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1．議論の流れ 

複数人が OP に立候補したが、Student を TG にしたモデルオピシに沿った島村さんが

OPに選ばれる。ASQは Physical painの定義や degreeを considerするかどうか、Teacher

のmindなどいわゆるオーディナルクエスチョンがなされるだけですんなりと進む。 

NFC では高橋君が「プランをとったら体罰を恐がらなくなった生徒が、良い生徒に悪い

行いをするため×touch」というアイデアを出す。しかし、ゴールは「プランをとったら体

罰を恐がらなくなった生徒が、良い生徒に悪い行いをする」という部分に関するコンセンサ

スをとるというものだった。これに対し高安君がまだプランがとれるかどうか確認してな

いから DAで確認しようという suggestion を出す。これに対して高安君はあくまでも可能

性としてでよいからコンセンサスをとりたいと主張し、コンセンサスがとられる。 

その後議論は進み、Solutionの 3rd linkageで杉田さんが「Teacherは punishmentを恐

れないから×workability」というアイデアを出す。これに対し関本さんのカンファメや高

安君のトリートでアイデアが浸透する。その後高安君によりこのアイデアは some cutであ

ることが指摘され、workabilityが at least 1パーセントあることがダウト的に出されたこ

とで杉田さんのアイデアは流れた。その後開始から約 1時間で ADが立論される。 

DAは杉田さんの、生徒を教育するために体罰を与えたいができないという精神的苦痛が

Teacher に生じるというアイデアが選ばれる。その後、島村さんがＡＤ>ＤＡのアイデアを

出しコンパリが始まるがここからカオスな展開に陥る。 



コンパリのアイデアは QLコンパリゾンで「AD:〇pain DA☓painだから AD＞DAであ

る。なぜなら、ADTGは健康的に成長できないが DATGはすでに成長しているから」とい

ったものだった。しかし、ここで高安君がこのアイデアはクオリティに言及していないので

TGコンパリゾンではないかと指摘し、島村さんのアイデアは TGコンパリゾンとして扱わ

れることになる。その後、杉田さんのＱにより「ADTGは possibilityを持っているから AD

を優先すべきである」という島村さんのコンパリアイデアの更なる理由づけが引き出され

る。ここで、高安君が「possibility はどっちにもあるから possibility が高いか低いか」で

コンパリをしようと提案するが具体的な検証方法が示されず流れてしまう。ここでいう

possibilityが何を指しているのかは最後まで不明確なままであった。 

その後高安君のカンファメにより、ロジックの内容が少し変わって「ADTG は mental 

diseaseがあるが DATGはmental diseaseがないため AD>DAである。なぜなら人間には

健康に生きる権利があるからだ。」という形になる。ここで関本さんが「ADTGは体罰によ

りmental diseaseが引き起こされるが DATGも精神的苦痛によりmental diseaseが引き

起こされるのではないか。そのため AD=DAである。」という反論を出す。これに対して高

安君が「DATGが持っているのはmental diseaseではなく精神的苦痛（S/M）ではないか」

というダウトを出し、関本さんの反論は流れてしまう。 

しかし、関本さんが本当に言いたかったのは「DATG はもちろん精神的苦痛を持ってい

るが、それがさらに悪化するとmental diseaseを引き起こす可能性があり、結局 ADTGと

同じ状態に陥るためオフセットだ」ということではないだろうか。ダウトが出されても落ち

着いてロジックでカンファメし、そのダウトが妥当かどうか検証してほしかった。 

その後、高安君のカンファメにより、またロジックの内容が少し変わって「ADTG は

physical pain を持っていて DATG はそれを持っていない。なので ADTG は健康的に成長

できず、DATG は健康的に成長できるため AD>DA」という OP のアイデアが引き出され

る。これに対して杉本さんが「physical painを持っていなくても健康的に生きられないこ

とがある」という反論を出し、高安君のカンファメによりこれが浸透し、反論が立論される。

しかし、この杉本さんの反論はあまりきちんと検証されないまま、雰囲気で立論されたよう

にジャッジには見えた。 

