
5th Exhibition Table 総評 
 

Judge: 室井（早稲田４）青笹（上智４）江尻（青学４） 
 
 

Participants: 由浅（立教３）眞鍋（東大３）鵜殿（早稲田３） 
大和田（明学３）豊島（早稲田３）渡辺（明治３） 

 
 
０．本総評の狙い 
 本総評では大まかに分けて二つの意図をもって執筆します。 
一つ目は、本テーブル参加者並びに当該テーブル実力相当の現役へ向けた、 
リフレクション、叱咤激励的な意味合い。 
二つ目は、OB/OGや次年度以降にこの総評を見るであろう次世代等に向けての 
記録的意味合い、の２点です。 
 したがって、流れとしては、以下四点を端的にまとめていこうと思います。 
 
 

１．テーブル（議論）の流れ 
２．本テーブルへのリフレクションとコメント 

３．順位選定理由 
４．5thエキシビ進出者、並びに惜しくもそれを逃した現役へ向けてのメッセージ 

 
 

また、本総評はあくまで、ただ１学年上のディスカッサントであるジャッジ陣による 
私見に過ぎないので、所々、考えや文章において稚拙なところもあるかもしれませんが、 
そこはご容赦頂いたうえ上で、お読みください。 
  



１．テーブル（議論）の流れ 
 文責：室井（早稲田４） 

 

Narrowing~OP 決め <20min> 

B コースの 20数名が見守る中、由浅のナローイングによって議論が幕開けた。 
OP決めまで順調に進み、OP立候補者に豊島、渡辺、眞鍋の 3人が出た。 
また、3人とも PSF ではなく自分なりの論点を抽出したニュープロシージャ― 
（以下ニュープロ）を提示した。結果的に豊島のオピシが選ばれるので、 
それは後述するとして、渡辺のオピシは、教育の目的は「理想の国民にどう仕向けるか」

という仮説のもと、理想の国民は follow order と independence のどちらの素養をより 
持つべきか、またその議論を通し、どのようなプランメイキングをすべきか、 
といった内容のものであった。眞鍋のオピシは、普段の議論で到達する C/P(体罰)の効果を

good effectと bad effectの二つに予めわけ、その 2者をコンパリしよう 
というものであった。3つが出そろったところで鵜殿が、OP決めにおいて必要な Qを 
予め全体で共有し、時間の浪費を避けようという提案が採択され、由浅の「task=msb for 
J/N とオピシによって得られる結論の関連性について」と大和田の「OPとして仮説やスタ

ンスがあるのか」という Q がシェアされ、その QAと OP立候補者のプレゼンで OP決め

が終了し、Voting の結果、豊島のニュープロが採択された。 
 

豊島のニュープロ <2h40min> 

まずは豊島のプロシの概要を説明したい。 
 
step1. Confirm the definition of education(=improve Ability(以下 ABL) ) 

⇒to improve ABL = enhance motivation(以下 MTV) and improve skill 
step2. Confirm the definition of praise and give suffering(=give punishment) 
step3. Compare praise and give suffering 

(which is more effective to enhance MTV or improve skill) 
step4. Decide Direction 

 
端的にまとめると、『アメとムチのどちらが生徒の能力を高めることに資するか、 

そこからさらにアメとムチのどちらが教育的意義を達成できるか』を議論し、 
その議論から政府として取りうる方向性(Direction)並びに施策(Mandate)を決めていこう、

というものであった。 
 



ニュープロの時によく陥りがちな展開として、「ニュープロによって得られるコンクル

は narrowで合意した msb for J/Nというタスクに準拠しているのか」、また「その議論の結

果として T/PLAN or notが結論付けられる論点にたどりつけるのか」というダウトの検証 
というものがあるが、今回も例外なくその点、具体的には前者が主な争点となった。 
というか、そこだけが今回の議論で扱われた点であったと言わざるを得ない。 
 
