学校関係
〇〇（教科名）は生きていく上で必要か，
そうではないか。

ディベート・討論テーマ200選
社会問題

インターネットでの投票を導入すべきかど
うか。

テストはある方が良いか，無い方が良いか。

携帯電話代を国から補助することに，賛成
か反対か。

運動会の種目は男女別にした方が良いかど
うか。

ゴミ袋は有料（指定）にすべきかどうか。

英語の学習時間を増やすべきかどうか。

コンビニエンスストアは24時間営業するべ
きかどうか。

夏休みなしで毎日４時間授業が良いか，今
のままが良いか。

すべての車を電気自動車に変えるべきかど
うか。

学校での昼食は，給食が良いか弁当が良い
か。

たばこの料金は上げるべきか，下げるべき
か。

学校での読書は漫画でも良いかどうか。

テレビでは，暴力的なシーンを映らないよ
うにすべきかどうか。

学校での服装は，制服が良いか，私服が良
いか。
学校では，ウサギやニワトリなどの生き物
を飼育すべきかどうか。
学校にスマートフォンの持ち込みをしても
良いかどうか。
学校にピアスを付けて登校しても良いかど
うか。
学校に登校するときにはランドセルか，そ
れとも自由か。

ペットの販売を禁止すべきかどうか。
マスクをしないと罰金。賛成か反対か。
レジ袋は有料にすべきか，無料にすべきか。
安楽死を導入しても良いかどうか。
飲食店の深夜での営業を禁止すべきかどう
か。
家でのゲーム使用時間を法律や条例で決め
て良いかどうか。

学校に売店（購買）を設置すべきかどうか。

学歴は人生で重要かどうか。

学校の給食費は無料にすべきかどうか。

救急車を利用するときは有料にすべきかど
うか。

学校の時間割は国算理社英だけで毎日５時
間授業で良いかどうか。

公務員の給料は減らすべきか増やすべきか。

学校の授業はシャープペンで学習しても良
いかどうか。
義務教育中は学校でかかる全ての費用を無
料にすべきかどうか。
給食のときは黙って食べたほうが良いか，
みんなで話をしながら食べたほうが良いか。
教科書やノートは，学校に置いて帰っても
良いかどうか。
教室では小さな生き物（植物以外）を飼育
するべきかどうか。
国語と英語，将来役に立つのはどちらか。
国語算数理科社会英語より，音楽図工体育
家庭科の時間を多くするべきかどうか。
在学中のアルバイトはしても良いかどうか。
授業中にその授業と関係のない学習をして
も良いかどうか。
授業中の調べ物にスマートフォンを使うの
は良いかどうか。
宿題はある方が良いか，無い方がよいか。
宿題をやってから遊ぶか，その逆か。
水曜日に休みを入れるべきかどうか。

高速道路の料金は無料にすべきかどうか。
国会議員の給料，上げるべきか下げるべき
か。
国会議員の数は増やすべきか，減らすべき
か。
国民の医療費を全て無料にしても良いかど
うか。
自転車に乗る際に，免許が必要にするべき
かどうか。
車は走った分だけ税金を取る仕組みを導入
して良いかどうか。
週休３日制を導入するべきかどうか。
祝日を増やすべきか，減らすべきか。
出産したら国から１００万円給付。ありか
なしか。
消費税は上げた方が良いか，下げた方が良
いか。
人の悪口を言ったら，則逮捕。賛成か反対
か。
赤ちゃんのおむつ代，無料にすべきかどう
か。
選挙に行かない人には罰則をつけるべきか
どうか。

税金や年金の制度についての詳しい授業を
義務教育で行うべきかどうか。

全ての都道府県を県に統一するべきかどう
か。

席替えは先生が決めるべきか，それとも子
供たちで決めるべきか。

全家庭への新聞代を無料にすべきかどうか。

体育の時間は運動着に着替えるべきかどう
か。
大学生まで学費を無料にすべきかどうか。
長くするなら夏休みか，冬休みのどちらか。
登校・下校中のお店への立ち寄りは禁止す
べきかどうか。
登校するのに，自転車を使っても良いかど
うか。
日本でも留年の制度を取り入れたほうが良
いかどうか。
髪の毛の長さの指定はあった方が良いか，
ない方が良いか。
部活動は必ず参加（所属）すべきかどうか。
勉強ができるなら上の学年に進級（飛び
級）しても良いかどうか。