その後高安君が子供の方がストレスの体制がないため AD>DA というアイデアを出した

が、あまり時間もなくそのまま時間切れとなった。 

島村さんの出したコンパリアイデアでは何によってコンパリの priority を置いているの

かが最後まで定まらないままであり、かつあいまいな言葉が多用されアイデアが浸透しな

かったため、テーブルの停滞を招いた。ここで大事なのは、OPはしっかりと自分の意見を

持つことである。カンファメをされても違う場合は「違う」と指摘し、もう一度自分の言葉

でアイデアを説明するべきであった。またミクロな話に突入したときは、いったん自分のロ

ジックに戻し、今の議論はロジックでいうとどこにあたり、one by one で話すことを提案

することで議論を落ち着けてほしかった。オプレとしての仕事はまず自分の AD>DA のア



イデアに責任とプライドを持ち、自分で立論するんだという強い気持ちを持つことから始

めてほしい。 

また周りはアイデアを引き出し、それをテーブル全員に浸透させ理解の統一をはかって

ほしかった。杉田さんや高安君、関本さんは OP のアイデアを引き出そうとはしていたが、

その後にテーブル全体にそのアイデアを浸透させきれていなかったため、テーブルが停滞

したように感じる。 

 

 

2． 順位と選定理由 

1．高安（明治２） 

テーブルを前に進めるするＳや、テーブルにある論点を話す方法を提示していた点を評

価しました。4th で見たときは遠慮してしまってなかなか実力が発揮できていないように見

えましたが、5th ではテーブルの中心として頑張ってくれたと思います。ＳやＣなど基本的

なことはできているので後はもっと自信を持って、どんなテーブルでも 5th のような活躍

をしてくれたらと思います。オレがテーブルを引っ張るんだって気持ちと瞬発力と自信を

持って技術を磨いていけばめっちゃうまくなると思いました！ ランカーめざして頑張

れ！ 

 

2．杉田（フェリス２） 

コンパリにおいて反論のアイデアを提示し、それが立論されたことを評価し 2 位としま

した。Ｑもたくさんしていましたが、Ｓがなく単発の介入に終わっていた印象を受けました。

今後はケース問題集などをやり、アウトプットもしてＱからＳにつなげる練習をすること

で、Ｓがだせるようになればかなり良くなるのではないでしょうか。反論やダウトをすぐ思

いつく頭の良さを持ってると思います。女子大ランカー目指して頑張れ！ 

 

3．島村（東女３） 

 ＯＰとしてＡＤを立論した点を評価しました。ＡＤゲットまではスムーズなＱＡでテ

ーブルの円滑な推進に貢献していて、またチャートもうまく才能があると思いました。ただ、

コンパリにおいて自分のアイデアをしっかりと提示できなかった点は改善してほしいと思

います。議論に臨む以上自分のアイデアに責任を持つことはとても大事です。でも優しい性

格からか相手になんか言われたらなかなか違うって言えない気持ちはわかります。僕もそ

うでした。でもそれを乗り越えてこそ、ディスの本当の楽しさはわかるんじゃないですか

ね！しまゆが何で今までディスをやってきたか、理由はいろいろあると思います。インナー

が好きだからとか英語に興味があるとかまあいろいろ・・・。でもやるからには一生懸命に

なって一番を目指すのが一番楽しくなれると思います！僕もそうでした（二回目）。ガチに

なってからは本当に楽しいよ。まだ遅くない。どうせならやってみよう。こっから数か月ガ



チになってがんばれ！！ 

 

 

4．関本（武蔵３） 

 ＱやＣで介入していましたが、介入が限定的だったため 4位としました。ただ、コンパ

リで反論のアイデアを出していたこと、カンファメも質が高かったことは良かったと思い

ます。今後は介入を増やし、ケースのインプット、アウトプットを繰り返して、ＱＣからＳ

が出せるようになってほしいと思います。また反論を出していた時もすぐに引いてしまう

のではなく、相手の反論やダウトもしっかりとロジカンして、論理的な意見でないのであれ

ば、自分の意見を主張し続ける強さが必要だと思いました。ディスカッションで学べること

はとても多いです。でも本気で負けたくないとか自分の正しさを証明したいと思ってディ

スに臨んでこそ、その良さや論理的思考・将来役立つスキル等々は学べると思います。ここ

から数か月、今までも努力してきたとは思うけど、アッセンに向けてディスにガチになって

みてもいいんじゃないかな！真摯に弱みに向き合ってこそ成長できると思います。僕はで

きなかったけどね（笑）。だからせきちーちゃんには後悔してほしくないです。アッセンは

悔いのないようにがんばれ！ 

 

