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1.17は忘れない
この事業は、「公益財団法人ひょうこ震災記念21世紀研究機構」と

「ひょうこ安全の日推進県民会議」の助成を受けて実施しています。

実施報告書 パネル展「災害ボランティア」

2013年2月16日（土） 10:00~16:30 
神戸学院大学ポートアイランドキャンパス B号館

【主催】防災・社会貢献ディベート大会実行委員会

（構成団体：兵庫県、神戸学院大学学際教育機構防災・社会貢献ユニット、神戸学院大学附属高等学校、

兵庫県立舞子高等学校、株式会社シー・ディー・シー・インターナショナル、

ポーアイ4大学連携推進センター （神戸学院大学、神戸女子大学、兵庫医療大学、神戸女子短期大学））

【共催】神戸学院大学、社会貢献学会

【協力】関西ディベート交流協会(KOLA)

O技術・審査指導：岡野勝志氏（関西ディベート交流協会(KOLA)顧問）

0運営・競技指導：中田敬司氏（東亜大学医療学部准教授、神戸学院大学客員教授）
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当日のプログラム

10:00 ,.,_, 10:30 開会式 OB202講義室

0開会あいさつ 神戸学院大学岡田豊基学長

0ルール説明など審査委員長岡野勝志氏

O予選リーグ対戦表発表
.......................... ~......... ．．．．．．．．．囀●．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．言●● ,.,. ... ,..u ... , ......... ,,.. ........ 鳴● ● .......  ..  

10:40""'13:00 予選リーグ(AA.JD)

0大学・一般

0高校の部

リーグA,....,C

リーグD

※詳細は、同封の「予選リーグ対戦表」をご覧ください

O予選リーグA:'6303

O予選リーグB:B305 

O予選リーグC B307 

O予選リーグD:B.308 

............................................................... ....................................... 置............................
13:00,..,_, 13:50 昼食、休憩

............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................  ぶ● 9 讐 9
.................................... 

13:50....., 14:05 午後の部開会式 OB202講義室

〇あいさつ 前林清和大会実行委員長

O予選リーグ総評・判定

O準決勝進出チーム発表

O準決勝組み合わせ発表
...... ● ...... 寓...........-~· 冒．．．．．．．．．．．富．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．書●● ● ...... ,. ● ....... 會●● 量•.● ● .... ● ● ....... 軍....償....鸞．．．．．．“●輩

14 : 15 ,..._ 15 : 00 準決勝※2試合同時進行

チームみちのく
（東北福祉大学）

対
しゃにむに応援圏

（社会人）

減災支援隊
（神戸学院大学）

対
でいべ～ていあんズッ！

（奈良学園登美ヶ丘中学校
高等学校）

0第1会場： B201 

0第2会場： B203 

.................................................. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．累●● .. 心．．．．．軍●●拿....................... 

1 5 : 1 5 ""'16: 00 決勝

チームみちのく
（東北福祉大学）

OB202講義室

対
でいべ～てぃあんズッ！

‘ （奈良学園登美ヶ丘中学校
高等学校）........................................................... ..................... ● 9疇息●● ● ● 亀●念

16: 00 "'16: 15 決勝戦講評、大会総評
......................... -~................ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．`．．．＂．，．．．．．．．．．．．皐．．．．．．．．，．
16: 15 ,.._, 16: 25 表彰式

．．．．．．．．．．．．鼻．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．聾....................● ● 9 

16:25....., 16'.30 閉会式

0大会総評、閉会あいさつ 金芳外城雄教授

（神戸学院大学学際教育機構）

ぃール展「災害ボランティア」同時開催］

場所：神戸学院大学B号館2F

期間：2月7日"-'2月16日まで実施

展示閲覧者約500名

（大会当日人数を含む）
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一ディベート大会終了後11:00,.....,18:00

