
2014年度JPDU役員選挙　立候補者名簿及び信任可否
※信任１は2014年度JPDU役員になることへの信任可否、信任２は希望役職に就くことへの信任可否です。
※所信表明は原文のまま。
番号 氏名 所属大学（団体） 学年 希望役職 所信表明 信任１ 信任2

1 興膳 遼 首都大学東京 新4年

JPDU役員として一年間活動致しましたところ、特に大会の運営で
は大きなやりがいを感じました。そこで、新たなセミナーの導入
等、日々発展を続けるJPDUを内部から支えられたらと思い今回も
立候補致します。一方、運営の際には厳しさを増す会場確保の現状
を実感しました。難しい問題ですが、少しでも向上できないものか
と思います。地域大学を問わず、多くの方がディベートを楽しめる
機会を提供できる環境をつくることに、時間の許す限り貢献できれ
ばと考えております。宜しくお願い致します。

○

2 宍倉理沙 東京大学(UTDS) 1年

2014年度JPDU役員選挙に立候補させていただきました、宍倉理沙
と申します。立候補させて頂いた理由は、主に二つあって、ディ
ベートにもっと関わりたい、ということと、大会の運営のような、
「裏方」の仕事に携わってみたい、ということです。私はディベー
トを始めたのが遅く、なかなか上達もしない状態が続いているので
すが、それでもディベートが好きだという気持ちがあり、この度立
候補させて頂きました。信任して頂きましたら、精一杯活動に参加
させて頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

○

3 川村　真美 東京外国語大学 １年 スポンサー担当

東京外国語大学１年川村真美です。JPDUでは、当団体の意思を報
告するだけでなく、スムーズな意思決定が行われるよう、常に協力
していきたいと考えております。当団体のJPDUに対する要望、そ
の逆などリアルタイムで把握します。当団体とJPDUの連絡役の一
人であることを忘れません。そのために、月１回、できる限り会議
に参加させていただき、運営にかかわっていきたいと思います。大
会や講習会開催の協力など、可能な限りJPDUに貢献していきま
す。

○ ○

4 野間 友貴 大阪府立大学 2回生 総務

大阪府立大学ESS parliamentary debate sectionからの役員として
立候補させていただきます。ここ最近の大阪府立大学は活躍に乏し
いので、こういった場で皆様のparliamentary debate活動をサポー
トすることから、少しでも「どうモチベーションを維持してるか」
等を学べたら嬉しいです。もしも役員になりましたら陰ながら皆様
のサポートにつとめ、我が大学だけでなくparliamentary debate活
動に携わる他の大学に対しても助けになりたいと思っております。
よろしくお願いします。

○ ○



5 細谷 真里 上智大学 SDS 1年生 広報

上智大学SDSに所属する、1年の細谷真里
と申します。
今回JPDUの役員に立候補させて頂く理由は2つあります。
まず、Parliamentary Debateに感謝しているからです。実は、私は
英語が大の苦手でした。最初は、ディベートに興味があり、論理的
思考やあわよくば英語が話せるようになったら、くらいの構えでし
た。
しかし続けて行くうち、私の視野が途轍もなく広がりました。英語
が好きになり、大切さを実感したのは勿論、様々な分野の問題に興
味が湧くようになりました。まさか1年後にLGBTに対する偏見が
とれるとは。Pussy Riotの存在を知るとは。学問が楽しいと思うと
は。想像も出来ませんでした。
そして、もっとディベート界にコミットしたい、貢献したいと思っ
たからです。もっと盛り上げて行きたいし、沢山の人に存在や楽し
さを知ってほしい。その一つの主体になれれば。そう考えていま
す。
どうぞ、よろしくお願いします。

○ ○

6 黒木健 ICU 2 総務

こんにちは。ディベートで勝てなくて、うまくいかなくて、それで
も私がいままでディベートを続けてこられた理由はディベートに関
わる人たちが大好きだからでした。大会に出て、イベントに出て、
この界隈にいる人たちにまた会いたいと思ったからでした。その大
きな恩へのせめてもの恩返しとして、微力ながらディベートコミュ
ニティの発展にお手伝いがしたい、そんな気持ちで立候補するしだ
いです。どうかよろしくお願いいたします。

○ ○

7 野村彩音 国際基督教大学 3年 会計

今までの自らの会計の経験をもとに、より効率的な経営を築く礎作
りをしていきたいと思います。スムーズな大会運営、およびJPDU
の安定した活動のための経営管理、またあらたな企画への投資をす
ることによるさらなるディベート界の発展を試みたいです。前任の
仕事から発展し、裏方ながらも身のある活動ができればと思いま
す。

○ ○

8 小嶋　真生 上智 2 総務
前年度役員として経験した、大会運営のノウハウやイベントへのコ
ミットメントを含め、加盟団体にとってあるべき団体としての姿へ
の試行錯誤プロセスに関わっていければと思います。

○ ○

9 松永健吾 一橋 2 総務 去年と同様よろしくお願い致します。 ○ ○

10 星野遼 一橋大学 1

JPDU役員として、ディベートの大会運営やセミナーが円滑に進む
ようにするだけでなく、ディベートがより多くの方に普及し、より
多くの方が楽しめるように勤めていきます。また、先輩達が今まで
に作り上げてきたものを今年1年間守り続け、発展させ、次世代の
後輩たちへと橋渡しができるように努力します。

○

11 大島 梓 聖心女子大学 1年 総務

私の所属する聖心女子大学は2012年度からパーラメンタリーディ
ベートを初めた新興校で、セミナーや大会などでJPDUにはたくさ
んお世話になりました。今年度からは運営側に関わることで、自分
も含めディベーター全員がディベートをもっと楽しめるように協力
出来たらと思い、役員に立候補しました。

○ ○



12 氏家大祐 東京工業大学 学部１年

 
　titech一年の氏家大祐です。自分は現在ESSに加えて柔道部に
入っており、そこでの練習と共にESSでの活動をさせてもらって
います。柔道部の人数は少なく来年度からは学校内での事務作業を
担っていく予定です。それに加えてJPDUの役員に惹かれた理由は
その主体性にあります。柔道部での連盟が企画するような大会の単
純な手続きとは違う、JPDU役員は春セミや夏セミといった学校間
を超えての大規模なイベントに主体的な尽力ができると思います。
大きなイベントを影で動かしていく能力や経験は社会人になるにあ
たって重要なことです。そのためのステップとして役員として働く
ことでたくさんの事を学びたいです。同時にDebating Societyにた
だ大会に出るだけでない関わり方もしていきたいです

