
【全体の流れ】 

文責：柄川（UT４） 

 

1. 参加者 

能戸（立教２）、下吉（立教２）、貝瀬（武蔵２）、三條（東大２）、林（芝工３）、小西

（フェリス２）、直井（立教２）、島村（東女３） 

 

2. 全体の流れ（要点だけまとめます） 

A) Decide the opinion presenter  

 貝瀬が単独立候補し、決まる。 

 

B) Problem  

三條が「悪いことする生徒いるじゃん。その中で悪いこと止めれるのに止めないで体罰

受ける奴いるよね？」という趣旨の質問をする。しかしそれに対する明確な回答が返って

来ない。 

そこで、「もし悪いこと止めたら生徒は s/mを避けれるよね？」という最初の質問の前

提となる事実の確認をする。これに対しては肯定され、最初の質問に戻る。 

下吉が「例えば部活動の体罰とかどうなん。」と返す。それに対し三條は「それは“悪

いこと”を自分の意思で止めれないケースだから違うじゃん。」と反論する。その後また

明確な再回答がなされない。 

このあたりで三條の質問の意図は何かという話になり、SOHアーギュに繋がることが明

らかになる。能戸の親身なカンファメや三條の「I am satisfied.」という発言を契機に一

旦収束する。 

↑ 

①  まず三條の質問に対する理解が遅い。 

②  次に理解したと思われる後の回答が遅い。Yes or Noで終わる話なのにどうして

カンファメを挟む必要があるのかな。確かにダウトっぽい質問ではあって、この

質問の裏に（こいつら自業自得じゃん）みたいな雰囲気は感じ取れたけれど、こ

こでその意図を浸透させる必要はないと思った。仮に（このアイデア面白い種に

なりそうだな）っておもったとしたら別だけど、後々花開かせようとする感じは

なかったし。 

 

C) Seriousness of harm  

 三條が「この a/wは punishmentだ。だから seriousじゃない。」という反論を展開す

る。下吉は「この a/wは painだ。だから seriousだ。」という再反論をする。これは

indirectな再反論なんじゃないかという話になるが、下吉の意見が立証されれば SOHは



積極的に証明されることとなり、続行する。 

 ここで三條は「じゃあ体罰の目的を narrowして reflectionだけにすればいいよ。」とい

う妥協案を提示する。ここで下吉が「narrowする necessityないよね？」と反論する。 

 煮詰まったところで林が「vp: JGの話してるよね？NFCじゃん？」と言う。しかしこ

れで流れることにはならず、三條の妥協案の検討に戻る。 

 最終的に、三條の妥協案は通らず、SOHの存在は否定できず終わる。 

↑ 

①  アーギュは素直な思考で良い種になると思う。ここから良い罰と悪い罰の決め方

を提示して結論への道筋を示せる人が“良い”議論屋さんだとおもう。無難に「体

罰を禁止して教室内治安が悪化して勉強できない VS体罰痛いヤダでコンパリして

きめよ」とかで全然いいと思います。 

なにもものすごいプロシを引かなきゃいけないんじゃなくて、いつも見てる普通

のアイデア同士をくっつければ良いよ。 

②  あとこれに対する再反論の形として積極的に SOHのタスクを証明する、っていう

方法がすぐに出てきたのはとても良いことだと思う。立証責任を自分で掴み取りに

行く姿勢はみんなやってほしい。まあ内容的にはトートロジーじゃね？とは思った

けどそれは恩赦！ 

③  最後に、定義 narrow系の提案が打たれたときに「neceなくね？」は悪いと思

う。Sが打たれた瞬間にその場は合理じゃなくて情理のゲームになるはず。つま

り、「reflectionだけにしたいなあ。」とか「はやく ADとりたいなあ。でもあんまり

小さくしたくもねえなあ。」とか「相手に点与えたくねえなあ。」とか色んな情があ

る中でだれが最大公約数的な解を提示できるかのゲームになるってこと。そこで

「neceなくね？」って言っても野暮だよね。 

オピメならサクッと narrowして次に行くのもありだし、パンツならさっき書い

たみたいに「コンパリで最終決着しとこ！」って言うのもあり。 

  

