
Assembly East ２０１６  

乙テーブル 総評 

ジャッジ：増谷（早稲田４） 

（むちゃくちゃ長くなってしまったけど最後まで読んでいただけると幸いです笑） 

【テーブルメンバーと順位】  

１位 根本（法市３）乙一 

２位 牧野（明治３） 

３位 橋本（上智３） 

４位 近藤（独協２） 

５位 佐宗（武蔵２） 

６位 高橋（東洋３） 

７位 冨居（慶應２） 

８位 小澤（明治２）  

  

【議論の流れ】  

オピニオンプレゼンター（以下 OP）には根本、牧野、橋本が立候補し voting の結果、根本

が OP となった。オピニオンシートは体罰厳罰化をプランとする一般的なものであった。以

下、議論を ASQ、NFC、PLAN side、DA、Comparison という区分をして解説していく。  

 

 ＜ASQ＞  

基本的な Q や OP の core（Comparison における AD＞DA の idea）に関する Q が続いた。

ASQ は 15 分程で終了し、特筆すべき事項はなかった。 

 

＜NFC＞  

Warrant に対するアーギュメントが三つ提示された。  

①高橋の「体罰はいじめを抑止するため、善良な生徒にとって体罰は必要」という idea 

goal は「いじめを抑止する体罰は善良な生徒にとって良いものである」ということのコン

センサスを得ることであった。牧野の Q により all ではなく some ケースのコンセンサスを

得たいということが分かり、some であれば反論の余地はないという考えがシェアされ、高

橋は問題なくコンセンサスを得ることができた。また、橋本の Q により高橋の idea は



「PLAN 採択後、いじめが増えて善良な生徒が S/M する」という DA であることが分かっ

た。 

  

②牧野の「体罰は人生で誰もが通る道だから無理に禁止しなくても良い」という idea 

「Direction」と「route」というユニークな概念が牧野により説明される。Direction と

は大学受験や就職活動など、人生において一度だけ経験する困難であることが分かる。

route とは人生において何度も直面する困難であり、体罰が具体例として挙げられた。概

念の理解の後、橋本が Data に「被害者の自殺を引き起こすこともある体罰が本当に

route と言えるのか」というダウトを提示したが、牧野は「体罰のみに言及しており、自

殺に関しては言及していない」というスタンスを示し、橋本のダウトは通らなかった。

次に根本が Reason for Warrant を詰めることで流すことを試みた。牧野が「out of J/G’s 

task だから」と説明するものの理解が統一されない中、根本のカンファメーションによ

り「体罰の他にもっと深刻な問題があるのだから、他の問題を先に touchすべきであり、

体罰問題は後回しにしても良い」という Reason for Warrant であることが分かった。牧

野は NFC の task 自体は否定できない idea であることを認め、DA＞AD で再度この idea

を用いることにした。 

 

③佐宗の「体罰の目的の一つに教育があり、体罰により生徒は成長できる」という idea 

 いくつか内容理解のための Q が続いた後、根本が Reason for Warrant を聞いて流しにか

かった。その際 choice を提示し、「PLAN 採択後、生徒が成長できなくなる」、「PLAN 採

択後、教員は教育できなくなる」という DA の idea に落とし込もうとしていた。すぐに

DA に流されることを嫌ってか佐宗は Reason for Warrant は「体罰により生徒の capacity

が向上する」と答えた。牧野が「体罰に良い効果があるというなら、PLAN 採択後良い効

果が失われるため、DA で話せるのではないか」と Suggestion を打った。根本の DA＞

AD でも話せるといったサポートもあり、佐宗の idea は後に流されることとなった。 

 

＜PLAN side＞  

アーギュメントが提示されることもなく、数分で根本は AD を得ることができた。 

 

＜DA＞  

大勢のパンツが DA プレゼンターに立候補する中、voting の結果、牧野の「lose job によっ

て S/M する教員」が DA として選ばれた。  



AD : ×promote C/P 

DA : promote C/P 

×promote C/P ＞promote C/P 

Scolding ＞C/P 

Scolding : make thoughtful people（自分で考えることができる人間） 

C/P : make following people（言われたことは何でも正しいと思う人間） 

 

＜Comparison＞  

約一時間を Comparison に費やした。AD TG は Student、DA TG は Teacher である。 

OP の根本が最初に AD＞DA を提示した。 

AD＞DA in terms of TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三角ロジックが乱立すると分かり辛いため実際は Stream チャートをベースに議論が進んだ） 

