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令和元年度
生徒と教師で挑戦した
ＰＤＡ即興型英語ディベート
英語ディベート学習会（ESS）
顧

問

井上 幹博

１．英語ディベート学習会（ESS）について
今年度も全学年の生徒を対象に公募を行った。その結果、2 学年（55 回生）から 5 名の生徒たちが参加して
くれ、英語ディベート学習会（ESS）はスタートした。最初は反論や再構築の部分がないＡＲＥＡ構造のディ
ベートシートを使用して練習を積んだ。その後、モデルディベートのスクリプトなどを多く用いて反論や再構
築の仕方だけでなく、ディベートでよく用いられる表現やボキャブラリーも同時に学習しながら実践練習につ
なげていくスタイルで学習活動を行った。このようにして、英語ディベート学習会（ESS）の 55 回生は 11 月
2 日に行われる県交流大会（17 校出場）に向けて日々、個人練習や集合練習に大変熱心に励んだ。
２．英語ディベート学習会（ESS）の活動日程について
2019 年 6 月 24 日（月）

，7 月 8 日（月）

2019 年 7 月 11 日（木）

，7 月 18 日（木）

2019 年 8 月 8 日（木）

，8 月 21 日（水）

2019 年 8 月 28 日（水）

，9 月 3 日（火）

2019 年 9 月 11 日（水）

，9 月 18 日（水）

2019 年 9 月 26 日（木）

，9 月 30 日（月）

2019 年 10 月 5 日（土）

PDA 即興型英語ディベート 5 校交流会

2019 年 10 月 18 日（金）

，10 月 23 日（水）

2019 年 11 月 2 日（土）

令和元年度第 5 回 PDA 神奈川県高等学校即興型英語ディベート交流大会

，10 月 25 日（金）

３．教師の研修会・研究会について
Ａ

神奈川県英語 4 技能指導法研究会（集合研修）全 6 回
場所：横浜平沼高校

Ｂ

神奈川県英語 4 技能指導法研究会（授業研究）全 3 回
場所：柏陽高校，平塚江南高校，本校

４．55 回生英語ディベート学習会（ESS）メンバーについて

【Regular Members】（2 年生）
髙橋 まりな
Marina TAKAHASHI
平井 咲穂
Sakiho HIRAI
沼崎 恵奈
Ena
NUMAZAKI
広瀬 詩乃
Shino
HIROSE
磯部 羽吹
Ubuki
ISOBE
【Teacher, Coach, Judge】
井上 幹博
Motohiro INOUE
（PDA 高校生即興型英語ディベート全国大会 2017, 2018 大会ジャッジ＠東京大学）

５．英語ディベート学習会（ESS）の「論題」
“Motion”について（抜粋）

a) Ambulance services should be charged.
（救急車の利用を有料化すべきである。
）
b) Using smartphones in school should be banned.
（校内スマホは禁止すべきだ。）
c) We should accept more foreign workers.
（外国人労働者をもっと受け入れるべきである。
）
d) Homework should be abolished
（宿題を廃止するべきである。
）
e) Having cosmetic surgery should be banned.
（美容整形手術を受けるのは禁止すべきである。
）
f) All high school students should have the right to vote.
（すべての高校生は選挙権をもつべきである。
）
g) Resale of concert tickets should be prohibited.
（コンサートチケットの転売は禁止されるべきである。）
h) Japan should introduce a compulsory voting system.
（日本は義務投票制を導入するべきである。
）
i) 24-hour convenience stores should be closed late at night.
（24 時間営業のコンビニは深夜閉めるべきである。
）
j) Nuclear power plants should be abolished.
（原子力発電所は廃止すべきである。
）
k) All senior high schools should abolish school uniforms.
（すべての高校は制服を廃止すべきである。
）
l) We should lead a city life rather than a country life.
（田舎より都会で生活すべきである。
）
m) Romantic relationships should be banned from high school students preparing for entrance exams.
（受験生は恋愛禁止にすべきである。
）
n) High school students using social media should be restricted.
（高校生がソーシャルメディアを使うことは制限されるべきである。
）
o) University entrance exam takers working on different materials in class should be accepted.
（受験生が授業中に内職をするのは認められるべきである。）
６．大会結果
2019 年 11 月 2 日（土） 令和元年度第 5 回 PDA 神奈川県高等学校即興型英語ディベート交流大会
【Round 1】●茅ケ崎北陵 vs Swing○ 【Round 2】○茅ケ崎北陵 vs 横須賀●