○

13 倉内亮弥 東京大学 2年 総務

昨年一年間もJPDUで総務をやらせていただきました。今年も引き
続きやらせていただきたいと思い立候補いたしました。
2013年はディベーターとしての活動が中心だったたため役員とし
てディベート界に貢献する機会は少なかったのですが、だからこ
そ、ディベーターとして1年やってきた経験をJPDUの運営に活か
すことができたらよいと考えています。
例えば、参加者としてJPDU大会で感じたこと、コミとして大会運
営で感じたことから、大会をよりよくするアイディアを出すなどで
きればよいと思っています。
よろしくお願いします。

○ ○

14 山岸拓眞 東京大学 1 総務

ディベートを始めてから何度かJPDUの主催する大会やセミナーに
参加して、ディベートを学んだり、他大学の同輩や先輩との交流を
楽しんだりしてきました。当たり前ですが、このような充実した経
験ができたのはJPDUがしっかりとその場を設けてくれたからで
す。一度秋Tで当日コミをしたことがあり、ランナーの分際ながら
誰かのために裏方として働くというのは気持ちの良いことだと感じ
ました。自分自身まだまだ未熟ですが、これからディベートを始め
る人をはじめ、たくさんの方がディベートを楽しめる場を提供する
一助になれればと思います。

○ ○

15 角田　真帆 東京大学 新４年生 総務

私は、2年生のころからJPDU役員をやらせていただいてきまし
た。これまで、大会やセミナーのコミ、練習会の開催などに関わら
せていただき、大変有意義な経験をさせていただきました。今年度
は、これまでの経験を後輩に引き継ぐよう努力したいと思います。
そして、ディベート界のニーズにより合致したセミナー等を開催で
きるよう尽力したいです。また、会議を通じても、近年成長著しい
日本のディベート界全体を支える仕事の一端を担えたらいいなと思
います。よろしくお願いいたします。

○ ○



16 津村ゆり子 横浜市立大学 2年

このたび、JPDU役員に立候補させていただきました、横浜市立大
学の津村ゆり子です。今までのディベートの活動では受動的な部分
が多かったので、役員を通して能動的に動けるように意識していき
たいと思っています。また、今までの学生生活でディベートに触れ
あって様々なことを学ぶことができましたので少しでも力になれれ
ばと思い、立候補をいたしました。力不足になることが多いと思い
ますが精一杯頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。

○

17 園田和也 高崎経済大学 1年 総務

この度2014年度JPDU役員に立候補させていただきました、高崎経
済大学１年の園田和也と申します。私どもの大学は所在地ゆえ練習
は自大学のディベーターのみでしたが、ディベートの基礎教えてく
れ、私どもの見識を広めてくれるセミナーや練習の成果を発揮させ
る舞台となる大会を非常に大切なものと捉えております。これらの
催し物がなされるのは各主催大学の運営はもちろんのことJPDUと
いう大きな存在あってのことだと思います。その様な中で私はディ
ベーターとしてだけでなく役員としてもJPDUの活動に取り組み加
盟大学に貢献できるよう職務を全うしていきますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

○ ○

18 片角詩織 創価大学 1年 大学とJPDUとの意思疎通に力を入れたい。さらに、大学間の繋が
りを強くしたい。

○

19 池田 識 創価大学 1年 限られた時間の中でも精一杯JPDUの発展に貢献していきたい。 ○

20 土屋泰樹 東京工業大学 1年

みなさんこんにちは。Titechの土屋泰樹といいます。今回JPDUの
2014年度役員に立候補させていただきました。
 
正直、英語もあまり喋れませんし、大会でも良い成績を残したいと
は思いつつ、残すことが出来ていません。しかしだからこそそんな
英語得意じゃない人間だからできることもあるのかなと思っていま
す。
 
JPDUのために、パーラのために頑張ります。

○

21 衞藤新 Hit-U 新3年 総務

自分自身が大学生活最初の2年間ディベート界から色々なことを体
験させて頂き、学ばせていただきました。昨年は部のチーフを務め
させて頂きましたが、今年は微力ながらもそれらのことを次の世代
のディベート界全体に還元できたらと思い、応募させて頂きます。
よろしくお願いします。

○ ○

22 高島圭介 青山学院大学 4 総務 パーラメンタリーディベートの日本での更なる普及をめざし、頑張
りたいです。

○ ○

23 川瀬友貴 首都大学東京 2 総務

首都大学東京でネゴシエーターをやらせていただいております。川
瀬と申します。自分の後輩や同期、また先輩が良い環境、練習内容
でディベートをできるよう意見交換の活発化に協力いたしたいと
思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○ ○



24 世永智也 一橋大学 新4年 代表

ディベートコミュニティに3年間、そしてJPDUの運営に2年関わっ
てきた経験を存分に活かし、代表として、日々勢いと規模を増す
パーラメンタリーディベート界の一助になりたいと考えておりま
す。特に個人として今期は副代表、サマーセミナーのTDなど、
JPDUの運営に深く携わってまいりましたので、この経験を来期の
運営にも反映させ、よりよいJPDUを作っていきたいと考えており
ます。よろしくお願いします。

○ ○

25 加藤雅也 南山大学 1年 総務

南山大学ESSディベートセクションの加藤雅也です。この度総務
としてJPDU新役員に立候補しました。南山大学は名古屋にあり東
京から少し離れたところにあるので、東京で開催されるセミナーや
大会に参加しにくいのが現実です。そのためディベーター同士の交
流がどうしても少なくなっているように感じます。自分が総務に
なった場合、名古屋でも十分ディベートのスキルを上げて、ディ
ベーター同士の交流があるような環境を作るために努力していくつ
もりです。宜しくお願いします。

