
 

 

 

Assembly 東日本予選 甲３テーブル総評 
 

 

 

＜ジャッジ＞ 

田中（明治４）/室井（早稲田４）/馬場（東大４）/江口（青学４） 

 

 

＜テーブルメンバー＞ 

眞鍋（東大３）/大森（立教３）/北田（立教３）/金（獨協３）/岸（立教３ 

飯塚（慶應３）/川本（立教３）/藤原（早稲田３）/富永（早稲田３） 

 

 

＜総評の流れ＞ 

０.はじめに 

１.全体の流れ（室井） 

２.順位選定理由（馬場） 

3.一言（馬場/田中） 

 

 

0.はじめに 

  

この総評は実際に議論を行ったメンバーに、今回の議論が外から見ていてどのように映ったのかを振り返る材料に

することと、記録として、どのような議論がされ、どのような評価がされていたのかを残し、次代の参考にしてもうら目

的で作成しました。この総評はジャッジ陣がこのテーブルから最大限テーブル目線でくみ取って書いたつもりです

が、それでもテーブルの体感と違うところがあるかもしれません。ご容赦ください。 

 

  



 

1.全体の流れ                                              文責：室井（早稲田４） 

 

テーブル

の流れ 
個人の介入・発言 ジャッジによる講評 

Narrowing 

 

(17:00~) 

 

1. オピメ

決め 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯塚 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

眞鍋 

↓ 

大森によるナローイング 

 

立候補者 (説明順) 

1. 飯塚: 教育格差（or 学歴社

会） 

⇒「教育と経済は密接に関係し

ているから経済格差をなくせ

ば教育格差もなくなる」 

2. 眞鍋: 教育システム 

⇒「教育現場の多くの生徒が、 

授業がわからない理由にスピ

ードをあげている。しかるにそ

れを補填すれば、より多くの

生徒が義務教育を全うでき

る」 

3. 金: マイノリティ(Bullying) 

⇒「マイノリティにある生徒(今回

は障害を抱える生徒)は通常

学級においてはイジメの対象

となる。ならば特別学級へ移

ればそれを回避できる」 

1. 飯塚への主な質疑 

 

岸「いつ AD を取れるのか」 

→「msb for JNをした時」 

川本「どんな論点を想定してる」 

→①貧困 v.s. 労働意欲低下 

 ②経済的側面 

 ③①を S/M レベルで 

 

 

2. 眞鍋への主な質疑 

このフェーズにおいて重要になるのは、✔それぞれのオピシを選ん

だ後にどのような結論を、何を論点として導くのかだと思います。 

 

また忘れられがちなのは、✔オピメ側の準備です。オピメ立候補の

プレゼンの内容の精査、練習を何回できましたか？ 

 

正直、三者ともここでのプレゼンだけではどんなことをしたいのかが細

部は別としてもあまりわかりませんでした。 

 

飯塚の意見は”Educational Status”と銘打っていましたが、そもそも

資本主義を否定する意見だったのか、一教育における格差を是正

したいのか、また学歴を重要視しすぎる学歴社会を是正したいの

か、そしてそれを結論付けるために資本主義と社会主義を持ち出し

た理由とは。 

とても面白い着眼点のトピックであっただけに、そのあたりをより一層

整理し簡潔に説明できるとより良かったと思います。 

（参考になりそうなサイトをみつけたのでリンクを貼っておきます） 

http://agora-web.jp/archives/1479698.html 

 

眞鍋の意見は他の二人と比較すると何を議論したいのかが伝わる

ものと感じました。それだけに、なぜ選ばれなかったのかを今一度整

理してほしいと思います。 

 

１位候補の筆頭であった眞鍋に OPをさせたくないという心理的な原

因もあったかもしれませんが、それを度外視して、原因として考えら

れるものとしては、✔プロシが想像しがたかった付随して✔DA・コン

http://agora-web.jp/archives/1479698.html


 

 

 

 

 

 

 

 

金 

↓ 

各立候補

者への 

質疑 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金が 

OPに 

(~17:40) 

 

飯塚「何が ADか」 

→勉強に追いつけること (×

S/M) 

 

金「批判力（眞鍋のコンパリのコ

ア）が伸びるというのは、どこ

で議論するのか」 

→コンパリ 

3. 金への主な質疑 

 