男子トイレと女子トイレの区別をなくすべ
きかどうか。
男性専用車両を作るべきかどうか。

日常・生活

６月は春と言えるのか，それとも夏と言えるの
か。

学生にお小遣いは必要か，不要か。

SNSの フ ォ ロ ワ ー 数 は 多 い 方 が 良 い か ど う か 。

割り箸を使うことと，マイ箸をつかうのとで
はどちらが良いのか。

家に固定電話は必要か，不要か。
ウソをつくことは良いのか悪いのか。
エコバッグはエコと言えるか，言えないか。
おいしくない料理をお腹いっぱい食べるのと，
おいしいけど物足りない料理ではどちらが良い
か。
お化けはいると思うか，いないと思うか。
コンビニでトイレを借りたい時に，何も買わず
に借りるのはありかなしか。
サッカーのポジションで偉いのは攻撃か，守備
か。
サンタクロースはいると思うか，いないと思う
か。

日本に，大統領の制度を導入すべきかどう
か。
日本の自動車の制限速度，上げるべきか，
下げるべきか。
日本は死刑制度を残していくべきか，廃止
するべきか。
日本は銃の製造・輸入を許可するべきかど
うか。
妊娠・出産にかかる費用は無料にすべきか
どうか。

勉強と部活，どちらが大切か。

保育士（介護士）の給料は上げるべきかど
うか。

野球部は全員坊主頭にするべきかどうか。

未成年の犯罪，実名報道するべきかどうか。

厳しい上司と優しい上司ならどちらにつきた
いか。
好きだがあまり稼げない仕事と，嫌いだがた
くさん稼げる仕事ならどちらで働きたいか。
好きな食べ物は最初に食べるか，最後に食べ
るか。
高級服飾店の紙袋，取っておくか捨てるか。
子供に見せるならディズニー作品が良いか，
ジブリ作品が良いか。
写真を撮るならカメラとスマートフォンでは，
どちらが良いか。

スキーとスノーボード，やるならどちらか。

社長と仲良しと社長以外みんなと仲良しでは
どちらが良いか。

スポーツは勝利を求めて限界までやるべきかど
うか。

住むなら一軒家とマンションのどちらに住み
たいか。

スポーツをするなら，団体競技と個人競技のど
ちらが良いか。

暑い国と寒い国，行くならどちらか。

テ レ ビ と YouTube， ど ち ら が 良 い の か 。
テレビは必要か，不要か。
友達が悪いことをして怒られて泣いているとき，
そっとしておくか，「大丈夫？」などと声をか
けるか。
パラパラの雨（雪）のとき，傘をさすか，ささ
ないか。
病院に行くためにスピード違反するのは許せる
か，許せないか。

小さい頃から習い事をさせるべきかどうか。

晴れた日は外で遊ぶべきかどうか。
大人もお酒を飲むことを禁止すべきかどうか。
朝ごはんに良いのはパンか，ご飯か。
同じストーリーなら，映画と本ではどちらが
良いか。

ペットにするなら猫と犬のどちらが良いか。
部屋に寒がりの人と暑がりの人がいるとき，エ
アコンの設定温度を上げるべきか下げるべきか。

並んでいて割り込まれたとき，注意するかし
ないか。

目の前に１００円が落ちているとき，警察に届
けるか，自分の物にするか。
やられたらやり返すはありかなしか。（復讐は
するべきかどうか）
優先席だけが空いているとき，座るか座らない
か。
映画は映画館で見るのが良いか，テレビ（配
信 ・ 録 画 ・ D VD ） で 見 る の が 良 い か 。
映画を見るなら，原作を読んでから見るか，読
まずに見るか。
遠くにいる友達の誕生日にお祝いの気持ちを伝
える時は，手紙がよいか，電話が良いか。
夏（冬）に旅行に行くなら沖縄か，北海道か。
会社の中では，日本語禁止で英語のみにする。
賛成か，反対か。
海とプール，遊ぶならどちらが良いか。
外国の映画は字幕で見るか，吹き替えで見るか。

幸せ
お金持ちは幸せかどうか。

ペットショップの動物は幸せかどうか。

兄姉と弟妹どちらが幸せか。

広くて薄い人間（友達）関係と，狭くて濃
い人間（友達）関係ではどちらが幸せか。

本とインターネット，情報を得るのに適して
いるのはどちらか。
本を読むなら紙の本か，電子書籍のどちらが
良いか。
目の前に蚊が飛んでいるとき，殺すか，逃が
すか。
目の前の人の鼻毛が出ているとき，教えるか，
教えないか。
友人が握ったおにぎり，食べられるか食べら
れないか。
友達が目の前でポイ捨てをしていたら注意す
るかしないか。
履歴書は手書きで書くべきか，パソコンで
打って印刷するべきか。
旅行に行くとき，予定をびっしり立てるか，
ざっくり立てるか。
旅行に行くなら海が良いか，山が良いか。
老後に住むなら田舎か，都会か。

