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The English-Speaking Union (ESU) 公認上級オラシー (Oracy, オーラルコミュニケーション) トレナーと
してこの 3 年間英国内および海外の ESU ディベートプログラムの講師を務め活躍している。2016 年に
はデンマーク、2018 年にはイタリアでメンターを務め、さらに ESU 国際スピーチ大会 (International
Public Speaking Competition) と国際オラシーシンポジュウムなど様々なスピーチおよびディベートワー
クショップを指導している。
サリー大学教育学部ではリサーチアシスタントとして大学生に対するオラシー教育のインパクトと
重要性について研究し、現在は社会的に恵まれない地域の学校でのディベート教育の効果に関心を持っ
ている。サリー大学ディベート部代表を 2 年間務めた。サリー大学では生物学と神経科学を専攻し、現
在は睡眠と暦生物学（クロノバイオロジー）の臨床研究を行っている。2019 年から博士課程に進学する。

Ameena has been a Senior Oracy Trainer for The English-Speaking Union for three years. In
this time, she has taught nationally and internationally, across all the ESU's Debating Programmes.
This has included the ESU Denmark tour 2016, Italy tour 2018, the International Public Speaking
Competition and The International Oracy Symposium and a very diverse range of debating workshops.
Ameena has worked as a Research Assistant for the University of Surrey's Department of
Higher Education, researching the impact of oracy in undergraduate teaching. She is especially
interested in the transformative impacts of debating in socially disadvantaged schools. Ameena was
also President of the University of Surrey’s Debating Society for two years. Ameena has recently
graduated from the University of Surrey, reading Biological Sciences with Neuroscience, and is
currently supporting clinical research in sleep and chronobiology and will commence a PhD in 2019.
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ESU の公認オラシーコーチとして活躍している。ESU 国際スピーチ大会の優勝者の指導など英国および
海外で多数のワークショップのメンターを務めている。低学年の子どもから大学生まで幅広い年齢の児
童生徒そして大学生を指導した経験を持つ。昨年はルーマニアでメンターを務め、ESU ディベートアカ
デミーの指導も行っている。イーストアングリア大学元ディベート部代表および同大学の代表コーチを
歴任。様々な社会背景の若者へのディベート指導とディベート普及、啓蒙活動に強い関心を持っている。
現在は大学院で国際関係学、特にグローバル犯罪と監視について研究しており修士課程をまもなく修
了する。

Edward Booth is an oracy coach for the English-Speaking Union. He has coached widely within
the UK and abroad, working with the finalists at the 2018 International Public Speaking Competition,
and has taught all ages groups, from primary to university. Last year he was sent on the ESU tour of
Romania, working with young debaters in Constanta, as well as coaching at the UK’s Debating
Academy. He is also the former President and two-time head coach of the University of East Anglia’s
Debating Union. He is particularly interested in encouraging young people from diverse backgrounds
to become involved in debating.
Edward is in the process of completing a Master’s degree in International Relations, with a
specific focus on global crime and policing.