北田「マイノリティとマジョリティが 

共にいたら bully が起こるの

であれば、一生分離した方

がいいと思うけど、どうして

あくまで一時的（学校現場

だけ）なのか」 

→①論点を作り出すため（bully

によるストレス耐性とかであろ

うか？） 

②イジメは根源的になくならな

いから(これは QA ミートしてい

るのか？) 

⇒VOTE⇒金のオピシに 

最後に金がアウトラインに質問を 

受け付けるも、大森の Sにより 

各エリアで話されることになる 

パリを想像しがたかったの二点があげられると思います。 

 

プロシにおいて C-P をカットし、Mandate Making をほのめかす説明

をしていましたが、聞いている側としてはむしろ、その新進気鋭の試

みの手順を知りたかったのではと思います。そこに時間を割いて丁

寧に説明しきってしまえば、安心感もさながら、選ばれてからのプロ

シ争いへの予防線にもなりえたかもしれません。 

 

また、その説明があれば、そもそも DA・コンパリというエリアを必要と

していたのか、必要だとしてどのような議論が展開されうるのかの情

報も一挙に提示できたかもしれません。 

 

これも面白い試みと感じたので、是非またの機会に挑戦してほしい

と思います。 

 

金の意見に関しては後述していくのであまり詳しくは触れないでおき

ますが、金の話は 

・「教育現場における”マイノリティ”の在り方」 

・「なぜイジメが起こるのか？を心理的要因から議論する」 

・「障害をかかえる生徒にとっての教育環境」 

など、それらに応じて説明する側も質問する側も内容が変わってき

たと思うので、✔大枠を抑える意識をもう少し持てると良かったよう

に思います。 

Problem 

 

(17:40~) 

 

Prob.の 

概要を 

つかむ 

↓ 

 

P: Disabled students get bullying 

（以下主な質疑） 

大森「なぜ P が起こっているの

か」 

→親が子どもの（社会での）自立

を願って子供に行かせている 

(consider) 

 

眞鍋「その生徒たちは望めば特

大森、眞鍋、飯塚の結果的にみれば上位３人による、QC によって

金の問題意識が徐々にではあるが明らかになってきたという印象で

す。 

 

ここで、総評を読んでいる、特に 2 年生に向けて伝えたいことは、✔

終始ディス中にコンスタントに介入をし続けることが上位を獲得する

のに必要であり、その事実は甲という上位グループにおいても同様



 

 

 

 

 

 

そもそも 

この Prob. 

の設定で 

正しいの

かの議論 

↓ 

 

 

Prob.が 

曖昧の 

まま 

Harmへ 

(~18:04) 

別学級や学校へ行けるのか」 

→行ける 

富永「（現行の特別学級では教

える科目が違うが）APAで

教える科目も変えるか」 

→変えない 

飯塚「なぜ OP は P を Parents 

force S to go to ordinal 

schoolsにしない？」 

→force されている、いないに関

わらず、イジメがなくなれば Harm

がなくなるから 

 

(誰も確認してなかったはずです

が、その A をするということは、

“大森の Q に対する A が変更さ

れた”ということを意味し、P の定

義が変化していたのですがどう

なのでしょうか 

である、と言えると思います。 

換言すれば、質においては特筆するほどの差は生まれなかったとい

うことです。 

 

岸、川本、富永、北田は幾度かいい視点からの C で介入しており、

時にそれは上位３人の質をも凌駕しうる内容であっただけに、より惜

しく感じられます。 

また金は途中、Aに回る時間が増えましたが、その原因は説明不足

に尽きると思われます。 

より自分が伝えたいことを細かく砕いて、分けてその都度適切な説

明をしていくという手順をやや怠っていたように感じます。例えば、 

P 全体を端的に説明→disable stu.説明→QA→Bullying 説明→QA

→P 全体を端的に再説明→QA 

のように、細かく分け、更に新奇性の高い topic なのであればそれら

を全て紙に procedure として書き落とす準備をしてもよかったかもし

れません。 

Harm 

 

(18:04~) 

 

個々に、 

各フェー

ズで起こる 

イジメの 

実態と 

違い 

を確認 

する 

↓ 

 

 

 

 

 

H: Students S/M 

（以下主な質疑） 

 

藤原「なぜ他の生徒（マジョリテ

ィ＝健常者）がイジメをするの

か」 

→×consider 

  e.g. マイノリティの生徒を見下

しているから 

 

川本「ordinal と society の違い

（発言ママ）」 

→ ” relationship ”  disable-

ordinal or not 

 

