
総評 5th C++テーブル（13番テーブル） 

ジャッジ：森田（芝工 4） 

 

【テーブルメンバーと順位】 

1位 依田（早稲田 3） 

2位 飯塚（慶應 3） 

3位 岩本（日大 3） 

4位 宮田（聖心 3） 

5位 高橋（日大 3） 

6位 藤木（明学 3） 

7位 村上（日大 3） 

8位 野中（立教 2） 

 

【議論の流れ】 

村上（日大 3）のナローアーギュから始まった。内容は最初 add task をしたいというも

のであったが、後に education についての situation comparison を行いたいというもので

あることがわかった。主に依田（早稲田 3）、飯塚（慶應 3）、次いで藤木（明学 3）が介入

し、どこで話すのか、どのようについて話すのかが明らかになり、OPが educationを定義

することで話は収束した。その後ナローイングに戻り、OP に飯塚と依田が立候補し、OP

は依田に決まった。 

依田のオピニオンシートは PLAN によって体罰を厳罰し、生徒の精神的苦痛を救うオー

ディナルなオピニオンシートであり、ASQにおいては特に混乱は生じなかった。NFCにお

いて反論は出されず、PLAN サイドへと移る。Mandate では new law の確認がなされ、

Solutionに進む。Solutionでは反論がいくつか生じた。 

Practicabilityでは岩本（日大 3）と宮田（聖心 3）のアイデアを検証した。 

岩本のアイデアは、「日本政府は責任（responsibility）を持つべきである」というものであ

り、goalは spike planであった。飯塚の介入により、spike planの内容は accidentのケー

スで起こった体罰は other punishment（注意、減給、停職処分）にするべきということが

わかった。「この spike planを認めるか？」と OPである依田に飯塚が問いかけるが、依田

はこれを拒否し、検証が始まる。高橋（日大 3）によって「責任（responsibility）」とはm/s/b

であることがわかった。このあたりから Qが重なり、QAミートしなかったり、Qに対して

Answerが来なかったりと、話が混乱し始めた。ここで依田は power to t/pの理由は possi 

to m/s/b for J/Nであると言い、power to t/p or notの Differenceは possi to m/s/b for J/N 

or not になった。そこに藤木が power to t/p or notの Differenceは technology or notに

なると言い、最終的に Differenceに technology or notを追加し、岩本のアイデアはコンパ



リで話すことでこの反論は収束した。 

宮田のアイデアは、「t/pしたら QL of educationが下がる」という evidenceを用いるアイ

デアであった。このアイデアに対し依田は「自分は t/pすることによって QLは上がると考

えている。ここがクラッシュしているのでこれをコンパリで話そう」という Suggestionを

2回ほど打ったが通らなかった。そこで宮田はなぜ t/pすると QLが上がるのかと問い、t/p

することによって生徒にとって bad effectである physical painが防げるからと答え、依田

は QLが下がるとなぜ t/pできないのかと問い、理由がm/s/wになるからということがわか

った。ここで依田は m/s/w かどうかを確認するために DA>AD のコンパリアイデアで検証

しようとコンパリで話す Suggestionをうち、宮田はこれを承諾しこの反論は収束した。 

 次にWorkabilityで岩本がアイデアを提示した。岩本のアイデアは「先生が体罰を悪いと

思っていないことで ADを得られない」というものであった。このアイデアを検証しようと

はしたが、この反論を解決する spike plan を依田が認めたため、AD 立論に至った。その

後、宮田の出した DAを選び、その DAの Solutionを検証途中でディスカッションは終了

となった。 

 

【テーブル全体への総評】 

「傾聴力がなかったテーブル」というのが第一印象である。特に反論が出た時である。ま

ず反論を出した話者の話をしっかりと聞く。そして話者が話しているときは話を遮らない。

当たり前のことである。しかし、話者にも気を付けてほしい部分はある。それは「しっかり

と伝える」ということだ。自分の意見をしっかりと伝えることは反論する者として最低限す

べきことであると思う。しっかりと意見を伝えることができなければみんながどんどん介

入してきて今回のような傾聴力のないテーブルになってしまうかもしれないし、議論があ

らぬ方向へと進んでいってしまうかもしれない。基本的なことではあるが、もう一回考えて

ほしい。 

また Practicabilityでの話だが、タスクは「possi to m/s/b or not」ではない。「A/L/1 way 

to t/p or not」である。もしタスクが「possi to m/s/b or not」であるのであれば、NFCとエ

リアを分けている意味があるのであろうか？もしかしたら依田は t/p or not の Difference

として「possi to m/s/b or not」と言っていたのかもしれない（またそれも違うが）が、ジ

ャッジ目線では明らかに Practicability のタスクの話をしているように見えていた。また、

この話をしているときに他のテーブルメンバーもすぐに気づいて欲しかった。 

「体罰」というトピックで Workabilityが盛り上がり、Practicabilityがおざなりになる傾

向があるが、もう一度 Practicability と何か、また他のエリア（NFC、Workability など）

はなぜ設置されているのかを考えてほしい。 

 

 

 