5．高橋（東洋３） 

Ｑでの介入がほとんどでした。今後は議論に臨むときに何らかの自分の意見を持って、そ

れを提示すること、他人の話にも介入できるようにするためにセオリーの理解やケース問

題を解くことをお勧めします。ただ何とか介入しようとする意志が見えたのは良かったと

思います。バジルはディスを通して何を成し遂げたいですか。それを意識するとディスへの

モチベーションとか取り組み方も変わってくるんじゃないかなと思います。引退したとき

にディスやって良かったと胸を張って言えるように努力してみたらいいんじゃないかな！

バジルならもっとできると思うよ。がんばれ！ 

6．高橋（学習院３） 

高安君のコンパリアイデアにダウトを呈していた点を評価しました。なかなか発言はで

きなかったけど最後に意見を提示できたのは、議論の流れをしっかりと理解していた証拠

だと思います。今後はわからない所はわからないって発言する勇気をもって、思ったことを

積極的に発言していってほしいと思います。それだけでだいぶ変わります。社会に出てから

もそういうの大事だと思います（たぶん）。学習院はいろんな活動やってて大変だと思うけ

ど、ＰＤＤの良さは理解できたかな？なかなかちょっとやったぐらいじゃわからないかも

だけど、ＰＤＤで培ったことをほかの活動でも生かしていってくれたらなあって思います。

これからも学習院の子がＰＤＤやってくれること願ってます！ 

 

 



 

7．吉田（芝工２）  

7．原（フェリス２） 

介入がほとんど見られなかったためこの順位としました。ディスは喋んないと詰まんな

いよね・・・（笑）。せっかく貴重な大学生の時間を使ってやるんだから、楽しんでほしいし、

有意義なものにしてほしいです。まずは自分がなんでディスやってるか考えてみよう。勝つ

ため、インナーのため、考えるのが好きだから・・・いろいろあると思います。それが明確

になったらディスへのモチベーションは上がってくるんじゃないかな。人生で一番なんに

でもチャレンジできる期間にただ座って他人がしゃべる下手くそな英語聞いてるだけじゃ

もったいないよ。やるからにはガチでやってみよう。今からでも全然遅くないです。ディス

は大学生活かける価値がある熱いものだと僕は思います。ただ僕は一生懸命になるのが遅

くて後悔しました。二人はまだ時間がたくさんあるのでとりあえず自分の意見を持つこと、

後はケース問題集なんかをやってみたらいいんじゃないかな。練習ならつきあうよ！ファ

イト！ 

 

3．アドバイス 

 取り合えずすぐ実践できそうな基本的なことを載せときます。わかんなかったら聞いて

ください！ 

 

・goal・エフェクト意識を持とう！ 

 今回のテーブルは全体的に結局なにがしたいのかよくわからない発言が多かったと思う

のでそんな時こそ goal・エフェクト意識が必要だったね。それを考えるときに重要なのは

その人の発言がＰＤＤにおいてどのエリアや段階に落ちるのかを常に意識することです。

例えばこんな感じ。 

 

Effect: 

①☓ＴＧ →check evidence 

②☓ＡＤ →object in sol 

③demerit happen →DA or comparison 

④others→ tell me 

相手が発言したら即行でその話のゴール・エフェクトを確認するぐらいでいいと思います。

もちろんそのような姿勢によるデメリットはあって相手の考えの幅を狭めてしまったりっ

ていうのはあるかもしれないけど、まずは相手の話を終えさせられるようになったほうが

いいと思います。 

 

 



 

 

 

・interpretationの出し方 

 今回はオープンＱでクエスチョンする人が多くて相手のアンサーもよくわかんなくて、

うーんってなる機会が多かったんじゃないかな。自分のＱじゃなくてもＱのカンファメか

ら入ってアンサーのインタープリテーション出してあげてほしい！インタープリテーショ

ンの出し方としては 

①相手の発言を表面的にとらえた解釈  

例えばマンデートエリアでカウンタープランあるって言ったから今カウンタープランする

かどうか決めたいって解釈 

②相手の発言を少し深読みした解釈 

例えばマンデートエリアでカウンタープランあるって言ったけど本当のインテとしてはカ

ウンタープランのあるなしでＡＤ、ＤＡコンパリでアイデアを出したいって解釈 

③others 

 

って感じで出せばいいんじゃないかな。これ立教のチーフの川島あきら君が言ってました。 

 