飯塚「ordinal と special の違い

（発言ママ）」 

→attacker is different 

内容ごとにコメントしていきます。 

まず、藤原・岸の両人は他のパンツとは一線を画し、自らのアーギュ

の下準備のための介入をしていました。その点は、✔役割を見つけ

て活躍するという意味ではよかったと思います。しかし、両人とも時

間を取ることを嫌ってか、介入が淡泊過ぎた印象を受けました。出

し方、印象の付け方を改善し、少なくとも、✔「Q の意図はこういった

ダウトをもっているから。そして OP の A によりこれが明らかな crush

となった。ゆえに然るエリアでこのアーギュを提示するので、議論が

必要」といった趣旨の CCL カンファを打って終わらせたら、よりアー

ギュの展開までスムーズに運べたように思います。 

 

また、目の前のゴチャリを看過するのではなく、✔積極的に介入して

いって解消し、あわよくば自分のアーギュのストラテとして利用する

気概がないと上位へ食い込むことは難しいと思います。 

次に、“イジメ“の定義の議論ですが、川本・飯塚・大森の三人は、



 

 

 

 

 

眞鍋・ 

飯塚に 

よって 

一応収拾 

↓ 

 

 

Prob.の話 

(親が

force 

している) 

が再燃 

↓ 

Evi提示 

↓ 

結局 

P－Hの 

実態が 

あまり 

明らかに 

ならずに 

Harm 

終了 

(~18:50) 

 

大 森 「 minority in school と

minority in societyの違い」 

→？？？（確認できず） 

 

眞鍋「OPにとって重要なのは、 

minority in school or that in 

society ではなく、bully in 

ordinal school or that in 

societyだよね」 

 

飯塚「親と子供の考えの gap→

Prob.」 

 

岸「なぜ TG はイジメを受けるの

か」 

→because of J/G’s 

 educational environment 

 

眞鍋「TG は ordinal schools へ

行きたいと思ってるのか」  

→×consider 

 

川本「どうして親は生徒が特別

学校に行きたいという声に

気づかないのか」 

→evidence 

 

⇒インタミへ 

聞き方は違えど、同じ部類の議論をしていることを気づいて介入して

いましたか？ 

それができなかった原因は、質問を曖昧なまま投げ、また周りも丁

寧に詰めなかったことにあると考えます。左にあえて原文のまま質

問を記述しましたが、ordinal と society の違いとは単なる語義的な

質問なのか ordinal school と society という環境の特異性を聞いて

いるのか、はたまたそこで行われるイジメまで含んだ質問なのか、こ

ういった点に sensitive になるクセをつけられると、一気に Q の乱立

をまとめあげ、テーブルを推進することができたと思います。また、細

かい QC に囚われずザクッと「今は bully の種類の話か」と拾える視

点をより養えると介入の幅が広がると思います。 

 

結局この時にすべきだったと僕が思うことは、 

①TPO に応じてイジメが起こる・またその種類 

②OP にとってどれが problem か 

③OP の抽出したイジメと他との差異が Harm, NFC, Solvencyのエリ

アなどとどう関連している（と OP・パンツが思っている）のか 

等であり、すべての違いをこの場で精査する必要が実際あったの

か、そもそも違いを確認するという議論をしているうえで、テーブルと

してこの点が共有・合意されていたのかが疑問です。 

 

マクロとは本来、エリア単位の視点ではなく、その場その場の議論で

適切なフレームを作って、議論を円滑に切り貼りするものだと僕は思

います。3 年生はこれからリフレを提供する立場として、2 年生はこ

れからテーブルを牽引していく立場としてこの素養はマストだと思う

ので、少しでも意識してみることをお勧めします。まずはザクッとでか

まわないので、徐々にその絞りのコントロールを高めていってくださ

い。 

Cause 

 

(19:00~) 

 

飯塚・ 

大森・ 

飯塚の Suggestion が提示され

る 

①ASQにタイムリミットを設ける 

②オピメは全ての定義とそれに

伴う説明を一気通貫で行う 

③NFC と Solを skipする 

まず冒頭の Sに関して。飯塚の Sはテーブルのためを思って出され

ていたと感じ、また大森・眞鍋の修正も的を射ていたと思われる。そ

れだけに、オピメが決まった直後からこういった協力が展開されてい

ればなおよかったと思われる。タイムリミットを設ける S を打つにはや

や時間が遅すぎた。そして NFC と Sol を skip するという提案は今一



眞鍋に 

よって、 

これからの

議論への 

姿勢が 

明確化 

される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 

岸の C-P

への反論

が提出 

される 

↓ 

 

 

 

 

 

 

しばらく 

プロシに 

関する 

議論が 

展開 

される 

↓ 

 

大森・眞鍋の修正を受け、 

①各 Link へのダウトは無視しな

い 

→岸がダウトを持っていることを

確認 

②各 Sentence へタイムリミット

(5min.)を設ける 

以上のことが合意される 

C: J/G × force disable 

students to go to special 

schools. 

