
鹿高文国際第５号 

令和４年 12月 15日 

 

県高文連加盟高等学校長 殿 

県高等学校文化連盟国際交流専門部 

会  長    桑 山  靖 幸  

                             （   公  印  省  略   ） 

 

  

 

令和４年度第６回鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会兼 

第 12回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯鹿児島県大会（ご案内） 

 

 

 

時下，皆様におかれましては御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて，令和４年度第６回鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会兼第 12 回日本高校

生パーラメンタリーディベート連盟杯鹿児島県大会を別紙要項のとおり開催いたします。 

つきましては，本大会の趣旨を十分ご理解の上，貴校生徒の参加につきまして特段の御配慮をよろし

くお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 大会名  令和４年度第６回鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会 

 

２ 目 的  英語ディベートを通して，その議題に対する知識を深めるとともに英語力の向上を図る。 

   

３ 主 催  鹿児島県高等学校文化連盟 

  

４ 日 時  令和５年２月２日（木）８：３０～１６：００ 

 

５ 会 場  （本部）ラ・サール高等学校 

〒891-0192 鹿児島県鹿児島市小松原２丁目 10－１ TEL: 099(268)3121 

※ ZOOM を使ってのリモート開催の大会になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

ラ・サール高等学校 丸山 晃 

〒891-0192 

鹿児島市小松原二丁目10－１ 

TEL:099-268-3121 FAX: 099-268-3122 

email: alaska1103@iwa.bbiq.jp 

 

mailto:alaska1103@iwa.bbiq.jp


 

 

第６回鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会(Online) 兼 

第12回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯鹿児島県大会(Online) 実施要項 

 

１ 趣  旨 英語パーラメンタリーディベートを通して，生徒の英語での発信力，論

理的思考力，幅広い知識，プレゼンテーション力，コミュニケーション

力などを高めることをねらいとする。 

 

２ 主  催 鹿児島県高等学校文化連盟 

 

３ 日  時 令和５年２月２日（木） 

 7:50～ 8:10 係役員集合，準備 

 8:30～ 8:45 受付 

 8:45～ 9:00 開会式・諸連絡 

 9:20～10:00 予選第１試合 （論題発表  9:00） 

10:35～11:15 予選第２試合 （論題発表 10:15） 

12:00～12:40 予選第３試合 （論題発表 11:40） 

12:45～13:25 昼食時間 

13:50～14:30 予選第４試合 （論題発表 13:30）  

14:50 決勝進出チーム発表  

15:20～16:00 決勝戦・三位決定戦 （論題発表 15:00） 

16:10～16:30 表彰式・閉会式 

 

４ 場  所 ラ・サール高等学校（本部）および各学校等 

        〒 891-0192 鹿児島県鹿児島市小松原２丁目 10－１ / 099-268-3121 

 

５ 試合方式 鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会ルールで実施。 

ルールは http://kakoeiken.com/ で参照可能。下記の２つのカテゴリー

でそれぞれ独立して実施する。 

 （１）カテゴリーＡ（経験者）:上位１チームを３月に行われるHPDU全国

大会に県代表として出場する（上位大会の規定に従うため，チーム数が変

更になる場合もある）。 

 （２）カテゴリーＢ（初心者）：優勝してもHPDU全国大会に県代表として

出場はできないが，カテゴリーＡと同じ形式で対戦をして，カテゴリーＢ

内で順位をつける。ただし，カテゴリーＢに出場するチーム数が６に満た

ない場合は，カテゴリーＢは実施されず，申し込んだチームはカテゴリー

Ａに参加するか事務局が確認する。 

 

６ 論  題 各試合開始20分前に発表する。 

 

７ 参加登録 鹿児島にある高等学校（中等学校４年〜６年）に在籍する生徒４名でチ

ームを作る。試合は３人制。試合ごとに出場選手は変更しても良い。残

りの１人はチェアパーソン(Gov側)またはタイムキーパー（Opp側）の役

割を担う。カテゴリーＡ･Ｂともに，参加登録チーム数に制限はない。 

 

 

 

http://kakoeiken.com/


 

 

８ 審 査 員 (1)各校カテゴリーに関わらず帯同ジャッジを１チームごとに１名登録

すること。（カテゴリーＡに１チーム，カテゴリーＢに１チーム登録す

る場合は，２名の帯同ジャッジが必要。）帯同ジャッジは原則としてジ

ャッジトレーニング（その他参照）を事前に受講することとする。  

  (2) 帯同ジャッジ以外にディベート専門部が認めたジャッジを依頼する 

ことがあります。 

 