・ケースの重要性 

ケースっていうのはディスで良く陥る場面を想定して、その時どうするか対処法を考え

る的なやつです。春セミのサイトにケース問題集があると思うんで、ノートとかに解いて、

答えを先輩に見せてみて答え合わせして、その後にそれをうまくプレゼンできるようにな

る練習をしてみてほしいと思います。論理ゲームみたいで以外に楽しいよ。ケースを考える

ときに意識してほしい流れとしては 

①相手の意見のカンファメ 

Ex:相手のゴールはマンデートエリアでカウンタープランすることかどうか決めることだ

っていうのを引き出す 

②ｃｒｕｓｈしてるとこのカンファメ  

Ex:相手はカウンタープランしたいって言ってるけど、オピメはしたくないって言ってる部

分がｃｒｕｓｈしてる。 

 

③タスクのカンファメ 

Ex::今すべきことはオピメのプランの内容を確認すること。なぜかっていうとＪＧのタスク

はＭＳＢであり、オピメのプランでＭＳＢできさえすればカウンタープランする必要性は

ない。 

 



④流し or切る 

Ex:カウンタープランするとＤＡ消えるって言ってるけど、あたらしいＤＡ生まれるかもし

んないからその点は unclear だし、君のプランが本当にオピメのＴＧに合ってるかどうか

確認すんの時間かかりそうだし、そもそも今日オピメに選ばれたのは～だしカウンタープ

ランする必要ないよね。オピメのプラン examineしよう。 

 

⑤アフターケア 

Ex: 

・もしもオピメのプランで Take plenできなかったらカウンタープラン採用してみよう 

・カウンタープランあるかないかをコンパリの一つのクライテリアとして考えてみよう、オ

ピメのプランのままでもコンパリで君のアイデアを活用した話ができるよ 

 

みたいな感じで！①②③④⑤はディスのどんな場面でも共通して意識して対処してほしい

です。この流れは全国一位のＷＥＳＡの有賀さんって方も常にやってたそうなんで重要だ

と思います！ 

 

・ＮＦＣについて 

ＮＦＣが出たら 1．OP の NFC ロジックにはダイレクトに objection してないっていうの

と、2.アーギュメンターの言ってる論点は AP の話っていうことを引き出す。3．相手のア

ーギュメントのコアに合わせてＳするっていうのを意識したらいいと思います。つまり 

 

1．アーギュメンターの意見を引き出したうえでＯＰのロジックには direct attack できて

ないね、じゃあ今検証すんの難しいねって言ってあげる。なんでかっていうと direct attack

じゃないっていうのは意見がかみ合ってないから。 

 

2．アーギュメンターの発言からＡＰの話題を引き出そう。なぜならＡＰの話なら今その話

は unclear、でも AP にいったらその論点が本当に発生するかどうか clear にしてから話せ

るからＡＰに行ってから君の話したほうが良いよねって感じでいってあげよう。 

 

3.相手のコアに合わせてＳをしてほしいです。 

Your core: 

①too difficult to take plan →talk in practicability 

②plan ☓function →talk in workability 

③cause demerit →ＤＡ 

④cause priority →comparison 

⑤others →tell me 



って感じです。 

 

 

4．最後に 

 総評遅れて本当にすいません。今度会ったらなんかおごります（望ちゃんが）。あと偉そ

うなこと書いてごめん。でもみんなにディスを楽しんでほしいから書きました。今僕は就活

をしてますが「あなたは大学時代に何に取り組みましたか」とか「何に全力を注ぎましたか」

とかそんなことを良く聞かれます。僕はディスで結果は出せませんでしたが、全力でやった

ので胸を張ってディスカッションやってました！！！って言ってます。大学時代に何か熱

くなって全力で取り組めた経験は就活だけじゃなくてその後の人生においてもとても大事

だと思います。もしどうしてもディスに熱くなれないなら辞めるのも一つの手かもしれま

せん。ほかに熱くなれるものがあったらそれをやればいいと思います。でもせっかくＥＳＳ

に入ったんだからだまされたと思って、ぜひ一回はガチになって三か月ぐらいやってみて

ほしいです。自分の成長や勝つ喜び、負けるくやしさ、大学の名前を背負う責任、先輩や後

輩の思い、結果が出ないつらさ、でもそれを乗り越えて結果がでたとき言葉にできない喜び

を味わえるのはディスカッションだけだと思います。大人になる前の最後の青春が味わえ

るかもね！！！！！！！ 

 総評のわかんないこととか、ディスのプレパとか、人生相談とか、お茶しましょうとか僕

で良かったら気軽に連絡ください！ 

 

山本寛人（WESA4年 とくしー） 

Line: motuhiro 

Mail:yhiroto40@gmail.com 