おおまかな時間配分を先に記すと、step1 に実に 1h20minを費やし step2に 20min、

step3 に 1hという時間配分で豊島のニュープロは進んだ。 
 
おおまかな議論の流れとしては、step1で由浅の msb for J/N と豊島の立証しようとして

いるものの Link へのダウトが提示され、それが主に本人の介入によって一旦 step3のコン

パリまでいって話されることになり、step3であらためて豊島のロジックをみた由浅が

step1 の立証が不十分であると指摘し、実質 step1に戻り、事態の把握をしていたら議論が

終了した、という展開である。 
 
もし PSF の例になぞらえるなら、harm が death のオピシを用い V/Pが本人ではないため

SOHの立証はアンクリアとなり NFC で話そうと流れ、NFC で deathが seriousな理由を J/G
視点で検証しようとしたが、それが不明確のまま終了し、結果、SOHの立証が不十分な 
ため進行度として harm area が終了した段階で議論が終結したと言わざるを得ない、 
というような次第である。 
 
ここまで議論の全体の概要を見てきたので、最後に各 stepにおいて、どのような議論？

が展開されたかを記して終わりにしたいと思う。 
 

Step1: 豊島の教育における価値観の共有と由浅のダウトの理解 
  
Step1で豊島はいくつかの価値観を提示した。 
①Educationとは improve ABL と improve Moralの二つである 
②improve ABL は enhance MTV と improve Skill の 2要素から構成される 
③improve ABL を達成することはそうでない場合に比べ make situation better for J/N である 
 ( = ↗ABL < ×↗ABL = not improve ABL is serious than improve ABL) 
これらの価値観がゆっくりではあるが、由浅のダウト、眞鍋、鵜殿、大和田の QC によっ

て明らかになってきた。 
 
特筆すべき争点としては、step1の序盤に由浅が指摘した msb for J/N と improve ABLの 

Linkの証明があるだろう。つまり普段の SOH の立証責任の確認である。 



 
この点において豊島の主張は、先生がどのような願望(aim)を持って指導するか、ひいて

は aim のレベルで比較をし、先生の立場としての指導の方向性を決定づけたいというもの

であった。つまり先生が何かしらの優位を持った aimを持って指導をする= msb for J/N で

あると主張した。 
 
ここにおいて由浅の主張は単純明快で「result でしか improve ABL という事象は測れない

(意味を持たない)ため、生徒視点で resultに着目したコンパリをする必要がある」といった

ものである。つまり、生徒が improve ABL を resultとして実感する=msb for J/N であると換

言できうる。 
 
それでも豊島の主張としては、resultに focus した瞬間に個々の生徒によって違った背景

や性質があるため、ロジックが無数に乱立し、議論が成立しないと主張し、あくまで aim
でのコンパリを主張する。 

 
そこで由浅が improve ABL をしたら make sit worseになる例外（例えば知能や技術の発達

がハッカーやテロリストを育てる可能性がある）を提示し、豊島のロジックを否定しにか

かるが、鵜殿や大和田のカンファメによりその点は DAとして話されることになる。 
 
 もうひとつの争点としては、前出の争点と同一ではあるが、前出の争点は何を prove す
るかの問題であったとすれば、今回の争点はどの視点で proveするのかを取り上げる。 
 
 豊島の主張としては、aim は teacherのものであるから、当然 teacherの視点だけで十分

であるというものであった。 
  
それに対し、由浅のダウトは結局 J/G(=us)の視点も必要であるというもので、一時衝突し

ているように見えたが、眞鍋のカンファメで step1では V/P=teacher で証明し、step3のコン

パリ(のワラント)で V/P=us として検証すれば問題ないということで一応の収束をした。 
 
少々難しい話をしているようだが、これは単なる SOHの V/Pと NFCの V/Pを混同して解

釈していたが故の混乱であり、エキシビテーブルにおいてこのような議論がなされたこと

は少しばかり残念である。逆にその違いを端的にまとめようとしていた眞鍋は効果的なカ

ンファメだったと言える。 
 
 
 



