
令和２年度 第１３回兵庫県高校生英語ディベートコンテスト報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 大会の様子 
    （予選ラウンド）      （決勝トーナメント）      （表彰式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 大会結果 

出場校 県立御影高等学校、県立神戸鈴蘭台高等学校、神戸市立葺合高等学校、神戸大学附属中等教育学校、

県立尼崎小田高等学校、県立川西緑台高等学校、県立宝塚西高等学校、県立宝塚北高等学校 
県立芦屋高等学校、県立国際高等学校、県立芦屋国際中等教育学校、関西学院高等部、 
報徳高等学校、県立明石西高等学校、県立明石城西高等学校、県立加古川西高等学校、 
県立加古川東高等学校、県立北条高等学校、県立姫路西高等学校、県立姫路飾西高等学校、 
県立大学附属高等学校       （計２１校） 
 

  参加生徒 １１５名  参加審査員数 ４７名  
      

 優 勝  神戸大学附属中等教育学校 
 準優勝  県立尼崎小田高等学校 

    第３位  神戸市立葺合高等学校、県立川西緑台高等学校 

     
３ 大会まとめ 
 第１３回兵庫県高校生英語ディベート大会では、「日本国は、残業
も含めた週あたりの最長平均労働時間を（EUにならい）48時間に制
限することの是非」について、議論が交わされた。本校の代表チーム
は立論やエビデンスの準備を入念に行い、この大会に臨んだ。 予選
リーグでは、シード校である国際高校、県立芦屋高等学校と試合を行
った。どちらの試合においても自分たちの主張をうまく伝えること
ができ、勝利をおさめた。予選リーグ６校中、１位の成績で、各リー
グ上位２チームによる決勝トーナメントに進出した。 
決勝トーナメント１試合目の準々決勝では宝塚西学校と対戦し、接戦を制し、準決勝に進出することができた。
準決勝ではこれまで本大会 7連覇中の神戸市立葺合高等学校と対戦した。どちらもしっかりと準備をしてきてお
り、制限時間ギリギリまでの攻防が続いたが、３－２で本校が勝利した。決勝では神戸大学附属中等教育学校に
５－０で敗れ、残念ながら優勝はできなかったが、これまでの練習の成果が発揮でき、充実した内容の議論を展
開することができた。 

 
第１３回兵庫県高校生英語ディベートコンテスト要項（抜粋） 

 
 １ 主 催  兵庫県高等学校教育研究会英語部会  
        兵庫県高校生英語ディベートコンテスト委員会 
 ２ 後 援  兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、神戸市外国語大学 
 ３ 協 賛   GTEC for STUDENTS (株式会社ベネッセコーポレーション) 
              OUP（オックスフォード大学出版局） 
  ４ 日 時  令和２年２月９日（日）８:３０～１６:５０ 
 ５ 会 場  神戸市外国語大学 （神戸市西区学園東町９－１） 
 ６  論 題   The Japanese government should limit the weekly maximum average 

working hours, including overtime, to 48hours(following the E.U.). 
「日本国は、残業も含めた週あたりの最長平均労働時間を（EU にならい）48 時
間に制限すべきである。是か非か。」   

     



【出場生徒感想】 
・私はこのディベートを通して、日ごろの努力、準備が何より大切で、いざ試合をするとなったときに自分を助
けてくれるのは自分が積み重ねてきた経験なんだと気づかされました。私は周りのメンバーに比べたら劣って
いるところばかりだったけど、そんな私ができることは人一倍努力することだったので、これまで努力一本で
やりぬいてきました。最終的にはメンバーや先生方からも“リーダー”だと自然に認めてもらえるまでになり、
その上、兵庫県準優勝までのぼりつめりことができたので、生まれて初めて努力は報われるなと思いました。
実際には後悔している面もたくさんあるので、次何かを始める、するときには、もっと早くからしておけば、
試合中こんなアタックもできたなどの今回の後悔を活かせるようになりたいです。 

・最初は難しくて、正しいのかすらわからなかったけど、どんどん試合を重ねるうちに、ディベートの楽しさや
できる喜びを感じられるようになった。遅くまで残って、夜遅くまでパソコンと向き合ってしんどくて大変だ
と思うこともあったけど、それ以上に楽しかったし、達成感を味わうことができた。もっとディベートしてみ
たいと思った。ディベートは英語力アップにも、考える力を向上させること、社会について、１つのことにつ
いて深く知ることができる、考えることができるチャンスにもなるとっても良いものだと思いました。プロダ
クティビティすごく良い。effective way やと思った。次にやる 1 年生にもがんばってほしいし、伝えたい!!!と
思う。こんなに１つのことをがんばったのは初めてかもしれなくて、がんばれるのは幸せなことだと感じた。
がんばることは難しいけどやっぱり得るものは大きいと実感した。とにかくディベートを経験できて本当に良
かった!! 

 
【決勝戦立論】 
Thank you chairperson. We on the Affirmative side strongly believe that the Japanese government should 

limit the weekly maximum average working hours to 48 hours. We have two ADs 

 

AD1 Preventing Death by Overwork   

Present Situation  

Now, there are about 56 million workers in Japan in total.  About 60% of the workers are regular workers, 

and 7.7 % of the regular workers work over 60 hours a week.  According to Kuroda and Yamamoto 2016, they 

concluded that Quote long working hours more than 50 hours per week notably damages mental health of workers 

Unquote.  Also, According to National Cancer Center (2019), workers who work 11 hours or more a day will have 

1.6 times higher risk of heart attack compared to those work 7 to 9 hours.  As these evidence shows working 

hours greatly affects workers health, and in the worst case workers were killed. 

According to the Ministry of Health Labor and Welfare in 2017, 98 committed or attempted suicide because of 

depression, and 92 workers died by heart or brain related diseases.  In total 190 were killed by overwork and 

they were officially recognized as Karoshi.  This number is only the tip of the iceberg.  

Effect 

After the plan, workers cannot work longer than 48 hours a week, nor can they bring work home.  And Labor 

Standard Inspection Office will have the greater power to inspect malicious companies and employers.  Then, the 

risk of health problem and the number of death will drastically decrease.   

Importance  

Life is the most precious thing, still there are so many people killed by inhumane overwork.  We absolutely 

should not allow this tragic thing to happen.  Even 1 case of death is unacceptable and absolutely must be stopped. 

 

AD2 Economical profit by increasing productivity   

Present Situation 

Now, Japanese work productivity is not good.  According to OECD, the 3rd shortest working time among 

OECD country in 2015 is Germany.  Its working time is about 80 percent of Japanese working time.  Even 

though they have such short working hours, German productivity per worker exceed that of Japanese nearly by 

50 percent.   

According to the Cabinet Office, Quote If we simply correlate working time with productivity per worker, we 

can say that when one worker’s working time will decrease by 10percent, and productivity per worker will 

increase 25percent per hour. Unquote   

Effect 

After the plan, companies have to make profit in clearly limited worktime.  So, both managers and workers 

must reconsider what work is unnecessary and how they can finish their task more efficiently.  Thus, more 

company will be able to increase competitiveness.  

A company Ajinomoto has succeeded in reducing the average annual actual working hours from 1996 hours in 

2017 to 1820 hours in 2018.  A 176-hour reduction is more than one month’s worth of working hours. 

Importance 

If the productivity goes up, the company can gain the same profit with less time and labor resources.  And in 

the world of global business, it is essential for companies to increase their competitiveness.   

So we strongly believe Japan should take this plan. 


