○ディベート練習用論題集 Part 1. リサーチの要らないもの 115 個
ここに集めたのは、皆さんが既に持っている⽇常的な知識でスピーチ練習や試合が
出来る論題です。まじめなものから、少し変わったものまで含まれています。

[1] On High School (⾼校関連)
English
<School Uniform>
1. Our high school should abolish the school
uniform.
2. The school uniform of our high school
should be a Kimono.
3.

Our school uniform should be character
costumes.

4. Male students should wear skirts as school
uniform.
5. Students should be allowed to go to school
in sportswear.
<School Regulations>

Japanese Translation
<制服>
1. 私たちの⾼校は、制服を廃⽌するべき
だ。
2. 私たちの⾼校の制服は、着物であるべ
きだ。
3. 私たちの学校の制服は、着ぐるみにす
るべきだ。
4. 男⼦の⽣徒は制服として、スカートを
はくべきだ。
5. ⽣徒は運動着(学校指定のジャージな
ど)で登校することを許されるべきだ。
<学校のきまり>

6. Corporal punishment is justifiable.

6. 体罰は正当化されうる。

7. Students should be allowed to bring their

7. ⽣徒は学校に携帯電話を持ち込むこ

cellular phones to school.
8. Students should be allowed to drink and
eat snacks during the class.
9. Students should be allowed to bring comic
books to school.

とを許されるべきだ。
8. ⽣徒は授業中に飲⾷をすることを許
されるべきだ。
9. ⽣徒は学校にマンガを持ち込むこと
を許されるべきだ。

10. There should be no homeroom class.

10. ホームルームクラスは無くていい。

11. High achieving students should be

11. 成績の良い⽣徒は、⾶び級をするこ

allowed to skip grades.
12. Our high school should abolish the long
summer vacation.

とを許されるべきだ。
12. 私たちの⾼校は、⻑期の夏期休暇を
廃⽌するべきだ。

13. Teachers should report to the police all

13. 教員は、学校で他の⼈の⾝体を害し

students who have physically harmed

たり、学校の備品を破壊した全ての⽣徒

others in school or destroyed any school

を警察に通報するべきだ。

property.

14. All teachers who have physically
punished students should be arrested by

14. 体罰を⽣徒に⾏った全ての教員は、
警察によって逮捕されるべきだ。

the police.
15. Students who have cheated on an
examination should repeat the same

15．試験で不正を働いた⽣徒は、同じ学
年を繰り返すべきだ。

grade.
<Teachers>
16. Students should be allowed to choose
their homeroom teachers.
17. Teachers who are not popular among
students should be fired.
18. Teachers should be given report cards by
their students.
19. Teachers who smoke tobacco should not
be hired.
20. Teachers who have committed a crime
should be punished more severely than

<教員>
16. ⽣徒は、⾃分の学級担任を選ぶこと
が許されるべきだ。
17. ⽣徒の間で⼈気が無い先⽣は解雇
されるべきだ。
18. 先⽣は⽣徒から通知表をもらうべ
きだ。
19. たばこを吸う教員は、雇われないべ
きだ。
20. 犯罪を⾏った教員は、普通の市⺠よ
りも重く罰せられるべきだ。

ordinary citizens.
21.

Bad students can be good teachers in

the future.
22. We should be a teacher in the future.
<Extracurricular Activities>
23. Traveling abroad is better than domestic
travel as a graduation school trip.

21. 悪い⽣徒は将来良い先⽣になり得
る。
22. 将来は学校の先⽣になろう。
<課外活動>
23. 修学旅⾏としては、海外旅⾏の⽅が
国内旅⾏より良い。

24. All students should join a club.

24. 部活を必修にするべきだ。

25. Students whose test scores are not good

25. 試験の成績が良くない⽣徒は、部活

should be suspended from club activities.
26. High schools should introduce
mandatory volunteer work for two weeks.
27. Female students should be allowed to
play baseball for Koshien.
28. Joining a sport club is better than joining
a cultural club.

動への参加を停⽌されるべきだ。
26. ⾼校は、義務となる 2 週間のボラン
ティア活動を導⼊するべきだ。
27. ⼥⼦⽣徒も夏の甲⼦園に向けた⼤
会に出場できるようにしよう
28. 体育会系の部活に加わることは、⽂
化系の部活に加わることより良い。

29. ディベート部に⼊部するべきだ。

29. You should join a debating society.

<学業>

<Studying>
30. Students should be asked to study foreign

30.⽣徒は英語以外の外国語も学ぶべき
だ。

languages other than English.
31. There should be no homework.

31. 宿題は無い⽅がよい。

32. There should be no homework for

32. 夏休みの宿題はない⽅がよい。

summer vacation.
33. Studying through groupwork is a waste

の無駄だ。

of time.
34.

Students

33. グループワークで学ぶことは時間

should

be

given

their

allowances according to their test scores.
35. Studying for entrance examinations does
more harm than good.
36. High schools should teach students how
to drive a car.
37. English should be removed from the
university entrance examinations.
38. Club activities are bad for your study.
<School Facilities & Location>
39. Studying at a big high school is better
than studying at a small high school.