場所：クルーズカフェ（会場大学内）

参加者：大会出場者・引率者等関係者

審査員・運営者



大会の記録 ～論題「わが国は大学生の社会貢献活動への支援を拡充すべきである」～

O予選リーグ対戦表

I・マ ロ ー リーグ·~:・【会場 ~8303】 ''·\~:.·:':;: -・. _... • -• y{ 

スケジュール 会場 肯定 否定

第一試合(10:40-11:20) 8303 沖縄RAHAS(ラハス） チームみちのく

第二試合(11:30-12:10) 8303 梅福峯チーム 沖縄RAHAS(ラハス）

第三試合(12:20-13:00) 8303 チームみちのく 梅福峯チーム

ヰ リーグB【会場8305】 ヽ ．・，＾ミI
スケジュール 会場 肯定 否定

第一試合(10:40-11:20) 8305 八代目救急救命 しゃにむに応援匪l

第二試合(11:30-12:10) 8305 TKK連合チーム 八代巨救急救命

第三試合(12:20-13:00) 8305 しゃにむに応援園 TKK連合チーム

1・. ~--. --. -. . . . - リーグc-.r会場8307】 ~: ~. ー:;~:·::·.:·-ヽ..:::・;:;: 叫

スケジュール 会場 肯定 否定

第一試合(10:40-11:20) B307 東北学院大学篠崎ゼミ チーム村上

第二試合(11:30-12:10) 8307 減災支援隊 東北学院大学篠崎ゼミ

第三試合(12:20-13:00) 8307 チーム村上 減災支援隊

| リーグD 【会場8308】 ~. -→ . . :::J 
スケジュール 会場 肯定 否定

第一試合(10:40-11:20) B308 あいす女（愛は世界を救う女） でいべ～ていあんズッ！

第二試合(11:30-12:10) B308 Wonderland あいす女（愛は世界を救うが

第三試合(12:20-13:00) 8308 でぃべ～ていあんズッ! Wonderland 
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 O受賞者

【団体】

優勝

準優勝

実行委員長特別賞

古辛舜
-0冊巨邑

でいべ～てぃあんズッ！
（奈良学固登美ヶ丘中学校・高等学校）

チームみちのく
（東北福祉大学）

TKK連合チーム

（東北福祉大学、工学院大学、神戸学院大学）

しゃにむに応援圃

（株式会社リクルートスタッフィング）

【個人】

最優秀ディベーター賞

成宮里美さん

審査員奨励賞

馬場雄大さん

塚本真衣さん

（でいべ～てぃあんズッ！
奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校）

（チームみちのく 東北福祉大学）

（でいべ～ていあんズッ！
奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校）

第4固閲匹'J'.J.~-' 呵ヽ 巴
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担貫墾垣'.t:-::.~支.. ... , . ,.. 
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;.--t が¥•"箕'._. . 
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決勝戦記録

～論題「わが国は大学生の社会貢献活動への支援を拡充すべきである」～

... I肯定側：でいべ～ていあんズッ'I l 否定側チームみちの< I 

O肯定側立論

はじめます。

まず、定義とスタンスを述べ、論点A現状の問題、論点B重

要性、プラン、論点C解決性の順に説明しますC

定義

1社会貢献活動は、利益を目的としない社会のために活動

するボランティアのことをいう。

2我が国とは日本政府のことを指します。

スタンス

社会貢献活動は、国や自治体が解決できない問題を対処

fる補完的な役割だけでなく、その社会貢献精神は大規模

災害等においても地方自治の根本精神ともいえる。

資料です。

京都府民間非営利団体等による社会貢献活動促進懇話会

2000年

http://www.pref.kyoto.jp/n po/docu-

ments/12310005 .pdf 

『行政が提供する公共サービスには、税を主たる財源とし

ていること等から、公平性•平等性・均一性・手続性などの

特徴があるが、社会の複雑化や住民の価値観の多様化が

進む中で、行政による公共サービスのみで社会的課題の

解決や住民ニーズヘの対応を行うことは困難になってきて

いるエうした中で、迅速で柔軟性・効率性に侵れた企業サ

ービスのほか、社会貢献活動によって供給される、機動性・

柔軟性・先駆性・多様性などの特徴を持つボランタリーな

活動及びサービスが注目されてきている。』終わリ

よって、国民の生活を守る役割を担う政府は、自発的な国

民の社会貢献活動を支援するべきです。

。論点A現状の問題

1社会貢献活動に参加したくても出来ない大学生が多く

存在します。

原因は学業との両立の難しさや活動に必要な技術不足が

多くを占めます。

資料です。

日本学生支援機構「学生ボランティア活動に関する調査報

告書」2006年

http://www.jasso.go.jp/syug aku_sh ien/docu-

ments/houkoku_02.pdf 

『ボランティア活動開始時の障害として「大学の時間が忙し

い」、「活動に要する技術や知識を持っていない」、「アルバ

イトが忙しい」が上位を占める。』終わリ

実際に、多くの学生のボランティアに対する関心は高まっ

ているにも関わらず、その多くは参加できていません。

資料です。

東海大学新聞 2011年(7/1)

http://www.tokainewspress.com/view.ph p ?d=221 

『「束日本大震災を経てボランティア活動への関心は変わリ

ましたか？」との質問に、59%の学生が「以前より高まった」

と回答。（中略）多くの学生がボランティア活動への開心を
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高めていることが分かる。（中略）ところが、 「これまで東日

