
 

埼玉いなほカップ高校生英語ディベートコンテスト 

Chairperson & Timekeeper の役割分担 
 

まずディベート試合開始前にすること(chairperson)  

 

1. ホワイトボードに、学校名・学校 ID の貼り付け、肯定側・否定側のスピーカーの役割と氏名(フルネーム)，

を書くように指示（学校名、氏名は英語で） 

 

2. ジャッジと両チームのメンバーが来ているかどうかを確認 

（来ていない場合は、廊下に待機している部屋係の先生に連絡をする） 

 

3. タイムキーパーに名前を聞き、スクリプトに名前を入れる 

 

 

ディベーターとジャッジが着席し時間がきたら、試合開始直前に連絡(Chairperson)  

 

では、ディベーターの皆さんに連絡をします。 

 

① スピーカーは話す順番に着席してください。ルールでは，質疑応答の担当者も定められています。 

間違えた場合，最悪失格になりますので，再度確認をしてください。 

 

② ディベーターは”Thank you, chairperson. My name is ………”と言ってからスピーチ、質問を始めてください。 

 

③ スピーチ、クエスチョンタイムが早く終わってもタイマーは止めません。 

時間がくるまで静かにしてください。各自が持っているタイマーは音を出さないようにセットしてください。 

 

④ タイムキーパーのタイマーが鳴った後、途中の文章を述べるのはかまいません。 

ただしその途中の文章も１０秒以内に終えてください。 

 

⑤ それでは試合を始めます。 

 

 

 

＊Chairperson , Timekeeper 注意事項！！ 

 

 最初にディベーターが名前を言わないでスピーチや質問を始めた場合 

 “Please stop. Say your name and start your speech again.”と言って、Chairperson が再スタートさせる。 

タイムキーパーはタイマーをリセットする。 

 

 タイムキーパーのタイマーが鳴った後、途中の文章を述べるのは良い。     

だが、次の文章を言い始めたら Chairperson は”Please Stop!”と言ってスピーチを止める！ 

また、10 秒を越えた場合も”Please Stop!”と言ってスピーチを止める！ 

 

 

 

 

 



はじめの挨拶(ブルーが Chairperson の言葉) 

 

★Good [morning/afternoon] and welcome to [ the 1st / the 2nd / the 3rd / the 4th /the /the final ] round of the 6th Saitama 

Inaho Cup Inter-High School English Debate Tournament.  My name is [あなたの名前] and I will chair this round.   

The time keeper is [タイムキーパーの名前].  Today’s judges are [Mr.//Ms.ジャッジの名前], [Mr.//Ms.ジャッジの名前] 

and [Mr.//Ms.ジャッジの名前].   

 On the Affirmative side, we have [肯定側学校名] and on the Negative side we have [否定側学校名].   The debate 

match will follow the time table even if you finish the speech or question before the time ends.  We will now have brief 

introductions from both teams.  First, the Affirmative team, please.  

（肯定側自己紹介） Thank you! And, from the Negative team, please. 

（否定側自己紹介） Thank you 

  

ディベート開始 

 

★We will now begin the debate with the Affirmative Constructive Speech for 4 minutes.  

 [TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(４分) 

   肯定側 CONSTRUCTIVE 開始 残り時間２分、１分、３０秒、１５秒のプレートを見せる。  

    肯定側 CONSTRUCTIVE SPEECH 終了 

★Thank you!  We will now have a 1 minute preparation time. 

[TK] タイマーオン（１分） 残り時間３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。 

 PREPARATION TIME 終了  

★Preparation time has ended; we will now have Questions from the Negative side for 2 minutes.  

 [TK] 質問を開始したらタイマーオン（２分） 

 QUESTION TIME 開始 残り時間１分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

 QUESTION TIME 終了 

 

★Question time has ended; we will now hear the Negative Constructive Speech for 4 minutes.  

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(４分) 

   否定側 CONSTRUCTIVE 開始 残り時間２分、１分、３０秒、１５秒のプレートを見せる。 

    否定側 CONSTRUCTIVE SPEECH 終了 

★Thank you!  We will now have a 1 minute preparation time. 

[TK] タイマーオン（１分）残り時間３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。 

 PREPARATION TIME 終了  

★Preparation time has ended; we will now have Questions from the Affirmative side for 2 minutes.  

[TK] 質問を開始したらタイマーオン（２分） 

 QUESTION TIME 開始 残り時間、１分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

 QUESTION TIME 終了 

 

★Question time has ended; we will now have a 2 minute preparation time. 

 [TK] タイマーオン（２分） 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。 

 PREPARATION TIME 終了  

 

★Preparation time has ended; we will now hear the Negative Attack Speech for 3 minutes. 

 [TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   否定側 ATTACK SPEECH 開始 残り時間２分、１分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    否定側 ATTACK SPEECH 終了 

★Thank you!  We will now have Questions from the Affirmative side for 2 minutes. 

[TK] 質問を開始したらタイマーオン（２分） 

 QUESTION TIME 開始 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

 QUESTION TIME 終了 

 

肯
定
側
立
論 

否
定
側
立
論 

準
備 

否
定
側
ア
タ
ッ
ク 



 

 

★Question time has ended; we will now hear the Affirmative Attack Speech for 3 minutes. 

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   肯定側 ATTACK SPEECH 開始 残り時間２分、１分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    肯定側 ATTACK SPEECH 終了 

★Thank you!  We will now have Questions from the Negative side for 2 minutes. 

[TK] 質問を開始したらタイマーオン（２分） 

 QUESTION TIME 開始 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

 QUESTION TIME 終了 

 

★Question time has ended.  We will now have a 2 minute preparation time. 

[TK] タイマーオン（２分） 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。 

 PREPARATION TIME 終了  

 

★Preparation time has ended; we will now hear the Affirmative Defense Speech for 3 minutes. 

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   肯定側 DEFENSE SPEECH 開始 残り２分、１分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    肯定側 DEFENSE SPEECH 終了 

 

★Thank you.  We will now hear the Negative Defense Speech for 3 minutes. 

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   否定側 DEFENSE SPEECH 開始 残り２分、 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    否定側 DEFENSE SPEECH 終了 

 

★Thank you! We will now have a 2 minute preparation time. 

[TK] タイマーオン（２分） 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。 

 PREPARATION TIME 終了  

 

★Preparation time has ended; we will now hear the Affirmative Summary Speech for 3 minutes. 

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   肯定側 SUMMARY SPEECH 開始 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    肯定側 SUMMARY SPEECH 終了 

 

★Thank you! We will now hear the final speech of this round, the Negative Summary Speech for 3 minutes. 

[TK] スピーカーが名前を言い終わったらタイマーオン(３分) 

   否定側 SUMMARY SPEECH 開始 残り時間 １分、３０秒、１５秒の時点でプレートを見せる。  

    否定側 SUMMARY SPEECH 終了 

 

 

 

 

★Thank you very much!  This is the end of the debate. Thank you debaters! 

We will now take a recess for a few minutes so the [ judge / judges ] can decide the winner. Audience and debaters, 

please be patient until the [ judge comes / judges come ] back.  Thank you! 
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