 

たくさんの exception や反論が飛んできそうな idea であるためか、根本は general や

majority といった言葉でそれらを回避しようとしていた。つまり「一概に言えば」このロジ

ックは成立する、というのが根本の主張である。橋本が「本当に『一概に』と言えるのか、

どのようにして『一概に』を証明するのか」と聞くと根本は「imagine してください」と答

えた。近藤の「どのような反論を期待しているのか」という Q により根本の話したい論点は

「thoughtful people ＞following people」の部分であることが分かった。 

Q が続いた後に橋本がダウトを提示した。「生徒は体罰により violent（暴力的）になるた

め、×thoughtful である」という内容である。牧野が Q やロジックカンファメーションを通

して橋本の idea の浸透をサポートした後に、根本が「橋本のダウトは indirect であるため

DA ＞AD として別の独立したロジックで後に議論すべきだ」という Suggestion を出した。

「今議論しているのは thoughtful、following であって、violent は全く関係がない概念であ

る」というのが根本の主張である。そのまま橋本のダウトが検証されることはなかった。 

それからはコンテンツの議論というよりは議論の仕方について議論していた。そのまま AD

＞DA が立論されることなく、ディスカッションが終了した。 

 

thoughtful people ＞following people 



【議論全体への評価】 

順位やランクがかかっていることを忘れるほど雰囲気が良かったです。以下気になった点や

改善点を述べさせていただきます。二年生は今後のプレパに活かしてください。三年生はも

う引退しちゃったからどうでもいいやとか思っちゃうかもしれないけど、今後のエデュケに

活かしてほしいと思います。僕は実力が伴っていませんが理論や知識だけは豊富なエデュケ

ーターだったと自負しています（悪く言えば口先だけ笑）。自分ができなかったことも後輩に

伝えちゃって良いと思います。 

① take consensus はあまり評価できない 

② 先に Reason for Warrant は書かせよう 

③ QC されないほど分かり易く伝えよう 

④ 主張は三角ロジックで（特にダウトの際） 

⑤ アンサーマシーンになるな、同じことを繰り返すな 

⑥ 「何エリアで話したいですか？」はトリートではない 

⑦ 「DA happen」と「DA ＞AD」を区別しよう 

⑧ 変な DA（sit と will が一般的ではない DA）に落とし込まないようにしよう 

⑨ 「～を話したい」と言う際には仮説も提示しよう 

  

①take consensus はあまり評価できない 

私たちジャッジはディスカッションにおいて「議論」を評価している。take consensus は

just show と異なり反論を受け付けるステップが設けられているが、それはあくまでも名目

上に過ぎないものであり実際はほぼ反論がこない。著者が一年の頃は「コンセンサスを得て

後のアーギュメントや DA、Comparison に活かすと良いよ」といったエデュケがされてい

たが、今はもう完全に違う。コンセンサスを得たい場合、検証過程でさり気無くコンセンサ

スを得ることが望ましい。Data のコンセンサスを得たいなら、goal が stop discussion のロ

ジック検証で、Warrant に行く前に Data に質問、反論を受け付けて Data を clear にするの

が無難である。アーギュメントを突然流されそうになったら「Warrant の前に Data を検証

しよう」というのも手である。しかし、Data から検証することが絶対ではないため、アーギ

ュメンターは自身のアイディアを検証してもらえるよう Reason for Warrant を詰めるなど

のプレパが必須である。本テーブルにおいては、高橋が take consensus を取ることに成功し

ていたがあまり評価できなかった。 

  

②先に Reason for Warrant は書かせよう 



アーギュメントを検証する際、Reason for Warrant を真っ先に詰めろと言っているわけでは

ない。書かせるだけでもした方が良い。Reason for Warrant はそのアーギュメントの

Necessity を示すものだから。極端な話、「死刑は廃止すべきだ(claim)。りんごがおいしいか

ら(Data)。」といったアーギュメントがきた際に、光の速さで「りんごがおいしいと何故死刑

を廃止すべきなんですか？」と聞きたくなるだろう（そもそも今の例だと三角ロジックその

ものが破綻しているが）。このような的外れな Warrant であるならば、Data を検証する前に

適切なエリアで話したいと思うだろう。全く Necessity がないと感じられるようなアーギュ

メントの検証に時間を割くリスクを考えるのであれば、念のためでも Reason for Warrant

は書かせるべきだ。本テーブルにおいては、牧野の NFC の idea が m/s/b for J/N との繋が

りが非常に見え辛かったため、先に Reason for Warrant を書かせておいたほうがスムーズ

にトリートできたのではないだろうか。 

 