恋愛
「見た目が好みで服のセンスが好みじゃない
人」と「服のセンスが好みで見た目が好み
じゃない人」ならどちらを恋人にしたいか。
食の好みが合う人と，笑いの種類が合う人な
らどちらの人と付き合いたいか。

大食いと小食どちらが幸せか。

桃太郎の家来の3人は幸せだったのかどう
か。

不老不死は幸せがどうか。

１年中夏と，１年中冬ならどちら
が良いか。
５年間坊主になるのと5年間年金髪
になるのではどちらが良いか。
う○こ味のカレーと，カレー味の
う○こならどちらを食べるか。
宇宙人が地球にやってきたとき，
攻撃すべきかどうか。
この世のすべての人類が自分と同
性が良いか，異性が良いか。
スポーツ万能な体と，学力優秀な
頭，手に入れるならどちらか。
どちらかしか生きられないとした
ら昼と夜のどちらを選ぶか。
一生魚が食べられない体になるの
と，一生すべての肉が食べられな
い体になるのとではどちらがいや
か。
飲み食いしなくても生きられる体
とトイレに行かなくても良い体，
どちらが良いか。
宇宙旅行に行きたいかどうか。
歌の才能と絵の才能，どちらが欲
しいか。
過去と未来，行くならどちらか。
月に移住できるとしたら，移住し
てみたいかどうか。
視野がモノクロになるが，１ｋｍ
先のものが見える力，ほしいかど
うか。
時間が止められる力と，瞬間移動
できる力，どちらが欲しいか。
自分の命日を知れるとしたら知り
たいかどうか。
暑い国と寒い国，住むならどちら
か。
人の心が読める力，ほしいかほし
くないか。

世界中の人が敵だったとしても自分だけは味
方になるかならないか。

透明人間になりたいか，なりなく
ないか。

デートで着るなら，自分が気に入っている服
か，恋人が気に入っているけれど好みでない
服か。

プロポーズするなら（されるなら），ロマン
チックな場所と，家ではどちらが良いか。
何でも聞いてくれる人と何でも決めてくれる
人，どちらが好きか。

好きではない人からのプレゼント，受け取る
か受け取らないか。
告白するならメールや電話で伝えるか，直接
会って伝えるか。
告白を「あなたにはもっと良い人がいる」と
いう理由で断る。有りか無しか。
男と女の友情は成立するかしないか。

動物園の動物と野生の動物では，どちらが
幸せか。

「見た目は子供，頭脳は大人」と
「頭脳は子供，見た目は大人」，
なるならどちらが良いか。

超能力は存在すると思うかどうか。

芸能人との結婚をしたいか，したくないか。

男と女ではどちらが幸せか。

「ボロボロだけど都会の場所」と
「理想の家だけど田舎の場所」，
住むならどちらか。

好きな人にしてもらってうれしいのは，花束
のプレゼントとレストランでの食事なら，ど
ちらがうれしいか。

デートに行くなら遊園地と映画館どちらを選
ぶか。

子供と大人，どちらが幸せか。

「１ケ月連続で働いて１ケ月休み
の仕事」と「１日働いて１日休み
の仕事」のどちらが良いか。

人生に大切なものは，お金か時間か。

物語のストーリーを事前に話されること（ネ
タバレ）は許せるか，許せないか。

定年の年齢を引き上げるべきかどうか。
電車での混雑時に料金を高くする仕組みを
導入すべきかどうか。

休みの日は家で過ごしたいか，外に出かけに
行きたいか。

架空・もしも〜

付き合う人を選ぶなら見た目が大切か，性格
が大切か。
付き合う前から手をつなぐのはありか，なし
か。
友達と恋人，どちらが大切か。
恋人ができたら，異性の連絡先は消すか，消
さないか。

不老不死の薬があるとしたら使い
たいか，使いたくないか。
宝くじで10億円当たったら，仕事
を辞めるかどうか。
幽霊は存在すると思うかどうか。
有名人になりたいか，なりたくな
いか。
理想の見た目になれるのと，理想
の学力になれるのではどちらが良
いか。

その他
浦島太郎は箱の中身を開けたほう
幸せなのか，開けないほう幸せな
のか。
タマゴが先か，ニワトリが先か。

