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テーブルメンバー 

宋（上智２）、野澤（青学２）、橋本（明治２）、大野（明治３）、前田（青学３）、酒井（成

蹊２）、高松（東大 2）、古郷（慶應２） 

 

【議論の流れ】 

 ASQ に約 35 分、NFC に 10 分、APA に 25 分、DA 決めに 30 分、コンパリに約 1 時間

と全員が CCL への意識が高く、コンパリで最も盛り上がった。 

オプレに立候補した宋、大野、前田、高松の４人の中から高松が選ばれる。Problem で

はオプレが基本的な情報（PPS や degree 等）を説明したため、質問も 5 つほどでスムーズ

に進んだ。宋からオプレへの質問は、オプレは体罰の effect を良いと思うか悪いと思うか

と言うもの。当然オプレは悪いと答えた。さらに体罰の effect が良いか悪いか比較するエ

リアはどこか質問し、コンパリと答えさせた。ここで他のテーブルメンバーに NFC、SOL

ではなくコンパリで議論したいという宋の意図が伝わったという印象を受けた。 

Harmでは野澤が今日のTGがSQで実際に体罰を受ける人と、受ける可能性のある人（実

際は受けない）のどちらかと質問した。Actually と possibility の違いが明確になってなか

ったため上手く浸透せず、橋本の質問、宋のカンファメによって浸透した。また前田、大

野、古郷が順に質問すると、オプレの曖昧な返答に対してダウトを示したり、Q をしたり

することでごちゃりを防いだ。この３人は最初から自分で effect を示せると良いだろう。 

Cause、C-P もすんなり終わった。しかし C-P で酒井が①（教師が）罰則を恐れない、

②（教師が）学校に戻る、③その他のどれかを聞くと、オプレが返答に困る場面があった。

これも質問者が effect（①を選んだら抑止力、②を選んだら 2 度目以降の体罰を防ぐことを

workability で確認しなければならないこと）を示せていなかったことが原因だと感じた。

体罰で頻出の質問なので、春セミ 5thで示せないのは少し準備不足だったのかもしれない。

最終的に宋によるカンファメで収束した。 

NFC では warrant で野澤が反論を出した。教師が生徒を従わせることが出来なくなり、

学校の秩序が壊れるという論であった。反論を出すとすぐさま橋本が DA へ流す S を打っ

た。野澤は橋本の S に乗ったが、まだ def も詰めていない状態であった。そこで野澤は DA

を出すために data と warrant を clear にしたいと言い、質問を受付けて def を明確にして

から CCL カンファメをした。橋本の DA へ流すこと自体は正しいが、流す前に質問で相手

のアイディアを理解し、カンファメをするという基本的な手順を踏めるとよかった。 

Mandate では、橋本が SQ も APA も体罰を判断するのが教育委員会であることにダウト

があると示した。そして workability で some cut を goal とした反論を出した。内容として

は、Mandate が施行されても、体罰をした教師を罰する際の J/C が変わる可能性があるた



めに、結局体罰をなくすことはできないというものだった。これに対して野澤が、「なぜ J/C

が変わる可能性があるのか」という趣旨の質問をしたところ、橋本は「それは重要な点で

はない」とした上で、一例として「教育委員会が教師を失いたくないから」、という理由を

挙げた。回答が曖昧であったために、他のメンバーは assumption を利用しながら橋本のア

イディアを理解しようと質問を重ねたが、それ以上の回答が得られなかった。そのため、

some cut に effect があるのならこの話を続けよう、しかし、もし DA を出したいだけなら

ばこの話は今ではなく DA でしよう、という宋の S を受け、橋本の回答を通して DA に流

れることとなった。このアイディアに関してだが、data（体罰をした教師を罰する時の J/C

が変わる可能性があること）を成り立たせる根拠が明確に提示されていなかったことが、

メンバーの理解をなかなか得ることができなかった原因であると感じた。メンバーにアイ

ディアを理解してもらうという点においても、自分の論を証明する責任の点においても、