③QCされないほど分かり易く伝えよう 

オピニオンシートでもアーギュメントでも言えることだが、相手に有益な Q やカンファメー

ションをされるということは、相手が点数を稼いでいることを意味する。相手になるべく点

数を与えなければ相対的に自分の点数、順位が高くなる。だからこそ勝つためには自分のア

イディアを分かり易く伝える必要がある。例えば、アーギュメントを提示する際、三角ロジ

ックを乱立させる人がいるが、そういう時には Stream チャートに自分のアイディアを落と

し込んで分かり易く説明すべきだ。それをしないと相手に Stream カンファメーションをさ

れる。これを読むと一人だけでオピニオンシートやアーギュメントのプレパをするのは不可

能に近いことが分かるだろう。他者のリアクションを知るためにテーブルを組んだり、一緒

にプレパをしたりすることが必要である。本テーブルにおいて、牧野の NFC の idea はオリ

ジナリティが高いが故に理解され辛かったため、牧野はもっと入念に expla のプレパをして

おくべきだった（本当に Direction の話は必要だったのだろうか）。 

  

④主張は三角ロジックで（特にダウトの際）  

三角ロジックを用いずにダウトを言うと結構な確率で流れてしまう。「あれ、私のダウトどこ

いったんだっけ」なんてことは多いだろう。また、三角ロジックを用いないと主張が分かり

辛いことも多い。ロジックカンファメーションで点数を稼がれるリスクもある（そのカンフ

ァメーションが有益なものであれば）。三角ロジックを用いれば自分の意見が流れにくいし、

浸透しやすい。また、論点が非常に明確になるため、相手も Q や反論をしやすくなるだろ

う。主張の全てを三角ロジックでやれとまでは言わないが、あまりにも三角ロジックを使わ



なすぎという印象を持つことがジャッジをしていてしばしばあった。本テーブルにおいて、

橋本は鋭いダウトを、全て三角ロジックを用いずに提示していた点が勿体無かった。 

  

⑤アンサーマシーンになるな、同じことを繰り返すな 

アーギュメント提示後、他者からの Q に対して答えること以外何もしない人が多い。また、

細かい所まで深堀された際に同じことを延々と繰り返す人も多い。アーギュメントの本質は

自分のアイディアを披露することにあるのだろうか。そうではなくて、「一時的にではあっ

たとしても新たなディスカッションの土台を作ること」にアーギュメントの本質があるのだ

と思う。他人が自分のアイディアに対して何かを言ってきた際に、カンファメーションをし

てみたらどうだろう。ダウトや反論が来る中で新たな論点を見つけた際に、元々のロジック

には存在していなかったトーキングポイントを引いてみたらどうだろう（元々準備していた

トーキングポイントはアーギュメントの一部とみなす）。アーギュメント提示後、皆自分の

主張ばかりに気をとられてしまうが、むしろ相手の発言をどう取り扱うか。そこに意識を向

けてほしい。だからアーギュメントを提示している側もアーギュメントを対処する側もハン

ドラー、トリーターにならなければならない。口で言うのは簡単だがほとんどの人がこれら

を全くといっていいほどできない。それほどまでに難しい。本テーブルにおいて佐宗はアン

サーマシーンになっていた。また、idea を詰められても似た意味合いの言葉を用いて同じ

説明を繰り返す状態に陥っていた。しかし佐宗に限らず 95%のディスカッサントは同じよ

うな状態に陥っている。ジャッジとしては何も評価するに値しないので、ある程度自分の

idea を検証させることができたと思ったら早々に流されても良いのかもしれない。そのほ

うが自分にとってもテーブルメンバーにとっても有益なディスカッションを生む可能性が高

い。しかし検証されることなくすぐに流されるようなアーギュメントは、それはそれで価値

がないため、どの程度の段階で流されたり切られたりするかは見極めが非常に難しい。 

   