○ ○

26 船戸理沙 東京女子大学 三年 総務 JPDUの活動を通してディベート界に貢献しようと思います。主に
大会の運営などの手伝いをしようと思います。

○ ○

27 清水剛 一橋大学 4 総務

大学でディベートを始めてからは、ディベーターとしてもジャッジ
としても様々な大会や練習会に参加させていただいてきました。一
方そうして自分が参加してきた大会は、jpduをはじめとした様々な
人の運営があって成り立っていたことは、忘れてはいけないと感じ
ています。なので、今度は自身がjpduの運営に携わることで、少し
でも多くの人がディベートを楽しめる環境作りに貢献出来ればと考
えています。

○ ○

28 奥冨愛菜 成蹊大学 1年 総務

私がJPDU役員に立候補した理由は、役員になり他大の方と交流を
深め、ディベートの楽しさの一つでもある「友人の輪を広げる」と
「大きな組織の中でいかに人のために貢献出来るか」という、二つ
の自分の目標を充実させたいと強く思ったからです。また、この二
つの自分の目標を充実させディベートを楽しみたい人の役に少しで
も立ちたいと思ったからです。
一つ目の「友人の輪を広げる」は普段の練習では、交流は確かに出
来ますがあまり深められるような時間や機会がありません。しか
し、JPDUの役員の場合は大会運営や練習会など一つの自分達の仕
事を通して練習よりもより多い時間交流が深まり、役員の仕事をす
る機会が増える分いろんな方との交流の輪が広まり、例えば他大と
合同で練習をする時に自分の大学にもその輪を広げよりディベート
を楽しめる環境を作れると思ったからです。
二つ目の「大きな組織の中でいかに人のために貢献出来るか」は、
JPDUという大きな組織で自分の役職に与えられた仕事の範囲でど
のようにしたら大会などに参加する人達がより楽しめるかを考え行
動に移し、ディベートを楽しみたい多くの人のために何か出来るこ
とをしたいと思ったからです。
ディベートをする人が笑顔でディベートを楽しめるように、自分も
常に笑顔で一つ一つの仕事に全力で取り組んでいきたいです。

○ ○



29 能川花澄 慶應義塾大学 1年

私は今年度ディベートを始めてから様々な大会やセミナーに参加さ
せていただきました。そしてそこで貴重な経験をし、素敵な友達や
先輩方に出会うことができ、ディベートとディベート界がとても好
きになりました。そこで、もっとディベート界に関わっていきたい
と思い、JPDUに入ろうと思いました。JPDUの役員になったら、
大会運営やセミナー運営に積極的に携わっていきたいと思います。
KDSでは国内渉外をしているので、両立しながら頑張ります。よ
ろしくお願いします。

○

30 林雅憲 WAD 3 総務

月1回開催される定例会議に必ず出席し、4年生としての経験を生
かして積極的に発言したいと思います。また、JPDUトーナメント
や春・夏セミナーの運営に関わる仕事にも積極的に携わり、ディ
ベート界の発展に寄与したいです。さらに、3年生まで1度もJPDU
役員になることなく外からJPDUという組織を捉えてきた経験を大
切にしながら、JPDUに新しい視点を提供し、より楽しくみなさん
がディベートに関わることのできる仕組みづくりに尽力したいと思
います。

○ ○

31 高橋　良輔 早稲田大学 新4年 なし

BP NoviceやJapan BPの運営に携わった経験を生かし、より日本
にディベートが根付くための仕組みづくりに尽力したいと思いま
す。定例会議に出席し、4年生としての経験を生かして積極的に発
言し、JPDUトーナメントや春夏セミナーの運営に関わる仕事にも
積極的に携わることによって、ディベート界の更なる発展に貢献し
ます。練習会やYou Tubeチャンネルを通じたリソースの共有の更
なる充実化、高校生などJPDUの外との関わりの進展、この所信表
明の効果の検証の提案から始めたいと思います。

○

32 得永一樹 東京大学 3年 総務

最終学年になりました。ディベート界には、ご迷惑も御恩も受けて
きたつもりです。その御恩を返すべく、今まで培った経験をもと
に、ディベート界の発展と安定と進歩に向けて、全力で求められる
仕事を今年もこなしていこうと考えておりますので、皆さんよろし
くお願いいたします！具体的には、代表副代表のサポート、タブ、
またはジャッジ、会議への積極的な参加と、就活後の自由な最後の
時間（超希望的観測）を、全力でJPDU及びディベート界に傾けて
いきたいなと考えております。非才な僕ですが、自分の能力をもし
何かに必要だと思って下さる方がいれば幸いです。

○ ○

33 谷合真斗 拓殖大学 1 総務

今回JPDUの役員に立候補した理由はJPDUの運営において少しで
も力になれればという思いと、より意見交換がスムーズになるよう
役に立ちたいと思ったためです。
これまで部内でJPDUの意見交換の内容を知る機会がなかったの
で、チーフの私がJPDUの役員になることで自大学の意見をJPDU
に持ち込む、逆にJPDU会議で得られた意見や情報を自大学に持ち
帰り部の運営に役立てることがスムーズにできればと思います。
また総務として他の役職の方々の力添えになることができ、JPDU
の運営に少しでも貢献できたらと思います。

○ ○



34 山浦唯 首都大学東京 2 総務

JPDU役員として私が来年度にやりたいことは主に三点あります。
１つは当たり前ではありますが、運営の裏方を経験することでディ
ベート界に少しでも貢献することです。今まで完全に受け身でやっ
て来たディベートに対して今年度から違う視点からコミット出来る
と良いと考えております。２つめは個人として成長する事です。
JPDUの活動を通じて、様々な人と考え方に触れ刺激を受け、今後
のモチベーションになることを期待します。そして３つめはそうし
た経験や意識を組織に持ち帰り、その成長に貢献することです。
JPDUを通じてディベートへのコミット機会をより確保し、組織と
しての力をつけたいです。それがディベート界全体の向上に繋がれ
ばよいなと考えております。

