日本英語交流連盟
The English-Speaking Union of Japan

ESUJ パーラメンタリーディベート
【Equity & Diversity セミナー！】
英国 ESU ディベートメンターが説明！！
日 時：2022 年 8 月 20（土）19:00-20:30（日本時間）
会 場：オンライン（Zoom お申込みの方に 8/19 にリンクを送信予定。）
対 象：中学・高校・大学生、教育関係者、ビジネスパーソン、一般の方
参加費：無料（無料ですが、リンク送信のため必ずご登録をお願いいたします。）
定 員：300 名（要事前登録） 事前登録 URL https://ws.formzu.net/fgen/S76386063/
締 切：8 月 18 日（木）（定員になり次第、締め切ります。）
詳 細：https://www.esuj.gr.jp
主 催：ESUJ（一般社団法人 日本英語交流連盟）
第1部

Why is equity and diversity so important?

英語パーラメンタリーディベートだけではありませんが、よいコミュニケーションを行うには、お互いの
人権を尊重し、偏見や差別に基づかない考え方や話し方を学ぶことが大切です。そして、ディベートに
参加する全ての人が議論を楽しむためには、参加者同士が不快感を与えない言動が必要です。否定的で
あったり、攻撃的な言動をとったり、偏見や差別に基づく発言をしないためにも、物事を多角的に考える
方法を学びましょう。
・英国 English-Speaking Union の Senior Officer の Ameena Khan Sullivan による説明。
・河野 周氏 ESUJ 特別参与（私立聖光学院中学・高等学校 英語科教諭、HPDU of Japan 理事）
による解説。
（参加予定）

第 2 部 Activity
Equity & Diversity を学ぶアクティビティを体験！

第3部 Q &A
＜パーラメンタリー（議会方式）ディベートの魅力＞
パーラメンタリーディベート(Parliamentary Debate) は、その名が示すとおりイギリスの議会討論を模
したディベートです。身近なトピックスについて即興かつ柔軟に取り組み、議論を組み立て、ユーモアのセ
ンスも活用して聴衆の意識を惹きつけ自らの立場を説得する討論ゲームです。今まさにグローバル人材に
求められる総合的なコミュニケーション能力を身につける最良の方法です。イギリスをはじめ世界各国の
学校や大学でパブリック・コミュニケーション力や論理的思考力の育成に効果的な教育手法であるとして
注目されています。
関連情報
◆教員研修会ワークショップ【入門】夏休みに開催！ディベート教授法を学びませんか?
9 月 3 日・4 日に開催します。少人数制ですので、早めのお申込みをおすすめします。
◆English in Action: 秋に開催予定
ディベートの基本となる、パブリック・スピーキング（スピーチ）のポイントと実践練習！
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ESUJ Parliamentary Debate Seminar
“Equity & Diversity”
Lecture by UK ESU Debate Mentor
Lecture Language: English & Japanese
Date：20 August 2022（Sat.）19:00-20:30（Japan Time）
Venue：Online（Zoom Please apply by Aug. 18. ）
Audience：Students, Teachers, Business persons, anyone interested!
Fee：Free (Link and password will be sent to applicants by Aug.19.)
Applicants: 300 persons
Registration site: https://ws.formzu.net/fgen/S76386063/
Deadline：18 August (Thurs.)（Registration will close when full.）
Details：https://www.esuj.gr.jp
Organizer & Sponsor: ESUJ（English-Speaking Union of Japan）
Lecturer: Ameena Khan Sullivan,
English-Speaking Union London, Senior Education Programmes Officer
Commentator: Amane Kawano, ESUJ Special Advisor, English Teacher Seiko
Gakuin Jr. Sr. High School, Director HPDU (Scheduled Speaker)

Part 1 Why is equity and diversity so important in Debating?
For everyone to enjoy debate, it is of utmost importance that all the debaters and members of
the audience refrain from the use of discriminatory language, expressions and mannerisms. A
vital aspect of debating is to understand, and respect opposing viewpoints, reach consensus
and build a deeper appreciation of the world by sharing knowledge and experience. This is a
pillar of democracy. In order to achieve this, all participants in a debate must understand equity
and diversity and conduct themselves with professionalism and integrity.

Part 2

Activities

Activities you can use in daily life and in the classroom to learn more about Equity.
This seminar will equip attendees with a pedagogical toolkit to explore and promote inclusivity
in debating. We will also examine what Equity policies are, why they matter and how you can
apply them. Lastly, useful vocabulary and sentence stems will be highlighted to aid participants
in using equitable language in their debating.

Part 3 Question and Answer Session
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