
文部科学省・外務省後援  

第 8 回 PDA高校生パーラメンタリーディベート  

世界交流大会 2023 報告書 

一般社団法人 パーラメンタリーディベート人財育成協会（PDA） 

 

日程：  

2023年 1月 20日（金）、21日（土） 

 

会場： 

オンライン開催（Zoom） 

 

主催： 一般社団法人パーラメンタリーディベート人財育成協会 

（PDA） 

助成：  公益財団法人 日本財団、公益財団法人 KDDI財団 

後援： 文部科学省、外務省、朝日新聞社、朝日中高生新聞、 

一般社団法人日本英語交流連盟、大阪公立大学 

 

参加校とディベートチーム：14か国 24チーム（日本 6チーム、海外 18チーム） 

 

日本 栄光学園高等学校 

日本 聖光学院高等学校 

日本 山形県立東桜学館高等学校 

日本 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 

日本 福岡県立城南高等学校 

日本 長野県屋代高等学校 

ルーマニア CN Al Papiu Ilarian 

ルーマニア Colegiul National Andrei Saguna Brasov ※ 

タイ Prince of Songkla University Demonstration School 2チーム 

フィリピン Caraga Regional Science High School (CRSHS) 

フィリピン Timber City Academy 

マレーシア Chung Ling High School ※ 

モロッコ Moroccan National Debate Team 

ブラジル Colégio Harmonia ※ 
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メキシコ Cumbres Internations School Mexico ※ 

コスタリカ Colegio Cientifico de Alajuela ※ 

ベトナム Newton Grammar School 

トリニダード・トバゴ THE OXBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL 2 チーム  

ウガンダ Trinity College Nabbingo 

ウガンダ Seeta High School ※ 

コロンビア American School 

ジャマイカ Ardenne High School 

※＝当日参加できなかったチーム 
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大会趣旨 

昨今、グローバル化の加速により、多様な文化や考え方を理解し、グローバル社会で貢

献できる人財の育成が求められています。 

本大会では、パーラメンタリーディベートを通して、英語での発信力、論理的思考力、

幅広い知識・考え方、コミュニケーション力など複数の力を発揮し、様々な国の人と同じ

土俵で議論し、成長する機会を提供します。キーノートスピーチなど最新の講演も織り交

ぜ、グローバルに活躍できる人財育成とすることを目的とします。ディベートという手法

を通して効果的な国際交流を図るプログラムであります。また、スケジュールも国際会

議、国際学会に似たものとし、高校生にとって、将来的にこのような世界の舞台に参加す

るイメージや各々の目標を持ってもらえれば幸甚です。なお、本大会では、文部科学省助

成調査研究の結果を踏まえ、通常の授業でできる即興型英語ディベートのフォーマットを

用います。そうすることにより、クラブの生徒に加え、一般の生徒も参加しやすい形態と

なっています。 

 

論題（論題は、毎回ディベート開始 15分前にはじめて発表されます） 

予選１：  Having pets should be banned. 

ペットを飼うことを禁止すべきである。 

予選２：  High school students should have part-time jobs. 

高校生はアルバイトをすべきである。 

予選３：  Economic sanctions against Russia do more harm than good. 

ロシアへの経済制裁は利益よりも害をもたらす。 

予選４： Degrowth should be supported rather than SDGs.  

SDGsよりもむしろ脱成長を目指すべきである。 

準決勝：  All universities should give students the option to graduate online only.  

全ての大学は、オンラインのみで卒業できる選択肢を与えるべきである。 

決勝：    Universities involved in STEM should select students based on diversity rather 

than academics.  

STEMに関わる大学は、学力よりもダイバーシティで学生を選ぶべきである。 

 

キーノートスピーカー： 

Lesley Shannon 氏 

 P.Eng 

 Professor, School of Engineering Science 

 Simon Fraser University, Canada 
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1日目（開会式、予選 3ラウンド、文化交流、カルチャーナイト） 

 

第 8回 PDA高校生パーラメンタリーディベート世界交流大会が始まりました。開会式で

は PDA代表理事の中川智皓から挨拶と各国のチーム紹介（13ヶ国から 18チーム、日本か

らは 6チーム）がありました。その後ディベートのルール説明がありました。 

  

 

 

大会 1 日目は 3 つの予選ラウンド、国際交流、カルチャーナイト（世界の国々の文化紹

介）が行われました。予選ラウンド中、生徒はお互いのスピーチを熱心に聞き、議論を深め

るため積極的に質疑応答（POI、Point of Information）を交わしていました。試合が終わ

ると、相手のスピーチの構成や内容を褒め合う様子が見られました。さらに、ジャッジの先

生からの建設的なフィードバックを受け、スピーチをさらにより良くしようとチームメイ

トと話し合う姿もありました。 

 