Step2: 豊島の提示する praise と give suffer の定義を確認する 
 
特筆事項なし 
 
Step3: 豊島の展開するコンパリロジックの理解とダウトの理解 
 
 このステップでは大きく分けて三つの争点があった 
①再燃した DA問題 
②豊島のコンパリソン Logic 
③SOH(=NFC)の立証責任の所在 
 
①の DA 問題とは、豊島が主張していた「result に focusしない」というものから派生し、

result の話を aim に focusすることの DAとして話そうというものであった。 
しかしこれは由浅の主張する result の話には該当しないというのが結論である。にもかか

わらず、一時テーブルが彼の主張を誤解し、更に、大和田らが decide D と decide T/PLAN
の話を分けてやろうという提案を出し一時混乱を招くが、眞鍋のカンファメにより、 
由浅の話は result の話を msb for J/N との Link で検討しなければいけないというものであ

り、DA の類のものでないということがテーブルに浸透し収束した。 
 
②豊島のコンパリソン Logic はそもそもいくつかの論点を同時にはらんでいた。 

A) Improve ABL は msb for J/N 足りえるのか 
(ア) V/P=teacher の aim としてそれは立証可能か 
(イ) 仮にそうだとして、V/P=J/Gとして touchするに足る実害か 

B) Enhance MTVは Improve ABLを達成しうるか 
(ア) 同上 

C) make confidenceと make regretはどちらが enhance MTVを達成するか 
(ア) 同上 

 
少なくともこれだけの争点があったように思われる。 

どれも今までダウトで散々出されてきた争点だけに、ロジックを出す前にしっかりと 
争点整理をしてから検証に移るべきであっただろう。 
 
実際残りの 1hの議論は data や warrantで何を話すのか(つまり上記の論点をどこでどのよ

うに話すのか)という方法論の話し合いに執着し、そのまま終了した。 
  



２．本テーブルへのリフレクションとコメント 
文責：江尻（青学４） 

＊個人的な意見をベースにしている為、表現が未熟であったり内容に反対意見があったり

する場合は申し訳ありません。今後の現役の方々の活躍に少しでも貢献できたら嬉しいで

す。 
今回本テーブルでは usualではないオピニオンシートで議論されたため、その 
（ⅰ）意義（意見提示側: opinion presenter）と（ⅱ）議論参加の仕方（意見検証側：

participants）の二つの視点から今回の実例も踏まえてどうやったら議論ができるかを説明

する。 
 
（ⅰ）意義（オピメ） 
・オピニオンプレゼンターの条件 
まず初めに、オピニオンプレゼンターは「現状の政策に対して意見（反対）があること＝

仮説を持っている」ことが重要である。なぜならナローイングによるコンセンサスで私た

ちは政策決定会議を行っていること、また、国民にとっての現状の向上を目指すという課

題を担うことが決定されているからである。だからオピメが提示すべきものは「私が考え

るに現在の政策でなく私の考えた新しい政策がこの日本社会で必要だと思う」という仮説

である。例えば「体罰の教育的な効用は皆無だと思う。だから徹底的に厳罰化する必要が

ある」などだ。もちろんこれには反論もあるだろうがそれが仮説に対する議論であり検証

である。したがってオピメは議論をするための明確な意見と解決策（政策）を示す必要が

ある。 
 
＊余談だが意見を持つというのは usualでも unusualでも変わらない。よく見かける“My 
opinion sheet is usual one.”というアピールポイントはもはやアピールではなく思考停止の

