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第 23 回関東甲信越地区中学・高校秋季ディベート大会即興論題部門 論題解説 
【論題】  

「日本は全ての小学校、中学校、高等学校に完全給食制度を義務付けるべきである。是か非か」 

 

【付帯文】 

1. 小学校、中学校とは、義務教育課程とする。また、小中一貫教育学校等も含むものとする。 

2. 高等学校とは、学校教育法に定める高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高

等部、及び高等専門学校の３年次までの課程とする。 

3. 完全給食とは給食内容がパン又は米飯（これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食

品を含む。）、ミルク及びおかずである給食を指す。 

 

【プラン】＊追加プランを設定することを禁止します。 

1. 2021年４月より開始する。  

2. 学校給食法を改正する。 

 

１. はじめに 
給食と聞いて皆さんは何をイメージしますか？ 

 

日本に住んでいるほとんどの人は小学校で給食を食べていたと思います。その年齢では、家で

摂る食事以外では小学校で摂る食事が一番多かったことでしょう。 

中学校になると給食がある学校と、そうでない学校に分かれ、高校になると学校給食はほとん

どないそうです。 

大人になると学校給食が懐かしくなったり、面白いと思う人もいるようで、揚げパンやソフト

麺など懐かしの給食メニューの数々が提供される飲食店（いわゆる居酒屋）に行く人もいるそう

です。 

 

給食に対する思い出は人それぞれで、「おいしい/おいしくない」、「楽しい/苦痛」、「足り

ない/食べきれない」、「給食の時間が長い/短い」であったり、誰かが休んで余ったプリンでじ

ゃんけんしたり、アレルギー排除食を食べている同級生がいたり、割烹着はあの時以来着ていな

いな・・・色々な思い出があると思います。その思い出は皆さんの実体験によるものであり、人

それぞれです。高校生や大学生、社会人になって周りの人と給食の話をすると噛み合わないこと

があります。例えばですが、筆者は「蟹/鯨が給食で出た？」、「生徒が食事を配るのではなくて

席に配膳されているの？」、「教室じゃなくて食堂で給食を食べるの？」、「ビュッフェ形式の

給食？」「牛乳は瓶？四角/三角パック？え？味変える粉？」、「世界の料理シリーズ？」なんて

会話をしたことがあります。世代の差であったり、公立・私立の違い、地域の違いで体験が異な

ることもあるようです。 

あまり知られていませんが、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」で定

められている通り、定時制の高校にも給食が存在します。 

 

あなたの知っている給食が他の人が知っている給食とは異なるなんて、考えたことはありまし

たか？ 

 

また、児童・生徒からの見方だけが給食の見方の全てではなく、保護者や教員、自治体、学校

教育全体の立場等からの見方もあり、これまで皆さんが給食に対して考えたことが無い一面もあ

ると思います。 
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多くの人が経験してきたであろう給食について、様々な立場から良く考え、小学校・中学校・

高等学校で義務化するべきか、これまで通りとすべきか、証拠資料に頼らず議論を構築し、審判

を説得するのが今年の秋季大会即興部門です。 

 

即興部門のルールは基本的にはディベート甲子園ルールに則りますので、メリット/デメリット

比較方式で審判は勝敗を判断しますが、当団体の春季大会・夏季大会と異なり、試合で証拠資料

は使用できません。このため、全ての議論を皆さん自身の言葉で作らなくてはなりません。そこ

には資料を用いないディベートならではの楽しさ、難しさがあると思いますので、議論構築・試

合を通じてぜひ体験してみてください。 

 

本文書は、ディベート経験が少ない方が即興部門に取り組むにあたり、論題の見方（解説）と

即興部門の取り組み方の助けとなるような視点を紹介することを目的に作成しました。ディベー

トに慣れている方も、再確認とともに、即興部門の準備の一環として読んでくださるとうれしく

思います。 

 

