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平成２７年度鹿児島県高校生英語ディベート春季大会（ご案内） 

（日米交歓ディベート全米代表日本ツアー特別大会） 

 

 

時下，皆様におかれましては御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて，平成２７年度鹿児島県高校生英語ディベート春季大会を別紙要項のとおり開催いたします。今大会で

は，日米交歓ディベート全米代表日本ツアーの一環として, 日本ディベート協会の協力のもと，ディベートの

本場アメリカよりディベートコーチと２名の全米代表ディベーターをお招きし，コーチによる講演会や全米デ

ィベーターによる決勝の講評等を行います。 

つきましては，本大会の趣旨を十分ご理解の上，貴校生徒の参加につきまして特段の御配慮をよろしくお願

い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 大会名  平成２７年度鹿児島県高校生英語ディベート春季大会 

 

２ 目 的  英語ディベートを通して，英語力の向上を図るとともに議題に対する知識を深める。 

   

３ 主 催  鹿児島県高等学校文化連盟 

 

４ 主 管  高文連国際交流専門部，鹿児島県高等学校英語教育研究会ディベート専門部 

  

５ 開催日  平成２７年６月９日（火）・１０日（水） 

 

６ 場 所  かごしま県民交流センター  〒892-0816 鹿児島市山下町14-50  TEL：099-221-6600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

〒８９１－０１３３ 

鹿児島市平川町４０４７番地 

錦江湾高等学校 

高文連国際交流専門部長 東丸 直哉 

TEL: 099-261-2121 FAX: 099-261-2122 

Email: kgsmkks@gmail.com 



 

平成２７年度鹿児島県高校生英語ディベート春季大会 実施要項 

——— 日米交歓ディベート全米代表日本ツアー特別大会 ——— 

 

１ 目 的  英語ディベートを通して，英語力の向上を図るとともに議題に対する知識を深める。 

 

２ 主 催  鹿児島県高等学校文化連盟 

 

３ 主 管  高文連国際交流専門部，鹿児島県高等学校英語教育研究会ディベート専門部 

 

４ 協 力  日本ディベート協会（Japan Debate Association: JDA） 

 

５ 特別協賛 GTEC-CBT: Global Test of English Communication  Computer Based Testing 

       ——— 大学入試やその先でも求められる英語力を測定 ——— 

       ※今回の日米交歓ディベート日本ツアーはGTEC-CBTの協賛を経て実現しています。 

 

６ 場 所  かごしま県民交流センター  大ホール・大研修室１・中研修室１ 

（〒892-0816 鹿児島市山下町14-50  TEL：099-221-6600） 

 

７ 日 程  ６月９日（火） 12:50～13:35 受付・会場設営（大ホール） 

                              13:25～14:00  ジャッジ説明会（講師室） 

14:00～17:20 予選１～３試合（大ホール） 

６月１０日（水） 8:00～ 8:30 受付・会場設営（大研修室・大ホール） 

                               8:30～ 9:20  予選４試合（大ホール） 

 9:30～10:20 決勝 （全米チーム観戦）（大ホール） 

10:40～11:15 決勝戦総評・決勝戦結果発表・表彰 

11:15～12:00 アメリカコーチによる講義(The Benefits of Debates) 

12:00～12:45 昼食 

12:45～13:30 質疑応答（大研修室・中研修室） 

       ①顧問から全米チームコーチへ質疑・応答 

       ②生徒から全米代表ディベーターへの質疑・応答 

13:30～15:30 全米代表ディベーターとの交流・生徒研修会・閉会式 

15:30～16:00 後片付け・解散  

 

６ 論 題  Japan should contribute more actively to the United Nations Peacekeeping Operations by 

relaxing its restrictions for the Self-Defense Forces. 

       日本は，自衛隊の参加制限を緩和し，国際連合の平和維持活動に，より積極的に貢献すべきである。 

       是か非か。  

 

７ 参加費 本大会を含め，別紙２のいずれかの行事に生徒が参加する場合，国際交流部関連の部活動・同好

会等に所属する生徒であれば学校単位で 3，000 円の登録費が，また，国際交流部関連の部活に所

属しておらず，生徒が個人として本大会に参加する場合は，生徒一人につき200円の登録費が年に

一度だけ必要となります。参加費は，大会当日に徴収します。 

 