文言であり多種多様な意見が出されるべき Discussionでは単なる足枷であることも考えて

ほしい。意見が他人と 100％同じなんてことはない。 
 
・オピニオンシートの種類 
この条件を踏まえた上で私たちは多くの時間 problem solvency format（以下 PSF）を使用し

効率性重視の枠組みで議論を行う。しかし、ほとんどが効率性重視にも関わらず政策検証

（コンパリ）に時間を割けなかったり、PSF の枠組みに弾かれる意見は置き去りにされ

る。よってそれらを扱うために出されるプロシージャーが unusualなプロシであり、大体

は 
 
① PSF に基づくプロシ→ステップ省略、コンパリ決着の代替案等 
② PSF に基づかないプロシ→思考実験、倫理的・道徳的意見等 



 
に分けられる。重要な点は一般的に「普段（PSF）と違っていること」である。①か②を用

いらなければならなかった理由、そこに’unusual’の意義がある。それぞれの基本的意義

は 
① ：時間短縮、セオリーと方法論の適応性（コンパリだけでいいじゃんとか＃of 
priority おかしいよねとか） 
② ：テーブルメンバーとの価値観の議論 
 であると考えられる。本テーブルの豊島のオピニオンシートはおおよそ②にあたると考

えられるため①の具体的な説明は割愛させていただく。②が PDD として成り立つのは説明

してきた通り、テーブルメンバーの価値観の議論から判断される政策方針とそれに即した

政策を立てることである。今回の議題は簡単に言えば「アメとムチどちらの方が正しい教

育方法か」ということだったと私は判断しているが示された結論は政府としての方針の決

定だけであり、オピメとして「この価値観を議論したい」というだけでは不十分であっ

た。議論の後半になってようやく眞鍋のカンファメにより「アメの方が生徒のモチベーシ

ョン喚起につながる」というスタンスやコンパリと得られる結論の整合性が浸透したが、

この議論の方向性を決定するため始める前に自らアクションとを起こすべきだったと考え

ている。加えて政策を示した形跡も確認できなかったため、持っていたのであろう意見の

軸がなかなか伝わらなかった。たらればの話になるがそれらを豊島自身が示せていれば、

由浅の「MSB for J/N につながらない」というダウトも解消できたのではないかと思う。総

合的に「政府として教育にはアメの方がいい」という仮説と具体的な政策を決めなければ

もはや PDD ではない。 
ただ今大会でほとんど体罰厳罰化のオピニオンシートで埋め尽くされていて形骸化した話

も数多く、そもそも正しい教育方法はいかなるものなのかという単純な疑問をぶつけるこ

とと praise(≒アメ)と give suffer(≒ムチ)の比較をしようという考えは独創的な発想であっ

た。豊島は 5thエキシビという舞台でそれに挑戦する気概もあり私個人としては非常に惜

しさを感じたことを記しておく。 
 
（ⅱ）議論参加の方法（パンツ） 
 
ここまでオピメの持つべき軸を説明してきたが、結論から言うとオピニオンプレゼンター

ではない側（パンツ）はそれを検証するという役割がある。大分すると 
 
① 意見を引き出す 
② 問題があれば方法論を修正する 
③ その意見に対し批判的考察をする 
になる。その詳細について説明する。 



① 意見を引き出す 
検証するためにもどんな意見なのかを統一見解にしなければならない。これには大枠とし

ての議論の方向性と内容を理解し浸透させる能力が求められる。今回は初見のフォーマッ

トだからこそ QC で話を単純化させることが重要であった。 
例えばそのものの定義やオピメの意図、得られる結論などのいわゆる must Q で議論の土台

を固めるなどの介入である。本テーブルまで上り詰めたからにはそれができる確固たる実

力があるということになるが、実際のところその QC が少なく各個人が個人的な解釈で進

んでいった点も多かった。よってオピシ自体は自体は難しくない構造なのになぜか複雑に

なった節がいくつもあった。有効なカンファメ―ションは少なかったが上述の眞鍋のマク

ロなスタンス並びに方向性のカンファメや鵜殿が中盤に行った PSF とのすり合わせは各個