富永「今回の ADはあくまで bully 

in usual schoolsを減らす→ 

not S/Mでいいんだよね」 

→yes 

 

 

 

C-P: 

① relationships disable-ordinal 

exist in usual schools 

②other usual students notice 

who disable students are 

岸による objection for C-P link 

「attckers はいつだって minority

を見つけイジメをするから、

Cause は J/G にあるのではない

(つまり、生徒の心理状態にあ

る)」 

 

北田・大森・金の介入により 

①All cut を企図したアイデアで

あること 

②OP の core への反論であるこ

と 

が明らかになった 

その後アーギュメントを提示して

度考えなおしてみてもいいかもしれない。真意はどうであったかは憶

測しかできないが、言葉通り受け取って、無視をするのでは ASQ を

した意味すら反故にしかねない。その辺りは周りももう少し敏感に対

応してもよかったかもしれない。 

富永は今回こういった普段の議論では軽視されがちな点をしっかり

と確認する姿勢を見せていた一人であったように思います。本人自

身もその価値を十分理解しながらやっていたかは測りかねますが、

この QA により bully in usual schools がなくなるだけでは ADが不十

分とわかると思います。問題は bully in spec. school が増えるかどう

か、そして生徒視点でそれらに違いがあるのか、そういった点が明ら

かにならない限りは将来の society の話どうこうではないのではない

かと思います。 

✔基礎を大事にしよう、ということは、ただルーティーンのようにこな

すことではなく、どうして基礎たるかを理解し使うことにあるということ

がわかるいい例だと思ったので取り上げました。 

まず岸の反論全般について。 

左に岸の反論の要旨をざっくり書きました。そして仮に生徒の心理

状態（マジョリティはマイノリティを食い物にしがち的な心理）を根拠と

するのであれば、その根拠は一方で金の価値観を支えるものともな

るとも思います。なぜなら、金はそう考えるからこそ、なるべく学校現

場における生徒の状態を均質にしようと試みているとも解釈できる

からです。完全な推測なのですがどうでしょうか。 

 

続いて、岸の反論に対する介入について。三人はあくまで流す心づ

もりで介入していたでしょうが、一人くらいアイデアをテーブルに浸透

させ、ここで結論を取りに行こうとする人がいてもよかったと思いま

す。（川本はもしかしたらそのつもりだったのかもしれませんが。） 

 

また、ジャッジ側から見ていて、岸の意見の真意を十分に確かめる

前にプロシ争いが始まってしまったこと、そしてそれが当の岸を交え



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周りの 

介入と 

岸の 

妥協に 

よって 

岸の 

意見が 

DA・コンパ

リとして 

話される 

ことになる 

↓ 

NFCが 

skip され 

マンデート

へ 

(~19:40) 

いる岸を置き去りにして、プロシ

決めが開始した。 

大森：①admit AD 

②mandateの確認 

③compare AD/DA 

 

金：①ASQを確認 

②Mandateを確認 

③ Solution へ の direct 

objectionのみ受け付ける 

④コンパリ 

 

また眞鍋が乱立した大森・金の

プロシを整理し、川本が岸に

話を戻そうとする 

 

岸「DAの TGをADと同一にして

QL コンパリをするなら妥協す

るよ」 

 

→続いて岸のインテの確認、DA

やコンパリの意味、OP のスタ

ンス等の QCが乱立する 

 

藤原の Suggestion 

「マンデートを確認するところまで

は common なのだから、とりあえ

ずそこまでは進めよう」 

 

⇒その後、岸の話がコンパリとし

て話せるといったことが曖昧なコ

ンセンサスとして終結する 

たものでないこと、がとても不可解でした。最終的にこの意見をどう

するかの決定権を握っているのは岸である以上（✔反論は本人次

第でいくらでも続ける余地があるから）、岸と共に納得いく形でプロシ

を確認する手続きを踏んでほしかったと思います。 

結果として、ゴタゴタなったあげく、岸が自ら自分の意見をコンプロマ

イズする形となり、岸の意見の話し方という提案（直前の議論）は誰

も通していないという決定を下さざるを得ませんでした。 

 