この章の最後に、プランについて見ていきたいと思います。 

今回の論題ではあらかじめ２つのプランが設定してあり、追加プランを禁止しています。プラ

ン１では 2021年４月から完全給食を義務付けることを示しています。プラン２では既存の学校給

食法を改正し、小学校・中学校・高等学校にて学校給食を義務化することとし、学校はこれに従

わなければならないということを示したものです。この条件の中で、皆さんには自由な発想でメ

リット・デメリット、反論の作成に取り組んで欲しいと考えています。 

 

なお、本文書の中でメリットやデメリットの事例を記載していますが、大会運営・論題策定者

として皆さんの発想を妨げることや、この議論が正しい議論と決めつける意図はありません。自

由な発想で議論を考えるための一助となれば幸いです。 
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２. 給食とは？  
まず「給食」を自分の言葉で説明してみましょう。 

「給食」と言う言葉は一般的に広く使われており、誰もが「あ！あれね！」と思いつくと思い

ますが、ちゃんと言葉で説明したことはないと思います。ぜひ、給食を知らない人に給食がなん

であるか、自分の言葉で説明できるか考えてみてください。 

国家として、給食は学校給食法という法律の中で学校給食と定義されています。今大会の即興

論題ではこの定義に従い、なおかつ給食は完全給食を指します。完全給食については付帯文の３

を参照してください。 

皆さんが経験した給食を思い出したり、世の中にはどんな種類の給食があるかを調べたり、そ

もそも給食とは何か、どんな意図や効果があると言われているかを調べ、あなたが実際に給食に

対して感じていることも参考にして、メリットやデメリットを資料に頼らずに説明できるように

してみましょう。 

「給食ってなぜあるのだろう？」、「給食が無かったらどうだろう」と考えるところからスタ

ートすることはメリット・デメリットを考えるヒントになるかもしれません。 

 

３. 給食論題の関係者について 
ディベート以外においても第三者に何かを説明するときは「主語」を示すことが非常に重要で

す。この章では議論の主語になり得る、論題に関係する登場人物について見ていきます。 

給食に関連する登場人物は以下の表１.に示す通り、給食を食べる立場、給食を作る立場、給食

を設定する立場、関わる費用を払う立場、といった４つの立場が話題の中心になると思います。 

 

表１.給食に関わる立場 

立場 具体例 

給食を食べる立場 生徒・児童・教員等 

関連：生徒・児童の保護者の立場 

給食を設定する立場 学校・自治体、国等 

費用を払う立場 保護者・学校・自治体等 

作る立場 学校栄養職員・栄養教諭・学校・給食センタ

ー・弁当製造会社等 

 

他の立場が無いかもぜひ考えてみてください。 

食べる立場、設定する立場、費用を払う立場、作る立場はありますが、議論の中心としては、

学校に通う児童・生徒から目を背けることはできなさそうです。 

では、以下それぞれの立場について、簡単に見てみましょう。 

 

３-１．食べる立場 
今回の論題は学校給食の義務化であり、対象は小学校・中学校・高等学校であるため、食べる

立場の主体は主に生徒・児童であると考えられます。一部、先生・教員も食べる側であることも

あります。 

平日の学校の授業の多くは午前・午後に設定されており、昼食を学校で摂ることは時間的にも

物理的にも効率的です。私立の学校では、学校を出て食事を摂ることを認めている学校もあるよ

うですが、プラン導入後の世界では、全員が学校で昼食を食べることになるでしょう。 

現在の世界でも食べる側にとって、給食の良い意義や良い効果、あった方が良いという考えが

あるから、給食が提供されていると考えるのが妥当です。では、なぜ高等学校では給食を導入し

ている学校が少ないのでしょうか。給食を食べる生徒の立場で考えてみることは、きっと議論を

考える際に役に立つでしょう。 
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食べる立場、その関連の立場から、給食の意義（目的）・効果を明確にすることで給食の存在

価値が明確になると考えられます。 

給食が義務化されることでデメリットがあるとすれば、その対象となる食べる側への影響を考

えることは必須でしょう。デメリットを被る個人だけでなく、もう少し大きな集団であったり、

一般化できる立場を考えてみることも重要です。 

 

３-２．設定する立場 
現在の法律、学校給食法第二条には以下の通り記載されています。 

＊学校給食法 
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000160 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するた