人の見識のブレが少ないのである程度浸透し有効であったといえよう。 
 
② 問題があれば方法論を修正する 
次に正しい結論を得るため QC で発見された不要・不適切な論点に対し削ったり足したり

することが求められる。このパフォーマンス良し悪しはもちろん QC に依存する。今回は

由浅がいち早くアメとムチの比較において MSB for J/N が欠落しているということに気づ

き、タスクに準拠し生徒のマイナスの比較をしようという提案をしたがなかなか受け入れ

られずプロシへのダウトとして多くの時間を割き議論の生産性を欠いた。この議論は一貫

した提案を続けるのではなく柔軟性を持ち新しい方法論を提案することもできたと私は考

えている。例えばどちらのやり方でも比較するが、豊島の方法論で決める方針（政府主導

の見方）と由浅の方法論で決める方針（生徒からの見方）で相違点があれば、優先すべき

はどちらかという論点をもって先ほどのダウトを決着する等も考えられたはずである。プ

ロシへのダウトは議論するための方法論の違いなので「できない」で終わるのはなく「こ

うすればできる」という提案を引き受けさせる工夫が必要である。 
 
③ その意見に対し批判的考察をする 
これは①②を経て適切な方法論の中で出てきたロジックに対し議論するための意見であ

る。PDD においてこれは不可欠なものである。今回はこの時間が少なかったためあまり内

容に触れることはできないが、少し補足すると教育は様々なパーソナリティーを持った生

徒を相手とするためケースはほぼ無数であると考えられる。アメとムチの良し悪しを一般

化させた論拠に落とし込むにはケースを絞りそれぞれに対して議論する必要があったと考

えられる。5thエキシビに進んだ者として各々が意見の醸成に、より一層の努力が必要で

はないかと私は考えている。 
 
 
  



３．順位選定理由 
文責：青笹（上智４） 

  
第１位：由浅（立教３） 
 一貫したダウトをテーブルに提示し続け、テーブル上の論点を結果的に収束させてい

た。全員が由浅の指摘に対して誤解をしたままカンファメーションを繰り返し、最終的に

豊島が提示した論点が全て不明瞭なままテーブルが終わってしまったことに関しては責任

の一端を担う。一貫したダウトを提示し続けたということは、そのダウトが最後まで解消

されずに終わったということであり、2時間 40分もの間豊島のニュープロを検証したこと

を考えるとダウトの提示方法やそれ以降のプロシーディングについてはまだまだ改善の 
余地があるだろう。ニュープロに対する優れた理解力と、ダウトや反論を思いつく思考力

はずば抜けたものであったが、その”正しさ”は伝えられなければテーブルに混乱を招く

ものでしかないと重々承知しておいて欲しい。ただし、他の追随を許さず、D+を与えるこ

とへの不満や議論がジャッジの間で全く行われなかった程に評価していたことをここに 
記しておく。D+というランクは今の実力のみに与えられるものではないと理解し、 
今後も周りから認められるようなディスカッサントに成長していって欲しい。 
 
第２位：眞鍋（東大３） 
 有効な意見を提示したわけではなく、介入量が多かったわけでもないが、由浅のダウト

の持つ潜在的な意味を誰よりも早く理解しており、テーブルにおいて議論をするためには

何が必要なのかなどといったカンファメーションでテーブルの理解を揃えていった。 
どこでどう話すべきなのかを明示しきれない由浅と豊島に代わってその役割を常に 
ニュートラルな立場から指摘し続けていたのは、今年の現役には珍しいタイプであった。

徒に相手の言ったことを反芻するものではない、よいカンファメーションを見せてくれ

た。そこに自分の意見を織り交ぜ、自らが議論の中心となっていくことができれば自ずと

介入量も増え、由浅と肉薄することもできたのではないだろうか。発言権を奪われがち 
なのはその優しさ故なのかもしれないが、時には強引にテーブルを引っ張るということを

意識することも重要である。 
 
第３位：鵜殿（早稲田３） 
 介入量自体は眞鍋よりも多かったが終始相手の言ったことを反芻する普通のカンファメ

ーションに徹してしまい、有効なサジェスチョンや反論に繋げることができなかった。 
チャートの構成、言葉のチョイスどれをとっても質の高いカンファメーションではあった