本大懲災に関連するボランティア活動をしましたか？」との

問いに「はい」と答えた学生は16%,関心の高まリは、必ず

しも実際の行動に結びついていないようだ。アンケー トで

も「何から始めたらいいか分からない」（体育学部2年・男子

）といった声が多い。（中略）一方、「学業との両立が難しい」

（農学部2年・男子）と危惧ずる意見も多数あった，＇』終わり

2社会貢献活動を行う団体では高齢化が進み、若者が不

足しています。

資料です。

早稲田大学社会安全政策研究所渡辺巧（わたなベ・たくみ

）「住民ボランティア及び外国人に関する地域研究」2009

年

『しかしながら，若者の参加の少なさは閑題となっており，

東京都報告書によると，運営上の問題や課題として，「若者

の不足」(59.9%)、「地域住民理解・評価獲得」(32.5%)、「

メンバーの不参加」(31.5%), 「活動効果の有無」(24.0%),

「経費の不足」(23.9%)があげられている。なかでも，「町会

•自治会」，「防犯協会」を結成母体とする団体では、 本体自

身が高齢化しているため若者の参加への期待が大きい。

』終わリ

後を担う若者が不足すれば、持続性のある活動はできませ

んc

論点B重要性

1、社会貢献活動に参加したくても出来ない大学生が多く

存在する現状では、自発的に社会のために行動し、様々な

関わりのなかで学び、成長する場を学生は失っています。

2、継続的に行えない社会貢献活動は、社会の多様な問題

を解決しません。

ここで論題の政策を導入します

追加プランは3点

1日本政府は国内のすべての大学に、社会貢献活動に対

し出席と同等の単位を認定することを義務づけます。ただ

し、活動をしたことが公的に証明された場合にのみ認定し

ます。

2大学に、社会貢献活動に聞する情報提供の部署を設立

することを義務づけます。

3プランは2014年公布、2015年施行

この政策導入によリメリット「社会貢献活動の持続Jが発生

します。

論点C解決性

1 学生は活動に必要な方法•技術·知識を大学内で得たり

、学ぶことができ、社会貢献活動に参加しても単位を取得

できる為、計画的にまとまった時間をとることができるよう

になり、活動に取り組みやすくなります。また、やりたいとき

に、大学生は社会貢献活動をすることができるようになり

ます。よって、論点A現状の問題の 1が解決します。

また、この活動は、社会に出る前の大学生であるからこそ、

社会との関わりから学び、成長することができまず。



資料です。

岡山大学副学長荒木勝（あらぎ・まさる）2012年

『教育・枷究の一環としての活動には．学生が社会貢献・地

域連携活動に参加することが笙要になってくる学生はそ

の活勤を通じて．地域・社会との関わリの中から多くを学び

，地域・社会の役に立ち喜んでもらえることに大ぎな満足感

を感じることにより，学生自身の成長が期待できるまた，

それが地域に貞献する人材を育成，供給につながることは

間違いない．』終わリ

2社会貢献活動は、政府や地方自治体が対応しきれない

地域や分野ごとに多様な問題の解決につながる活動です。

プランによってその活動をする若者が確実に増加し、多様

な問題に対して社会貢献活動の持続を可能にします。つま

り、若者が参加する機会の増加により、論点A現状の問題の

2が解決します。

よって、国は「社会貢献活動の持続」というメリットが発生

する論題を導入するべきです。

O否定側反対尋問

否定側「論点Aの若者不足の問題についてですが、大学生

はどのくらい居るかご存知です か？」

⇒肯定側「呉体的な数はわかりませんが、若者の不足が

59.9%の団体が問題だと挙げています。」

⇒否定側「その“団体,,というのはどういう団体ですか?J

⇒肯定側「社会貢献活動を行う団体ですC 」

否定側「社会貢献活動＝主にボランティア、と言う事でよろ

しいでしょうか?J

⇒肯定側「ボランティアを含む、社会貢献をするための活

動を行っている団体の中で、 59.9%ということです。」

否定側「論点Bで単位認定は公的なところの認定を以てと

ありましたが、公的な所とはどういったところですか？」

⇒肯定側「公的なところではなく、‘‘公的に証明された場合

のみに認定＂ 。つまり学生が社会貢献活動に参加したこと

を証明する物を以て、単fftを認定すると言うことです。」

否定側「それは大学側が単位を認めると言う事でよろしい

ですか?J

⇒肯定側「単位を認める際に、その様な証B月を必要とする

と言う事です。」

⇒否定側「その証明は国などに提出すると言う挙でよろし

いですか？」

⇒肯定側「大学が受け取り、実際に（社会貞献活動を）行っ

たことを確認して単イ社を認めます。J

否定側「ボランティアセンターは新しく設匿するのですか？

⇒肯定側「ボランティアセンターというより、大学内に社会

貢献活動に関する情報提供をする部署を新しく設立すると

言う甜です。」

⇒否定側「情報提供のみですか？」

⇒肯定側「社会貢献活動を行うきっかけを与えたリ、様々な

ボランティアに閉する情報を与える部署を設立すると言う

事ですn」
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否定側「ボランティアセンターが各地のボランティアの情

報を集め、学生に提供するという形ですか？」

⇒肖定側「学生がボランティアをどう初めて良いかわから

ないという問題を解決するために、この部署を設喧します。

否定側「大学生はもちろん“若者"に入リますよね？」

⇒肯定側「はい」

否定側「全国に大学はたくさんあると思いますが、それは

お認め頂けますか?J

⇒肯定側「大学生がたくさんいるという享を認めるという

事ですか？数はわかりませんがたくさんいると思います。J

否定側「ボランティアをしたいという学生が多くいると言う

ことはご存知でしょうか？」

（ここで時閻切れ）

く否定側立論＞

初めに、肯定側の主張を簡単にまとめますぽずこの論‘’