34. ⽣徒は、テストの得点に応じてお⼩
遣いを与えられるべきだ。
35. ⼊試のために勉強をすることは、益
よりも害をなす。
36. ⾼校は、⽣徒に⾞の運転を教えるべ
きだ。
37. 英語は⼊試科⽬から取り除かれる
べきだ。
38. 部活動は勉強の妨げになる。
<学校の施設と所在>
39. ⽣徒数の多い⾼校で学ぶのは、⽣徒
数の少ない⾼校で学ぶよりもよい。

40. Studying at a high school in a big city

40. ⼤都市（例えば池袋や渋⾕）にある

(such as Shibuya) is better than studying

学校で学ぶことは、⽥舎の⾼校で学ぶこ

at a high school in a rural area.

とよりもよい。

<Other Issues>
41. Studying at a boys-only or girls-only high
school is better than studying at a co-

＜他の争点＞
41. 男⼥別学の学校で学ぶことは、共学
の学校で学ぶことよりもよい。

education school.
42. High school students should have a part-

42. ⾼校⽣はアルバイトをするべきだ。

time job.
43. Going out with someone in your school is
better than going out with someone in
another high school.

43. ⾃分の通う⾼校の⼈と交際するこ
とは、他の⾼校の⼈と交際するより良い。

44. Having a boyfriend or girlfriend is a waste
of time for high school students.
45. The new academic year should start in
September, not in April.
46. University education should be made

44. 恋⼈を持つことは、⾼校⽣にとって
時間の無駄だ。
45. 新しい学年は、4 ⽉ではなく 9 ⽉か
ら始まるべきだ。
46. ⼤学の授業料は無償化するべきだ。

free.
47. Studying at a cram school is more
effective than studying at a high school.
48. Studying at home is better than studying

47. 塾で学ぶことは、⾼校で学ぶことよ
りもより効果的である。
48. 家で学ぶことは、学校で学ぶより良
い。

at school.
49. We should have a convenience store in

49. 学校にはコンビニを⼊れるべきだ。

our school.
50. There should be a 10.p.m. curfew for
high school students.

50. ⾼校⽣には午後 10 時の⾨限がある
べきだ。

[2] On Animals (動物に関して)
English

Japanese Translation

51. Lions are better pets than dogs.

51. ライオンはイヌよりも良いペットだ。

52. We should have an octopus as a pet.

52. 私たちはタコをペットにするべきだ。

53. We should abolish zoos.

53. 動物園を廃⽌するべきだ。

54. Animal testing should be banned.

54. 動物実験は禁⽌されるべきだ。

55. We should criminalize having a pet.

55. 私たちは、動物をペットとして所有
することを犯罪とするべきだ。

56. Taking care of plants is better than having
a pet.

56. ⾷物を育てることは、ペットを飼う
ことより良い。

57. Japanese people should not eat whales.

57. ⽇本⼈はクジラを⾷べるべきでない。

58. All of us should be vegetarians.

58. 私たちは全て菜⾷主義者になるべき。

59. We should require people to have a

59. ペットを持つには免許を必要とす

license to have a pet.
60. We should impose tax on owning a pet.

るようにするべきだ。
60. ペットの所有には課税するべきだ。

[3] 英語学習について
English
61. Debating in English is the best way to
improve English skills.
62. High school students should study foreign
languages other than English.
63. All high school classes should be taught

Japanese Translation
61. 英語でディベートをすることは、英
語の能⼒を向上させる最良の⽅法だ。
62. ⾼校⽣は英語以外の外国語も学ぶ
べきだ。
63. 全ての⾼校の授業は英語で教えら
れるべきだ。

in English.
64. All English classes should be taught by
native speakers of English.
65. University classes should be taught in

64. 全ての英語の授業は、英語の⺟語話
者によって教えられるべきだ。
65. ⼤学の授業は英語で教えられるべ
きだ。

English.
66. You should study abroad (for about half
a year) while in high school.
67. High school English classes should spend
less time on learning grammar.
68. English classes should not be mandatory
but optional for high school students.
69. Electronic dictionaries are better than

66. ⾼校で在学中に(半年ほど)海外留学
するべきだ。
67. ⽂法を学ぶことは、英会話を学ぶこ
とより、⾼校⽣にとって重要だ。
68. 英語の授業は、⾼校⽣にとって必修
ではなく選択制にするべきだ。
69. 電⼦辞書は、紙の辞書より良い。

paper dictionaries.
70. Children are better foreign language
learners than adults.

70. ⼦どもは⼤⼈よりも良い外国語学
習者だ。

[４] メディア
English
<Advertisement>
71. Advertisements targeting children should
be banned.
72. Advertisements of alcohol and tobacco
should be completely banned.
73. Advertisement of consumer credit should
be banned.
74．NHK should be privatized like BBC.

Japanese Translation
<広告>
71. ⼦どもを標的とした広告は禁⽌さ
れるべきだ。
72. アルコール飲料とたばこの広告は
禁⽌されるべきだ。
73. 消費者⾦融の広告は禁⽌されるべ
きだ。
74. NHK は BBC の様に⺠営化されるべき。

75. Public schools should allow companies to

75. 公⽴学校は、財政⽀援と引き替えに

put advertisements on campus in return

企業が校内に広告を設置することを許す

for financial support.

