
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　⑩ （ディベートに役立つ表現）
項目１ 項目２ 番号 英語表現 備考

1 It's clear that their assertion is wrong. 相手側の主張が間違っていることは明らかである。

2 It's misleading and unfair to conclude (that) … ・・・と結論付けるのは，誤解を招きやすく，しかもアンフェアーである。

3 If they say ……, by the same logic, we argue (that) … もし，相手側が・・・と言うならば，同じ論理で，われわれは・・・と主張する。

4 We should pay more attention to … ・・・に対し，もっと注目しなければいけない。

5 Their plan is ill-founded. 彼らのプランは，なんら根拠がない。

6 Adopting their plan will not put an end to the matter. 提示されたプランを採択しても問題解決にならない。

7 Such a plan will only cause disadvantages. このようなプランでは，弊害を起こすだけである。

8 Disadvantages will outweigh the alleged advantages. 弊害が，相手の言う利益より重大である

9 That's a very sweeping statement. あまりにいいかげんな根拠のない発言である。

10 These are sweeping generalizations:there are many exceptions. 例外だらけのごく大ざっぱな一般化（論）である。

11 The facts just don't support their arguments. 事実は相手側の考えと一致しない。

12 The examples prove it does not work that way. そのようにいかないことを例が示している。

13 They are apparently unaware (that) … 相手側は，明らかに・・・について分かっていない。

14 The evidence disproves their point (that) … この証拠資料は，彼らの言わんとしている・・・という点を反証している。

15 That's  a big "if." その「もし」というのは，まずあり得ない。

16 We have precise and irrefutable evidence that … こちらには，詳細で議論の余地のない証拠資料がある。

17 Could you be more specific? もう少し詳しくお願いします。

18 Will you elaborate on that? その点について詳しく述べてください。

19 Can you explain it more in detail? そこのところをさらに詳しく説明してください。

20 Could you give us examples? 何か例はありますか。

21 On what basis do you say that? どういう根拠でそんなことを言うのですか。

22 Did you read any evidence to prove it? その点を証明するのに何か証拠資料をお読みになりましたか。

23 Don't the statistics bear out your assertion? 統計資料はあなたの考えを支持していませんね。

24 Do you mean to say (that) …? あなたは，・・・と言われるのですね。

25 Are you saying (that) …? あなたは，・・・とおっしゃりたいのですか。

26 Did I understand you to say (that) …? あなたは，・・・とおっしゃりたかったと理解してよろしいですね。

27 The point that I'm making is (that) … 私が言わんとしていることは，・・・

28 On the whole, … 全体としては，・・・

29 For these reasons, … このような理由により・・・

30 Let's move on to … ・・・に話を移しましょう。

31 I hope you'll go with the affirmative. 肯定側に同意されることを望みます

32 Vote affirmative. (Vote for the affirmative side.) 肯定側に投票をお願いいたします。

33 This round is clear for the affirmative. この試合は，明らかに肯定側の勝ちです。
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