○ ○

35 千葉龍太 拓殖大学 2 総務

私が総務に立候補した理由は2つあります。
1つは計画性や書類作成能力、細部まで気を配る能力が役に立つと
考えたからです。私は高校時代に生徒会の役員として行事の計画、
運営を行い地域への広報活動のための資料作成、関係各所への文章
作成などを行ってきた実績があります。よってこの能力が役立つと
考えたためです。
2つ目にJPDUの役員になることにより、自大学の他の会員の意見
を反映することができ、また練習方法や大会情報などのディベート
に必要なことが得られるとも考えました。
以上の2つの理由により私は総務に立候補しました。

○ ○

36 増岡静香 学習院大学 ３年 練習会担当

この度JPDU役員の練習会担当に立候補させていただきます、学習
院大学３年増岡静香です。今回私が立候補しました理由として、さ
らなる練習の機会を増やしディベート界全体の発展に繋げたいと考
えたからです。現在でも少人数や個人個人で十分練習は出来ます
が、実践的なラウンドをやる機会を持ててない大学もございます。
その為より多くのディベーターにさらなる実践を受ける機会を提供
し、成長の手助けになれればなと考えております。２年間たくさん
の練習会に参加させて頂き私にとってとても実りあるものでした。
今回練習会担当となる事でより多くのディベーターの成長へ貢献
し、牽いてはJPDU全体の発展へ貢献したいなと考えております。
まだまだ半人前の私ですが何卒よろしくお願い致します。

○ ○

37 加藤央士 学習院大学 新2年 KUEL渉外

この度、JPDU役員選挙KUEL渉外に立候補させていただきました
加藤央士でございます。今回私が立候補させていただきましたのは
少しでもJPDUの発展、さらにはディベート界全体の発展に貢献し
たいと考えたからであります。学習院大学はKUELにおいて様々な
役職を担っており、私がJPDUとKUELの懸け橋となるべく1年間、
渉外としての役割を任せていただくことで、より円滑な企画運営、
他大学、団体との連携をとれることを目指したい、また、KUEL加
盟団体に、よりパーラメンタリーディベートを広めていきたい。と
考え、この度立候補させていただきました。ディベ―ターとしては
まだまだ未熟者の私ですが、この役職に就かせていただくことで、
少しでも、JPDU、KUELの発展に微力ながらも尽力したいと思っ
ております。よろしくお願いいたします。

○ ○



38 笹原那月 横浜国立大学 2年 広報

私は、一部の団体には情報が不足していると感じます。
 
せっかくJPDUで練習会や大会等を開催しても、その存在を知らな
ければ活用することはできません。ディベートの上達や目標設定も
難しくなります。そうしてディベートへの興味は失われ、部員は減
り、存続が危ぶまれる団体も残念ながら存在します。
また、それらが必ずしも求められているものとは限りません。双方
にとって期待外れな結果を招いてしまうこともあり得ます。
 
私は、まず「今何があるのか」を確実に知らせることが大事だと思
います。そして参加した各個人や各大学の役員を通じて多くの意見
を集めることで、活発で有意義な議論が生まれ、全ての人から求め
られる姿に近付けられると思います。
 
そのためにも、PDMLの告知の強化、JPDUのホームページの宣
伝、各大会のFacebookページの活用などを通じ、まずは隅々まで
情報を発信できればと考え、私は広報担当の続投を希望します。

○ ○

39 白崎大地 成蹊大学ESS ディ
ベートセクション 1年生 練習会担当

　わたしが練習会担当になったあかつきには、ディベーター（特に
1年生）にとって　その練習会に来てよかったと思って貰えるよう
な練習会を作りたいと思います。
　と言いますのも、わたしがディベートを始めたばかりの頃参加し
たBP練習会で、運営の方からはディベートの基礎的なルール。
ジャッジの方からはスピーチの内容のアドバイスやプレパの考え
方、さらに他大の一年生との交流というようなディベートで得られ
る楽しみというものをその練習会で一気に得られたため、私はそこ
に行って良かったと思えました。
　この感動を今度は自分の手で次のディベート会に伝えたいなと
思ったため立候補をしました。
　なのでこれを実現するためにまずは、同じ練習会担当の先輩に
色々な手伝いをさせてもらいながら、学んでいきたいと思います。

○ ○

40 関口淳平 国際基督教大学 2年生

大会を開く時には沢山の大学が参加しますし、円滑な運営には大学
の垣根を越えた関係が必要となります。今年度はICUDSの運営に
も副部長として関わることになり、JPDUが目標としている大学か
らの円滑な意見交換が私がICUから入ることによって少なくとも達
成されるのではないかと思いました。例えば、実際にICUでの平素
の練習や運営で現在経験していることをJPDUに伝えることはでき
のではないかと考えた所存です。

○



41 近野貴博 東京理科大学 ２年 総務

今回東京理科大学からJPDU役員に立候補させていただく近野貴博
です。昨年度より原則として各団体から最低１名の役員の派遣をす
ることになっていましたが、理科大からは役員を派遣することが出
来ませんでした。そのため理科大からは数年ぶりの立候補となりま
す。自分の所属する団体に役員がいないことで、部内の意見を表に
伝えきれていない部分がありました。役員につきましたら、そのよ
うなことをなくすため多くの意見を吸い上げ、JPDUに発展に努め
ていきたいと思います。

○ ○

42 今井幸司 名古屋大学 2年 中部地方担当

私、今回JPDUの中部地方担当に立候補した今井幸司と申します。
私が、中部担当に立候補した理由としましては、中部地方のディ
ベートを活性化させたいという思いがあります。
大学の数も多く活発に大会や練習会を行っている関東地方や関西地
方に比べ、中部地域はディベートを行っている団体も私の所属する
名古屋大学と、南山大学だけとなっています。
このような状況だからこそ、JPDU役員の一人となり、練習会の開
催を行っていくことが、中部地域のディベート界を盛り上げていく
ために必要であると思います。そのために、中部地方担当に立候補
しました。
任期中はこの目標を達成するために努めていく所存でございます。
よろしくお願いします。

