
 

パーラメンタリー（即興型）英語ディベート体感セミナーin 福岡 

＜英国ディベーターのモデルディベートを観戦しよう！＞ 

２０２０年３月２７日（金）18:30-20:30 (18 時受付) 
 

＊2022 年より高等学校の英語の授業でディベートが導入されます。 
教員の皆様是非ご参加下さい! 
 

第１部 (18:30-19:45) モデル・ディベート 
＊議会方式ディベートの本場英国から来福する英国ディベーターと日本の大学生によるモデルディベート 

＊一般社団法人 日本高校生パーラメンタリーディベート連盟 (HPDU of Japan) 理事  

小林良裕先生による議会方式ディベートについてのモデルディベートの解説 

第２部 (19:45-20:30) 生涯役立つグローバルスキルとしてのディベート 
  ＊日本英語交流連盟会長 沼田貞昭（元カナダ大使）司会による座談会 

  ＊大賀哲:九州大学大学院法学研究院・准教授 

  ＊小野暢思: 合同会社 Tokyo Debate Academy 代表  ＊英国ディベーター: Sarah & Przemek 

 

＜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。 

 

申し込み締め切り：2020 年 3 月 22 日（日）。   定員になり次第締め切らせて頂きます。 

 

参加費：無料（無料ですが、警備の関係上、ご登録をお願いいたします。） 

定員：100 名（要事前登録）  事前登録 URL https://ws.formzu.net/fgen/S76386063/ 

対象：中学生、高校生、大学生、教員、一般の方 

会場：西日本シティ銀行本店７階大会議室 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 3-1-1 

共催：一般社団法人 日本英語交流連盟 (ESUJ)、福岡日英協会、西日本シティ銀行 

後援：ブリティッシュ・カウンシル、 

一般社団法人 日本高校生パーラメンタリーディベート連盟 (HPDU of Japan) 

メディアパートナー：読売新聞社 

注意事項：ESUJ の記録担当が撮影したものに関しては、後日 ESUJ のホームページ、協賛・後援・協力 

団体への報告書、ESUJ についての説明会や講演で使用することがあります。ご了承下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 一般社団法人 日本英語交流連盟 The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

http://www.esuj.gr.jp E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp Fax: 03-3423-0971   Tel: 03-3423-0970 

 

＜お申込ページ＞ 

https://ws.formzu.net/fgen/S76386063/
http://www.esuj.gr.jp/
file:///C:/Users/esuj9/Dropbox/esuj共有/@%20Debate/@2020%20福岡/2020%20福岡%20モデルディベート/esujoffice@esuj.gr.jp


 

登壇者紹介 
モデルディベート解説：小林 良裕 （こばやし よしひろ） 

私立豊島岡女子学園中学高等学校教諭。High School Parliamentary Union of Japan（HPDU of Japan、一般社
団法人日本高校生パーラメンタリーディベート連盟）理事。English-Speaking Union of Japan (ESUJ, 一般
社団法人日本英語交流連盟) 特別参与。国際基督教大学 (ICU) 卒、ICU 在学中にカリフォルニア大学 サ
ンタクルーズ校に留学、東京大学大学院 総合文化研究科 言語情報科学専攻 修士課程修了、東京学芸大
学 教育学研究科 英語教育専攻 英語科教育コース 修士課程修了、元私立渋谷教育学園渋谷中学高等学
校講師。2005年 University of Tokyo Debating Society (UTDS) 発足一員。2006年 9th JPDU (Japan Parliamentary 
Debate Union) Tournament 優勝、その他多数の国内・国際ディベート大会で入賞。2010 年に HPDU を発
足。ディベート普及のため中学高校生・教員対象のセミナーの講師を務める。著書：An Introduction to 
Debating Book 1−Book 5（自主出版）。パブリック・スピーキング、ディベートなど Oracy教育に著しく貢
献した教師に授与される国際 ESU International Teacher Award 2018 best 5 teachers に選ばれる。 
 

モデルディベート チェアー＆座談会：小野 暢思 （おの みつし） 
合同会社 Tokyo Debate Academy 代表。Digital Entertainment Asset クリエイティブプロデューサー。渋谷教
育学園渋谷中学高等学校 OB、慶應義塾大学法学部卒業。ポニーキャニオンで音楽プロデューサー、Netflix
でアニメプロデューサーとメディア業界に従事。現在一般社団法人日本高校生パーラメンタリーディベ
ート連盟チーフコーチも務める。現在シンガポールでブロックチェーンゲームベンチャーの立ち上げを
行なっている。2014 年 ESUJ 大学対抗ディベート大会優勝、2016 年 ESUJ 社会人英語ディベート大会優
勝、2017年第 20回記念 ESUJ英語ディベート大会優勝など、国内外の各種パーラメンタリーディベート
大会で優勝 32 回、ベストスピーカー賞受賞 26 回、決勝進出 19 回。2015 年 World University Debating 
Championship（パーラメンタリーディベート世界大会）ESL部門Quarter Finalist、EFL部門 4th Best Speaker。 
 

