・大学生・一般対象） 

熊本県立済々

黌高校 

同上 参加費：無料 62 名 

10 月 8 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

講師：英国招聘ディベーター・ESUJ スタッフ 

パーラメンタリーディベートセミナー 
Japan Parlamentary Debate Union (JPDU),  

東京 英国チームが参加して、大学生、高

校生、教師、社会人などにパーラメ

ンタリーディベートを普及 

参加費：無料 55 名 

10 月 9 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

（講師：英国招聘ディベーター、ESUJ 公認講師） 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 1 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 8名 

政策研究大学院大学関係 6名 

講師 2名 

サポーター5名 

ESU ディベーター4名 

10月16日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 2 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 7名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名 

10月23日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 3 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 7名 

政策研究大学院大学関係 3名    

講師 2名 

サポーター1名  

10月28日 学び合い/触れ合い アイルランド大使公邸訪問 【会員限定】 

“Discover Ireland” 

アン・バリントン駐日アイルランド大使 

 

東京港区 お茶とケーキを楽しみながら、アイ

ルランドの社会・文化について学ぶ 

会員：2,500円 

関係者：3,000円 

会員：24名 

関係者： 6名 

10月30日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 4 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 9名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名 

サポーター1名  

11 月 6 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 5 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 7名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名 

サポーター1名 
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11月13日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 6 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 5名 

政策研究大学院大学関係 3名    

講師 2名 

サポーター1名 

11月20日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 7 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 4名 

政策研究大学院大学関係 3名    

講師 2名 

サポーター1名 

11月21日 学び合い/触れ合い Outing:  
「茂木本家美術館」＆ 

「キッコーマンもの知りしょうゆ館」訪問 

千葉野田市 交流事業として美術館を訪れ、もの

知りしょうゆ館では、英語と日本語

でしょう油の製造工程を学ぶ。 

会員：2,000円 

関係者: 2,500円 

会員：9名 

関係者：5名 

11月27日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 8 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 5名 

政策研究大学院大学関係 5名 

講師 2名  

11月27日 グローバル・ 

コミュニケーション

/学び合い 

「英語を学ぶシリーズ」（英語） 

英語 Rodokuの世界へようこそ！ 

青谷 優子氏・池田みどり氏 

東京銀座 英語朗読とジャズピアノ 特別会員：2,000円 

個人会員：2,500円 

学生会員：1,000円 

関係者：3,000円 

特別会員：6名 

個人会員：9名 

関係者：8名 

12 月 4 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 9 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 4名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名  

12月18日 触れ合い ESUJ クリスマス・パーティ 日本外国 
特派員協会 

会員とゲストがビュッフェを楽しみ

つつ、歓談し、クリスマス・ソング

も歌う 

会員：7,000円 

一般：8,000円 

会員：42名 

一般： 7名 

来賓： 3名 

2016 年 

1 月 8 日 

グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 10 回 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 4名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名 

サポーター2名 

1 月 15 日 グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート 

政策研究院外交アカデミープログラム 
国際人材育成プログラム、ディベート力向上コース 

第 11 回（最終日） 

政策研究 

大学院大学 

ミッドキャリア行政官の国際コミュ

ニケーション・交渉能力の向上を目

的としてパーラメンタリーディベー

ト等の講習を行う 

委託事業 各省若手・中堅官僚 1名 

政策研究大学院大学関係 3名 

講師 2名 

サポーター8名 
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1 月 27 日 学び合い 新春講演会（英語） 

グローバル人材： 
力強く、自信を持ち、繁栄する 日本を築くために 

マーク・ディビッドソン氏 
日本アムウェイ合同会社、政府・渉外担当ディレクター 

元在京米国大使館広報担当公使 

日本記者 

クラブ 

ディビッドソン氏に、日米教育委員

会議長、日米教育タスクフォース・

メンバーを務めた経験と共に同種企

業の中で世界一の位置を占めるグロ

ーバル企業の役員としての見地から

お話いただく。 

特別会員：1,000円 

個人会員：2,000円 

学生会員：  500円 

一    般：3,000円 

一般学生：1,000円 

特別会員：14名 

個人会員：12名 

一般： 7名 

 

2 月 19 日 学び合い/触れ合い 対談シリーズ（英語） 
『言葉とソフトパワーを通じて絆を深める』 

マット・バーニー氏  

ブリティシュ・カウンシル駐日代表 

オーバカナル 

紀尾井町 

ゲストと会長との対談を軸に、ドリ

ンクと軽食を楽しみつつ談論風発の

参加型プログラム 

特別会員：3,000円 

個人会員：3,500円 

一般：4,000円 

特別会員： 9名 

個人会員：13名 

一般： 7名 

3月 9日 学び合い ESUJ Talk Salon 【会員限定】 

『ルーマニアの俳句事情』  

ラドゥ・シェルバン駐日ルーマ二ア特命全権大使 

 

古美術宮下 日本の文化を切り口として、ゲスト

を迎えてユニークなお話などを伺う 

特別会員：1,000円 

個人会員：1,500円 

学生会員：  500円 

特別会員：6名  

個人会員：7名 

3 月 30 日 

 

学び合い 特別講演会（英語） 

アフターブ・セート大使  

ESUJ 名誉顧問・元駐日インド大使 

“Half a Century:  
My Connections with Japan” 

日本記者 

クラブ 

ESUJ 名誉顧問のアフターブ・セート

大使に外交・ビジネス・研究者の視

点からインドと日本の関係について

お話しいただく。 

特別会員：1,000円 

個人会員：1,500円 

学生会員：  500円 

一    般：2,000円 

一般学生：1,000円 

特別会員：8名 

個人会員：8名 

一般：4名 

 

年 4回程度 

開催予定 

グローバル・ 

コミュニケーション

/ディベート/ 

学び合い 

社会人ディベートクラブ 練習会 
 
2015年 5月 9日、8月 22日、11月 28日、 

2016年 1月 30日 

代々木 

オリンピック・ 

センター 

世代、職業を越えて広く社会人 

（外国人を含む）が参加する英語デ

ィベート練習会 

 5月 24名,サポーター7名 

8月 12名,サポーター7名 

11月 15名,サポーター7名 

1月 20名,サポーター7名 

             合計参加人数： 1,541 名 

(3) 対外発信 

日時 種類 行事 場所 特徴 費用 利用者 

年 30 本 

 

(3/30 現在 

累計 469 本) 

対外発信 

 

意見コラム 

（日英両文） 

ESUJ ウエブサイト 

Japan In Their Own Words 

「日本からの発信」 

さまざまな問題についての、日本国内の

多様な意見を、バランスのとれた形で、

海外に伝えることを目的としています。 

無料寄稿 内外有識者、一般読者、大学教師

等。過去にジャパンタイムズ、

YaleGlobal への転載例あり。 

 