を肯定する哲学として、「社会貢献活動」は利益を目的とし

たものではなく、「我が国」とは日本政府である。政府であ

るからには公共サービスであり、公平平等を保つものであ

る。現在は住民のニーズに対応できていないため、新たし

いプランを立てていくと仰っておられました。

また国や自治体で解決できないものに、民間やボランティ

アを補完的なな役割として證くとのことでしたcそこでプラ

ンA現状、B亘要性、C課題を述べられました。

まずAの“現状"では、「学業との両立が難しいことから、ボラ

ンティアに参加できない。J

Bの“重要性＂では、少子高齢化を例に「若者がいない事が

閤題である。」

Cの“課題’では、「どのように持続していくのか」を挙げられ

ていました。

肯定側の皆さんは、定義の段階で「ボランティアは自発的

なものである」と述べられていたにも関わらす、「公的な吾忍

定のもと、ボランティアを学内の単忙として認定する」と~
っしゃっておられました。単位を認定するということは、ボ

ランティアを義務化していることではないのでしょうか。単

位として認められるからボランティアに参加するというの

は、「自発性Jというボランティアの本質を失っているので

はないでしょうか。ボランティアはあくまで自発性の元に行

うものであると仰るなら、単位化はボランティア参加を義

務付けるものとは違うと言い切れる論拠を示してください。

次に「学業との両立によってボランティアが難しい」という

点ですが、こちらの日本独立行政法人日本学生支援機構が

まとめた「学生活動に関する調査報告書」では、「学業との

両立よりもアルバイトとの両立が難しいため、ボランティア

に参加できない」という学生が75%もいる事がわかってい

ま丸本当に学業との両立だけがボランティアに参加でき

ない理由なのでしょうか。肯定側の皆さんは、アルバイトと

の両立は想定しておられないのでしょうか。

また東日本大震災でのデータを挙げられましたが、東日本

大蔑災の場合はマスコミによる（原発等の）風評被害があ

ったために参加を躊躇する学生も居たと思われます。そう

いった中で、なぜ学業だけを理由に挙げられたのか、論拠
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を示してください。

次に「若者が不足しているから持続性がない、そのために

専門の部署を設習する」という部分ですが、なぜ若者が居

ない＝ボランティアの持続が難しいなのでしょうか。若者

でなくても民間組織等で補うことは出来るのではないでし

・ よゃうか。なぜ民間ではなく若者である必要があるのかを述

へてください。

次に、「学生がボランティア等に参加する事で、社会との関

わりから多くを学ぶ」とおっしゃられましたが、このデータ

の信憑性についてですが、まず一学者の論文で「社会との

関わりから多くを学ぶ」と言い切れるのでしょうか。「多くを

学ぶ」の“多く"とはなんでしょうか。具体的に何を学ぶのか

を挙げられないのであれば、ボランティアから学ぶものと

は一体なんなのか。その学生にとって重要なことであるの

か等、十分な説明がなされていない事から、この点につい

ては論拠不十分、立証貴任を果たしていないのではないで

しょうか。

まとめます。

・ボランティアは自発性が必要と言うにもかかわらず、なぜ

単位を認定するのか。単位を認定するのはボランティアを

義務化しているのではないのか。

•学業との両立によりボランティアヘの参加が難しいとの
事だが、なぜアルバイト等ほかの理由を考慮されないのか。

・ ・少子高齢化により若者が不足しているとの事ですが、な

ぜ地域の社会人などではなく若者だけに注目するのか。

・ボランティアから学ぶものとは何か、学んだものは学生と

ってどのように有用なものなのか。

以上のことから、肯定側は論拠不十分により立証責任を十

分に果たしていないと主張します。

O肯定側反対尋問
肯定側「私たちが立論で述べている単位認定というのは、

ボランティアとして出席した分と同じ単位を与えると言う事

で、強制ではないのですが？」

⇒否定側「出席として認めるということですか？」

⇒肯定側「はい。」

⇒否定側「それは、いいえで。」

⇒肯定側「どうしてですか？」

⇒否定側「出席してその証明をするということ、これは学生

の義務ではないのですか？」

⇒肯定側「どうしてですか？（無言）・・・わかりました。」
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肯定側「次にボランティアに参加できない理由に学業より