めに、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第二条の「次に掲げる目標」が重要な点です。リンク先に全文が載っています。法律として

（国として）、学校給食でどのような効果を狙っているかがわかるので、是非読んでみてくださ

い。一方で、制定された法律とは異なる効果や目的が出てくることも良くあることです。法律の

考え方だけに縛られず、給食の効果、意義を考えてみるとメリット・デメリットに結びつくこと

でしょう。 

さて、学校給食法の第三条では、義務教育諸学校を対象と記載しています。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

第三条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸

学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

公立・私立を問わず義務教育は中学校までを指すことはみなさん知っている通りですが、義務

教育の中でも給食の導入率は公立と私立で大きな差があります。 

公立の小学校・中学校では給食導入率は高いが、私立の小学校・中学校では給食導入率が低い

と言う文部科学省の調査結果があります。 

＊文部科学省 平成 30年度学校給食実施状況等調査の結果について 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/19/1413836_001_001.pdf 
 

なぜ、私立の学校では給食の導入が低いのか、公立で高いのかという理由を考えることは重要

な観点です。これは学校を運営する立場で異なる可能性があります。 

 

現在の世界では学校に通う日の昼食において、給食と給食以外を設定する立場が選択すること

ができています。この選択は、公立であれば自治体や学校、私立であれば学校や教育法人が給食

を設定する立場が決定することです。設定する立場が何を考え今の立場をとっているのか、その

立場の人がプラン導入後にどのような考えを持ったり、対応を取らなければならないのか、変わ

ること/変わらないことをぜひ考えてください。 

 

３-３．費用を払う立場 
 給食に費用がかかるのは想像に難くないことでしょう。給食関連でかかる費用は学校内で給食

を作るのであればその設備であったり、食材・食器の購入があります。給食センター等から昼食

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=329AC0000000160
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/19/1413836_001_001.pdf
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を購入するのであれば、その受け入れ設備の費用がかかります。この費用は、現在誰が支払って

いるのか考えてください。 

 

一方で、給食関連でニュースとして取り上げられている言葉の１つに「給食費」というキーワ

ードがありますが、学校に通う上で、給食だけにお金がかかっているわけではありません。文部

科学白書 2018によると、以下のように報告されています。 

＊文部科学白書 2018 
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/1420047_011.pdf 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

義務教育段階では，国公立学校の授業料，国公私立学校の教科書が無償となっています 

が，これら以外にも学校生活を送るためには多くの費用が必要です。例えば，「平成 28年度 

子供の学習費調査」によると，学用品費・遠足費・修学旅行費などの学校教育費や給食費な 

どは，それぞれ公立小学校で年間約 10万円と，公立中学校で年間約 18万円となっています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

公立小学校で 10万円/年、中学校で 18万円/年程度、学校に通うためには家計負担があるよう

です。その中で、給食費は平成 18年、平成 19年の文部科学省の資料の中で、保護者が負担する

学校給食費の月額は、公立小学校で約 4,000 円、公立中学校で約 4,500 円と報告されています。

そして、平成 30 年度の調査では公立小学校で 4,343 円、公立中学校で 4,941 円と報告されてお

り、10 年で微増しています。 

＊文部科学省 学校給食費調査 

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/kyusyoku/1243319.htm 

＊文部科学省 平成 30年度学校給食実施状況等調査の結果について 
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/19/1413836_001_001.pdf 

 

あなたが通っていた学校、通っている学校では給食費の支払いはどんな方法か知っています

か？わからなければぜひ保護者の方に聞いてみてください。 

今回のディベートでは証拠資料は使えませんが、実体験に基づく事例を議論の中で出すこと

は、その事例が一般的であることや、対戦相手、審判との共通理解を確認しながら議論を進める

ことは可能です。 
 

さておき、平成 24 年の文部科学省の調査では給食費の支払い方法は銀行口座引き落とし、振り

込み、担任に渡す、事務に渡す等があるようです。 

＊平成 24 年学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/01/__icsFiles/afieldfile/2014/01/23/1343512_1.pdf 

 

