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(Speech in English will follow.) 

IPSC 2019 Report 

 青山学院大学文学部フランス文学科 

山田龍依 

 

2019 年、新しい元号が決まり新天皇の即位に始まった 5 月の 13 日から 17 日までの 1 週間、

私はイギリスのロンドンで毎年開催され、世界で最も大規模な英語弁論大会の一つ、International 

Public Speaking Coｍpetition (以下 IPSC)に日本代表として参加した。この 1 週間の前半はワー

クショップやスピーチをするにあたって大切なことに関するレクチャーなどがあり、後半、主に

4 日目から大会本選が始まる。IPSC は大会としても、とてもレベルの高いイベントではあるが、

1 週間ルームメイトと同じ部屋で寝食を共にしたり、常にグループで行動したりと参加者同士の

交流の場としての役割も大きいように感じた。 

 

 

(IPSC 2019 の集合写真 ESU 本部 Dartmouth House にて) 

 

IPSC では 2 種類のスピーチを発表しなくてはならない。Prepared Speech と Impromptu Speech

である。Prepared Speech はこの IPSC を運営する English-Speaking Union から事前に与えられ

る、全参加者共通のスピーチテーマに沿って大会までにスピーチを作り、各自練習しておくもの

である。一方 Impromptu Speech は大会当日に人それぞれ違うスピーチテーマを伝えられた後、

15 分でガイドラインを考えすぐに発表しなくてはならない、いわば即興スピーチのようなものだ。

ここで私が発表した 2 種類のスピーチの概要を紹介させていただこう。 
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今年の Prepared Speech のテーマは”A lie has speed, but truth has endurance”であった。私はブ

ッシュ大統領(父)や聖書に登場する人物などのエピソードを交えながら、嘘をつくと後になって

その嘘が自分の足を引っ張ることになるという事を提示したうえで、真実を追求することや他人

と信頼関係を築く事の大切さについて話した。Prepared のセクションでは演説後に審査委員や観

客から質問をされるのだが、今回私は尋ねられた質問が予期していたものと大きく異なっていた

ため綺麗にまとめて答えることができなかった。それが唯一の心残りである。しかしその他に関

しては、沼田会長にご指導を頂きながら時間をかけて練習してきたその成果をしっかりと発揮で

きたと思う。また一つ自信がついたようにも感じる。 

 

私が与えられた Impromptu Speech のテーマは、”Those who don’t believe in magic will never 

see it.”であった。私は、夢を見たり魔法のような奇跡に期待することはもちろん重要であるが、

それだけではなく、一つ勇気を振り絞って、少し自分を前に押し進めて、その夢を実現する努力

をし始める大切さについて話した。しかし 15 分の準備時間では端的にまとめることができなかっ

たどころか、Talking Point すら絞り込めず、頭の中がほぼ白紙の状態で演説をすることになった。

そのためスピーチをするにあたって一番重要な「自信」を持つことができず、スピーチの途中で

止まってしまったりもした。この経験を通して私は、このような即興形式のスピーチで大切なこ

とは、普段からたくさんのことに興味関心を持ちそれぞれに自分の意見をはっきりさせておく、

という基本的だがなかなか難しい人生の教訓でもあると痛感した。 

 

(特に仲の良かった各国の代表たちと) 
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IPSC の醍醐味はたくさんの素晴らしいスピーチを聞けることだけではなく、15 歳から 20 歳ま

での同じ世代の参加者たちと、そこにいなければできない貴重な経験がたくさんできることでも

ある。大英博物館やシェイクスピアのグローブ座を訪れたり、ロンドン市内を歩いて観光したり

する。その中でも私が一番感激したのは Prince Edward Theatre で観た、ミュージカルの「アラジ

ン」であった。私はそれまで本格的なミュージカルを生で見たことがなかったので、舞台俳優の

表現力の高さや大きなステージセットを動かす仕組み、さらにはオーケストラの生演奏など初め

て見るものばかりで終始圧巻されていた。英語を母国語としない私でもストーリーが理解できる

ような、迫力と分かりやすさを兼ね備えたセリフの伝え方には、Public Speaker としても感服す

るばかりであった。 

 