  

 

 

  

 

 

PDA代表理事 中川による挨拶 POIの練習 

栄光学園 VS ルーマニア 1 聖光学院 VS ベトナム 

フィリピン 1 VS ジャマイカ コロンビア VS 屋代 
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予選 1 ラウンド後には、Zoom ブレイクアウトルームを用いた国際交流が行われました。

生徒だけではなく、ジャッジも参加し、お互いの国の時差や季節の話で盛り上がりました。

また、コロンビアから参加している生徒は、「夜遅くまで起きて参加して良かったです。」「日

本やアジアの方と話すのは初めてで、貴重な経験になりました。」と話しました。 

  

 

 

タイ 1 VS 横浜翠嵐 城南 VS タイ 2 

東桜学館 VS フィリピン 2 
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 予選 2 では高校生に関連した論題に、自分たちの経験などを具体例として説明しながら

ディベートをする様子が見られました。ディベート後、ジャッジのコメントを待っている間、

お互いの国や学校について話し、交流を深めました。 

   

 

 

   

 

 

予選 2ラウンド後には、各チームが自国の文化を紹介し、異文化理解を促進する「カル

チャーナイト」が行われました。食、行事、観光名所、生活様式などを自作のビデオを通

して伝えたり、民族衣装や飾りを着用して発表をしたりしているチームもありました。他

にも歌や踊りを実際に披露するようなチームもありました。 

   

 

 

  

 

 

屋代 VS ベトナム ジャマイカ VS 東桜学館 横浜翠嵐 VS ウガンダ 1 

タイ 1 VS 城南 聖光学院 VS ルーマニア 1 フィリピン 2 VS 栄光学園 

ルーマニア 1 栄光学園 聖光学院 

タイ モロッコ 
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城南 コロンビア 

フィリピン 2 ウガンダ 1 

フィリピン 1 屋代 

ベトナム 東桜学館 

ジャマイカ 横浜翠嵐 
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 カルチャーナイト後、予選ラウンド 3が行われました。ロシアに対する経済制裁という

難しい論題にも、ニュースや学校の授業を通して得た知識を用いて、説得力のあるスピー

チを行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東桜学館 VS タイ 1 城南 VS フィリピン 1 

ルーマニア 1 VS 横浜翠嵐 

大会 1日目集合写真 
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2日目（予選、準決勝、決勝、キーノートスピーチ、閉会式） 

１日目に引き続き、予選ラウンド４から２日目はスタートします。論題は「SDGsよりも

むしろ脱成長を目指すべきである。」でした。SDGs と脱成長という世界的にも関心の高い

問題となっているテーマに対しても、生徒たちはしっかりと理由や具体例を交えながら、意

見を述べました。 

  

 

 

 ２日目の予選終了後も、休憩を兼ねてレクリエーションが行われました。今回は生徒に加

えて、教員の交流会も開かれました。それぞれの国の教育事情や英語のみならず、社会科と

いった様々な科目の教員が参加し、ディベートの裾野の広がりを感じるものとなりました。 

 

 

そして、休憩をはさみ、緊張のブレイクアナウンスメント（予選の結果発表）が行われ（結

果は下記）、準決勝が始まりました。準決勝の論題は、「全ての大学は、オンラインのみで卒

業できる選択肢を与えるべきである。」でした。準決勝と同時に、１日目に参加がかなわな

かったトリニダード・トバゴの２チームも参加し、それぞれ５位と６位のチームと交流ディ

ベートが開催されました。 

  

 

モロッコ VS 東桜学館 ルーマニア 1 VS タイ 1 

栄光学園 VS 聖光学院 フィリピン 1 VS ベトナム 
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予選結果 

 

 

 

 

トリニダード・トバゴ VS コロンビア フィリピン 2 VSトリニダード・トバゴ 
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白熱の準決勝が終了し、その結果フィリピン１（予選１位）と聖光（予選２位）が決勝

に進出しました。そして、決勝の論題「STEMに関わる大学は、学力よりもダイバーシテ

ィで学生を選ぶべきである。」に関連し、Lesley Shannon教授によるキーノートスピー

チが行われました。STEM教育におけるダイバーシティの必要性や理系の学問分野におけ

る女性の不足について、専門的な知識を交えながらお話しされ、生徒が真剣に耳を傾ける

様子が見られました。 

 

 

 

決勝では、ファイナリストらしい、素晴らし

いディベートが繰り広げられました。結果は、

PDA 認定教育ジャッジを含む 12 人のジャッ

ジのうち 9 人が聖光学院に投票し、優勝とな

りました。 

 

 

 