給食費に関する情報を調べて、どんなメリット・デメリットがあるか考えてください。 

ただし、現在も給食がある学校では給食費は支払われています。プランを導入することで、何が

変化するのか、メリット・デメリットの影響がある範囲を良く見定める必要がありそうです。プ

ランによって何が変化するのかを考えることは給食費に関わらずディベートの考え方として、と

ても重要です。 

 

３-４. 作る立場 
あなたがこれまでに食べた給食はどこで作られたものか知っていますか？筆者が通っていた小

学校では学校の敷地内にある給食室で作られたものでした。４月に異動してくる教員は、始業式

http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab201901/1420047_011.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/kyusyoku/1243319.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/kyuushoku/kekka/k_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/08/19/1413836_001_001.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/01/__icsFiles/afieldfile/2014/01/23/1343512_1.pdf
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で「ここの給食は本当においしいと噂で、今から楽しみです」と真顔で言うくらいレベルの高い

給食だったようで、ラッキーだったのかもしれません。 

一般的に学校給食は、学校の敷地内で給食を作られる場合と、外部で作られたものが学校に運

ばれてくる場合があるようです。 

作る側は月額の給食費が決まっている中で、必要な食材を購入したり、献立を考えたりしてい

ます。ここには様々な苦労や、大量に食材を購入すると言った手続きがあります。 

学校の外部で給食が作られる場合、学校や自治体は食事を購入します。そこにはビジネスチャ

ンスがあるかもしれませんが、小学校の給食費は３-３で書いた通り、月額 4,000円～5,000円と

決して高い金額ではなさそうです。では、どのような業者がプラン後、学校給食のビジネスに乗

り出すのか、そこにもメリットがあるかもしれません。一方で、作る側によっては食べる側にデ

メリットが生じるかもしれません。プラン後、どのように世界が変わるのか、注意深く考えて見

てください。 

 

４. 時代と共に環境は変わる 
学校給食法が施行された昭和 29年（1954年）と今回のプランが導入される令和３年（2021

年）では、みなさんを取り巻く環境も大きく変わり、給食の存在意義も変化していることがある

かもしれません。また、提供される内容も、きっと変わっていると思います。給食の献立の変化

に目を向けるのもヒントの 1つかもしれません。献立だけでなく、給食に関連することの何がど

う変わったのかを調べてみることは、議論の構築に役立つと考えられます。学校給食法の制定目

的だけでなく、法律を制定した側では意図しなかったメリットやデメリットがあるか考えてみて

ください。 

 

５. 立論の構成とメリット・デメリットの事例 
この章では、立論がどのような要素で構成されているかを紹介し、メリットとデメリットの事

例を示します。ぜひ、立論作成の参考にしてください。 

メリットはプランを導入して、プランから発生する誰かにとって良いこと（問題が解決するこ

と）、一方でデメリットはプラン固有で発生する誰かにとって悪いこと（問題が発生すること）

です。 

皆さんは、試合の立論のパートで肯定側ではメリット、否定側ではデメリットを示します。そ

して、質疑、第一反駁、第二反駁のパートで議論しながら自分たちの主張を深めていき、第三者

である審判を説得します。試合での議論を経て、どちらの立場が勝っているかを審判が判断しま

す。自分たちの主張であるメリット/デメリットがどれだけ相手の反駁に耐えて残っていて、その

メリット/デメリットの価値/意味が相手より勝っているか、そしてそれをわかりやすい言葉で審

判に伝えられるかが、ディベートの勝敗を決定するポイントでもあります。 

 

メリット/デメリットの考え方ですが、利益/不利益（負担）という見方をすれば、初心者の方

でも比較的簡単に考えることができると思います。加えて、その利益/不利益は誰にとってどんな

意味があるのかを示すことができれば、より説得力が増した主張になります。 

まずは、プランを導入して、小学校・中学校・高等学校で給食が義務化されることで起こる良

いこと、悪いことを考えつくして、様々なメリット・デメリットを考えてみましょう。そして、

そのメリット・デメリットを説明する立論を作成してみましょう。 

説得力のある立論には３つの要素が含まれていると言われています。その３つの要素を立論の

三要素と呼びます。表２にメリットの三要素、表３にデメリットの三要素の説明を示します。 
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表２.メリットの三要素 