○ ○

43 岡尾まこと 神戸大学 2年 ディベート界のさらなる発展と交流拡大のため、役立てるようにが
んばりたいと思います。よろしくお願い致します。

○

44 高橋　涼太朗 KDS ２ 総務

本日ここに、ＪＰＤＵ役員についての所信を申し述べる機会を得ま
したことは、私の大きな喜びとするところであります。この二年
間、パーラメンタリーディベートにディベーターとして、ジャッジ
として、当日コミとして関わってきて多種多様の経験をさせていた
だきました。
こうした経験の機会を与えてくれたのは大学の先輩方であり、大会
の運営を担っているＪＰＤＵが大きな割合を占めていることでしょ
う。そんなＪＰＤＵに参加する機会を設けていただいたことに感謝
する所存です。
私が目指すＪＰＤＵの姿は、ＪＰＤＵの精神である、
①国内機関としての国際大会に関する情報提供、準備、及び意思決
定
②国内のパーラメンタリーディベート活動における参加者および関
係者のネットワーク構築
③情報提供、イベント開催、及び教育活動を通じてのパーラメンタ
リーディベート活動の普及と向上
の三つをより洗練し、よりよい形にすることです。

○ ○



45 牧野 慎太郎 慶應義塾大学 1

僕がなぜJPDUに入りたいと考えたかと言うと、ひとえにディベー
トが自分にとって興味深いものであり、ディベート界に少しでも貢
献できればという思いがあるためです。僕自身決してディベートが
上手なわけでも得意なわけでもありませんが、それでもディベート
が好きで、それを楽しむことが出来ています。 JPDUに参加させて
いただけたなら、より多くの人が純粋にディベートを楽しむことが
出来る環境作りのお手伝いをさせていただければと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

○

46 冨田　健司 九州大学 2 地域担当(九州・沖
縄、中四国)

私が今回地域担当に立候補させていただきました理由としまして
は、地区でのディベート活動に一肌脱ぎたい、と考えてのことでし
た。私は、本年度九大ESSのパーラメンタリーディベートセク
ションでチーフを務めさせていただいているのですが、その中で痛
感したのがJPDU本部と地区のディベーターとの意思疎通が疎遠に
なっていること、それもあいまって関東などと比較して練習会等の
イベント等が少ないことでした。その結果、他地区と比べ私たちの
地区はあまりスキル等が向上していないのも事実です。私が地区担
当になりました暁にはこういった弊害を改めるべく、地域担当とし
まして地区の意見を集約したり、他の役職(総務など)と連携しなが
ら、JPDU本部と積極的に連絡を取ってまいりたいと考えておりま
す。その中でできるだけ改善点を洗い出し、本部と連携しながら改
善できることは積極的に行なっていきたいと考えています。また、
イベントの企画誘致も行なっていきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

○ ○

47 高橋　正篤 東京大学 三年 副代表

　東京大学法学部三年の高橋正篤です。このたびはJPDU副会長に
立候補させていただきました。三年間ディベートに携わる方々には
練習、大会を通じお世話になってきたので、最終学年となり、最後
の恩返しとして、一年間ディベート界の安全と発展のために尽力し
たいと思います。
　今年度はコミとして働く機会が多く、そのなかで最近の大会の会
場確保が困難になっていることについて実感しました。大会は言う
までもなく、ディベーターにとって大切な機会であるため、その順
調な開催を実現することがディベート界の安定に貢献できると考え
ております。
　具体的には、大会の時期等の見直し、大学のディベートサークル
への普及支援を通じて会場とすることのできる大学を増やしていく
ことを提案していくつもりです。
　至らぬ点もあるかと思いますが、一生懸命やっていくつもりです
のでよろしく願いします。

○ ○



48 尾股　紘希 国際基督教大学 １年 総務

私がJPDU役員に立候補する理由は主に二つあります。一つ目に
は、他大学やディベート関連機関との交流を深めたいということが
あげられます。実際に大会やセミナーの運営に関わることで、他の
大学や機関について知り、同時に自分が所属するディベート部の活
動についても知ってもらう機会を得ることができると考えていま
す。二つ目はディベート活動の普及です。今日では、パーラメンタ
リーディベートに関わる人が増えてきてはいるものの、活動として
はあまり世に知られているものではなく、こと日本においてはその
存在自体を知らないというのが大多数であるのが現状です。実際、
私も大学に入学するまではディベートという競技について全く知り
ませんでした。この現状を踏まえ、ディベートを多くの人に知って
もらい、また、ディベートに関わる機会を提供する活動に関わって
いきたいと考えています。これらの理由から、JPDU役員として一
年間精力的に活動していきたいと思っています。

○ ○

49 白石大騎 北九州市立 2 総務

2014年度JPDU役員選挙に立候補させて頂きます、北九州市立大学
ESS会長兼パーラメンタリーディベートセクションチーフ白石大
騎です。
立候補させて頂くにあたり、所信を述べさせて頂きます。
私たち北九州市立大学は関東や関西から地理的に離れており、その
ために他大学のディベーターの方と触れ合う機械にもなかなか恵ま
れず、経験の量や質で遅れを取り、関東関西のパーラのスタイルや
評価のされ方に関するトレンドとのギャップを感じてしまう状況に
陥っております。
この問題を打開するためにも、JPDU役員に立候補し、九州の存在
感を強め、関東関西との交流強化、練習会等の招致に努め、ひいて
はJPDU加盟全団体の方に大いに刺激や発見を提供出来るよう努め
ようと考えております。
宜しくお願い致します。

○ ○

50 松下雄樹 AGU 1年 総務、広報、練習
会担当

私は大学に入ってからディベートをはじめました。まだ日は浅いで
すが、これまで練習会や大会等、ただ単純に参加する形でお世話に
なってきました。そしてディベートを続けるうちに、そういった場
に関わることで多くの人がディベートを楽しむことの手伝いをした
いと思うようになりました。経験もなく及ばないところも多くある
と思いますが、JPDUの役員としてよりよい環境を提供できるよう
に尽力します。多くのディベーターの為に役立てる役員を目指しま
す。どうぞ、よろしくお願いします。

○ ○

51 斎藤沙也加 津田塾大学 １年 練習会担当

2014年度JPDU 役員選挙に立候補いたしました津田塾大学１年斎
藤沙也加と申します。今年度一年間、自分自身がより積極的にディ
ベートと関わっていくとともに、運営側になることでディベーター
の技術向上と幅広い交流のために様々な行事を開催できるよう、努
めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたしま
す。

