宮崎第一高校 文理科 1 学年全クラスで実施しました!!

英 語 即 興 デ ィ ベ ー ト
即興ディベート大会（予選ラウンド）！！
１２月２６日（水）
、文理科１学年全クラス
で英語による即興ディベートを行いました。
１コマ目は、各トピックに関して賛成・反
対の立場で原稿を作ったり、反論を考えたり
しました。普段の授業よりも英語を活用する
時間が多かったため、生徒の表情も活き活き
としていました。英語が得意ではない生徒も
一部いましたが、表現のヒントを少し与える
と自分で続きを考えて、適切な英文を書き、
話すことができていました。これは「英語で
伝えたい」という気持ちがあったからこそだ
と思います。２コマ目に試合を実施したわけ
ですが、間違いを恐れずに積極的に英語で話
そうとする姿勢が各クラスで見られました。
スポーツでもそうですが、語学の学習は実際
にその語を使う経験があると、基礎基本の大
切さがよく分かります。そういった意味でも、
今回の即興ディベート大会を通して、英語学
習に力を入れる生徒がさらに増えると嬉しい
です。
また、３学期には決勝トーナメントを実施
する予定です。学年全体の英語力を上げるた
め、皆で切磋琢磨して頑張りましょう。

生徒の感想より（一部抜粋）
・今回は他の班がジャッジをしたので、すごく刺激を受
けた。相手の意見を聞きながら、反論を考えたり意見を
まとめたりすることが難しかった。単語や文法を頭に入
れて、レベルの高いディベートをしたいと思う。
・ I thought the time to rebut was short.
sentences which the students spoke became better.

The
I

think every student have grown up since last spring!!
・It was difficult for me to continue speaking for
two minutes.

・We have to improve English vocabulary. I want to speak English.
・I felt so happy because I told some opinions with my group members.
・語彙力不足を痛感させられた。普段やっているシスタンや６００をもっとうまく活用して、スラスラ
言葉が出てくるように自分でもっと努力したい。
・大変だったが、楽しかった。大学入試で求められる「表現力」というものを意識しながら生活したい。

Comment from Mash ( ALT )
I was very impressed with today’s
debating lesson. All of the classes had
slightly different styles of debating,
but each class was actively involved in
what they were doing. As I moved from room
to room I heard many individual students
expressing their own opinions freely. I
also witnessed a lot of great team work
as students helped and encouraged each
other. One of the most important things
to do in an English debate is to make
yourself understood and to get your point
across to everyone who is listening. It
doesn’t matter if your English is not
perfect, as long as you keep trying to say
what you want to say. Think about the
ideas you have in your head and then do
you best to express yourself in English.
If the judges or the other team can’t
understand you, then you just have to
figure out a way to get your message
across more clearly next time. Another
key aspect of debating is the ability to
listen. It’s important to listen to both
your opponents and your team mates. If
you listen carefully and can understand
everything that is being said, then you will be able to think of new ideas, questions or attacks.
Debating is a great way to practice and improve your English skills, so keep up the great work and don’t forget
to…have fun!!!