要素 内容 

現状分析（内因性） 現在論題に関連して問題があることを示す 

発生過程（解決性） 現状分析で示した問題がプランによって解決することを示す 

重要性 現状分析で示した問題が解決することの意味を示す 

 

 

表３. デメリットの三要素 

要素 内容 

現状分析（固有性） プランが無ければ発生しない問題があること、またその問題を示すため

に必要な現状を示す 

発生過程 プランによりデメリットが発生することを示す 

深刻性 発生したデメリットがいかに深刻な問題であるかを示す 

 

肯定側は、現状分析で現在論題に関連して問題が存在すること、その問題がプランの導入によ

り解決することを示します。この解決する過程を示すのがメリットの発生過程（解決性）です。

そして、現状分析で示した問題が解決することにどんな意味/価値があり、その問題を解決するこ

とがいかに重要であるかを示すのが重要性です。 

否定側は、現状分析で今の世の中には論題に関連する問題が無いことを示し、発生過程でプラ

ンを導入すると問題が起きる過程を示します。その問題にどんな意味/価値があり、問題が起きる

といかに深刻な事態が生じるかを示すのが深刻性です。 

 

ディベートに慣れている学校はこの３つの要素を立論で明示しています。ディベート甲子園の

ディベートでも、即興部門のディベートでもこの三要素を明示して、立論を作成してみることに

チャレンジしてください。 

 

ディベート初心者の方にとって、考え方の参考になるようなメリット・デメリットの事例を以

下に１つずつ箇条書きで紹介します。なお、あくまでメリット・デメリットの事例であり、必ず

しも審判を説得するために十分な内容ではない可能性があると考えてください。それぞれの事例

を具体的に説明する必要があったり、説明が足りていない分析や重要性の観点や説明を加えた

り、前提条件、価値観の意味を加えたり等々、審判を説得するために必要なことは無いかな、と

いう目線をもって見てください。 

 

 

■メリット：保護者の負担の軽減 

◇現状分析： 

１. 給食が無い学校では、生徒は弁当を持参するか、昼食を購入している。 

２. 弁当を持参する生徒の保護者は弁当を作ることで時間的な負担、または昼食購入費用を支 

払うことで経済的な負担がある。 

◇解決性 

１. 保護者は昼食のために弁当を作らず、昼食が給食で提供される。 

２. 保護者は昼食購入費用の代わりに安価な給食費を支払うことで経済的負担が軽減される。 

◇重要性 

１. 保護者の時間的負担が減り、その分の時間を有効活用ができる。 

 ２. 保護者の経済的負担が軽減され、家計に余裕ができる。 
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■デメリット：嫌な思いをしたり、昼食を食べることができない。 

◇固有性： 

１. 食べ物の好みは人それぞれであり、弁当や購入した昼食であれば、苦手な食べ物は提供 

されない。 

２. 給食は自分で献立を選べない。 

◇発生過程  

１. 完全給食が義務化されて嫌いなものが給食で提供されると、食事という楽しい時間 

が嫌な思いをする時間になる。 

２. 嫌いな食材が入っていると、その品を残してしまう。  

◇深刻性 

１. 食事の時間が楽しくなくなることで、学校に通学したくなくなる。 

２. 嫌いな食材を食べないことで、栄養が適切に摂取できない。 

 

 

立論を作ったことが無い方は、この２つの事例を参考に、ためしに立論として文章にしてみて

はいかがでしょうか？また、自分やチームで思いついたメリット・デメリットで三要素を満たし

た４分間の立論を作成してみてください。 

なお、４分間の立論は 1,600文字程度で構成された文書であれば、初心者も無理なく読むこと

ができると言われています。文字数をカウントして、実際に４分で読めるのか、審判に伝わる読

み方ができているのか、何度も練習して試してみてください。 

ただ、文字を読むだけではディベートではありません。重要なのは立論の中身です。 

何をどう説明すれば審判を説得できるか、自分で考えつくすことはもちろん、色々な人に意見

を聞き、練習を通じて考えてみましょう。 

 