９  表   彰 カテゴリーＡ･Ｂの優勝チームおよび２位，３位チームのそれぞれに賞

状を授与する。なおカテゴリーＡの優勝校は全国大会（HPDU杯）への出

場権を得る。 

 

10 申込方法  以下の手順で行うこと。 

 ①申込用紙に校長印を押印の上事務局（ラ・サール高校）まで郵送。チ

ーム数が４以上の場合は，用紙をコピーしてお使い下さい。 

令和５年１月13日(金)消印有効。 

        ②以下のGoogle Formから，①の申込書と同じ内容のデータを13日（金）

までに入力する。 

              https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecA  

 

11  その他 ①ジャッジトレーニング（外部ジャッジ・帯同ジャッジのみ） 

        令和５年１月14日(土)14:00-16:00 on ZOOM 

        ②生徒向けの練習会を以下の日程で設定する。以下の練習会は全てZOOM

で行う。いずれかの日程で一度以上は生徒を参加させ，ルールに慣れて

おくようにさせること。また，ジャッジもなるべくこの練習会に参加し，

ジャッジの経験を積むことを推奨する。参加については，学校名・チー

ム数・学年を１月18日(水)午後５時までにメールで送信する。 

              送信先：鹿児島中央高校 仮屋まどか madokakariya@gmail.com  

 1 月 21 日(土)14:00-16:00 2 試合 

 1 月 22 日(日) 9:00-11:00 2 試合 

 1 月 28 日(土) 9:00-11:00 2 試合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

ラ・サール高等学校 丸山 晃 

〒891-0192 

鹿児島市小松原二丁目10－１ 

TEL:099-268-3121 FAX: 099-268-3122 

email: alaska1103@iwa.bbiq.jp 

 

https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecA
mailto:madokakariya@gmail.com
mailto:alaska1103@iwa.bbiq.jp


The 6th High School Parliamentary Debate Competition in Kagoshima      

(HPDU Cup) ONLINE 

 

1 Aim: The aim of this tournament is to offer students in Kagoshima chances to enhance 

their presentation skills, critical thinking skills, knowledge on various social 

affairs as well as communication skills through this parliamentary debate matches 

and practices. 

2 Management: Kagoshima High School Federation of Culture, International Exchange 

Division 

3 Supporting Organization: Kagoshima Board of Education (Requesting) 

 

4 Date & Schedule: February 2nd, Thursday, 2023 

 7:50～  8:10 Staff Meeting 

 8:30～  8:45 Check attendance in Main Room on ZOOM 

 8:45～  9:00 Opening Ceremony 

 9:20～10:00 1st preliminary round (Motion announcement 9:00) 

10:35～11:15 2nd preliminary round (Motion announcement 10:15) 

12:00～12:40 3rd preliminary round (Motion announcement 11:40) 

12:45～13:25 Lunch 

13:50～14:30 4th preliminary round (Motion announcement 13:30)  

14:50 Announcement of Finalists/Third Place Playoff  

15:20～16:00 
Final/Third Place Match  

(Motion announcement 15:00) 

16:10～16:30 Awards/Closing Ceremony 

 

5 Venue: ZOOM (ID & password will be provided only to the schools who participate.)  

6 Game Style: Each round proceeds obeying the rules of “High School Parliamentary 

Debate Competition in Kagoshima” (Please refer to the website of Debate Division 

for further details.). There are two individual categories that you can apply 

for in the Kagoshima tournament.  

Category A (Advanced): The winning team will have the right to apply for the 

HPDU National Tournament, which will be held in December in Tokyo as the 

representative team of Kagoshima prefecture.  

Category B (Beginners): Students can enjoy games as in Category A, but even 

if they win the tournament, the right to apply for HPDU nationals is NOT given. 

Note: If the number of participating teams is less than six, this category will be 

canceled and teams will be asked by the Board members if they could participate 

in Category A. 

 

7 Topics (Motion): The debate topic (motion) is to be announced 20 minutes before each 

round. 



8 Teams: There is no limit to how many teams each school can enter in each category. 

However, each team must have a team judge. In each team, three to four 

members may register. Three members participate in each round. Debaters can 

differ each round.  

9 Team Judge: Each team must register one team judge. The judge is not necessarily 

from the team’s school, but he or she must have an experience in judging on 

ZOOM in advance. Judges must attend the judge training in the afternoon 

of Saturday January 14th.  Koeiken will also arrange a few outsource judges.  

10 How to apply:  

 ①Fill out the form for each category and send it to the International Exchange 

Division listed below. If you have more than 4 teams, please make a copy of the 

form. The Division will only accept applications mailed by Friday, January 13th.  