アイディアの根拠は非常に重要である。そのため、今後は「なぜそう考えるのか」「なぜそ

の現象が起こると予測できるのか」という点を気にかけながらアイディアを考えたら、よ

りよいものになると思う。 

DA では DA 立候補者が多かったため、同じ TG で combine させようと野澤が S を打っ

た。テーブルメンバーも賛同し、combine した教師の DA が選ばれ、古郷が DA プレゼン

ターになった。 

コンパリは AD>DA と DA>AD が 2 つずつの計 4 つが立論された。 

一つ目はオプレの高松による AD>DA（QL）である。AD の子どもより DA の大人がス

トレス耐性を持っているという考えであった。古郷の質問によって反論するためには、こ

の tendency がない又は別の tendency が必要であることが分かった。それを踏まえて、野

澤が反論を出した。それは子どもの方が大人よりも親に守られているからストレスに耐え

られるというものである。ここで橋本が indirect であるとダウトを示し、宋がどうして

indirect なのかをカンファメした。そして高松の考えはストレス耐性で、野澤の反論はスト

レスの対処で別物だと示した。それによって野澤の反論は立たなかった。次に宋が QL では

ストレスの大きさ自体も考慮しなければならないが、TG ではストレス耐性だけで比較でき

ることを示した。その結果 QL から TG へクライテリアは変わり、立論された。 

二つ目に野澤が先ほどの反論で出した DA>AD(TG)をした。先ほどの反論で indirect だ

とされた、大人よりも子どもの方が守られているために s/m に耐えられるという主張であ

った。s/m に耐えられる根拠として、子どもは親にサポートされている、ということが挙げ

られた。また、宋の Q によって、教師など、子どもに関わる大人は他にもいる中で親に限

定しているのは、子どもとの親密性の観点に注目した結果であることが明確になった。そ

の点を受けて、すべての生徒が親によるサポートを受けることができているのか、という

疑問があがった。野澤は当初、生徒は全員サポートを受けることができるが、教師は一部

のみという見解を述べていた。しかし、親を失った子どももいるのではないかという宋の

ダウトを受けて、このロジックにおいては親によるサポートに限定せず、「頼ることのでき



る親密な誰か」の存在によって s/m に耐えられる度合いに差があるかどうかが検証するこ

ととなった。この点をどのように確認するのか、という宋の疑問に対し、野澤が「生徒は

一人で生活しているわけではない。その事実が頼ることのできる親密なだれかの存在を証

明している」と説明した。この説明に異を唱える者はおらす、立論された。 

三つ目に高松が AD>DA(TG)を示した。これは AD の子どもはストレスを解消する手段が

少ない一方、DA の大人は手段が多いと言う考えであった。ここでは宋のカンファメにより

手段の数を確認するためには、例外を示せば良いということになった。そこで橋本が子ど

もの鬼ごっこ等子どもにしか出来ない遊びを例外として示した。そこから子どもにしか出

来ない手段（鬼ごっこ等）、大人にしかできない手段（お酒等）があることが分かった。テ

ーブルの中でこれでは切りがないという見解が生じ、ちゃんと検証手順を踏むことなく

AD>DA をすぐ立ててしまった。さらに全く検証せずに、AD>DA が成り立つなら逆も成り

立つと想定して、DA>AD にも一つ priority を付けた（四つ目）。 

最後に橋本による AD>DA の質問を受け付けている途中で、ディス終了となった。 

 

全体的に 2 年生が中心となって、議論をスムーズに進めていき、非常にスピード感のあ

るディスカッションであった。最後のコンパリは白熱し、まるで２カンを見ているようで

あった。コンパリの検証を複数行けたことは高く評価したい。しかし、一つ一つの検証が

雑であったのも事実である。また残り 3 分のところで新しい論の検証へ移るよりも、そこ

で結論を得てもよかったのではないか。 

議論の進行が速かったが、議論に付いていけなかった時に「分からない」と言えた人も

勇気ある発言だった。その発言に対して丁寧にカンファメしようとする人が少なかったの

は残念であった。 

 

 

 

【順位と選定理由】 

 