1勝1敗 第6位

※Swing は複数の高校の有志からなる非公式チーム
７．総括
毎年、県交流大会は確実にレベルが上がっているのを実感している。その中で、本校の生徒たちは大変熱心に
練習に取り組み、試合では正々堂々と論戦してくれた。果敢に挑戦してくれた生徒たちに敬意を表したい。生徒
の皆さんと正解のない課題に対して本気で考え、多角的に物事を捉える時間はかけがえのないものであった。今
後の日々が、皆さんにとってすばらしいものであるように心から願っている。
最後にこの言葉を届けたい。
“I would like you to take joy in who you are.”
「私が私で良かった、と言える貴方でいて下さい。
」

＜参考資料＞
文部科学省後援 第 5 回 PDA 高校生即興型英語ディベート全国大会 2019 参加校
北海道札幌南高等学校
青森県立青森高等学校
八戸聖ウルスラ学院中学・高等学校(青森県)
岩手県立盛岡第一高等学校
岩手県立一関第一高等学校
秋田県立角館高等学校
山形県立山形東高等学校
茨城県立竹園高等学校
茨城県清真学園高等学校・中学校
栃木県立宇都宮東高等学校
栃木県立宇都宮高等学校
栃木県立佐野高等学校
群馬県立前橋高等学校
さいたま市立浦和高等学校
埼玉県立浦和高等学校
埼玉県立浦和第一女子高等学校
翔凜高等学校(千葉県)
千葉県立千葉高等学校
豊島岡女子学園中学高等学校(東京都)
筑波大学附属駒場中・高等学校(東京都)
富士見中学高等学校(東京都)
渋谷教育学園渋谷中学高等学校(東京都)
東京都立両国高等学校・東京都立両国高等学校附属中学校
東京都立日比谷高等学校
東京都立小石川中等教育学校
浅野学園中学高等学校(神奈川県)
神奈川県立相模原高校
聖光学院(神奈川県)
神奈川県立柏陽高等学校
栄光学園中学高等学校(神奈川県)
神奈川県立湘南高等学校
神奈川県立横浜翠嵐高等学校
洗足学園中学高等学校(神奈川県)
湘南白百合学園中学・高等学校(神奈川県)
富山国際大学付属高等学校
福井県立藤島高等学校
長野県長野高等学校
長野県県立松本県ケ丘高校
長野県松本深志高等学校
岐阜県立岐阜高等学校
愛知県立岡崎高等学校
三重県立四日市高等学校
滋賀県立彦根東高等学校

立命館守山中学校高等学校(滋賀県)
京都府立鳥羽高等学校
京都府立嵯峨野高校
大阪府立北野高等学校
大阪府立豊中高等学校
大阪教育大学附属高等学校平野校舎
雲雀丘学園中高等学校(兵庫県)
神戸大学附属中等教育学校
奈良県立奈良高等学校
鳥取県立倉吉東高等学校
岡山県立岡山大安寺中等教育学校
山口県立宇部高等学校
山口県立山口高校
徳島県立城ノ内高等学校
香川県立高松高等学校
福岡県立城南高等学校
鎮西学園 真和高等学校(熊本県)
熊本県立八代高等学校
熊本県立第一高等学校
鹿児島県立鹿児島中央高等学校
鹿児島県立大島高等学校
以上 64 校