８ 参加登録・対戦方法 

ア （登録）原則１校４チームまでとします。各チーム６人まで登録可能です。全国大会ルールに

準じて海外生活経験者数の登録制限を設けます。１校の登録人数が，チーム数にかかわらず３

人の場合のみ１チーム３人制を選択してチーム編成できます。その他は４人制のみ。 

イ （その他の参加条件）引率者にはジャッジを依頼する場合があります。その場合は，事

前に連絡します。 



ウ （試合進行，審査方法）前年度の全国大会のルールを採用(HEnDA のサイトを参照）します。

ただし，本大会では，HEnDAのルールとは以下の点が異なります。①３人制を認めます。（た

だし，１チームの登録人数が４人以上の場合は必ず４人制とすること。）②立論後の質問時間は

２分間。 

エ （勝敗）予選４試合の勝利試合数が多い２チームが決勝戦に進みます。勝利試合数が同数の場合

はコミュニケーション点を考慮します。表彰は優勝と準優勝の２チームのみとします。 

 

９ 申し込み方法 

   別紙１を下記に郵送してください。６月１日（月）必着。折り返し，確認の連絡をします。 

     

〒８９１－０１３３ 

鹿児島市平川町４０４７番地  鹿児島県立錦江湾高等学校  東丸 直哉 宛 

TEL： 099-261-2121  FAX：099-261-2122 

 

１０ 大会運営上の注意点 

（１）大会事務局が事前に予選での対戦校を抽選で決定します。抽選には複数名立会い公平を期します。 

（２）本部に事前に連絡がなく，第一試合に間に合わない場合は，該当校は棄権とみなします。 

（３）予選では，肯定側・否定側をそれぞれ２試合ずつ行います。 

（４）各対戦後，ジャッジが結果発表および講評を行い，その時間も含め１試合５５分以内で終了します。 

（５）引率顧問は大会役員となり当日の仕事を分担します。 

 

１１ その他 

（１） 参加者と指導者は，昨年度の英語ディベートコンテスト（鹿児島県高等学校教育研究会英語部会主催）

の大会規則(ガイドラインとルール)を熟読してください。高英研のWebサイト(kakoeiken.com)で閲覧

可能です。 

（２） 大会役員がカメラ等で記録をとることをご了承ください。 

（３） 具体的な試合進行は下記の通りです。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肯定 

三人 

チーム 

肯定 

四人 

チーム 

スピーチ 時間 

否定 

三人 

チーム 

否定 

四人 

チーム 

A1  A1 ①肯定立論Affirmative Constructive Speech 4分 -  - 

 - 準備時間Preparation Time 1分 -  - 

A1  A1 ②否定質疑Questions from the Negative 2分 N2  N4 

- - ③否定立論Negative Constructive Speech 4分 N1  N1 

- - 準備時間Preparation Time 1分  - 

A2  A4 ④肯定質疑Questions from the Affirmative 2分 N1  N1 

- - 準備時間Preparation Time 2分  - 

- - ⑤否定 アタックNegative Attack 2分 N2  N2 

A3  A3 ⑥肯定 質疑Questions from the Affirmative 2分 N2  N2 

A2  A2 ⑦肯定 アタックAffirmative Attack 2分 -  - 

A2  A2 ⑧否定 質疑Questions from the Negative 2分 N3  N3 

- - 準備時間Preparation Time 2分 -  - 

A3  A3 ⑨肯定 ディフェンスAffirmative Defense 2分 -  - 

-  ⑩否定 ディフェンスNegative Defense 2分 N3  N3 

- -     準備時間Preparation Time  2分 -  - 

A1  A4 ⑪肯定 総括Affirmative Summary 3分 -  - 

- - ⑫否定 総括Negative Summary 3分 N1  N4 

  合計 38分   



（４） 全米ディベーターならびにコーチ 

 

コーチ：Theodore Francis Sheckels (Mr./Dr.) 

Theodore F. Sheckels is Professor of English and Communication Studies and 

chair of the Department of Communication Studies at Randolph-Macon College in 

Ashland, Virginia. He is the author or co-author of twelve scholarly books. Most 

cluster in the two research areas of political communication, where he has studied 

debating in the U.S. Congress, state-level politics, and the trajectories of women’s 

political careers, and international English literature, where he has studied many 

South African, Australian, and Canadian writers. He is the editor or co-editor of two 

other books, both in the political communication area, and is founding editor of both Margaret Atwood Studies 

and the Communication Centers Journal. 

 

 

全米ディベーター 

Cody James Walizer (Mr.) 

Cody is a 22-year-old debater representing the University of Denver (DU). Cody 

first started speaking competitively at La Cueva High School in his hometown of 

Albuquerque, New Mexico. In High School, He won four New Mexico State 

Championships in various competitive speaking events. His college debate experience 

has been just as successful. For the last three years, he has served as President and 

Captain of the University of Denver Debating Union. He has reached the finals of 

several prestigious tournaments, including the Kingsmill Moore Invitational at Trinity 

College in Dublin, Ireland. In 2013, he and his partner won the WUDC Mile High Open 

at the University of Denver.  