 ②Please enter the data of participants on the Google Form by January 13 th Friday.  

 https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecA  

11 Awards: The top three teams from group A will be given award certificates and also 

win the right to apply for entry into the HPDU Nationals that will be held in March 

in Tokyo, as written above. After applying, the first-placed team will automatically 

be given a place in the National Tournament. However, participation of the second 

and third placed teams depends on the total number of schools that took part in 

the regionals, and this will be decided by the national HPDU organizers.  

12 Other:  

 ①Judge Meeting (only for team judges and invited judges) 

  Saturday January 14 th, 2023, 2 – 4 pm on ZOOM 

 ②Practice Matchs for students. (It is optional to participate, but please let the 

students join more than one time to get used to the rules and zoom procedure.) 

Judges are also encouraged to join their practice. About participation, please 

send the school name, the number of teams, and students’ grades by 5 pm on 

January 18th, Wednesday to madokakariya@gmail.com .  

 January 21st, Saturday 14:00-16:00 2 games 

 January 22nd, Sunday 9:00-11:00 2 games 

 January 28th, Saturday 9:00-11:00 2 games 

  

 

 

 
 
For further information, please refer to: 
 
Kagoshima High School Federation of 
Culture, International Exchange Division 
La Salle High School 
〒891-0114  
Komatsubara 2 chome 10-1, Kagoshima City 
TEL 099-268-3121  / FAX 099-268-3122 

 

https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecA
mailto:madokakariya@gmail.com


 

（別紙1）                           令和５年１月13日（金）〆切  
第６回  鹿児島県高等学校英語パーラメンタリーディベート大会生徒登録書  

（HPDU杯）  

＊郵送後，https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecAに出場生徒名の記入をお願いします。 

 

学校名（          ） 申込責任者（           ） 

チーム１ チーム名（       ） 帯同ジャッジ名（       ） 

生徒氏名（漢字(学年)／ローマ字。海外体験のある生徒は★を最後につける。  

例  （山田太郎(1)／Taro Yamada ★） カテゴリーＡ／Ｂ（丸をつけて下さい。） 

生徒１（      ／      ）生徒２（     ／       ） 

生徒３（      ／      ）生徒４（     ／       ） 

１～１０００までの数字を３つ書いてください。抽選の際，使用します。  

 ①（      ） ②（      ） ③（      ） 

チーム２ チーム名（        ） 帯同ジャッジ名（       ） 

生徒氏名（漢字(学年)／ローマ字。海外体験のある生徒は★を最後につける。  

例  （山田太郎(1)／Taro Yamada ★）カテゴリーＡ／Ｂ（丸をつけて下さい。） 

生徒１（        ／      ）生徒２（     ／       ） 

生徒３（       ／      ）生徒４（     ／       ） 

１～１０００までの数字を３つ書いてください。抽選の際，使用します。 

 ①（      ） ②（      ） ③（      ） 

チーム３ チーム名（        ） 帯同ジャッジ名（       ） 

生徒氏名（漢字(学年)／ローマ字。海外体験のある生徒は★を最後につける。  

例  （山田太郎(1)／Taro Yamada ★）カテゴリーＡ／Ｂ（丸をつけて下さい。） 

生徒１（       ／      ）生徒２（     ／       ） 

生徒３（       ／      ）生徒４（     ／       ） 

１～１０００までの数字を３つ書いてください。抽選の際，使用します。 

 ①（      ） ②（      ） ③（      ） 

 
上記生徒およびジャッジを派遣します。大会参加にあたり，所属学校名・学年・
氏名の個人情報が大会パンフレット，記録集で公開される場合もあることを了承
します。また，大会における写真・映像等が新聞・記録等で使用される場合もあ
ることも了承します。  

令和  年  月  日             校 長               印  

鹿児島県高等学校文化連盟国際交流専門部 御中  

 

海外体験がある生徒とは以下の条件に該当する生徒です。チームに 1 名まで登録ができます。 

(1)英語を第 1 言語とする国で 12 ヶ月以上滞在経験のある生徒 

(2)英語を母語・第２言語とする生徒（長期滞在の留学生も可） 

(3)家庭で常用的に英語を使っている生徒 

【送付先】ラ・サール高等学校 丸山 晃  (alaska1103@iwa.bbiq.jp) 

〒 891-0114 鹿児島県鹿児島市小松原 2丁目10−1 

TEL:099-268-3121 FAX: 099-268-3122 

https://forms.gle/6HdWDA2TdayQTTecA