D) Necessity for change 

 小西の「体罰は一つの教育方法だ。だから無くしちゃダメ。」という反論が展開され

る。これに対して「体罰が存在することが大事なのか、それともほかの方法より有効であ

ることが大事なのか」という質問がなされ、両方という回答がなされる。 

 これを踏まえて「どうして体罰がほかの方法より有効なの？」という質問がなされ、

「good effect is bigger.」と回答される。 

 次に「どうしてこれがNFCの否定に繋がるの？」という質問がなされ、いつも通り流

され終了する。 

↑ 

①  他の方法っていう観点を持ち込んだことは良い。個人的な意見なんだけど、体罰



が他の方法（oral punishmentとか）より有効かどうかって結局人に依るよね。例

えて言うならゲンガーに「とびひざげり」しても意味ないけど、イワークなら瞬殺

じゃんみたいな。 

だから他の個々の方法との比較というより、手持ちのカードの多寡による状況対

応可能性が体罰の有無により変動する大事な点なんじゃないかとおもう。 

この前提に乗って、「使えるカードの数を comparisonの new criteriaとして加え

てくれたら引き下がるヨ」みたいな Sを打つのも面白いかと思った。 

②  流し方は雑だったな。切ろうと思えば「体罰の方が劣ってる側面もあるよね？

→unclear!」って言って切れるよね。全てに言えることだけど、流すよりその場で結

論を得れるものは結論出しちゃうべき。勝つためにも、楽しむためにも。 

 もしくは①で言った流れに持ち込んで、第三者として仲裁することもできる。 

 

E) Practicability  

 能戸の「体罰即解雇になる→先生は躊躇するようになる→教育しなくなる→教育を受け

る権利が剥奪される→pracaなし」という反論が展開される。下吉、貝瀬は at least 1を持

ち出す。 

 Pracaのタスクの話になり、能戸は omitする。 

↑ 

①  アイデア自体はいいと思う。実際そうだと思うし。でもここでいう「教育」って

なんなのかを具体化してほしい。いじめやめなさい！っていう教育なのか、勉強し

なさい！っていう教育なのかによって印象が変わってくるしな。 

教育論題もう終わるし論題に関係なく当てはまることを言うけど、こうやってで

きるだけ具体化してアイデアを扱ってほしい。その方がみんな理解しやすい。それ

とコンパリに持ち込むにしろニュープロにするにしろ議論を組み立てやすいよ。 

②  逆にパンツはもっと具体化するような Qをしてほしかった。 

  

F) Decide the DA 

能戸が DA presenterになり、先生（want to give CP）が DAになる。 

 

G) Comparison  

貝瀬が「AD：身体的痛みを恐れている→legal、DA：身体的痛みを与えたい→illegal 

じゃあ、keep safetyの観点から見ると ADが勝つ。」という立論を展開する。 

「keep safetyがどうしてmsbに結び付くのか」という点について立証責任をオピメに

投げては「natural thinkingだ。Objectionを出してくれ。」と言われる件を 3回くらい繰

り返す。 

「AD救ってもいじめが起こるから結局 keep safetyに反してだめだよね。」「正当防衛み



たいに身体的痛みでも legalなものはあるよね。」といったダウトが出てきたあたりで dis

終了。 

↑ 

①  コンパリの終わらせ方が少し悪いかなあ。オピメの視点からは難しいところだけ

ど、「テーブルから objectionを出してほしい。ここが一番話したいところなん

だ！」みたいに誘い込む感じを出してほしかった。趣旨としては同じことを言って

いたんだけど、テーブルの載せ方がうまくなかったかなって感じ。 

 パンツの視点からは、仮に DA＞ADを出したいなら「もうこのロジック当たり

前だし立てて次行こうよ！」っていう Sを打つのもありだし、はたまた時間そんな

なかったら率先してアーギュ出してほしかった。 

②  一部でロジック出そうとしていた気配はあったんだけど周りに遮られて出せなか

ったりしていたね。今回はそれなりにプロシ引いてあったしそこまで激しい遮りの

嵐でもなかったからどうしてスムーズに進まなかったんだろうと考えてみました。 

結論としては、だれも「この人の話を聞こう！」っていう確固たるオーソリを築

けていなかったからだと思います。テーブルとして「この人は信用できるな。。。」

っていう雰囲気が醸成されていれば、その人を遮って介入したりすると「は？なん

だこいつ殺すぞ。」みたいな空気が流れることは経験があると思う。つまりどれだ

け周りの信頼を勝ち得るかだね。 

このためには、各メンバーのちょっとした発言を拾い上げたり素直なアーギュを

親身に聴いてあげたりすることが大事。一方でその優しさにつけあがる人がいたら

紳士にかつ毅然と潰すことも大事になってくる。 

③  ダウトは投げるだけじゃ悪くて、ちゃんとロジックの形にしましょう。 

 