１位 宋（上智２） 

２位 高松（東大２） 

３位 野澤（青学２） 

４位 酒井（成蹊２） 

５位 橋本（明治２） 

７位 前田（青学３）、大野（明治２） 

 

 

以下、選定理由。 



 

 

１位 宋（上智２） 

 コンスタントな介入と、全体としての質の高い C、議論を動かす S を評価した。宋の介

入なくして、議論の停滞が解消したり、これほどまでに議論が進んだりすることはなかっ

たように思う。また、終始一貫して、コンパリで議論しようという意識を持ち、さらにそ

れを直接的にも、間接的にもテーブルに伝え、動かそうとする姿勢が見られたことが非常

によかった。また、テーブルで誰かの説明が理解されない時に、エフェクトを利用した C

を通してテーブルの理解に貢献していた点もよかった。全体的にテーブルの舵取り役を担

っていたと言えるだろう。ただ、議論の舵取り役を担っていたからこそ、どのような議論

の仕方が望ましいかということは、今後更に考えていって欲しい点である。 

 今回のディスカッションでは、コンパリにおいて４つのアイディアが立証されたという

結果になった。しかし、結果として何が残ったのかということを「コンパリが一つ立った」

枠組みではなく本質的に考えてみてほしいと思う。今回のコンパリロジックを通して証明

されたことは、①年齢による経験の多さを鑑みると、子どもより大人の方がストレス耐性

がある。②「頼ることのできる親密な誰か」の存在を鑑みると、大人より子どもの方がス

トレス耐性がある。③子どもだけが持っているストレスを軽減させる方法がある。④大人

だけが持っているストレスを軽減させる方法がある。以上の４点だ。では、結局どちらの

方がストレス耐性があるのか。分類したストレス耐性を比べた時にどちらかが優位になる

としたら、「分類した」ということをどのように扱うのか…分類した中で多く優位性があっ

た方をストレス耐性がある人とするのか、それとも、ある分類がストレス耐性に対してよ

り影響力が大きいことを証明するのか...。など、ただ「ここに注目したらこうでした」を超

えたコンパリを考えてみたらよりよくなるのではないかと思う。 

 

 

２位 高松（東大２） 

 オピメとしての役割を果たしたという点、コンパリでアイディアを立証したという点を

評価した。全体的に、アイディアを提示することで議論に貢献していたように思う。どの

アイディアも、議論において影響の大きいものであり、そのようなアイディアを提示でき

ていたことは非常によかったと思う。  

 ただ、質問されたことに上手く答えられない場面が少なからずあったことや、自分でア

イディアを深めたり進めたりすることはあまりなかったことに関しては、まだまだ改善の

余地があると感じた。質問に答えられなかった場面では、答えが用意されていないという

よりも、質問の趣旨が理解できていないことが大半であったように思う。多くは、ディス

カッションに慣れていないためだと感じたので、是非ディスカッションをやる機会を増や

してみてほしいが、そうでなかったとしても、質問の問いや選択肢が自分の中で完璧に理



解できていないような状況の時は、def や effect を聞くことで質問に対する理解を深める努

力をするといいかもしれない。そのような努力が、将来的に、正確な理解をするツールの

ひとつとして使えるようになってくると思う。また、アイディアのベースを閃いたり考え

たりするのは得意だと感じたので、そのアイディアをどのように議論したいか、どのよう

に議論すべきか、などを考えてみるといいかもしれない。その上で、どうしたらそれを形

にできるかというところを、アイディアを提示してきたのと同じように自分の意見として

提示してみてほしい。その先の、実際にどのように形にしていくかについては、提示がで

きるようになってから考えていけばいいかと思う。是非、少しずつできることを増やして

いってほしいと思う。 

 

 