６. 即興部門のディベートの取り組み方 
本大会の即興部門では試合中に証拠資料を引用できません。これがディベート甲子園ルールと

即興部門のルールの最も異なる点です。競技についての理解を深めるためにも、ディベート甲子

園のルールを必ず一度は読んでおくようにしましょう。 

 

＊全国中学・高校ディベート選手権ルール  
http://nade.jp/koshien/rule/index 

 

ディベート甲子園ルールであれば、「給食は栄養価がとても高く、学校がある日は生徒の成長

に欠かせない栄養毎日摂取できます。証拠資料を引用します…」と説明できますが、今回の論題

では証拠資料が使えないので、給食の栄養価が高い事実や、生徒の成長に栄養が欠かせない理由

であったり、毎日給食が食べることができる理由を自分の言葉で説明しなければなりません。 

そして、反駁（反論）でも資料が使えません。つまりは反駁も自分の言葉でちゃんと根拠をつ

けて説明しなければならないということです。「重要性１点目の・・・・には証拠がないため立

証が不十分です！」という反駁は、この部門では全く意味がありません。相手の根拠に反論する

ことを心がけましょう。 

証拠資料を引用できないということは、全てを自分の言葉で説明するということです。自分の

言葉で説明するということは特別なことではありません。皆さんは普段は証拠資料無しで友人と

話をしていますし、相手が知らないことであれば、証拠資料が無くとも丁寧にわかるまで説明し

ていると思います。そして、ディベートで説明するということは、根拠のある主張を行い、審判

http://nade.jp/koshien/rule/index
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を説得することであり、即興部門のルールであってもディベート甲子園ルールであっても、選手

が行うことに基本的に違いはありません。 

物事の根拠を自分の言葉で、審判にわかりやすく説明するためにはどうすればよいでしょう

か。例えばこれまで証拠資料を引用していたような話は、例え話や一般的な事例に置き換えて具

体的に説明してはいかがでしょうか。加えて、根拠となる部分は資料がない分、事象の背景や

「どうしてそうなるのか？」ということを、丁寧に説明するよう心掛けることが、審判を説得す

る方法の１つだと考えられます。 

 

説明する内容の中でも、プラン前後の変化を示すことがディベートでは重要な観点ですが、こ

の変化も根拠を明確にすることが重要です。①プラン前後の変化が本当に起こるか、②その変化

の意味はどのような重要な/深刻な意味があるのかということを説明ように、注意して議論を組み

立ててください。 

 

根拠/理由を 1つずつ丁寧に説明することが、即興部門では特に重要なことです。 

 

７. 終わりに 
 今回の完全給食義務化論題は、皆さんにとって身近なトピックだからこそ考えやすくもあり、

一方で身近過ぎる分、異なる立場の人のことまで考えていなかったということもあるかもしれま

せん。社会という大きな枠組みの中で、自分と異なる立場の人が何を考え、どのように動いてい

るかということに目を向けることで、論題の全体像が見えてくるでしょう。 

 

証拠資料無しで臨む即興部門のディベートを通じて、証拠資料がディベートでどのように役に

立っているかをぜひ感じてください。証拠資料はあくまで主張のサポートの為にあります。 

資料に頼らず、自分の言葉で根拠を説明するという即興部門の経験が、今後の皆さんのディベ

ートの助けになることを期待して、関東甲信越地区秋季大会では同部門を設置しております。 

 

ディベート経験者の方にとっては、即興部門に参加して「証拠資料に説明させすぎて、自分の

言葉では説明していなかったな」と感じることができたら、それは大事な学びであると思いま

す。「証拠資料で言っているから・・・」と証拠資料に操られるのではなく、「この証拠資料を

使った理由は・・・・」と意図的に説明できる一歩上のディベーターになれるチャンスが即興部

門にはあると考えています。 

 
 

 

イラスト引用 かわいいフリー素材集 いらすとや https://www.irasutoya.com/ 