Additionally, throughout his college career, Cody has been involved in debate education and coaching efforts. 

Working closely with members of organizations such as CHSAA (the Colorado High School Activities Association) 

and DUDL (the Denver Urban Debate League), Cody has judged and taught many high school debaters. This, to 

Cody, is the most rewarding experience he has had with public speaking. 

Cody will be entering his 9th year of competitive speaking in Autumn 2015. As a Japanese-American, Cody is 

beyond excitement to be in Japan!  He would like to thank the JDA and CIDD for allowing him to fulfill a lifelong 

dream. 

 

 

Natalie Lillian Grace Bennie (Ms.) 

Natalie Bennie is a fourth-year debater on the policy debate team at Samford 

University in Birmingham, Alabama. There, she has achieved a large amount of 

success in all divisions of the activity. As a freshman, she was voted “Novice of the 

Year” for the entire Southeast district, where she also won the tournament in Junior 

Varsity and received the top speaker award. As a varsity debater, she continues to 

debate at a high level of success and has made multiple appearances in elimination 

rounds. Further, she has attended the Arizona Debate Institute twice, most recently 

winning the ADI tournament. At the most recent Cross-Examination Debate 

Association Tournament, Natalie received the All-American award for her dedication 

to service and scholarship within debate and the Summa Cum Laude Academic Achievement award. As a 

communication studies student, she has conducted research analyzing factors influencing debate participation 

within the Birmingham Area Debate League for middle and high schools and has also organized and participated 

in a number of public debates at her university. 



（別紙１） 

 

                                   ２０１５年６月１日（月）必着 
 

平成２７年度鹿児島県高校生英語ディベート春季大会申込用紙 
 

引率者氏名 

○ １～１０００までの数字を３つ書いてください。対戦相手の抽選で使用します。 

（１）          （２）           （３）          

 

上記生徒および引率者が参加します。大会における高文連国際交流専門部による写真撮影と写
真の使用を了承します。 

平成２７年   月   日 

学校名                校 長              印 

鹿児島県高等学校文化連盟国際交流専門部 御中 

＊海外生活経験を有する生徒は，登録生徒Ｂの欄に分けてご記入ください。また条件に該当する部分を例にならってご記入ください。

登録出来る生徒数は，登録生徒Ａ・登録生徒Ｂ合わせて６名までです。本紙では１チームのみ登録できます。２チーム登録する場合は

２枚作成してください。 
登録生徒Ａ（海外生活経験のない生徒） 

氏 名 学

年 

性

別 

  （例）  国際 （交流） 太郎 
2 男 

カナ コクサイ （コウリュウ） タロウ 

1 
   

4  
  

  

2 
 

  
5  

  
  

3 
 

  

6  
  

  

*姓と名の間はスペースをあけてください。ミドルネームをお持ちの方は（ ）の中に書いて下さい。 

登録生徒Ｂ 

（海外生活経験のある生徒） 

学

年 

性

別 

海外生活歴  （例：中１～ 

中３まで３６か月アメリカ滞在） 
以下の条件に該当する生徒を書いてく

ださい。チームに2名まで登録ができ

ます。（出場は，各試合1名ずつまで。） 

(1)英語を第1言語とする国で12ヶ月

以上滞在経験のある生徒 

(2)英語を第2言語とする国の出身であ

る生徒 

(3)家庭で常用的に英語を使っている

生徒 

(1)(2)は就学前の滞在は不問 

  
    

  

  
      

  

氏 名 連絡先（大会に関する連絡にのみ使用します。） 性別 

   



（別紙２） 

 

（参考資料） 

 鹿児島県高文連国際交流専門部 活動概要 

 

（１） 目的 国際理解と国際協力の精神を涵養し，国際社会の中で活躍できる人材の育成を目指 

す国際教育及びそれを実現するための外国語（英語）学習を目的とする。 

 

（２） 活動状況 

１ 全国高校生英語弁論大会鹿児島県代表選考会（５月２９日） 

２ 鹿児島県高校生英語ディベート春季大会（６月９日・１０日） 

３ 全国高校生英語弁論大会九州地区代表選考会（７月１０日） 

４ 鹿児島県高校生英語ディベート夏季研修大会（７月１８日～２０日） 

 

（３） 留意事項 

・ 上記１，２（３を含む），４のいずれかの大会に出場する場合，国際交流専門部関連の部活・同好

会等に所属する生徒であれば学校単位で 3，000 円，関連部活動に所属していない生徒の個人参

加の場合は一人 200 円の登録費を徴収する。（ただし，参加する最初の大会で，年に一度のみの

徴収とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