３位 野澤（青学２） 

 コンスタントに議論に参加し続け、その議論をするために必要な論点を提示したり、話

を理解できていない人がいた時に効果的な C が成されていたりしたことなどを評価した。

常に全体のサポート的な役割ができていたように思う。それができていたのも、このテー

ブルの中で最もテーブルメンバーのことを考えてディスカッションができていたからであ

ると感じた。例えば、他のメンバーが話について行けていないのを察して C を行えていた

のは、このテーブルでは野澤だけだった。他にも、誰かが質問に対して答えられないよう

な場面で、自らの assumption を利用して「こういうこと？」とサポートできていた点など

もよかった。そのような野澤の姿勢のおかげで、話しやすい雰囲気ができていたように感

じた。人に寄り添って、足りない部分を補えるというのは、野澤の大きな強みであると感

じたので、今後も是非継続してほしいと思っている。 

 自分のアイディアの提示・立証もできていたので、全体的に非常によかったが、もっと

できることを増やしていけるといいように思う。サポートに留まらず、自分だったらその

アイディアをどのように扱うべきだと思うか、というようなところを考えていったら、よ

りよいパフォーマンスができるのではないかと思う。 

 

 

４位 酒井（成蹊２） 

 酒井は、議論が複雑になった時に、議論のまとめとしての C を意欲的にしていた点がよ

かった。酒井の C のおかげで、それまでわからなかったところを理解できたメンバーもい

たのではないかと思う。 

 ただ、Q をする時など、聞きたかった答えをもらえないまま引いてしまうような場面が

何度かあったように思う。相手が理解してくれないから、少し違う答えであっても形とし

て答えてくれたから引くのではなくて、聞きたいことがあるならその回答を確実にもらう

ことを大切にしてほしい。確実に回答をもらえていたら、何か解決策に繋がったかもしれ



ないし、周りももっと酒井の考えていることを理解してくれたと思う。そして、欲しい回

答をもらうために、effect を使って、「この回答が○○であるならこうなると思う。しかし

回答が△△となるなら、こうなると思う。」のような伝え方をしていくと伝わった場面もあ

ったように思う。話が複雑になっても議論に参加して行こうという姿勢は素晴らしかった

ので、その点は大切にしながら、まずは伝えるというスキルから伸ばしていってほしいと

感じた。 

 

 

５位 橋本（明治２） 

 議論に必要な論点を引き出す Q や、基本的なアイディアの流しができていた点、自分の

アイディアやダウトを提示していた点がよかった。誰よりも素早く流しに取りかかったり、

思い付いたらすぐに Q やダウトを提示したり、最後まで勝ちにこだわって介入出来ていた。

また橋本のダウトによって議論が動くような場面もあり、その点は今後も続けてほしいと

思う。 

 ただ、ダウトを提示した際も、誰かの助けを借りてアイディアを浸透させ、誰かの助け

を受けて議論を動かすという場面が大半だった。なので、どのような伝え方をしたら伝わ

るのか、そのダウトや意見が正しいとしたらその後の議論はどのように変わるのか、とい

うところを自分で提示できるようになると更によいのでないかと思う。またアイディアを

流した際の話（NFC）と橋本自身のアイディア（worka）に関しては、上記の議論の流れ

を参照しほしい。２年生の現時点でアイディアやダウトを素早く思い付けることは大きな

強みなので、今後一つ一つの介入の質を上げていこう。 

 

 