座談会：大賀 哲 （おおが とおる） 
九州大学大学院法学研究院・准教授。東洋大学法学部卒業。大学在学時に ESS に所属し、政策決定ディ
スカッション（PDD）、アカデミック・ディベートなどを行う。1998 年度関東学生英語界連盟（KUEL）
副委員長。大学卒業後、渡英。英国エセックス大学政治学部修士課程、博士課程修了。帰国後、神戸大学
大学院国際協力研究科・助教を経て、2008 年より現職。この間、オックスフォード大学、ケンブリッジ
大学、コロンビア大学などで客員研究員を務める。政治社会学会理事、World Scholar's Cup Kyushu 顧問。
2018年よりパーラメンタリー・ディベートを始める。著書に『国際社会の意義と限界』（国際書院、2008
年）『東アジアにおける国家と市民社会』（柏書房、2013年）、『北東アジアの市民社会』（国際書院、2013
年）、『共生社会の再構築』（法律文化社、全 4巻、2019-2020年）など。 

 
英国Mentors プロフィール UK Mentors 2020 Team of Brilliant Debaters 

サラ・ランドル    英国 レスター大学 
Sarah Randle  University of Leicester 
この 2年間The English-Speaking Union (ESU) 公認上級オラシー（Oracy, オーラルコミュニケーション）

コーチとして、英国内の多数のグループにおいて講師を務めるほか、2019年 ESU高校生ディベート全国
大会決勝よび 2019年 ESU 国際スピーチ大会（International Public Speaking Competition）準決勝において
ジャッジを務めた。高校時代ディベート部部長を務め、大学在学中もディベート活動を続けている。ディ
ベートおよびパブリック・スピーキングが様々な背景と文化を持つ人々を如何に結びつけることができ
るかに強い関心を持っている。現在レスター大学 3年生で古代史および考古学を専攻している。 

 

プルゼメク・ストラルスキー 英国 ロンドン大学 東洋アフリカ研究学院 
Przemek Stolarski  University of London (School of Oriental and African Studies) 
ロンドンを拠点としてここ数年ディベートのトレイナー・コーチとして活躍している国際経験豊かな

競技ディベーター。現在、ロンドンの 2 つの学校で若いディベーターをコーチしている（The English-
Speaking Union (ESU)）公認上級オラシー（Oracy, オーラルコミュニケーション）コーチおよびウエスト
ミンスター・スクールのディベート・コーチ。大学の学生ディベーターのコーチ、企業および公的機関の
ワークショップの運営、ESU の看板行事であるオーカムにおけるディベート・アカデミーをはじめとし
て幾多のディベート・アカデミーにおける講師などの活動に加え、世界中のディベート大会でジャッジ
を務めてきていることが特筆される。競技ディベーターとして、名声高い欧州大学ディベートチャンピ
オン大会、オックスフォード IV、ケンブリッジ IV の決勝に進出した成果を残している。 
今夏、中国上海にある世界的なディベート会社 LearningLeaders にてディベート・トレイナーを務める

こととなっている。ロンドン大学東洋アフリカ研究院にて国際関係および社会人類学の学位を取得中。 
 

座談会 司会：沼田 貞昭 （ぬまた さだあき） 
東京大学法学部卒業。オックスフォード大学哲学・政治・経済修士。1966年外務省入省。1978-82年在米
大使館。1984-85 年北米局安全保障課長。1994−1998 年、在英国日本大使館特命全権公使。1998−2000 年
外務報道官。2000−2002年パキスタン大使。2005−2007年カナダ大使。2007−2009 年国際交流基金日米セ
ンター所長。1972-82年田中、三木、福田、大平、鈴木総理の英語通訳、2009年 7月天皇・皇后両陛下カ
ナダ・ハワイご訪問の公式スポークスマンを務める。2008年 6月より日本英語交流連盟副会長、2011年
6月より会長。 

一般社団法人 日本英語交流連盟 The English-Speaking Union of Japan (ESUJ) 

http://www.esuj.gr.jp E-mail: esujoffice@esuj.gr.jp Fax: 03-3423-0971   Tel: 03-3423-0970 

http://www.esuj.gr.jp/
mailto:esujoffice@esuj.gr.jp