が、テーブルのメンバーに浸透していない内容を浸透させ得たかというと疑問が残る。 
オピメ選定の際に Questionを限定するなど、ニュープロへの対処はある程度心得ていたで

あろうことを考えると、より議論の中心になれなかったことが悔やまれる。第３位以下の



全員に言えることではあるが、こういったテーブルで１位になるためにはなにができたの

かもう一度考えてほしい。 
 
第４位：大和田（明学３） 
 こちらも終始質の高い普通のカンファメーションをするに留まってしまい、普段見せて

いたサジェスチョンを提示することができなかった。ニュープロに対してダウトが出たと

きに PSF であれば今話されているのはどこに中るのか、などを考えればもっと効果的な 
発言ができただろう。基本的な QC を質高くやることは常に重要であると言えるが、 
３位に比べて介入量自体がやや少なかったことが響いてしまった。テーブルに論点や方法

論を提示することができていれば、停滞を脱し、違う結論に至ったかもしれない。 
 
第５位：豊島（早稲田３） 
 エキシビションテーブルまで来て、試したことのないニュープロを提示し、それが選ば

れたこと自体は評価に値するが、オピニオンプレゼンターとしての責任を果たしたと 
は言いがたく、豊島の理解がテーブルとずれたままだったことは反省して欲しい。 
どのように説明すれば自分の考えが浸透したのか考えてみてほしい。テーブルの雰囲気

や、発言権を回していたのは豊島であったため、プロシーディング次第ではより活発な 
議論が為されたのではないだろうか。 
 
第６位：渡辺（明治３） 
 テーブルの理解に置いていかれてしまい、自分の理解を整えるための QC に終始してし

まった。発言権を主張するために手を挙げるのは有効であるとは言えるが、自分の理解の

ためであればまず初めにやらなければ自分が議論の中に身を置くことはできない。豊島と

同様、快活な相槌でテーブルの雰囲気をよくしていたが、出てきた発言からテーブルにな

にかをもたらすことはできなかった。とはいえ為された QC はどれも質の高いものであ

り、今後はレベルの高いテーブルでどう立ち振る舞うかが課題になるだろう。 
 
最後に：奇しくも由浅、眞鍋以外はほとんど役割がかぶってしまい、積極的に評価できる

内容が少なかった。いずれもエキシビションテーブルに相応しいだけの思考力、プレゼン

テーション能力が備わっているだけに惜しいテーブルであったと感じる。最高の舞台で最

高のディスカッションができたわけではないからこそ、勝ち取ったランクに見合った今後

の立ち振る舞いに期待したい。 
  



４．5thエキシビ進出者、並びに惜しくもそれを逃した現役へ向けてのメッセージ 
 
室井啓輔（早稲田４） 
 春セミお疲れさまでした。今頃やっと訪れた春休みを満喫している人、悔しさをばねに

早くもアッセンへ向けたプレパを始めている人、色々いると思います。 
  
ぼくのメッセージはさんざん色々な場所で機会をもらって発信してきたし、FACEBOOK

にもアップしておいたのでそっちを見てください(笑)なのでここでは、表題通りのメッセ

ージをジャッジしていた側の視点で伝えたいと思います。 
 

 まず前提として、今年のエキシビ、Dランカー、D-ランカー、2カン等のメンツは予想

通りでしたか？自他問わず、ランカー全員が順当に表彰されたと思いますか？おそらく違

うと思います。その原因は「評価する」主体が違うからです。 
  
 春セミとは結構残酷なもので、テーブルメンバー全員がある人を 1位だと思っていても

ジャッジがそう判断しなければ 1位にはなれません。ジャッジがパンツを「評価」して結

果が決まるからです。そして評価するための「評価基準」に従ってジャッジは点数を入れ

ています。つまり評価には 3種類あります。 
自己評価/パンツからの評価/ジャッジからの評価。そこで今回考えてほしいことは、 

「一番優先したい”評価”はどれですか？」ということです。 

【自己評価の人】 
今のディスカッションで本当にあなたのやりたいことができていますか？ 
あなたが納得する、評価してあげられるディスカッションって何ですか？ 
もしそれが、ランクなのであれば、あなたの優先して考えるべきことは、 
「どうしたらジャッジから評価されるか」です。そのために何が必要だと思いますか？ 
 