○ ○



52 唐木まりも ICU １ 総務

ICUDSの唐木まりもです。
去年はディベーターとして、JPDUの皆様の運営に支えられて来た
ことに、とても感謝しています。ICUDSの運営やICUTのコミなど
に携わってから初めて、大会の運営はディベートをしているだけで
は気付きもしない様な、とても大変で気の遠くなるような仕事が多
いことを知りました。私は地味な作業が好きな性格なので、今年は
JPDUに入って裏方の作業の手伝いをしたいです。そのために総務
の役職を希望します。どうぞよろしくお願い致します。

○ ○

53 渡辺智也 京都大学 ２ 総務
京都大学2年の渡辺智也と申します。役員として、京都大学がより
JPDUと深く関わっていけるように努めたいと思います。よろしく
お願いいたします。

○ ○

54 Tom Ohtsuka 慶應義塾大学 1年 スポンサー担当

昨今のディベート界では、大学の多様性が失われつつあると感じま
す。年々国際大会で活躍する日本チームが増えレベルが上がってき
ている一方で、英語ディベート自体への参入障壁が一層高まり、つ
いていけないと感じるディベーターも増加傾向にあると思います。
個人のスキルを上げるにはレクチャーが有効な手段の一つです。ど
この大学に所属しているかにかかわらず公平なレクチャーの機会を
担保することは、続けていただくのに欠かせません。そのために
は、中立性は保ちつつも今以上にスポンサーを集めて資金を投入
し、レクチャーをより充実したものにすると同時に、参加しやすい
値段で気軽に受けられる環境を作っていくことが重要だと思ってい
ます。
私は以前似たようなことでスポンサー集めをした経験があり、その
難しさを感じました。しかし、そのときに得た経験や失敗、交渉の
スキルは、必ずお役に立てるだろうと思っています。
よろしくお願い致します。

○ ○

55 佐々木優佳 神戸大学 ３ 総務

部活は引退を迎えますが、今後もディベートに何らかの形で関わっ
ていきたいと考えております。
ひいてはＪＰＤＵ関西を通して関西圏のディベート環境向上に貢献
したいと考えております。

○ ○

56 矢田裕理 奈良女子大学 2回
遠方の大学のため仕事は少ないかと思われますが、何か課していた
だいた際には尽力させていただきます。
どうぞよろしくお願い致します。

○



57 津川 菜央 一橋大学 新４年 副代表

私がJPDUの副代表として取り組みたいことは以下の２つです。
1つ目に、「すべてのディベータ―が楽しめる環境作り」を推進す
ることです。日本のディベート界には、海外大会での優勝を狙って
いる方からジャッジ・コミとして大会運営に貢献したい方など様々
な方がいらっしゃいます。海外で活躍する日本人ディベータ―が増
えることを強く願う一方で、私は色々なモチベーションの方にディ
ベート界に残ってもらいたいと強く思っています。私自身ディベー
ト界に残るかどうか迷った経験があるので、その経験を生かしつつ
皆さんの様々なニーズに向き合っていくことをここにお約束しま
す。
２つ目に「新興大学・地方大学の支援」です。私が入部した当初は
設立2年目の新興団体だった一橋のディベートセクションも、他大
の優しい先輩方のご協力おかげで今は大きな組織となることができ
ました。この恩を忘れず、今度はJPDU副代表として困っている大
学の支援を推進していきたいと思います。

○ ○

58 長洲彩香 青山学院大学ESS 1年 スポンサー担当
（総務、資料）

2014年度JPDU役員に立候補致しました、青山学院大学一年の長洲
彩香です。
私は、ディベートを始めてから約半年が経ちますが、ディベートの
面白さや難しさを感じ、JPDU役員として、これからディベートに
おいて何か貢献できたらいいなと思い、立候補致しました。
JPDU役員として積極的に取り組み、ディベートをやっていく上
で、誰もが気持ちよく、楽しくできる環境を作り、またより多くの
人にディベートの楽しさ、価値を伝えていきたいと思います。よろ
しくお願い致します。

○ ○

59 中井桃子 青山学院 新三年生 総務

私がディベートを始めてから早二年、その中で得た様々な価値観や
友人、仲間たちは、私の大学生活を実り豊かなものにしてくれまし
た。一見堅いと思われがちなディベートですが、その魅力を少しで
も多くの人に知ってもらいたいと願っております。微力ではありま
すが、更なる発展のため、私も貢献していく所存です。
以上をもちまして、所信表明とさせていただきます。

○ ○

60 木戸 梨沙 上智大学 三年 総務

これまでJPDUのおかげで、大会やセミナー等のたくさんの素晴ら
しい機会に恵まれ、論理力や英語力等、さまざまな点で成長するこ
とができました。それだけでなく、層の厚いディベート・コミュニ
ティにおいて多くの方と出会い、刺激を受けて参りました。ディ
ベートに本格的に関わる最後の年であろう今年一年間、大会・セミ
ナーの運営や会議での議論に関わることで、これからもより多くの
方が、これまでよりさらに質の高い環境でディベートを楽しめたら
という思いでJPDU役員に立候補させていただきました。ディベー
トにおいて、どのレベルの方でも楽しくディベートができるよう
な、そして、海外ディベーターのレクチャーや、国内大会で英語
フィードバックをする機会の増加により、ディベーター・ジャッジ
共に多くの方が国内だけでなく海外でも活躍できるような環境作り
に尽力して参りたいと思います。よろしくお願いします。

○ ○



61 今井言 慶應義塾(KDS) 2 総務

私はこれまで二年間ディベーター・ジャッジとして様々な大会に参
加させていただきました。一年生のときはそれほど意識してはいま
せんでしたが、二年目からは大会の裏側についても考えるようにな
り、参加者として見ていてそのような大会やセミナーがＴＤさんを
はじめＪＰＤＵ役員の皆様が裏方で会場の確保などを前々から準備
してくださっていたおかげで円滑な大会運営を実現することができ
ているのだと強く感じ、二年間恩恵を受けていた分次年度は貢献す
る側としてもコミットしたいと思い、今回立候補させていただきま
した。今までの役員の皆様の努力を参考にしつつ自分がこれまで参
加者として感じ経験してきた視点を活かし、他の役員となる方々と
協力してこれまでの円滑な大会運営を維持しつつより向上できるよ
う努力していく所存です。よろしくお願いします。