岸の反論は概ね「イジメというものはどこにあってもなくならない」とい

うもので、金の意見は「（例えイジメがなくならないものであったとして

も、）マイノリティ間での結束で自信や誇りが生まれていれば、イジメ

に遭ったとしても乗り越えていくことができる」といった意見であったと

推察しています。もしそうなら、岸の反論は、金の中で既に前提とさ

れていて、そうだとしてどうするべきかという議論が本来必要だった

ものかもしれません。そして、こういった風に（自分でもよくできている

かわかりませんが）議論が✔何を前提として出発していて、✔どのよ

うな導出を経て、✔どのような結論を結んでいるのか、それに対し

て、どの部分を否定する異論・反論が提出されているのか、をまと

め上げていく素養を、PDD を通して学んでいけたらいいのではないか

と思っています。 

 

 

 

 

Mandate 

 

(19:40~) 

 

 

 

Mandate:  

① JG must have “test” for 

disable students 

②Disable students have to go 

to special schools. 

 

いよいよ佳境に差し迫ってきましたが、まずは藤原の反論について。 

大きな争点としては、岸による反論と同じなのかということでしょう

か。しかし、ここでそれを問いただすことをしても仕方がないところも

あるので、どうしてこういった（疑いのある）反論が出てきたのかという

ところに目を向けていきましょう。 



 

 

 

 

 

Solution 

 

(19:42~) 

 

藤原の 

反論 

↓ 

岸・大森・ 

眞鍋の 

トリート 

↓ 

 

 

 

 

 

 

 

藤原に 

よるコンプ

ロマイズ 

↓ 

DA? 

 

 

 

 

DA/ 

Compari 

-son? 

(20:05~) 

 

飯塚：「どうして生徒は転校でき

ない？」 

→もちろん原則としてできない

し、問題があれば学校の先生が

対応する。--- 

 

藤原による objection for 2nd 

Link 

「生徒は特別学校でもイジメを受

ける。（多くの）イジメは相手を

“見下す”という理由からきてい

る。だから workabilityはない」 

 

すぐさま、岸が介入し、自らの意

見との違いを中心にカンファメし

た。 

 

続いて大森の絵を用いたカンフ

ァメ、眞鍋のロジックを用いたカ

ンファメを通し、徐々に藤原のス

タンスがコンプロマイズに傾いて

いく。 

 

最終的に大森がチョイスを提示

するも、藤原自身がそれを理解

していないような印象が見受け

られた。 

 

しかし結果的には藤原の反論は

検証されずに次に進んだので、

流されたという判断をくだした。 

DA: students who get bullying 

in special school S/M 

Comparison:  

 

(TIME OVER: 20:10) 

 

 

個人的には、岸の反論への対応に起因していると考えます。僕たち

ジャッジ陣はディス終了後、誰一人としてあそこで何が起こったのか

を正確に説明することができませんでした。おそらくテーブルの大半

もよくわからずに進んだという印象かと思います。 

 

では具体的には何が問題であったかと振り返ってみると、おそらく 

✔「コンパリで（/として）話せる」と「コンパリで必ずやらなければいけ

ない」が混同しているからなのかと思います。結論からいうと、それ

は必ずしも一致しないというのが僕の意見です。詳しい説明は割愛

しますが、端的な例としては A/W>×A/W のコンパリ。普段は黙認

しますが、そこに反論してもいいわけです。そしてそれは決してコンパ

リエリアが指す AD/DA のコンパリではなく、(そのようなラベルを貼る

こともできる)あくまで Serious という比較の形容詞を定義するための

もの、SQ にある事象を定義するためのものにすぎません。 

少々前提の説明が長くなりましたが、上記の価値観が⇒岸のアイデ

アはコンパリの形に落とせる 

  ＝詳しく理解しなくても、あとでやればいい 

  ＝DA やコンパリで詳しくやろうという S 

＝周りもしっかり理解しないまま流れる 

⇒詳しく理解していない為に、藤原が自分では違う反論と認識し提出 

となったのかと思います。 

 