【パンツからの評価の人】 
どうしてそう思うんですか？どうしたらパンツは自分を高く評価してくれますか？ 
もしそれを春セミ(ジャッジからの評価で順位が決まる場)でも優先したいと思うので 
あればどうしてですか？また、そのために自分はテーブルでどんなことをできますか？ 
 
【ジャッジからの評価の人】 
ジャッジは単にあなたのディスカッションにおける発言を評価するだけの生き物では、 
残念ながらありません。（本来はそうあるべきだし、もし本当の公平を期するなら外部の

全く参加者のことを知らない人たちにジャッジを委託すべきだとは思っています。） 



ジャッジも人間で、あなたたちの側で一緒に成長を見守ってきました。去年はプレイヤー

として、ディスカッションに一生懸命に取り組んできました。 
そういう人がジャッジであるということをしっかり認識していますか？ 
本当はもっとできる実力があるのに、テーブルとしてその人の発言を落とし切れていない

ため評価できないジャッジの気持ちはどんなものだと思いますか？テーブル中でよい 
ディスをしようとしている人をないがしろにする発言や挙動をみてジャッジはどう思うと

思いますか？  
 
あえて問いの形にしてあります。自分で少し考えてみてください。 
 
すごい遠回りになりましたね。だから文章下手って言われるんでしょうか(笑) 

あえて表題中の問に無理に寄せてまとめると、 
 
「ジャッジの視点をもっと意識してディスカッションできたら、 
本来望んだ結果を得られたかもしれない」 

 
ということです。細かい話は言うべきこの場では言うべきではないと思うので控えますが 
もっと「評価されている」ということを自覚してディスに取り組んでみてもいいかもしれ

ません。それは上下関係があるとかそういうことを言っているのではなく、春セミや 
アッセンという普段の大会とは違う機会でディスをしているということを考えたら 
もっと「評価される」ということの特殊性と意味が理解できると思います。 
それを意識してアッセンに臨んでみてください。何かわからないことやプレパの相談は 
いつでも乗るので気軽に連絡してください。本当にお疲れさまでした。 
  