べきだ。

<New Media>
76. There will be no newspaper delivery in

76. この先 10 年で新聞配達は無くなる
だろう。

10 years.
77. In order to confess your love, sending an
e-mail is better than face-to-face talk.

77. 愛の告⽩をするには、直接話すより
メールを送った⽅が良い。

[5] そのほか順不同の論題リスト
English

Japanese Translation

78. We should abolish point of information.

78. POI を廃⽌しょう。

79. It is better to give Ankoromochi than

79. バレンタインの⽇には、あんころ餅

chocolate on St. Valentineʼs Day.

をあげる⽅が良い。

80. We should ban the giving of Giri Choco.

80. 義理チョコを渡すことを禁⽌しよう。

81. We should impose tax on unmarried

81. 30 歳以上の独⾝の⼈に税⾦を課そ

people over 30.

う。

82. An arranged marriage is better than a
marriage of love.

82. お⾒合い結婚は、恋愛結婚より良
い。

83. Local governments should abolish coming
of age ceremonies.

83. 地⽅⾃治体は成⼈式を廃⽌するべ
きだ。

84. Drinking alcohol should be completely

84. 飲酒は完全に禁⽌されるべきだ。

banned.
85. Smoking in all public places should be
banned.
86. Mechanical pencils are

85. 全ての公的な場所（=⾃宅外）での
喫煙を禁⽌するべきだ。

better than

86. シャープペンは鉛筆より良い。

wooden pencils.
87. You should eat rice & curry every day.

87. 毎⽇カレーを⾷べるべきだ。

88. Internet shopping is better than going to

88. ネットでの買い物は、実際に店に⾏

real shops.

って購⼊するより良い。

89. Marriage should have an expiration date.

89. 結婚には有効期限があるべきだ。

90. Holding a gorgeous wedding ceremony is

90. 豪華な結婚式を催すのは、素朴なも

better than holding a simple one.

のより良い。

91. Using contact lenses is better than using

91. コンタクトレンズを使うのは、メガ
ネを使うより良い。

eye glasses.
92. Marriage life is better than single life.

92. 結婚⽣活は独⾝⽣活より良い。

93. No form of arts should be regulated by

93. どんな形の芸術も政府は規制する
べきではない。

the government.
94. Giving grades discourages students from

94. 成績を与える事は⽣徒の学習意欲
を削ぐ。

studying.
95. E-mail & text messages have made our

95. E メールと携帯メールは私たちの暮
らしを悪くした。

lives worse.
96. Traveling by package tour is better than

96. パッケージツアーで旅⾏するのは、
⾃分で計画を⽴てた旅⾏よりも良い。

traveling by your own plan.
97. Hosting Olympic Games is good.

97. オリンピックの開催国になること
は良い。

98. Practicing debate is bad.

98. ディベートの練習は悪である。

99. Cell phones have made the world a better

99. 携帯電話は、世界をより住みやすい
場所にした。

place to live.
100. Living in a tropical place is better than
living in a place with four seasons.
101. Dormitory life is better than living alone
102. Sumo wrestling is no longer the national

101. ⼤学⽣にとって、寮⽣活は⼀⼈暮
102. 相撲はもはや⽇本の国技ではな
い。

sport of Japan.
103. A man and a woman cannot be true

103. 男の⼈と⼥の⼈は、真の友⼈には
なれない。

friends.
There

場所で暮らすことより良い。
らしより良い。

for university students.

104.

100. 熱帯で暮らすことは、四季のある

should

be

no

homework

104. ⾼校⽣には宿題は必要ない。

assignment for high school students.
105. University students should have a
part-time job.
106. Doraemon should go back to the 22nd
century forever.
107. Reading books is more enjoyable than
watching movies.
108. Items made by hand are better than
items made by machine.

105. ⼤学⽣はアルバイトをするべき
だ。
106. ドラえもんはもう 22 世紀に帰る
べきだ。
107. 本を読むことは、映画を⾒るより
楽しい。
108. ⼿作りの物は機械が作った物より
良い。

109. The Japanese government should ban the
giving of chocolate on St. Valentineʼs day.

109. ⽇本政府はバレンタインの⽇のチ
ョコレートの授受を禁⽌するべきだ。

110. University admission should be

110. ⼤学の⼊試は、くじ引きによるべ

determined by lottery.

きだ

111. Studying at home on the Internet is

111. インターネットを使って⾃宅で学

better than studying at traditional schools.

習する⽅が、従来の学校で学ぶより良い。

112. Living in a traditional house is better

112. 従来の家に住む⽅が、近代的なマ

than living in a modern apartment.
113. Libraries of national universities should
be opened to all citizens.
114. You should not go out with a debater.

ンションに住むより良い。
113. 国⽴⼤学の図書館は、⼀般に開放
されるべきだ。
114. ディベーターと付き合うべきでは
ない。

115. It is good to give money to children as
a birthday present.

115. お誕⽣⽇として⼦どもにお⾦をあ
げることは良い。