【順位とその選定理由】 

1位 依田（早稲田 3） 

OPとして ADを立論させたことが大きい。また、だれがこのテーブルを進めていたかと

問われれば依田であった。しかし、相手を満足させる Suggestion が打てていたかどうか、

ごちゃって白熱するテーブルを落ち着かせることができていたかどうかは疑問である。ご

ちゃっている時に皆と同じような速さで介入したり、半ば強引に Suggestionに持っていっ

たりするので敵を作りやすい傾向にあるように思える。アッセンに向けては「空気を読むこ

と」を意識して頑張ってほしい。 

 

2位 飯塚（慶應 3） 

 コンスタントな介入とカンファメ－ションを評価した。1 位との差は Suggestion の有無

である。基本的な QC はできてはいるが、Suggestion につなげられていないというのが印

象である。また、ワードチョイスを少し考えたほうがいいのではと感じた。飯塚の選ぶワー

ドは長いものであったり、少し難しいと思えるものがいくつかあった。より簡単で伝わりや

すい言葉を選べるとより成長できると思われる。 

 

3～6位は非常に僅差である。 

 

3位 岩本（日大 3） 

2つ反論を出し、1つを spike planにしたことが大きい。介入量はそこまで多くはないが

アイデアを出したことを評価した。課題はトリートである。このディスカッションではほと

んど自分の意見を提示するだけで他人のアイデアや話をトリートしていなかった。アッセ

ンに向けてはトリートやハンドリングを磨いて臨んでほしい。自分の意見の提示だけで

5thC++に残ってきたと考えればまだまだ上に行ける余地はあると思うので頑張ってほしい。 

 

4位 宮田（聖心 3） 

 介入量と反論を評価した。課題は他者の反論時の介入である。ナローアーギュのように見

たことのないアイデアがあるときは焦ってしまうかもしれないが基本を忘れずに QC を心

がけてほしい。今回のテーブルではカンファメ－ションを打つ機会は多くあったように思

える。プレゼンを遅くして介入するなど介入のユニークネスを作ることできるとうまく介

入することができるようになると思われる。アッセンに向けて技術を磨き頑張ってほしい。 

 

5位 高橋（日大 3） 

主に ASQでの介入を評価した。課題はカンファメ－ションである。このディスカッショ

ンにおいて高橋がカンファメ－ションをした時はほとんど見受けられなかった。議論が停

滞したときはどのように進めていくべきかをアッセンに向けて考えてほしい。それを実行



することでカンファメ－ション、トリートの向上につながると思われる。アッセンで活躍す

ることを期待しています。 

 

6位 藤木（明学 3） 

反論時の介入を評価した。線となる介入ができておりQCSの形がしっかりとできていた。

ジャッジ目線から一番質の良い介入をしていたのは間違いなく藤木であった。しかしテー

ブルの波にのまれてしまったのかわずかな量の介入にとどまってしまい、ナローアーギュ

の時の Suggestionはあと一歩のところでおざなりになってしまった。恐らく地力はレベル

の高いものがあると思われるので、どんな状況下でも気持ちを切らさずにディスカッショ

ンに取り組む気持ちがアッセンに向けての課題になる。アッセンでの活躍、期待しています。 

 

7位 村上（日大 3） 

ナローでの反論を評価した。課題はプレゼンテ－ション能力にあると思われる。ナローア

ーギュはアイデアの独自性が見られるので他のエリア（NFC、Solなど）よりも、より話が

混乱しやすいエリアである。なのでナローアーギュする者はテーブルの皆にわかりやすく

自分の意見を伝えるべきである。しかし村上のプレゼンは何を伝えたいのか、何をしたいの

かがわからず、テーブルが混乱していた。CCF などディスカッションをやる上での基本技

術をもう一回見直し、アッセンに臨んでほしい。 

P.S)ワーカの 51秒の件はやっぱり書きませんでした。（笑）ごめんね。 

 

8位 野中（立教 2） 

 介入は最後の岩本の spike plan についてのみであったため、この順位となった。テーブ

ルの雰囲気にのまれてしまったのが印象的であった。2年生で 5thC++に残ることができる

ということはかなりの力を持っているはずである。どんなテーブルであっても気持ちを切

らさず自分のディスカッションができることを期待している。今年のアッセン、来年の春セ

ミ、アッセンと活躍する場はまだまだあるので技術をさらに磨き、さらなる立教の躍進へと

つなげていってほしい。 

 

 

【最後に】 

5回のディスカッションお疲れ様でした！厳しいことを書いたかもしれませんが、私自身

が思ったことを書いているだけなのでそこまで気にしなくて大丈夫です。（笑）ただこの総

評が皆さんの成長の糧になるのであれば幸いです。 

C++テーブルとランクのかかるテーブルまであと一歩だった悔しさを忘れずにこの約 2

か月半を過ごしてください。特に三年生。もう現役でいることができる時間は残りわずかで

す。この 2か月半の過ごし方ですべては変わってきます。後悔しない過ごし方を選び、アッ



センにつなげてください。応援しています。 

 

リフレ質問異議等ある方は下記の連絡先まで。 

 

Mail:tokio07117@gmail.com  

LINE ID:tokio0717 