 
青笹雅史（上智４） 
タイトル発表から２ヶ月お疲れさま。長いようで短く、短いようで長い時間を過ごして

きたことと思います。みんなの頑張りをずっと見てこられて嬉しい限りです。表に立つ時

は散々厳しい態度をとってきたので現役諸君を怖がらせてしまうこともあったでしょうが

笑、その甲斐あってか(?) 徐々に成長していくのを微笑ましく、また去年の自分を懐かし

く、もう現役に戻れないことを痛感してうらやましく眺めていました。笑 さて、ここか

ら書くコメントは今回のエキシビに対してというよりは、この２ヶ月間に僕が感じていた

ことをつらつらとお話させてもらおうと思います。 
 
Ⅰ. 不可視の”N”について 
春セミ本番の OC でも触れたし、馬場（東大４）くんからも口酸っぱく言われてきたと

思いますが、最低限正しい英語を使いましょう。背伸びをする必要はありません。これは

ジャッジ基準とか点数といった問題ではなくコミュニケーションにおけるマナーです。英

語点を実際的に導入していたわけではありませんが、E.S.S(あるいは E.S.A) に所属している

以上は英語に対してのこだわりをある程度は持つべきだと思います。 
 
Ⅱ. ランクについて 
今年の基準局としての一番大きな決断は、ランカーの推移を変更したことだと思いま

す。D+という長らく出ていなかったランクを出したのも、過去にその栄冠に輝いた方々と

同じ実力だからというわけではありません。だからこそランカー諸君には責任がありま

す。そこに届かなかった人達に対して。そしてそこを目指す後輩に対して。それらを通じ

てディス界全体の過去と未来に対して。実長の室井くんの言った通り、’なってよかっ

た’と自他ともに思える、そんな存在になってください。 
そこに届かなかった諸君。まだまだ成長して見返せるチャンスはあります。それを活か

すも殺すも自分次第です。春セミで抱いたものが悔しさだったのか、憧憬だったのか、あ

るいはあきらめだったのかもしれません。しかし、まだ終わるには早く、始めるにも遅く

はありません。ライバルたちが、尊敬する先輩たちが立っていた場所に立つためにやれる

ことがあるはずです。ジャッジ陣が書いた総評がなにかその支えになればいいなと思いま

す。春セミとは少しずれますが今年から導入したマスター制度も有効活用してください。 
 
Ⅲ. “議論をしようとするのではなく、議論をしてください” 
２ヶ月間で数多くのディスカッションを見てきましたが、全員全く同じオピニオンシー

トで全員が同じアーギュメントをしている印象がありました。そして同じような流し方し

かできないからその奪い合いになって進まなくなる。Problem-Solvency-Format を使ってい

る以上、型にはまったディスカッションをするなとは言えませんが、オピニオンプレゼン



ターもアーギュメンターもトリーターも、思考停止気味だったのではないかと思います。

コンパリアイデアがあるのは当たり前のことです。厳罰化である以上体罰をなくすべきな

のも当たり前のことです。ありふれた Q に対する答えを用意するのも当たり前のことで

す。現状禁止している以上 APAに体罰を減らすべきなのも当たり前で、未来のことだから

実際に減るかどうかが不明確なのも当たり前のことです。頭でわかっているはずの話を小

出しにとぼけながらやることを議論とは言いません。そういった戦略を否定するわけでは

ありませんが、その上でなにを議論したいのか、そのアイデアがあった人はほとんどいな

かったと思います。誰が誰とやっても同じディスカッションになる停滞した状況から脱し

ようという流れがあってもよかったのではないでしょうか。単にトピックやマンデートを

変えろということではないので、自分なりに考えてみてください。 
もう一点は春セミの CC で触れましたが、人と人とのコミュニケーションであることを

忘れないでください。好きな果物を聞いて「リンゴです」と言われたあとに、「今わたし

がした質問は’好きな果物はなんですか’であなたの答えは’リンゴです’でしたね」な

どという会話はあり得ないですよね。笑 「僕はみかんが好きだなぁ」「え、でもみかん酸

っぱいしリンゴの方が甘くておいしいよ」「うーん、ぼくは酸っぱい方が好きだなぁ、ビ

タミン C 豊富で体にもいいし」…自然と議論ってできてると思うし、無駄がないとすぐ終

わりますよね。もちろん他人の発言に対する解釈を正していくのも重要ですが、それをし

ているだけでは議論とは言えないし、解釈が間違っている(インダイレクト)ならそこに提

示した意見では議論できないですよね。タスクを使って流したり、定義を詰めたり、相手

の意見を理解することに終始したりするだけの議論ごっこをするのはみんなの思考力や技

術からしてももったいないと思うので、是非どういう議論が自分たちにできるか、今一度

考えてみてください。 
 
厳しいことも言いましたが笑、この総評自体もこれからのみんなの成長の糧になればと

思って書いているので、気が向いた時にでも読み返してもらえると少しは参考になるのか

なと思います。全く同じディスカッションを二度とやることはできないので、その一つ一

つを大切にできるように、そして楽しめるようにこれからもがんばってください。 
 リフレクションやプレパ等いつでも誰でも受け付けてるので気軽に連絡してください。 
  



江尻宗也（青学４） 
とにかくお疲れさま。 

ここまで沢山時間割いてプレパして努力したと思います。 

言いたいことは大体リフレに込めました。 

アッセンも頑張ってねん（＾＾） 

 