ここで改めて岸と藤原、ひいてはオピシへの反論を提出しようとして

いる全アーギュメンターへのアドバイスとしては、「コンパリでやろう」と

言われてもあわてずに、しっかりと、✔「どうして Comparison area で

コンパリをした方がいいと思っているのか」を確認しよう。比較というも

のは何も PLANによって切り分けられた二つの世界でしかできないも

のではなく、SQ という世界、APA という世界の中でも可能なものだと

思います。違うのはその比較の先にある結論の意味だけです。例え

ば SQ間での何かしらの比較はその結論のままでは T/PLANを導き

えません。（理由はナローで言われてるよ）しかし、そのあとに結論を

加工していけば T/PLAN を導くことは可能だと考えています。 



2.選定理由    文責:馬場嵩士（東大４） 

 

僕からは順位と選定理由を書かせてもらいます。 

議論の流れでも説明があったかもしれませんが、このテーブルでは普段は皆が議論しないような内容

（障碍者の学校選択の問題）のオピニオンシートであり、そのためかあらゆる質問が乱立するだけで議

論の進行面という観点からは必ずしも誉められた議論とは言えませんでした。その中でも議論の進行に

貢献する役割を担おうとした努力も見られましたが、残念ながら有効に機能した発言は少なく、結果的

に AD を得られることなく議論が終わりました。そのため順位を出す際、いわゆる介入量なるものが順

位を決める大きな要素となってしまいました。以上のことを前提に各順位の決定理由を見てください。 

 

 

1位 大森 （立教３） 

彼の役割は、金のオピニオンシートに対する questionの提示はもちろん、停滞時にプロシ―ディング

をする、基本的な反論を処理する、などほぼすべての話に介入することで議論の中心となることであっ

た。実際に 2 位との差はほぼ無いと言っても良い程度のものであったが、最後まで継続的に内容面・進

行面での関心を持ち続けて介入することが、結果として有効な発言としての評価を得られる回数が多く

なることに繋がったのだ。これらの点が彼を 1位にした大きな理由である。 

 

 

2位 眞鍋 （東大３） 

彼女の果たした役割は、適切な question と confirmation によって金の持っている意見を正確に引き

出すことにあった。更に停滞時には当事者たちの対立解消のために巧みな confirmationで場を仲裁する

という場面が見られた。これが比較的に介入の少なかった彼女を 2 位に押し上げた。しかし 1 位にあと

一歩及ばず、というところであった理由は積極的に議論進行の Suggestionを打つ、通すまでの介入が少

なかったからであろう。理解の対立解消における S は光るものがあったが、議論において（実質的に）

重大な停滞要素となる意思の対立を解消する役割を果たし切れなかったということだ。そこは 1 位との

差異にもつながるものだ。 

 

 

3位 飯塚 （慶應３） 

結果を見ると、彼の得点源のほとんどが Q によるものであり、介入量を評価したとも捉えられる。そう

であることに間違いないのだが、彼の介入は闇雲に Q を乱立させて議論全体として停滞遅滞を招くよう

な「介入」ではなく、OPの定義する分類の意義を問いかけるような質問など、内容の正当性によって他

のメンバーにその介入の必要性を感じさせるような質問であった。このことはジャッジの主観でも感じ

られたことではあるが、データを見て、彼の発言で無意義と評価されたものが少ないことからもわかる。

そうであるならば、内容面以外の貢献などの他の役割を果たせなかったことが 2 位以上とはならなかっ

た理由であり、今後の彼の課題は、例をあげるならば、議論における対立解消にあるのかもしれない。 

 



 

4位 岸 （立教３） 

金のオピニオンシートに対して、いじめはどの学校にも起こりうることであり、普通学校でのいじめの

みを政府の原因で生じるものではないという反論を出した。この反論によって、Q の乱立が生んでいた

閉塞感を打破して内容面の深度に貢献したこと、このテーブルで唯一のアーギュメントであったことが

評価できる。しかしこの反論が理解されないまま後回しにされそうになる場面があるなど、その反論を

自らが運用できていない面があったのも事実であり、自分の反論がテーブルにおいて適切に扱われてい

るかを常に監視する姿勢を持って介入を続けていれば、より上記の反論の内容が検証される流れを作れ

たのかもしれない。 

 

 

5位 藤原 （早稲田３） 

岸の反論に対する処理において決定的な役割を果たしたことが主な評価対象である。その他、自身でも

反論を展開していたが、彼のその反論は岸の反論と実質的に同じであったためテーブルの進行を一時停

滞させていたことは反省してほしい。同じ反論であることがわかっていたか否かは定かではないが、も

しわかっていなかったのならばそれは議論に正しくついていけていない証拠になってしまうので、今後

は自身の正確な理解のためにも自分の言葉で積極的に質問をして理解度を保つようにすると良いだろう。 

 