もアルバイトとの両立が難しいとの事でしたが、そちらの

資料の続きを読んでもらえますか？」

⇒否定側「はい。ボランティアよりもアルバイトを優先させ

る75%。こちらの資料は平成17年度のものですが、平成9

年度の調査との比較ではボランティア活動優先の学生が

増加している。アルバイトの経験がある学生は全体の99.2

％。報酬は受け取るべきではないし、アルバイトとボランテ

ィアとは・・・J

⇒肯定側「はい結構です。」

肯定側「次に若者がボランティア活動に参加することによ

って何を学ぶのかについてですが、社会に出る前の段階で

社会に出るとはどのような事なのか、社会の様々な世界を

知ることができると言うのが重要であると言うことは認め

ていただけますか？」

⇒否定側「ボランティアによって何かを学ぶ事は確かにあ

ると思います。しかしそれが学生にとって本当に有用な事

なのかは、学生によって、ボランティアの内容によって違っ

てくると思います。J

⇒肯定側「わかりました。」

肯定側「続いて若者がいなければ継続が出来ないのかで

すが、大学生のうちにそういった事を知って・・•」

（ここで時間切れ）

O否定側総括

肯定側の立論では、定義として「社会貢献活動は自発性が

大切である」と述べておられましたcそれに対し私たちは「

単位認定は義務化になってしまうのではないか」と問いま

した。それについては「社会貢献活動に参加した日数分を

出席とみなす」と仰られましたが、

単位認定をすると言うことは、社会貢献活動への支援を拡

充する上で本当に必要なのでしょうか。社会貢献活動を単

位として認定することによって、学生の社会貢献活動に対

する意欲がなくなってしまう。また、それは社会貢献活動を

行う相手に対しても失礼になってしまうのではないでしょ

うか。これはボランデイアの本質を見失う事につながると

思います。

ボランティア活動とアルバイトの関係についてですが、実

際アルバイトしている学生はたくさんいますよね•••

（ここで時間切れ）



O肯定側総括

肯定側論点Aの2点目を見てください。ここで私たちは、今

社会貢献団体に所展している若者が不足していると言うの

を問題とし、それに対して大学生に社会貢献活動を推進し

、社会貢献活動をもっとより良くしていきましょうと言って

います。ではどうしてそれが大学生ではないといけないの

か、それは大学生がやることで教育効果があるためです。

論点Cの1点目の資料で、大学生への教育効果が有り、大学

生自身にもメリットがある。では企業や大人はどうか、国は

そういった人たちに無理やりやってほしいと頼むことはで

きません。でも大学生自身はやりたいと思っているんです。

論点Aの1点目に戻リます。否定側はボランティアよりもア

ルバイトを侵先する学生も居ると言っていましたが、先ほ

ど私たちからの尋問で、平成9年に比べてアルバイトよりも

ボランティアを優先する学生が増えていることがわかリま

した。と言う事でこれは私たちの主張を支えています。

学生はより関心を持ってボランティア活動に参加したいと

思っている、しかしなぜ出来ないか、これは実際の声があり

ますc論点Aの1点目の屈後を見てください。「勉強との両立

が出来ない」「何からやったらいいかわからない」こう言う

声があります。ここでプランを見てください。単位を認定さ

せる、情報提供の部署を作る、これによって学生たちの障

害を取リ除くことができます。

また単位認定について義務ではないのかとの事でしたが、

ではどうしてやリたくない人までもがボランティアに参加

するのか、それを相手は証明されていませんでした。私た

ちはボランティアをしたい学生に対して単位を認定ざせる

、これはなんら強制の行為ではありません。

若者はボランティアをしたいと思っている、団体は若者を

必要としている、では国はどう してこういったボランティア

への支援を行うのか、私たちのスタンスに戻ります。

行政は税金で政治を行っています。そのため公平性、確実

的にならざるを得ないのです。しかし多様化した社会では

いろいろなニーズがあリ、一つのことだけに注力すると他

方で不利益が生じてしまう、そうした穴を埋めるために社

会貢献活動が存在します。

こうした大きな枠組みで政治をする行政、身近な専門的な

ニーズに対応する社会貢献活動、この双方が国民のニーズ

を叶えることによって、よりよい社会が出来ていくのです。こ

のように多様に発達した社会では、社会貢献活勤と国が協

力しなければ対応しきれません。

社会貢献活動は若者自身にもメリットがあり、自発的にや

りたい人も居る。となれば国がやることは、自発的にやリー

いと思っている人に出来るだけ支援を行い、よりよいネ6
をつくるべきなのです。

●決勝戦ジャッジ （関西ディベート交流協会 高畑欽哉氏）

決勝戦は疲れも出ますので、凡戦になりやすいものですが、今日は

ディベートの醍醐味であるスリルとサスペンスが詰まったいい決勝戦

であったと思います。

さて、この肯定側の立論を聞き取れなかった方は結構いらっしゃるの

ではないかと思うのですね。相当早いテンポで進みます。みなさんがも

しジャッジあるいは聴衆の立場でこの立論を聞いたときに聞き取るこ

とができなければ、何を主張しているのかわからなくなります。ですの

で、かなリ練りこまれたしっかりした立論が、きちっとした形でジャッジ

や聴衆に伝わったかどうかはひとつ大きなポイントになります。これを

踏まえて、決勝戦を振り返リます。

肯定側は現状の問題として二つ、まずやりたいと思ってもできない

学生が多い、それに加えて二つ目に、各団体の高齢化が進んでいて若

いボランティアのニーズが高まっていると主張プランの重要性として、

参加する学生に学びが多い点、非連統性の支援では社会の問題を解

決することができないのでそれを解決するため、と提示されました。そ

のプランが、全ての大学においてボランティア活動に単位を付与する

制度を設けるというものです。この制度を設けるには公認のボランテ

ィア団体や社会貢献活動をされる団体というのが必要であリ、またそ

の団体を支援する機関を設整も必要ということでした。そしてこの制度

は2015年にスタートする。さきほどの二つの閤題がこれによって解決

されますと、エビデンスを元に述べられたわけです。聞き取れれば、非

常に説得性のあるいい立論ですね。

それに対して、否定側はどうしていくか。このようにネタの多いディ

ベートの場合、否定側がとるべきスタンスは二つあります。ひとつは捨

てる、枝葉の部分は捨ててしまって重要な部分に絞る方法。もうひとつ

は複数の争点をひとつにまとめるという方法です。この問題を一言で

いうとこうですね、と肯定側の問題を縮めて整理し、そこに切リ込むや

リ方です。今回の否定側は捨てるという方法をとりました。

尋問が惜しいのですが詰め切れていないですね，たとえばボランテ

ィアの証明送を誰かが発行して大学が単位を認めるわけですが、その

団体が是か非かという茎準はどこにあるのですかという点を掘り下げ

れは、もう少し議論が深まったはずですね。このあとの否定側は非常に

良いスタンスで切り込んでいきました。ボランティアについて、75%は

バイトとの両立が難しいと答えています、また原発の問題もボランティ

アに行く機会が少なかった原因としてあるのではないか、あるいは、高

齢化しているというけれども民間に目を向ければもっと労働力がある

のではないか、などですね。
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これは良くない点ですが「一学者の論文で立証できますか」とありま