７位 前田（青学３）、大野（明治２） 

 まず、前田に関して。前田は、C に関して精度の高いものを持っていると感じた。相手が

質問の意図が理解できずに困惑して答えることができず、周りが説明しても理解が進まな

いような場面で、どこが理解できていないのかを assumption で埋めた C ができていたの

で、それは自信を持っていい点だと思う。しかし、今回のテーブルでは発言数が非常に少

なかったことが残念であった。発言数が少なかったために、今回の総評ではこれ以上のこ

とが言えないが、できること、人よりもできることは少なからずあると思う。今後はその

点を見つめ直して、自分の持っているものを最大限に発揮できることを願っている。 

 次に、大野に関して。大野は、全体として、定期的に C をするなどして、しっかり話を

理解し続けようとしていた点がよかった。また、「わからないことをわからないと言う」と

いう姿勢が本当に素晴らしかったと思う。ディスカッションをしていると、話が複雑にな

って、アイディアを出した人と、それに対して反論したりダウトを提示したりして話を進

めている人だけが理解できる世界で話が進んで行ってしまうことはままある。そして、今



回もまさに、話をしている人だけがスピード感を持って話を進めてしまうようなディスカ

ッションだった。客観的に見ていて、あの話を全員が理解していたとは到底思えないよう

な状況だったが、「わからないから教えてください」というのは、非常に勇気のいる発言だ

ったと思う。その点は本当に評価したい。ただし、自分が理解するのに必死だったという

のが正直なところだ。議論に対する姿勢はとてもよいので、今後は、小さなところからス

キルを身につけていけるといいと思う。例えば、話が停滞したりごちゃったりする時とい

うのは、なぜそのような状況になるのかを考えてみる。そして、その原因を潰すには、も

しくはそれが起こってしまった時はどのような解決が可能なのか、を考えてみるといいか

もしれない。ごちゃりを解消することが、自分が相手の話を正確に理解することにも、相

手の話をテーブルに落とすことにも繋がる。このテーブルでのやる気や悔しさを忘れずに

是非、頑張り続けてほしい。 

 

 

 

【ジャッジからのコメント】 

 本当にお疲れさまでした。5thという疲労困憊の状況の中、やれることをやろうという姿

勢で望んでくれた人が多かったように思います。白熱した議論をしてくれたので、ジャッ

ジとしてはとても嬉しかったです。 

 ただ、ひとつだけみんなに考えてほしいことは、ディスカッションに参加する人って誰

なのかってことです。オピメ？それに対してアーギュを出した人？アイディアをトリート

する人？その論点の当事者だけが議論をするの…？みんなのディスカッションを見ていた

ら、ディスカッションに参加していたのは、オピメと質問者とたまにトリーターだけだし、

アーギュメンターとトリーターだけだし、ダウターとトリーターだけでした。それでいい

のかなってことを考えてほしいです。もちろん全員がその論点で発言するわけではないか

もしれないけど、話が一発で理解できていない当事者じゃない人に話を伝える必要はない

のか。そもそも全員に話を伝える気があったのか。わからないという人がいた時に、それ

を無視して次に進もうという趣旨の発言が出た時は驚きました。あと、この話は議論の当

事者になっていた人だけに言いたいことではなくて、その論点で議論に参加できなかった

人も、話を理解する努力が必要なのかな、と思います。やっぱり理解することって議論の

大前提だと思うから。でも、この点に関してはやろうとしてた人が多かったので特に言う

ことはありません。あとはそれを引き出すだけの技術を身につけていけたらいいのかなっ

て思います。 

 どういうディスカッションをするか決めるのは個人個人なので、何が正しいなんてもの

はないと思うけど、一度考えて、自分のディスカッションを振り返ってみてくれたら嬉し

いなって思います。 

 とはいえ、本当に本当にお疲れさまでした！春セミを通して、いろんなことを感じたと



思います。それは悔しさだったり、何がなんでも勝ちたい気持ちだったり、楽しさだった

り。自分が感じたその思いを大切にしながら、アッセンも頑張ってください！応援してい

ます( ^^ )/ 

                                     （宮本） 

 

 

 この一か月間お疲れ様でした。試ジャッジから春セミが終わるまで嬉しいことよりも、

きっと悔しいことや辛いことの方が多かったと思います。残りの春休みは頑張った自分の

ご褒美として好きなことをして楽しんで下さい（＾＾） 

そして思う存分リフレッシュしたら、４月からアッセンに向けて動き出してください。

春セミもそうだったように、アッセンまでの時間も本当にあっという間です。むしろ授業

や新歓が始まるので、プレパに時間を割くこともモチベを維持することも春セミより難し

いと思います。そんな忙しい時でも、春セミで感じた悔しい想いを忘れないでください。

ここで自分を甘やかしてしまうと、またアッセンで同じ想いをしてしまうだけです。 

アッセンで更に成長したもみじ３のみんなを見れることを楽しみにしています。 

（権田） 