 

6位 金 （獨協３） 

普段は話されないであろう障碍者別学というトピックに対する意見を OP としてテーブルに投げかけ

たことはナイスチャレンジであった。しかし議論を進めるにあたって他人の力を借りる場面が多く、自

らの手でオピシを運用しきれていなかったことが悔やまれる。1時間以上多種多様な質問責めにあってい

た事情を考えると多少気の毒ではあるが、それでも全質問に対して介入するなど自分が先導していれば

大分順位が変わったことだろう。 

 

 

7位 川本 （立教３） 

介入が単発的で、ほとんど質問による介入であった。甲テーブルは 9 人もいるので、序盤に介入のペ

ースが作れないと議論を理解できても発言する段階には至らない可能性が高くなってしまう。ただ今回

のテーブルでは明らかに停滞モードが見えていて、そこで goal effect を徹底して聞く等の「急かす」介

入をしてみるなど、議論の渦中にいないものだからこそできる役割もある。話せないテーブルでの作戦

を考える際には今回の経験を生かしてどの役割を担うべきかを後輩に教えてあげてほしい。 

 

 

8位 冨永 （早稲田３） 

彼女もまた、介入が少なかった。介入しても、自分の話に引き寄せるまでのインパクトをテーブルに残

し切れていない場面も散見され、それがまた介入をしづらくする要因にもなったのだろう。これもまた 9



人もいる甲テーブルでは多少は仕方ないことかもしれないが、その時こそ基本に忠実に、シンプルなチ

ャートで落ち着いて…などのプレゼンの「イロハ」を意識すれば一回一回の介入の存在感を出せるので

はないか。 

 

 

9位 北田 （立教３） 

質問が飛び交っていた前半には介入がほとんど無く、ロジックしか彼のスイッチを入れることは出来

なかったのだろうか、後半の岸の反論をきっかけに発言量が少し増えてきたのだが上位には食い込めず。

個人的には彼の好みであろう内容面が話される ASQ時の質問、そしてロジックに対する彼の反論がどの

ようなものになるのだろうかと期待していたが、彼の活躍できそうなフィールドにはならなかったこと

が残念だ。今後もより一層、議題の愛用について深く考え独自のアイディアを磨いてほしい。 

 

 

以上、選定理由。 

 

 

  



3.一言  

＜馬場＞ 

2，3年生のみなさん、本当にお疲れ様でした。またまた総評遅くなってすみません。 

 

1つ考えてほしいことがあります。それは、同質化が進んだ集団は衰退が早い、という命題についてで

す。 

 今まで現役の皆さん（特に３年生）はよく過去の現役と比較されて、「去年一昨年より圧倒的にレベル

下がった」とか「ディス界の衰退化」なんて言われてイジメられてきましたね。大会ごとにそれが毎度言

われ続けて、なんだかディス界の未来は暗いし 2,3年生かわいそうだなと思っていました。確かにいつに

なっても越えられなさそうな過去のプレーヤーは何人もいますが、果たして全体として以前より議論の

レベルが下がってるかといえば、僕は必ずしもそうは思いません。僕より上手い後輩もいますし、キラリ

と光る介入だってアッセン期間で見てきました。なのでここでは頭ごなしに下手くそなテーブルが増え

たねと（今まで言ったことあるかもしれないが(笑)）書くことはしませんが、それでもやはり１つだけ気

になる点があったので書かせていただきます。 

 

それは議論の同質化が進んでいるという点です。僕だけが言っていることではないですが、誰の議論を

見ても同じようなディス界になっているのは確かです。そして同質化が進んだ社会は衰退も早いと思い

ます。それは異質なものを刺激として受け入れることをせず、そこには競争が生まれないからです。逆

に、例えば反 PSF 集団が一定数ディス界にいて、そいつらが PSF 信奉者をエキシビから駆逐するため

に相当の努力をしていたら、PSF 信者だって負けじと対策を練って毎回毎回のディスが競争、戦いにな

って互いの勢力にとっても良い刺激になるでしょう。反対勢力（とか異質、「普通」でないディスカッサ

ント）がいることは両者の成長にとって良いことであるはずなのです。しかし今のディス界にはそのバ

ラエティーがない、ディス界にとって本当に憂うべきは「ディス界衰退化」のフレーズではなく、この、

同質化が進んでしまった事実ではないかと考えます。 

  