○ ○

62 野中綾子 東京女子大学 二年 総務

東京女子大学二年の野中綾子です。
 
JPDUと東京女子大学のディベーターをつなぐ役割として、
より良い意思決定の実現を目指し、
精一杯努力致します。
 
ディベート界の向上に貢献できるように、
責任をもって役員を務めますので、
宜しくお願い致します。
 

○ ○

63 田ノ畑拓弥 京都大学 B3 関西担当

私は関西担当の役員として、JPDU内において地域の利害を代表し
ます。意思決定を行う役員の大多数が関東在住の中、私は責任を
持って、JPDUで行われる意思決定が、関東圏内にとどまらず、日
本全体にとって最善の影響を与えられるよう、各位に意見を申し上
げるとともに、関西圏からも出来る限りの協力を行い、実務的な面
でもJPDUが日本の利益を最大化出来るよう貢献します。一方、関
西においては、組織面、実力面で更なる強化を目指し、日本ディ
ベート界の発展により一層貢献出来るよう邁進します。

○ ○

64 林 武徳 早稲田大学 4(来年度5年目) 総務

これまでJPDU役員を3年間務めさせて頂き、秋TのBP化、夏セミ
への海外レクチャラーの招聘、役員派遣の原則義務化など、JPDU
の変化に関わってきました。現在留学中ということもあり、私にで
きることは限られるかもしれませんが、組織運営のアドバイスや役
員へのノウハウの共有等、経験をもとにした貢献ができればと考え
ています。勢いのある新しい世代がのびのびと活躍できるよう、裏
方としてJPDUを支えていきたいです。

○ ○



65 内山巽 早稲田大学 2年 副代表

今回、JPDUの副代表に立候補することになりました。早稲田大学
２年の内山巽です。所信表明ということで２つのことを述べさして
もらいたいです。１つは、副会長として会長はもちろん全JPDU役
員が効率よく、そして楽しく働ける様にしっかりとサポートをして
いきたいと思っています。昨年度の流れを受け継ぎ会議を密度の高
いものでできるよう工夫していくつもりです。２つ目は、パーラメ
ンタリーのさらなる普及のため練習会や講演会などを通して、新興
大学の拡充に努めたいと思います。よろしくお願いします。

○ ○

66 平家久輝 大阪大学(OU) 2年 総務

総務に立候補しました、大阪大学の平家久輝です。関西のディベー
ターからの交流の窓を増やしたいと思い、立候補しました。
具体的には関西から、関東の大会への参加の斡旋、その先に国際大
会に参加するディベーターのお手伝いを出来れば、と考えていま
す。近年関西からJPDUtや国際大会に参加するディベーターが増え
てきたものの、まだ参加に壁を感じてしまう人が多いのが実状で
す。確かにレベルの差を痛感し、関東に仲の良いディベーターもい
ないと辛いものがあります。ディベートを長く続けられる人を1人
でも増やす、その上で必要な、練習環境の整備・人の繋がりを少し
でも増やすお手伝いがJPDUで出来ればと思います。よろしくお願
いします。

○ ○

67 荒川耕平 ICU 5年 総務

JPDUには2年より参加して様々な活動に参加させてもらいまし
た。その恩返しもしたく、代表・副代表の元でJPDUに少しでも貢
献出来たらなと考えます。練習会の開催等のサポートを通して、自
分が長らくJPDUにおける活動目的としていた、新興大学や高校生
への練習機会の提供に関わったり、資料作成の補助を通じてディ
ベートの普及に関わるなど、他の役員に少しでも力添え出来たらと
考えます。
今年度はJPDUの活動に対してあまり積極的に関与することは出来
ないかも知れませんが、出来る範囲で活動したいと思います。よろ
しくお願いします。

○ ○

68 飯島成美 東京女子大学 2年 総務

この度、2014年度JPDU役員に立候補いたしました、東京女子大学
2年の飯島成美と申します。
これから、JPDUの役員としてディベートの大会やセミナーの運営
に積極的に携わるなどをして、ディベート活動の向上のために責任
をもって務めていきたいと思います。よろしくお願い致します。

○ ○



69 井上裕紀 UTDS 3 広報

自分はESUJや英検関連やUTDSの社会人・高校生練習会などで大
学ディベート界以外の方とも接点が多かったので対外発信をしなが
ら色んな方との橋渡しになることがしたいと思ったので、広報に立
候補しました。
 
具体的にはblogやメルマガのようなものを使いながら、社会人や高
校生、ディベートが盛んでない地域などに対してディベートの活動
報告やイベント紹介などを積極的に発信し、必要とあれば柔軟に色
んな団体と協力しあいながら、ディベートを全国的に普及させた
り、既存のつながりを維持・深化するのに貢献できればなと考えて
います。
 
よろしくお願いします。

○ ○

70 中村潤平 名古屋大学 3 総務 中部圏ディベーターを対象にして、外部からレクチャラーを呼び込
んでの練習会の開催等を目指したいと思います。

○ ○

71 天海揚介 青山学院大学 2

2014年度は青山学院大学ESSディベートセクションの代表として
部員全員の総意をJPDUに伝えることを意識し、未だ中堅と言わざ
るをえない立場だからこそJPDU内の意思決定プロセスに多様性と
いう面で貢献できたらなと思います。
また、日本高校生パーラメンタリーディベート連盟の理事という立
場とそのコネクションをいかし、高校生ディベート界とJPDUが今
後互いの利益と発展のために協力できる可能性がないか探っていき
たいと思っております。
2013年度の経験と反省をもとに今年も頑張ります。よろしくお願
い致します。

○

72 藤田眞友 青山学院大学 1 国際渉外

パーラメンタリーディベートの練習や大会を通して、大学の垣根を
越えた「ディベートをしている人達同士のコミュニティ」が私に
とって新しいものでした。そして同時に試合では競い合う相手にな
る人達はこのコミュニティの中でお互いを高め合ってくれる存在な
のだと痛感しました。
国際大会では今度は大学の名前だけではなく日本人のディベーター
としてその国内で高め合った人達はまた一つの大きな括りの仲間で
あるのではないかと思います。
そう考えていた中、その大きな括りのコミュニティであるJPDUと
いう組織の役員になる機会を通して、ディベートのコミュニティに
貢献したいと思い立候補させて頂きました。
まだ分からないことばかりですが、大きなディベートのコミュニ
ティの一員として精一杯貢献していきたいと思っています。
よろしくお願い致します。