3. 後期に心がけてほしいこと 

A)  相手が何を望んで発言しているかに敏感になってほしい。ロジックを切るにも発言

を流すにも、まずはどんな考えを持っててなにをしたいのかを汲み取ってほしい。確

かに相手の意見をそこまで汲み取らなくても、ランカーにはなれる。でも PDD引退

した後に残るのがあの賞状一枚か二枚とたまにくる大会のインビテなのは儚くね？ 

（※個人差があります） 

 

B)  Sの処理に代表される PDDの情理の側面をがんばってほしい。ランクうんぬんを

問わず、なんか「やってて楽しい人」ってこの側面が得意なイメージだな。あんま論

理とかタスクじゃないっていうか、みんなのやりたいことに優先順位をつけて、テー

ブルをまとめて同じ方向に向けてくれる人。このために周りを味方につけるってこと

をもっと重視してほしいです。 

 これから一年生のエデュケとかたくさんすることになると思うけど、良い機会だか



らこれを意識してたら伸びると思う。 

 

C)  自分で立証しようとする姿勢は大事にしてほしい。立証責任投げるのも大事だけ

ど、あんまり埒が明かなかったら自分で証明しちゃおう。これも一年生とディスして

ると「reason of warrant なんてないよ」みたいな状況がよくあるよね。こういう時

に先輩が代わりにやってくれたらまずかっこいいし、グダらないで楽しいと思う。

（書いてて思ったけど飲み会のコールみたいだ。） 

 

D)  地蔵は脱却しよう。何もしないより失敗しまくる方が成長できるよ。 

 

「とりあえず頭使って思考することが楽しい！」 

「困ってる人を助けたい！」 

「大学の伝統を守りたい！恩返ししたい！」 

「とにかく負けるのが嫌い！」 

 

のいずれかに強く共感できないなら地蔵してもしゃあないわなと思ってしまう。（「先

輩同輩といるのが楽しい！」とかだとディス中に発言しなくても達成できるし。） 

 だからまず PDDやってる動機みたいなの見つめ直してみよう。このステップを飛

ばして『介入の仕方』みたいなレクチャー読んでも、『幸せになる 10の方法！―その

1：日記を付けよう！―』みたいな本を読んでるのと変わらなくて、効果薄いと思

う。まあ逆に言えば一日でガラッと変わることもできるってことだよ！！（『人は一

日で変われる』って柔道の海老沼選手も言ってました。） 

 

 

というわけで、総評はこれまでとします。おつかれさまでした。 

3年生はこれまでの経験をエデュケなり、今後の人生に生かしてください。 

2年生は死ぬ気でがんばってください。 

 

 

 

 

～完～ 



個人順位 

文責：佐藤（早稲田４） 

 

1位 下吉（立教２） 

 

 コンスタントな発言、ダウト、そして稚拙ながらもサジェスチョンをいくつか通した

（流し、定義の変更など）ので、下吉君を乙一に選びました。 

 でも、歴代の乙一に比べると、どうしても QCS がまだできていないという印象を受

けます。どうすればいいのかわからないまま、ひたすら闇雲に Q や S をテーブルに放

り投げているイメージ。意見を正確に抽出して、論点を整理し、議論を進行していく。

それを実際にやってみせるのはもちろん大変なことだけど、乙一ならそれがある程度

できて当然だと周りから評価されます。ケースや PD などを通して、QCS の技術を磨

いてください。 

 また、他のメンバーの発言を遮るなど、態度もあまりいいとは言えなかったです。2

位の能戸さんも同じく遮りが見られましたが、下吉君のように、高圧的な態度は示して

いません。ジャッジ 2 人で、下吉君の姿勢点を減点するかどうか話し合ったほどです。

議論が混乱している中で、少々焦ってしまったようだけど、落ち着きを欠いて傾聴力を

失っては、議論の収拾なんてできません。姿勢、態度に十分気を付けてください。 

 色々きついことを書いてごめんね。何はともあれ、乙一おめでとう。下吉君の積極的

な姿勢には、ジャッジ 2 人共感心しています。自分がつかみ取ったランクに恥じない

ディスカッサントを目指してください。来年の春セミ、アッセン大いに期待していま

す！ 

 