したcこれは大変失礼ですね（笑）。これはエビデンスの評価方法として

はマイナスですが、切り方としてはいいです。多くを学べるといいます

がその多くとは何ですか、本当に学生にとって有用なのかという切リ

Dですね。そしてもうひとつ、今回の争点で最も大きかったと思います

が自発性を失うことについて単位性度をどう扱うのかという点に切リ

込んでいます。

続いて肯定側尋問では、面白いやリとリがあリました。75%の方がバ

イトとの両立が難しいとありますがその続きを読んで下さい！といっ

たのですね。何が出てくるのかなと思ったのですが、うまく続きが読め

なくてよくわからなくなった（笑）。ここは時間をかけてでも聞くか、もし

くは自分で言っていただいたほうがよかったですね。相手と同じエピ

デンスを自分が持っていで読み解いていくと相手の言っていることは

違う、と主張しているわけですから、回りくどく言わず、この続きに1
菩かれていますがご存知ですか？と聞いてもらった方がわれわれ:,

はすごく艮い反駁に感じられます。

次に肝心の争点、強制ではないという点も辱問不十分です。少し飛

びますが、最後に肯定側の主張で、私たちは強制していません、という

やリ取りが起こりました。ここまで強制か強制でないかという謁詮はあ

まり行われていませんでした。ここを肯定側が押さえておかないと、た

だ単にボランティアに行った人が単位をもらえる制度なのだ、とわれ

われは思うわけで克冒頭の哲学の部分で、善意によってまかなえる公

共享業というのは公平性を保つためにいろんな隙間ができる、それを

埋めるためにわれわれが自発的に社会貢献活勤を展開していかなけ

ればならない、非常に重要なポジションを担っている、そこに対して学

生がいかに関わるかという、かなり崇高な社会問題の解決策なわけで

す。それが、ボランティアに参加すれば単位がもらえる、というのはあま

りにも軽いですね，この点がもう少し早く出てくれば否定側も料理でき

たのですが、最後のところで出てきたので、もやっとしてしまいました？

私は長くディベートを見ていますが、このディペートは非常に拮抗し

ていました。この拮抗している要因を作ったのは誰かということです。

今回われわれジャッジの意見も大きく分かれています。どちらかが一

方的に勝ったわけではなく、かなリ僅差のやりとりでした，なせ僅差だ

ったかというと、このディベートが良くなるために貢献した人がいたか

らです。その貢献した人がいるからこそ、このディベートが成り立ったと

いえます。それは誰か、それが今回の勝者です。今回は6対1で肯定側

の勝利となります。おめでとうこざいます。



全体の総評

審査委員長 岡野勝志氏

今大会は予選と準決勝、そして決勝と全部で15試合あリ、肯定側が9勝

否定側が6勝となりましたので今回の論題は拮抗しているといえます。

高校生が大学生に勝ったからといって、全然驚きません。幼稚園のこ

どもがオヤジを負かしても不思議ではない。5つ6つの年齢差はなんて

ことないわけで、これがディベートの面白いところなのですC日本社会は

年功序列がありますが、ディベートは無差別級といいますかフリークラ

スで行います。新しい価値観に対し対等な立場で主張することが、大き

な学びになるのです。

高校生3チームが参加者紹介の中で、将来のディベートのあリ方につ

いて示唆的なことを書かれています。神戸学院大学附屁高校の方が「デ

ィベートやらない？」と軽いノリで書かれています。そのように気軽な感

覚で勉強していただくと、もっとディベートの裾野が広がります。奈良学

園登美ヶ丘のチームも、感動的ですね。彼女たちはこう魯いています。こ

れからの日本に必要なのはしゃベリに全精力を傾けることそうだと思

います。そうならないとグローバル人材になれないですc滝川のみなさ

んはチームー丸となってポジティブにと書いています。一人では勝てな

い、チームディベートは日本の特徴ですね。

全世界的にコミュニケーションが明快でなければならない、といわれるeで、必ずしもゆっくり話すことが明快かというとそうでもない。早く論

理的に話すと情報を一度に伝えることになリます。欧米人は日本人に比

ベ1分間に話す怜報聾が約3倍と圧倒的に多いです。日本人はリスニン