⑥「何エリアで話したいですか？」はトリートではない  

これはただの Q に過ぎない。散見されるのが、「①×can take PLAN→practicability、②×

AD→workability、③APA, demerit happen→DA, Comparison、④others」である。大体

「NFCの taskを否定してない」とか「Mandateを確認してないからAPAの話はunclear」

とか言われた後にこの Q が用いられる。お世辞にもこの流し方は上手いとは言えない。勿

論、相手の intention を汲もうとすることは良いのだが、論理的じゃない。「君の idea は

Comparison エリアで DA ＞AD の形でこういうロジックに落とし込むと話せる。」という



Suggestion が好ましい。本テーブルにおいてこれに該当するのは牧野である。自分から話

し方を誘導する必要があった。 

  

⑦「DA happen」と「DA ＞AD」を区別しよう 

君の idea は「DA や Comparison で話せるよ」という流しが散見されるが、本当にそう言

えるのであれば DA を明示して DA＞AD のロジックも明示すべきだ。無責任すぎるし「ど

うせ落とし込み方も考えてないんだろうな」と思ってしまう。「DA happen」と「DA＞AD」

は全く別の論点であることを認識し、相手の ideaは①DA happen、②DA ＞AD、③どちら

にも該当する、の 3 パターンのいずれかに該当することを念頭に置いておくと良いだろう。 

例えば、PLAN が死刑廃止（AD TG は死刑囚）のときに「PLAN 採択後、犯罪抑止力が低

下して犯罪件数が増えるから×should touch」というアーギュメントがくるだろう。この

idea は DA happen である（「殺人による死は最も深刻である」という Reason for Warrant

であったとしたら同時に DA＞AD にもなる）。「死刑囚は悪人だから救う価値がない」とい

う idea は DA happen ではなく DA＞AD である（DA＞AD に落とし込める idea は AD TG

のみに言及したものが多い）。「国民の大多数が死刑賛成派である」という idea は DA : J/N 

S/M（want D/P to exist）と DA＞AD in terms of QT に落とし込める。本テーブルにおい

て根本は牧野の NFC の ideaを「Other people S/M in other issues」という interpretation

を提示してDA happenに落とそうとしていたが、牧野本人も言っていたとおり牧野の idea

は DA＞AD である。DA happen に落とし込むケースは稀だと著者は考えている。「他の問

題を先に touch すべきだ」系アーギュは基本的に DA に言及しないことが多い。「AD や

Harmを変えよう」というものであったり、「今回のADは解決する緊急性がない(DA＞AD 

in terms of emergency)」というものなどに落ちやすい。 

 

⑧変な DA（sit と will が一般的ではない DA）に落とし込まないようにしよう 

これは春セミアッセンのときに言える。皆が出すようなありきたりな DA ばかりが選ばれ

るため、ありきたりな DA を出して DA プレゼンターに選ばれる可能性を高めたいという

のが多くの人の本音だろう。トリートの際、アーギュメンターのその本音を汲み取らない

といけない。具体例を挙げて説明する。例えばNFCで「PLAN採択後、体罰がなくなるこ

とで教育の質が下がるから×should touch」というアーギュメントがきたとする。トリー

トに慣れてない人はこれを「DA : Teacher S/M sit) QL of Education decrease will) ×

want QL of Education to decrease」という DA に落とし込む。しかしこれは DA に選ばれ

るだろうか。まず選ばれない。sit と will を「sit) ×give C/P will) want to give C/P」に



してみよう。Reason for will の one of example として「×want QL of Education to 

decrease」を持ってくると選ばれやすい無難な DA になる。また、自分が DA プレゼンタ

ーになりたいのであれば、「君の ideaは私が出そうとしているDAで話すことができるよ」

というアプローチを取ることもアリ。 

 