2位 能戸（立教２） 

 

 積極的な Q と DA を証明したことを評価して 2 位としました。 

 1 位の下吉君との差もわずかなものなのですが、Q や通った S の数で劣ってしまい

ました。OP でも DA プレでもなく、アーギュも出さなかった下吉君が、結果的に第三

者的に立ち振る舞うことが多くなり、結果、介入量で負けてしまったのだと思います。 

また、プラカでのオブジェクションを、うやむやにしたまま結局事実上の Omit をし

てしまったのも手痛いです。Omit するくらいなら、例えば、自分のオブジェクション

と、下吉君と貝瀬君のダウトをカンファメして、貝瀬君が最初に出していたダウト（プ

ラン実行して初めて education が行えなくなるのだから、能戸さんのオブジェクション

はプラカを直接アタックしていない）に便乗して、そのダウトによって DA に流れた形

に見せるといいでしょう。能戸さんに限らず、このテーブル、そしてアッセン期全体を

通して、アーギュメンターが自らオブジェクションを下手に Omit して損をする場面が



何度も見られました。話の始め方、展開の仕方だけでなく、閉じ方にも気を配れるとい

いでしょう。 

後は、下吉君と同じく、他人の遮りをなるべくしないようにしましょう。アトモス自

体はすごく良いから、遮りがもったいないです。 

DA 証明までは、能戸さんが流れを握っていたように見えました。これもコンスタン

トな介入とアトモスのおかげだと思います。今回は本当に惜しかったけど、来年頑張っ

てください！ 

 

3位 貝瀬（武蔵２） 

 

 OP として AD を証明したことを評価して 3 位としました。 

 ただ、コンパリのハンドリングが欠け、結果、本格的な検証に至らなかったのがとて

も残念です。せっかくオブジェクションを出してくれているのだから、Q を先に受け

付けるといって変に流したりせず、そのままオブジェクションの検証に入ってほしか

ったです（ましてや時間ないんだし）。そうすれば、テーブル全体のために、そして何

より貝瀬君のためになったはずです。 

 いつものディスカッションだと、あまりコンパリに時間をかけられず、結果、コンパ

リでのハンドリングも練習しにくいかもしれないけど、そういう場合は、コンパリだけ

をやる PD(いわゆるコンパリ合戦)とかで練習を重ねるといいでしょう。 

 OP おつかれ！来年も頑張ってください！ 

 

4位 小西（フェリス２） 

 

 NFC でオブジェクションを提示し、流れるという形ではあるものの Omit しなかっ

たので、4 位としました。 

 今後は、ASQ などで Q などを駆使して必要な情報を抽出したうえで、オブジェクシ

ョンを出すといいでしょう。これからも積極的にアーギュメントに挑戦して、来年頑張

ってください！ 

 

5位 三條（東大２） 

 

 積極的にダウト及びオブジェクションを提示したので 5 位としました。 

 しかし、プレゼンがわかりにくく、話が浸透しなかったのが残念です。今後は、レク

チャー（http://pdd2016.jimdo.com/lecture/）を参考に、PD や大会、誰かとの一対一

のディスカッション（通称さしディス）などを通してアウトプットの練習を行うといい

でしょう。 



 積極的に疑問を投げかける姿勢はとても素晴らしいと思います！その姿勢を忘れず

に、来年頑張ってください！ 

 

6位 林（芝工３） 

7位 島村（東女３）,直井（立教２） 

 

 ほとんど介入がみられなかったので 6 位ないし 7 位としました。その差もごくごく

わずかです。 

 直井さんには、まだ一年間あります。その満ち溢れる可能性が、4 年生としてはうら

やましいくらいです。来年に期待しております！ 

 3 年の二人は、今日まで本当にお疲れ様でした。エデュケとか、全活とか、いろいろ

大変なこともあるだろうけど、同期のみんなと一緒に、残りの ESS 生活を頑張ってく

ださい。 