グが苦手なのは、音が問き取れないという以前に、惰報を一度に処理

今大会の趣旨と総括ー立論について一

防災・社会貢献専門家審査員代表 安富信氏

決勝戦は、サッカーに例えると牛3で終えた試合のような、非常に良

いディベートでしたね。ディベートの専門家の審査員の先生方と、防災・

社会貢献分野の専門家の審査員という構成なので、われわれは論題に

対しどのくらい提案されているかという立論内容の審査について述べ

させていただきます。

全体として「社会頁献活動」の定義があまり出てこず、社会頁献活動と

いえばボランティアという雰囲気が強かったようです。また支援と拡充

の解釈も難しかったのだろうかと思いました。社会百献活動への支援に

ついて、若いみなさんの斬新なアイデアを期待していましたがその点

は少し物足リなかったというのが正直な感想です。しかし注目すべきプ

審査員の皆さま
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する能力が弱いのかもしれません。ですから練習するときは早Dになっ

てもいいでしょう。早く考え早口で話すことは訓練になります。

総評として、大会の冒頭に申し上げたことに戻ります。

相反する価値は社会に出るとよくあリます。そのとき自分の意見がな

い人ほどよく迷います。常にどんなことにも関心と自論を持つことです。

その上で人の意見を聞いて初めて検証したリすり合わせたりできるの

です。価値観と価値観がぶつかる、究極には昨日の自分と今日の自分の

苔藤が起きるとき結論を出せる人になっていただきたいと思いますじ

ディベートはしんどいものですC準備をして臨機応変にやらないとい

けない。その能力は社会に出ても大きな財産になると思います，，なぜデ

イベートをするのか、ディベーターに、大会主催者に、指尊者にそれぞれ

の思惑があるでしょう。いろんな目的がディベートにあっても良いが、あ

る狙いを以って続けていかないとヒューマンスキルとしては身につか

ないということです。

ランも多くあリました。ボランティアの単位化やスクールボランティア制

度の導入などが、決勝戦も含め多くの立論において提案されました。われ

われも参考になったのが、しゃにむに応援囮の立論にあった、学生のボラ

ンティア活動に対し企業がCSRとしてお金を出すというものです。またフェ

イスブックなどのSNSの積極的な活用や、T!KK(東北福祉大学・工学院大学

•神戸学院大学）のような大学間の連携の活性化が学生ボランティアの充

実につながるのではないかという提案も、良い発想でした・，

今日はわくわくしていろんな試合を見せていただき、1日を大変短く感じ

ました。あリがとうございました。

本大会では、ディベート選手として活躍し、また審査経験の豊宮な関西ディベート交流協会(KOLA)の皆ざまに審査員を務めていただきました。
また＜立論内容の審査については、防災・社会貢献分野の専門家の皆さまにも審議していただきました。
この場をお借りしまして、多大なc：協力に感謝申し上げます。

O技術・審査指導、審査委員長岡野勝志氏 関西ディベート交流協会顧問 株式会社プロコンセプト研究所代表取締役

O運営・競技指導 中田敬司氏 東亜大学医療学部准教授神戸学院大学客員教授

Dディベート審査員：関西ディベート交流協会 会員 12名

明石雅由氏、榎戸丈夫氏、香川裕嗣氏、加藤一輝氏、小林敏恒氏、鈴木昭彦氏、

高瀬誠氏、高畑欽哉氏、竹末耕三氏、野村和久氏、蓮尾耕司氏、森田孝司氏

□防災・社会貢献専門家審査員（立論内容） 6名

賀屋光晴氏

古武家義成氏

小山達也氏

垂井加寿恵氏

椿大亮氏

安富信氏

兵庫医療大学講師 ライフセーピングコーチ ボランティア団体「ふくろう」顧問

神戸学院大学学際教育機構客員教授

企画県民部広報課課長補佐兼地域広報係長前防災企画係長

神戸市中央区社会福祉協議会 中央区ボランティアセンターボランティアコーディネーター

株式会社CDCインターナショナル途上国教育専門家

神戸学院大学学際教育機構客員教授 前読売新間編集委員社会貢献学会広報委員長
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参加チームの声