⑨「～を話したい」と言う際には仮説も提示しよう 

idea を流される際のアーギュメンターや DA 立候補者、コンパリソンの Logic を提示した

人によく見られる。仮説を見せてくれないと、①他の人はその論点を話したいか否か判断

できない、②話し方が分からない（三角ロジックで仮説を提示してくれているのであれば

「三角ロジックを検証すればいいんだな」と判断できるが）、③誰が立証責任を持つのか分

からない（「立論は困難だがアイディアプレゼンターの idea（仮説）に反論をするのは楽」

という本音が他のパンツにはあるはず）。本テーブルでは OP の根本が「thoughtful people 

vs following people」を話したいと言っていたが仮説を述べてくれなかった（「J/G 目線で

どちらのタイプの人間が m/s/b できるか」では抽象度が高く不十分）。「私は thoughtful 

people のほうが m/s/b してくれると思いますなぜなら～」という説明が欲しかった。「一気

にたくさんの情報を与えたらパンツが混乱するから情報を小出しにしていく」というスタ

ンスの人がいるが、自分が逆の立場であればどう思うだろう。予め全ての情報を知ってお

きたいと思わないだろうか。議論に参加する人たちは皆 goal や結論を見据えて議論したい

はずだ。それを先行き不透明な中で議論するのはいささか気持ちが良くないというものだ

ろう。これは技術や点数の話ではなく、議論に参加する者の心構えの話である。また、稀

に仮説も持たずに「～を話したい」という人がいるが、迷惑なのでやめるべきだ（AD＞

DA を持たない OP 立候補者など）。 

 

【順位選定理由＋個人リフレ＋今後に向けてのアドバイス】 

  

１位 根本（法市３）乙一 

OP として AD を立証した点、コンスタントな介入、高い議事進行力、カンファメーション

力を評価した。OP としての受け答えが上手く、それが幸いして Comparison に一時間も割

くことができた。また、Comparison エリアでの発言も個人的に高く評価できるものが多か

った。トーキングポイントを予め準備していた点、generally, majority といった言葉でロジ

ック成立確率を高めようとした点、橋本のダウトを indirect にして流した点、ごちゃり解消

の際、全介入でテーブルメンバー全員の理解統一を試みたこと、定期的に今何をしているか



をマクロな視点から丁寧にカンファメーションしていたこと、議論を前に進めるため話し方

を voting という形で決めるという Suggestion を通したこと、などが挙げられる。また、皆

が temporary と言ってしまうところを根本は temporarily と正しい英語を使っていたことも

好印象であった（昨今の PDD は英語が滅茶苦茶であることが問題視されているため）。課題

としては Comparison の idea の脆弱性が挙げられる（オリジナリティがあった点は良かった

が）。個人的には「×promote C/P→scolding」の Linkage が最も弱いと感じた。例えば自分

は厳しく教えられるのが嫌なのにも関わらず、自分が教える立場になった途端厳しく教えて

しまう人がいる（実際僕もディスのエデュケでそんな時期がありました笑）。それと同様に、

体罰を受けるのは嫌だったが、「自分も体罰を受けて苦労してきたんだから体罰を受けるのは

正当だ」という考えから自分が教える立場になった際体罰を行使するケースも十分に考えら

れる（特に部活の場合）。今回、お世辞にも Comparison に強いメンバーがいなかったため

切られることはなかったが、多くの場合今回のように上手くはいかないだろう。また、

thoughtful ＞ following の Reason も結局説明されなかったため個人的にはそこが気になっ

た。 

わかこお疲れ様でした！去年完地蔵だったわかこがこんなに喋るようになったなんて僕は感

動しました。お世辞とかじゃなくて普通に上手かった（特にコンパリが）。就活でこれから忙

しくなると思うけどエデュケもほんのちょっとでもいいんで頑張ってみてください！後輩に

上から目線でものを教えるのは快感の一言に尽きます。おすすめです！！ 

  

２位 牧野（明治３）  

コンスタントに QC で他者の話の浸透に努めていた点を評価した。アトモスも非常に良く好

印象であった。課題として挙げられるのはアーギュメントの詰めの甘さ、トリートの雑さ、

プレゼン方法だろう。アーギュメントに関しては m/s/b for J/N との Linkage が曖昧であ

り、Reason for Warrant も根本が作り上げてしまったように見えた。事前に説明しておくべ

き事項も他者の Q により引き出されていた。トリートに関しては、Q→C→S の一連の流れの

中で CS があまり上手くなかった。上述した通り、「何エリアで話したいですか」はトリート

ではなく、単なる Q に過ぎないため、自ら idea の落としどころまで誘導する必要があっ

た。プレゼンに関してはチャート用紙の見せ方が上手くなかった。牧野は長い choice を三つ

書くときですら、全てを書き終えるまで紙を見せないことがあった。自分のペースを作り上

げるためにも、もっと頻繁にチャート用紙を見せたほうが良い。また、コンパリソン終盤、

理解の遅れによる著しい介入量の減少が一位との差を開いてしまった。 



まっきーお疲れ様！ディスが始まって数分で僕はまっきーが良いエデュケーターになれると

いうことを確信しました（笑）というのもアトモスの良さ、優しさ、明るさというエデュケ

ーターにとって重要な要素をまっきーは持ってるからです。僕は ESS 平社員だったのでチー

フの重みとか 1 ミリも分からないんだけど、これからどのようにエデュケ、大会運営してい

くかがこれまで以上に重要なんだと思います。一生懸命エデュケする人だって後輩が認識し

てくれたらそれだけで良い人だって思われます。僕は普段大人しいコミュ症で ESS の仕事も

ほとんどサボるような人間でしたが、エデュケそこそこ頑張ったことだけは割と多くの人に

評価されたような気がしなくもないです。エデュケーターとしてのまっきーにすごく期待し

てます。本当にプレイヤーお疲れ様でした！ 

  

