SG コミュニケーションプロジェクトの展開
ＤＤＰ講座即興ディベート基礎講座

１授業構成

【Ⅰ型】

9：30～10：20
10：30～11：20
11：30～12：20
12：20～12：30

専門家による講義
ラウンド１
ラウンド２
まとめ

【Ⅱ型】
8：30～ 9：20
9：30～10：20
10：30～11：20
11：30～12：20
12：20～12：30

専門家による講義
論題発表と準備
ラウンド１
ラウンド２
まとめ

２全体計画
第１回

6/14

Theme
Contents

モデルディベート
We should prohibit an ability actor/actress who used drugs from going back to
show business.
1) 講師紹介・スタッフ紹介
2) ディベートと私
3) 準備型と即興型の違い
4) ディベート５つの柱・ルール

Motion

We should abolish homework.

第２回

Theme

『立論の方法』

7/5

Proposition

第３回

Theme

『反論の方法』

9/6

Motion

1) Space exploration is a waste of money.
2) Domestic travel is better than traveling abroad for a school trip.

第４回

Theme
Guest Teacher

9/27

Motion

第５回

Theme
Guest Teacher

10/25

Motion
第６回
11/15

Theme
Guest Teacher
Motion

第７回
12/13

Theme
Guest Teacher
Motion

第８回
12/20

Theme
Guest Teacher
Motion

第９回

Theme

1/17

Schedule

1) Convenience stores should be closed late at night.
2) We should abolish the zoo.

『環境とモビリティ』
大阪府立大学 工学研究科 助教

中川 智皓 氏

1) We should buy electric vehicles (EV), not conventional cars.
2) Personal Mobility vehicle (PMV) gives us benefit than harm.
『環境と国際問題』
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 専門調査員 （スイス・ジュネーブ在住）
齋藤 美穂子 氏
1)
2)
『環境と経済』
内閣府男女共同参画局総務課 伊藤 久仁良 氏
1)
2)
『環境と訴訟』
弁護士 佐藤 大文 氏
1)
2)
『環境と企業』
株式会社 東芝セミコンダクター&ストレージ社 伊藤 直美 氏
1)
2)

SG カップ争奪 ディベート大会
8:15~ 9:05 予選１
9:15~10:05 予選２
10:15~11:05 準決勝
11:15~12:05 決勝

12:05~12:30 表彰式・まとめ

第４回からは、環境問題に関する講義を受けた後、
関係するテーマに基づいたディベートを実施します。

第4回 即興型ディベート基礎講座
講義『環境とモビリティ』
≪講師≫
大阪府立大学 工学研究科 助教
中川 智皓 氏

≪講師経歴≫
2004年 大阪府立大学 工学部 機械システム工学科 中途退学（飛び級の為）
2005年 大阪府立大学大学院 工学研究科 機械工学分野 修士課程 中途退学
2007年 東京大学大学院 工学系研究科 産業機械工学 専攻修士課程 修了
2010年 東京大学大学院 工学系研究科 産業機械工学専攻 博士課程 修了，博士（工学）
現

在 大阪府立大学 工学研究科 機械工学 分野 助教

≪ディベート歴≫
2001年 準備型英語ディベート（米国式）を始める。
2002年 即興型英語ディベート（英国式、パーラメンタリーディベート）を始める。
2005年 東京大学英語ディベート部を設立、社会人練習会を主宰する。
2005年 大学生英語ディベート世界大会World University Debating
Championship 2006 ESL準決勝進出（日本最高記録）
2006 年 東京大学総長賞 受賞

第5回 即興型ディベート基礎講座
講義『環境と国際問題』

≪講師≫
在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 専門調査員
齋藤 美穂子 氏

当日はスイスのジュネーブよりWEB講義予定です。

第6回 即興型ディベート基礎講座
講義『環境と経済』

≪講師≫
内閣府
伊藤 久仁良 氏

≪講師経歴≫
平成17年 3月 東京都立大学経済学部卒業
平成17年10月 内閣府本府 入府
現

在 内閣府男女共同参画局総務課
女子差別撤廃条約に対する国内の対応のとりまとめを行うなど国連関係
の業務に従事するとともに、女性担当大臣の海外出張に随行

≪ディベート歴≫
平成13年 5月 東京都立大学ESS入部即興型英語ディベートに出会う
平成15年 4月 日本パーラメンタリーディベート連盟役員当選（１期）オーストラリア
大使館助成事業「豪日交流企画」担当
平成16年 4月 日本パーラメンタリーディベート連盟役員当選（2期）副代表
平成21年 6月 日本英語交流連盟(ESUJ)主催社会人英語ディベート大会 ３位入賞
平成22年 7月 ESUJ社会人ディベートクラブ創設により、マネージャー就任
平成 26 年 6 月 ESUJ 主催社会人英語ディベート大会 ３位入賞

第7回 即興型ディベート基礎講座
講義『環境と訴訟』

≪講師≫
弁護士
佐藤 大文 氏

≪講師経歴≫
2004年 3月 東海大学付属望洋高等学校 卒業
2008年 3月 東海大学文学部 英語コミュニケーション学科卒業
2011年 3月 東海大学法科大学院 卒業
2011年 9月 司法試験合格
2012年12月 弁護士登録

≪ディベート歴≫
2013年 ＥＳＵＪ社会人英語ディベート大会優勝
2010年 タイテックカップベストスピーカー
2007 年 ＷＵＤＣ（バンクーバー）出場

第8回 即興型ディベート基礎講座
講義『環境と企業』

≪講師≫
株式会社 東芝
伊藤 直美 氏

≪講師経歴≫
渋谷教育学園幕張高等学校卒業
早稲田大学理工学部化学科卒業
株式会社東芝入社、知的財産部配属
現在、株式会社東芝セミコンダクター＆ストレージ社の知的財産部において、特許の権利
化、権利活用に従事

≪ディベート歴≫
2010年 東京大学英語ディベート部社会人練習会にてディベートと出会う
2013年 ESUJ社会人Debateクラブ スタッフとなる
2014 年 ESUJ 社会人 Debate 大会 第 3 位 入賞

第９回 即興型ディベート基礎講座
『ＳＧカップ争奪 ディベート大会』

≪タイムスケジュール≫
８：１５～９：０５

予選１

９：１５～１０：０５

予選２

１０：１５～１１：０５

準決勝

１１：１４～１２：０５

決勝

１２：０５～１２：３０

表彰式・まとめ