で、なぜこんなことを書いたかというと、この命題を今後のエデュケの際に考えてほしいからです。何

も皆さん自身が今から変われ、多様化しろなどと言うつもりはありません。特に３年生は引退していま

すし。今後は次世代、つまり今の一年生が持つかもしれない、ディス界の「常識」に対する批判的なアイ

ディアを「異質」として排除するのではなく、また PSFとかよくある Sで無理やり
．．．．

「常識」に取り込む

のでもなく、異質なものをそのまま議論に生かせるように、異質な発想にディス界への刺激として存在

価値を与えられるようにエデュケをしてはいかがでしょうと思ったのでこれを書かせてもらいました。

ある年の D＋の先輩が、「教育問題で初めてオピシを書いた１年生のときにプロソルを使うつもりはなか

ったが、その時に３年生の先輩が違うフォーマットで議論の仕方を教えてくれたのでディスを続けた。

あのとき PSF を押し付けられていたらディスを辞めていたかもしれない。」という旨のことを言ってい

たことが印象的でした。異質をそれそのものとして伸ばした方が、常識理論を叩き込むより D＋が育ち

やすいのかもしれませんね。 

長々と書きましたが、エデュケの際に一度考えていただければと思います。 

それでは、現役の皆さんお疲れ様でした！ 



＜田中＞ 

全体へのコメント 

甲３テーブルでは、オピメ立候補者が 3人出たが、全て新しいトピックのオピニオンシートであった。3

年生にとっては現役プレイヤー最後として、今まではないトピックで議論することは非常に楽しいこと

ではあるが、爆発するリスクもある。そこで、個人的な考え（完全な主観）であるが、新しいトピックが

出た時に２つのことに気を付けながら議論をしてほしい。 

① 結論を得られることができるのか 

今までに経験したことがある人は多いと思うが、新しいトピックの場合、質問が乱立することや、アイデ

ィアの理解に時間がかかる確率が高い。実際に今回のテーブルでもアイディアの理解にほとんどの時間

を使い、途中から普通のプロソルから外れてしまった。発言することは、テーブルに貢献する上でとても

大切なことであるが、ナローイングでの目的を達成できなくなってしまっては、意味がなくなってしま

う。そこで結論を得る努力として、発話者の意見、やりたいことを引き出す努力を常に意識しながら、有

効な発言を増やし、無駄な発言を減らしてほしい。このどちらかに関わる質問やカンファメーションで

あれば、無駄な発言になることはないと考えている。 

意見、やりたいことを引き出す努力：まず前提として自分の中で引き出しを多く持っていることが必要

である。それは、相手のアイディアを見たときに、どのように落とし込めるのか、自分の中で構造化しや

すいからである。また相手が自分の言いたいことをテーブルに浸透できていない時も自ら助けることが

できる。引き出しを増やすことで、質問なども絞ることができるし、他人の考えていることを理解するス

ピードが速くなると思う。 

② 自分の意見を言うことができるのか 

上記では、他人の意見を効率よく理解して、結論を導いていくのかというハンドリング面になってしま

ったが、議論の本質は自分の意見を言うことだと考えている。そこでオピシを選ぶ際にそのトピックに

対して自分なりの価値観を持っているのか考えてほしい。本テーブルでは、実際にアーギュメントとし

て出したパンツは 2 人であった。理解に時間を使ってしまったかもしれないが、出そうと思えばダウト

などあらゆる形で提示することは可能だったと思う。 

最後に、偉そうに文章を書いたが、私が常に意見を持っていたかというと嘘である。しかし、自分なりの

意見を提示できたテーブルは常に楽しかった記憶があるし、出せなかった時は悔しかった。2年生も 3年

生も順位のつく大会とか関係なく、常に意見を持ちながら、周りの人にそういう意見や考え方もあるの

かと思わせられるようなディスカッサントになってほしいと願っています！ 

 

 

 

アッセンブリ－お疲れさまでした！3年生はプレイヤー引退おめでとうございます。これから ESS 引退

まで、楽しすぎてあっという間だと思います。2年生は来年も頑張ってください！次の年はオーソリとか

関係なく、戦えるようになります。やると決めたからには、頑張ってほしいです。 

総評では、長々と書きましたがあくまで自分の意見なので鵜呑みにしないようにお願いします。わから

ないとか違くね？って思ったら連絡ください。話し合いましょう（笑） 

 