３位 橋本（上智３）  

介入量はそれほど多くはなかったものの、鋭いダウトを複数回行っていた点、時折見せる良

いカンファメーションを評価した。課題として挙げられるのはダウトの見せ方である。その

多くが Q という形であり、三角ロジックを用いた反論として提示されていなかった点が勿体

無かった。また、介入量の少なさが二位との差を開いてしまった。 

はしまゆ長いプレイヤー時代お疲れ様でした。はしまゆとは順位がつくディスで何回も当た

った気がします。やはり英語が流暢すぎます。流暢すぎて分かんないこともありました。で

すので僕は海外に行ってリスニング力を鍛えようと思いました。そんなきっかけを日本語英

語競技の PDD で与えてくれたはしまゆには感謝です。就活の相談あればのりまっせ。 

  

４位 近藤（独協２）  

単発介入ではあるがテーブルに価値ある Q を随時行っていた点を評価した。しかし介入量が

少ないためアーギュメントを提示するなりして介入量を少しでも増やす試みをしても良かっ

たかもしれない。個人的にはハンドリングトリートで他者の話に積極的に介入できるだけの

技量がないのであれば、誰にでも出せるアーギュメントは出した方が良いと思う。また、ほ

とんどの介入が「分からないから教えてください」というスタンスであった点も残念。上級

生のオーソリに負けてしまっているが故の発言だと思われる。 

ゆかりんごお疲れ！僕はゆかりんごを見ることが多かったのでコンパリソン終盤でたくさん

喋ってたゆかりんごを見て少し嬉しかったです。今の独協は凄く強いので積極的に先輩にプ

レパを頼んでみてください。やはり二年生はハンドリングトリートを伸ばす必要があると思

います。Q、アーギュ、ダウト、反論しかできないようだとなかなかディスカッションって

楽しくならないので。論題が変わったら本気でケースをしてみてもいいかもしれません（先

輩と）。 



  

５位 佐宗（武蔵２）  

アーギュメントを提示した点を評価した。自ら Stream チャートを用いて理解の浸透に努め

た点も良かった。しかし Q に対して答えるだけのアンサーマシーンになっていた点は残念。

また、アーギュメント以外での介入が皆無であった点も勿体無かった。プレゼンスキルや英

語力に関しては申し分ないので今後そのプレゼンを活かして自信を持って様々な場面で発言

してほしい。 

ゆりかお疲れ様。英語綺麗だったなあという印象です。個人的にディスカッションは他人の

idea をハンドリングトリートすることが一番楽しいと思うので先輩とのケースなどを通して

そのへんの技術を磨くと良いんじゃないかなと思います。あとコミュ力高いね！羨ましい！ 

  

６位 高橋（東洋３）  

take consensus はあまり評価できなかったが、介入量が下位二人以上に多かったためこの順

位とした。DA の出し方に改善の余地があると感じた。sit と will を自分のアーギュメント用

に作り上げていたが、それでは自分の idea のためだけの DA のようにみえてしまう。sit と

will を一般的な選ばれやすいものに設定し、Reason for will の example に自分の idea を盛

り込むと良いだろう。そうすることで自分の idea だけでなく他者のアーギュメントも取り扱

えるかもしれない。また、春セミアッセンにおいてはメジャーな DA が選ばれる。 

ばじるお疲れ！take consensus があまり評価されないことは実は今年の春セミの総評を読み

漁れば分かることだったりします。そこまでディスカッションに全力投球じゃなかったかも

しれないけれど、後輩にディス教えるの案外楽しかったりするよっ。僕は就活が上手くいか

なくて就活中断してエデュケを頑張ってみたら楽しかったというパターンの人間でした。 

  