○ ○



73 新居　直央子 ＩＣＵ 新４年 副代表

２０１４年度役員に立候補させて頂きました、国際基督教大学新４
年の新居直央子です。誰もが公平に全力でディベート出来る環境を
作りたいと思い、立候補しました。今年は大きく二つの事に取り組
みたいです。一つは、大会・セミナー等のクオリティをより一層向
上させること。今まで練習会担当・スポンサー担当・ＪＰＤＵ内外
での大会コミッティ等を経験する中で学んできたことを最大限生か
し、ＪＰＤＵ全体をサポートしていきたいです。もう一つは各大学
からの意見を最大限取り上げること。ディベート界が変容していく
中で様々な意見があると思いますが、一つ一つ真摯に耳を傾けて解
決策を模索していきたいです。
信任よろしくお願いします。

○ ○

74 小海佑樹 国際基督教大学 1年 総務

私がこのJapan Parliamentary Debate Unionに総務として参加させ
て頂きたい理由は主に２つあります。一つは自分が今まで参加させ
ていただいてきた大会に、変な言い方になりますが、恩返しをした
い、ということです。私は一年生なので、一年間debateをし続け
てきたわけですが、何回も自分に向いてないのではないか、と悩ん
だり、止めようかと悩んだりしたことがありました。しかし、その
なかで大会という目標があり、breakという達成感があったからこ
そ、debateを続けてこれたのだと思います。そんな大会という素
晴らしい機会を後輩にも与え続けていきたい、自分もその手助けを
したい、と思い立候補しました。もう一つの理由としては自分自身
のためです。私はあまりこういった組織に所属したことがありませ
ん。集団のなかに参加し、自分の仕事に責任を持つ。そういった自
分の経験値を高めるためにJPDUの構成員として参加させて頂きた
いと思いました。よろしくおねがいします。

○ ○

75 服部永理 津田塾大学 3年 総務

大会や練習会等でいつもお世話になっているJPDUに少しでも協力
できたらと思い、立候補いたしました。役員になりましたら、自大
学で大会を運営した経験を生かし、大会やセミナーの円滑な運営を
サポートしたいと思います。また、人数の少ない自大学のディベー
トセクションと、ディベート界全体のつなぎ役になることができた
らとも考えています。4年生で十分なコミットメントには至らず、
微力ではあるかもしれませんが、JPDUの活動を陰ながら支えてい
きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○ ○

76 春原ゆり 青山学院大学 2 総務

私がJPDU役員に立候補した理由は多くの大会やセミナーを通して
JPDUの存在の大きさを感じ、自分も役員という形でパーラメンタ
リーディベート界に貢献したいと感じたからです。パーラメンタ
リーディベートの活動にはJPDUが不可欠であり、そういった活動
を裏で支えていく存在になりたいと思っています。よろしくお願い
します。

○ ○

77 末永啓悟 Hit-U 2年 総務

昨年1年JPDUで総務として活動し、今年もまた微力ながら貢献で
きたらいいなと思い、立候補させていただきます。昨年はあまり関
わらなかった大会運営やセミナーの運営などにも今年は関わること
ができたら幸いです。JPDU内でも後輩の世代が入ってくるという
ことで、昨年よりも責任感をもって取り組みたいと思います。

○ ○



78 井上陽平 九州大学 総務

九州大学1年の井上です。ディベーターとしての実績はありません
が、今回立候補させていただきました。現在、九州の高校生のディ
ベートセミナーにスタッフとして参加させてもらっていますが、今
後、JPDUの役員となり、九州でパーラメンタリーディベートをさ
らに普及させるために、全力を尽くしたいと思います。そして、セ
ミナーや大会をよりよくするために総務として運営に関わり、ディ
ベート界が盛り上がるように尽力したいと思っています。

○ ○

79 ちゃん ちんいん 首都大学東京 2年 総務
これからより多大とのつながりを強くなり、たくさんのディベー
ターと交流できるように総務を志望しました。ささやかな事からみ
んなさんを支えます。

○ ○

80 折原貫太 成蹊大学 2年 総務

昨年に引き続きJPDU役員をやらせていただきたいと考えておりま
す。昨年役員をやっていて感じた、組織の問題点や改善点を積極的
に議題に挙げ、解決策を模索していくことに尽力できればいいなと
考えています。
また、大会運営にも主に正規コミとして積極的に参加していきたい
と思います。

○ ○

81 霜田麻理絵 早稲田大学 1

　ディベートを始めてからもう1年が経とうとしています。初めて
出た大会では、緊張の連続で辛くて、ディベートはすぐ辞めてしま
うかもなぁと思っていました。今まで続けられているのは、先輩方
の協力はもちろん大会や練習会で、周りから多くの刺激を受ける事
が出来たからです。ディベートのうまい同級生を見て落ち込むと
言ったこともよくありましたが、他校の先輩からのアドバイスや励
まし、友達との交流がモチベーションアップのきっかけになりまし
た。全ての人が新しい発見や新しい仲間を見つけ、刺激し合えるよ
う、交流の盛んなディベートコミュニティーを作りたいです。
宜しくお願い致します。

○

82 森田順也 横浜国立大学 3年 スポンサー担当

セミナー参加費の削減を目指して、スポンサー担当を志望します。
各セミナーの参加費は高く、毎シーズン参加するのは、大学生に
とって経済的に難しいものです。近年は、海外から講師を招待する
ことも多く、レジ高騰に拍車がかかっています。しかし、セミナー
は交流を深める貴重な場の一つでもあり、とりわけ他大との交流の
少ない地方大学にとって重要です。だからこそ、レジ費削減にむけ
てスポンサー獲得を進める必要があると考えています。昨年度から
引き続きのスポンサー様の対応も含めて、今年度も努力したいと思
います。

○ ○