そして夜になると Russell Square にある President Hotel に同姓で歳の近いルームメイトと 2 人

1 部屋に振り分けられ、寝食を共にする。私のルームメイトはアゼルバイジャンから来た Adil と

いう 20 歳の男の子であった。彼はカバンを開けるとすぐに自国の食べ物をふるまってくれたが、

これは母親が強制的に持ってこさせたものなんだと言って恥ずかしがっていたので、私も同じこ

とをされた、どこの国でも母親には逆らえないものだというようなジョークを交わし、彼と仲良

くなった。彼とはいろいろな価値観が合い私たちはすぐに友達になった。さらに驚くべきことに

彼は日本語を勉強したことがあり、日常会話程度の日本語を話すことができたのであった。IT 関

連の仕事をしながら大学に通っているという彼は、稼いだお金で日本に来るのが夢だそう。私も

もっと英語を勉強して、彼が日本にやってきた際にはたくさん日本のことを紹介してあげたいと

思う。 

 

                            (ルームメイトの Adil) 

さて、このあたりで私の Prepared Speech の原文をご紹介させていただき、IPSC 2019 の報告

を終わりとさせていただこうと思う。今まで携わってくださったたくさんの先生方、ESUJ の事務

所の方々、そして貴重なお時間をいただきたくさんのご指導をしてくださった沼田会長、本当に

ありがとうございました。 
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Lies will Come Back to Haunt You. 

Ryui Yamada 

Can you say with a clear conscience that you’ve never lied? I doubt if you can. Politicians 

often lie for their own interests. People sometimes lie under pressure. Lies can haunt and hurt 

you and others. Today, I want to argue why it is important to seek and speak the truth and build 

trust in your relations with others.  

     Even President Bush the senior, known to be a man of integrity, was not immune from 

the charge of lying. His famous words “Read my lips, no new tax” helped him become President. 

But later in his term, he had to raise taxes, and those famous words came back to haunt him. He 

failed to be reelected.  

     People often lie under pressure, sometimes faced with the stark choice of life or death. 

Even then, lies don’t help you. A classic example is in the Holy Bible, Matthew chapter 26:35. 

“But Peter declared, ‘Even if I have to die with you, I will never disown you.’ And all other 

disciples said the same.” However when he was revealed to be a follower of God after Jesus’s 

arrest, he clearly denied his connection to Jesus three times. But finally, after his arrest Peter 

remembered God’s words.” Before the rooster crows, you will disown me three times.” Peter 

was literally under duress so he lied but this didn’t help him, moreover, he suffered as a result. 

     Today, we live in the “post-truth” world as defined by Oxford Dictionaries in 2016. In 

this world, lies based on “cherry-picked” data can travel around the world in a second and 

anyone can see such data. Under this system people tend to take interest in the speaker’s 

emotional and provocative remarks rather than closely examining the content of the speech. 

For example, some scientists assert the theory, without reliable evidence, that global warming 

is not occurring. However, UN Climate Change Executive Secretary Patricia Espinosa and 

Mami Mizutori, the Japanese lady who is in charge of the Disaster Risk Reduction at UN, 

stated in their Op Ed on October 11, 2018, “Climate change is now a major multiplier of 

disaster losses worldwide. There has been a doubling of extreme weather events in the last 

twenty years which have experienced some of the hottest years on record.” We have to 

acquire the necessary knowledge to discern truth from falsehood and make correct judgments. 

     Most importantly, people need to maintain trust in one another and seek the truth. In the 

United States today, the government and the media accuse each other of “fake news.” In Japan, 

the relationship between the two may be a bit more stable, but there is no guarantee that it will 

stay that way. A lie can easily break the bond between the two. 

     Erosion of trust may not be limited to the government and media in one country. It may 

extend to global matters climate change or war and peace, and endanger people’s lives and the 

earth. Many people, for example, scientists, judges, and civil society leaders spend hours on 

end enduring to seek truth, justice and peace. Their efforts can only bear fruit if they are based 

on the bond of mutual trust. 

     So let me remind you of this basic truth. It is important to seek and speak the truth and 

build trust in your relations with others. Lies will come back to haunt you. 