７位 冨居（慶應２）  

QL が educational corruption という特殊なアイディアで DA プレゼンターに立候補してい

た。 QL が S/M ばかりなのは PDD の悪しき風習と言ってもいいかもしれないが、QL をわ

ざわざ特殊なものにしなくても TG Comparison で大抵の idea は話せる。その idea が m/s/b 

for J/N に繋がることを証明さえすれば良い。少なくとも春セミアッセンなど順位がつく大会

では、QL を無難なものにして DA プレゼンターに選ばれる可能性を高めるのがベターであ

る。educational issues を議論している以上、大抵の人には「教育の質を高めたい」という

考えはあるだろう。それを 1ADvs1DA というミクロな観点で議論しているに過ぎない。TG



コンパリソンはそんなミクロな議論をマクロな方向へ導く役割も持っているのかもしれな

い。 

Tommy お疲れ！今慶應って超強いから本気でディスに取り組んでみてもいいかもしれませ

ん！ディスを頑張ると人当たりの良さとか人間性を養うことができます。あと、この競技っ

て大半の二年生は喋れないからつまんないんだけど、先輩がライバルとしていなくなった途

端楽しくなったります（僕がそうでした）。 

 

８位 小澤（明治２）  

介入がなかったためこの順位とした。しかし寝たりすることなく三時間きちんと座り続けた

ことは評価に値する。大学生は 90 分の授業でさえ真面目に受けることが難しいからであ

る。この競技は正直なところ年功序列なところがあり、二年生は地蔵ってばかりというのが

実情だが、案外喋ってみたら楽しかったりする。 

だいちお疲れ様でした！飲みや大会運営、全活も楽しいけど本業のディスカッションを頑張

ってみるのもありだと思うよ！今まで見えてこなかった楽しさが分かるかもしれません。 

 

【最後に】  

僕の内定祝ってくれてありがとうございました！！ヾ(@゜▽゜@)ノ 初めて「ジャッジやって

良かった！」と思えました！良い思い出になりました！感動で泣きそうになっちゃいました。

感謝の意を込めて総評はベタ褒めするねとか言ってたけど無茶苦茶ダメ出ししてしまいまし

た。しかしこれは怒っているわけではありません。君たちのために書いたのです（棒読み）。

とりあえず二年生と三年生にコメントを残しておきます。 

 

＜二年生へ＞ 

これからは先輩を頼りまくってください。プレパ頼むのって面倒臭いし勇気もいるし・・・で

もどんな先輩もエデュケを頼まれたら嬉しいのです。人間は教えることに優越感を感じる生き

物だからです。先輩に頻繁にプレパ頼んだら先輩とも仲良くなれるしディスが好きになるかも

しれません。 

 

＜三年生へ＞ 

「あのダメ出しが私たちに何の意味があるの？」とか思ってしまうかもしれません。結論から

言うと君たちがエデュケの際、反面教師になれます。あとディスカッションの知識豊富だと後

輩に頼られます（たとえ実力が伴っていないとしても）。もちろん君たちの多くがこれから就



活やインターンシップに時間を割くことを知っています。僕も正直「就活＞＞＞＞＞ディスの

エデュケ」でした。自分の人生のほうが後輩のサークル活動より１００倍大事です。就活と被

ったらプレパを頼まれても丁重にお断りしていました。しかし就活を始めてしまうと就活しか

しないわけではありません。就活やバイト、学業で人生の 9 割を占めてしまうとしても 1 割く

らいはサークル活動に従事するんじゃないかな？その時、後輩にディスカッションを教えたり

するわけです。一年生に教えるときは実力なんて大して関係ありません。二年生のガチ勢に教

えるときはやはりある程度関係してきますけど。でも立教とかノーランカーのエデュケーター

の方などが尽力して超強豪校になったとかいう伝説もあります（君たちにそこまで頑張れと言

ってるわけではありませんが笑）。最後に、エデュケをする中で大事だなって思ったことがい

くつかあるので書いておきます！笑 

①とりあえず優しく面白く振る舞う（後輩とは安直な生き物でこれら二つの要素を好む） 

②アメとムチのアメを 9 割にする（基本的に褒めて伸びる、怒るとやる気が失せる） 

③実力がないなら開き直って「上手い人はこうやるよ」ってスタンスで教える 

④具体的な技術も教える（抽象的なエデュケはアウトプットに転換し辛い） 

 

ディスのことでも今後のことでも質問、相談あれば LINE ID ： toru514 （ばーど）まで。  

  

2016/07/08 