閉会式では、表彰が行われ、代表チームや生徒に対して Zoomのチャットで多くの賛辞が

送られました。また、3年連続で海外から参加している生徒が高校生として最後大会でのコ

メントを残す一幕もあり、各国での PDAWC の浸透が感じられました。また、チーフジャ

ッジを務めた綾部先生から、生徒のディベート技能の発展へとつながる講評を頂きました。

最後に、PDA 代表理事中川から総括があり、この大会参加への感謝と今後のエールが送ら

れました。 

 

今年度も新型コロナウイルスの影響でオンライン開催となりましたが、大盛況のうちに

世界交流大会は幕を閉じました。大会に参加された世界の高校生、引率の先生、キーノート

スピーカーの皆様、この世界交流大会を助成、後援、応援くださったすべての皆様に心より

感謝申し上げます。 
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第 8 回 PDA高校生パーラメンタリーディベート世界交流大会〔結果〕 

 

チーム賞 

  優勝： 聖光学院高等学校 

準優勝：フィリピン 1 

準決勝出場チーム: 栄光学園高等学校、ベトナム 

 

個人賞 

ベストディベーター賞 

・3 times 

        さん(ルーマニア 1) 

        さん(タイ 1) 

        さん(聖光) 

        さん(城南) 

・2 times 

        さん(フィリピン 1) 

        さん(フィリピン 2) 

        さん(ウガンダ 1) 

        さん(ジャマイカ) 

        さん(栄光) 

        さん(栄光) 

        さん(東桜) 
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POI賞 

・4 times 

        さん(フィリピン 1) 

        さん(コロンビア) 

・2 times 

        さん(ルーマニア 1) 

        さん(タイ 1) 

        さん(フィリピン 2) 

        さん(フィリピン 2) 

        さん(ベトナム) 

        さん(東桜) 

        さん(城南)  

 

 

文化賞 

  フィリピン 1 

フィリピン 2 

タイ 

山形県立東桜学館高等学校 
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第 8 回 PDA高校生パーラメンタリーディベート世界交流大会〔感想〕 

 

世界交流大会の感想（抜粋） 

（生徒） 

- ラウンドと審査員が素敵でした。 (ウガンダ) 

- PDAWC はみんなにとって素晴らしいイベントです。来年は大学生になるので参加で

きないのが残念です。（フィリピン 2） 

-  PDAWC は、とても楽しくて勉強になると思いました。他の国の人たちと交流する

のは本当に楽しかったです。(日本) 

- 全体的にエネルギッシュで楽しい雰囲気で、運営＋各国の人の交流がとてもよかった

と思います。 (ルーマニア 1) 

- ディベートのモーション（論題）が楽しかった。(日本) 

- とても楽しかったので、またやりたいと思う。(コロンビア） 

- ブレイクアウトルームでは、他の国の学生と話すことができたのでよかったです。(フ

ィリピン 1) 

- 文化的なコンセプトとディベートの組み合わせは素晴らしいと思いました。（ルーマ

ニア 1） 

- 英語力を向上させるために、多くの刺激を受けることができました。(タイ) 

- 各ラウンドのディベートが楽しかった。もう一つは、ディベートの後に他の人と話す

のが本当に楽しかった、みんなフレンドリーでいい人たちばかりだった。（タイ） 

 

（教員） 

- 生徒にとっては、英語力を高め、さまざまなバックグラウンドを持つ仲間と交流しな

がら、批判的思考を磨く良い機会となっています。教師としても、ジャッジのコメン

トやディベーターから学ぶことが多く、とても有意義なイベントでした。これは素晴

らしいオンラインイベントです。非常によく企画されていると思いました。(タイ) 

- すべてが完璧で、よくまとまっている。(タイ) 

- 私たちを受け入れていただき、本当にありがとうございました。学生にとって、異な

る文化や考え方に適応するための素晴らしい機会となりました。(ルーマニア 1) 

- これは素晴らしい経験となりました。とても素晴らしい経験となりました。 (フィリ

ピン 1) 

 

（キーノートスピーチ） 

- 事例が多いので想像しやすかったです。(日本) 

- キーノートレクチャーで、STEM 分野の学生として非常に関心のある、STEM 分野の

多様性の問題を取り上げていたのがよかった。(フィリピン 1) 
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- とても勉強になりました。(フィリピン 1) 

- 正直、この大会で一番好きなパートの 1 つでした。とても面白かったです。(モロッ

コ) 

- レスリー博士のキーノートスピーチを受けられたことは、ありがたい光栄でした。私

を含め多くの学生が、世界で工学がどのように進歩しているかを知り、驚愕したこと

と思います。(日本) 

- 本当に良いキーノートスピーチでした。本当に有益な時間となりました。(タイ) 

 

 