大会終了直後、まだ興奮の冷めない参加者のみなさまに感想を寄せてもらいました。

ディベートについていろいろ学べました！

とても白熱したディベートができました。

いたらないところもあリましたが、

とても楽しかったです。

最終的にすごく攻められて

エビデンスを探すのは＊変§こったし

色々忙しかったです。

ディベートの奥深さと共に

楽しさや悔しさなど

様々 なことを学ぶことができました。

運営等ありがとうございました。

ディベートの難しさを痛感しました。

ディベート大会を通して村景々な体験を

することができました。

この経験を大切にしたいと思います。

ディベートがこんなにもおもしろいものだと

知リませんでした。

とてもよい勉強になリました。

体だけではなく

頭も鍛えなくてはならないと

思いました宝）。

とても緊張してしまって、自分自身ごたごたに

なってしまったけど、

先茄がうまくやってくれたので良かったと

思います。

大会にはでてないけど

色々と勉強になったし

楽しかった。

圧倒的なスキル…ボロ負け…

さすが俣勝チーム…

ディベートについていろいろ学べました！

「生涯 ディベート宣言」
ディベートはとても奥深く、-・

また挑戦したいと思いました。

初めての参加で緊張しましたが、

いろんな人の意見•考えが間けて
よかったです。

.~ 遭

゜
l
 

.
9
0
9
0
,
/
 

私たちは離れているため準備が大変でした。

それでもできる限リのことをして、

よいディベートができたと思っております。



「ディベートって面白い」と素直に

感じることができた大会でした。

この大会に参加して一番良かったことは

他校の人とディベートできたことはもちろんですが

仲間と多くの議論を交わし、

大会まで取り組んでこれたことが何よりも良かった

と思います。

この大会を通して学んだことを

これからの生活に生かしていきたいと思います。

イラストより

剌激的な大会でした！ディベートおもしろい！！

ディベートはかなりの時間が必要だとは思いませんでした。

楽しくできました。

とても良い経験ができました！楽しかった！！

初めての参加でミスや失敗ばかりだったが

よい経験になった。
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事前の調べ学習や立論作成から

今日の大会までとても良い

勉強になリました。

社会人からの参加ということで

学生に戻ることができました。

後登たちがすごく月t昂ししており

びっくリの反面くやしさもあります。

今後も楽しみです。

優勝させていただきました。

うれしい～～
ありがとうございますm(__) ml¥'J1J 

We love debat:e! ! 

またお会いしましょう！

・聴衆にもディベートの資料を配ってほしい。
•初めてディベートを聞きました。 とても面白い。限られた時間の中で起きるプロセスをじっくリ
観察することはファシリテーションにも必要な部分だと感じました。

・ジャッジの中で最後にあった「ディベートヘの貢献があった」という一言が心に残りました。
•一般のオーディエンスが増えるよう、協力させていただきます。
•自身の論理を頭の中に入れ、文書を見ずに攻防をやり通すべきだ。
・全てのディベートを聞けるような方式を取ってほしいと思いました。
・全体的にレベルがすごく上がっている。これからも続けてほしいです。
・参加して本当に良かったです。
・肯定、否定どちらの立場でも、ハッキリした意見を述べられることが重要だと思いました。知識を持った上で人の話を
どれだけ理解して反論できるかだと思いました。

•すばらしい大会でした。非常に勉強になりました。
・昨年も応援しに来ましたが、今年もすばらしいディベートでした。尋問や立論など、様々なことに対しての要素を含み
ながら行うディベートは難しいと思いました。

•若い人の白熱した議論にこっちも熱くなりました。もっといろいろ見てみたいなと思いました。
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【協賛•寄付l 財団法人敬愛まちづくり財団、NPO神戸の絆2005、NGO活動教育研究センター

特定非営利活動法人映像記録、株式会社コンプラス、はんこ広場神戸元町店、株式会社アルト

【後 援】 アジア防災センター、国際復興支援プラットフォーム、国際防災研修センター、公益財団法人兵庫県国際交流協会、

阪神淡路大震災記念人と防災未来センター、JICA関西、JICA海外ボランティアひょうご応援団、

一般社団法人日本経営協会、CODE海外災害援助市民センター、朝日新聞社、共同通信社神戸支局、神戸新聞社、

産経新聞社、時事通信社、日本経済新聞社神戸支社、毎日新聞社、読売新聞大阪本社、サンテレビジョン、

NHK神戸放送局、特定非営利活動法人エフエムわいわい、株式会社ラジオ関西

[ ● 防災や社会貢献について考える、これまでの論題 ● ］ 

ll!I 「わが国は大学生の社会貢献活動への支援を拡充すべきである」

第4回（今大会） 2013年2月16日（土）

. 「我が国は消防団を大幅に強化すべきである」

第3回 2012年2月18日（土）

. 「わが国は災害対策本部を常時設置すべきである」

第2回 20H年2月19日（土）

■ 「自主防災組織の育成は最も優先すべき防災対策である」

第 1 回 2010年3月22 日~-祝）
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