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１、 はじめに 

みんなアッセンお疲れさまです！乙の４番テーブルをジャッ

チした武蔵大学の梶原です。まず初めにこの総評を読むにあたっ

てこれは僕個人のディス観であり、僕個人の解釈をもとに書かれ

ていることを前提に読んでもらいたいです。なので、この総評を

鵜呑みにせずに一つの考えとして読んで、またこれから先のプレ

イヤーやエデュケの一つの考え方としてください。 

 

２、 全体の流れ 

a) Narrowing 

南（立教３）のナローから始まり、南１人が usually なオ

ピシで立候補しそのまま南がオプレへ。 

      

b) ASQ 

主にのちのアーギュメントにつなげるためのＱが多かった 

内容としては主に二つ 

一つ目は体罰による good effectについて。 

体罰による good effectの存在を OPが認めるか否か。 

そして、その good effect は生徒にっとって精神的苦痛（＝

S/M）より大きいか否か。 



上記二つの質問に対し OPは good effectの存在を認めまた、

V/P=生徒の good＞S/M の生徒も TG として含む旨を述べた。 

二つ目は S.Qにある４つの punishment の効果について。 

OPのスタンスとしては 4 punishment＝not enough の存在

により教師が punishment を恐れないため体罰を行うとい

うものに対し花形（明学２）がしましたものは not enough

によって教師がストレスを感じることがなく、体罰を行わな

いケースがあり OP がその存在を認めるかというものであり、

OPはその存在を認めた。 

    

c) NFC 

NFCでは、浦川（上智３）と花形（明学２）がアイデアを示

した。 

浦川のアイデアについて。 

浦川のアイデアは NFC の data に対するもので gool は

narrow TG のものだった。 

コンテンツとしてはTG自身が good>s/m の生徒はC/Pがな

くなってもm/s/b の可能性がないからその性質を持つTGは

除外しようというものであった。それに対し南が現状体罰を

受けているせいで生徒の中で他の生徒に対して暴力を行って

いるため good>s/m でも m/s/b の可能性があるという

exception の提示を中心に介入し最終的に a/l/1 の可能性を

認め話は収束する。 

 

花形のアイデアについて 

現行の教育法では教師が fear=stress を感じないため体罰を

行わない教師がいるが APA によりその教師が体罰を行って

しまうというアイデアであった。これに対し、浦川、南を中

心にアイデアの検証が行われ、最終的に APA 教師が体罰を

行ってしまうという DAに流れた。 

    

d) Plan 

いくつかの Q が出る。SOL ではアイデアが出ずに AD を立

論する。 

 

 



e) Comparison 

・DA決め 

 DAには花形、望月、浦川、森田の四人が立候補した。 

 森田の DAについて。 

 森田の提示したDAはTGがJ/Gであり、sit)AD TG not get 

good effect by C/P will)want AD TG to get good effect と

なっており普段とは違うものとなっていた。Qや C を重ね

るうちに森田の intentionが DATGの narrow であること

が明らかになり、SQ に good>s/m の生徒に関しては APA

でm/s/b for TGを検証すべきであるためDAを student に

限定するべきというものだった。対して、南が DA が

teacherの場合でもm/s/b for TGは確認されるという反論

を提示したが、認められずに AD の TG を s/m>good に絞

ることで話は終わる。 

 また、votingによって浦川の「体罰がなくなることにより

いじめられる生徒」が DAとして選ばれることとなる。 

 

・南のアイデア 

 AD＞DA 

 ADの生徒は教師から受けている＝authority が大きい 

DA の生徒は生徒から受けている＝authority が少ない 

というものであり、生徒と教師どちらの authority が大き

いのかというものであった。また、authorityの defとして

は followすることであり、follow or not は feel fear or not

であった。 

南は 

teacher>student 

Teacher= high position 

Student= low position というロジックの提示をした。 

それに対して、浦川は 

DA>AD 

DA＝いつも一緒に行動をする 

AD＝しない 

という反論を提示するがその反論をどこで検証すべきかで

議論は終了した。 

  



    全体に向けて 

１、しっかりとロジックに落とす 

ロジックに対して反論を提示したいときは確実にロジック

に落としたほうが賢明だと思います。利点としては何個か

あって、一つ目に話が理解されやすいということ。Claim 

data(reason) warrant っていう三つの部分にしっかりと

分かれているから、ちゃんと one by oneで確認していけば

たいていのアイデアは理解できると思います。 

二つ目にインダイレクトで流されない。今回の議論に限ら

ずよく見るのがロジックを出さずに反論を提示してインダ

イレクトだよーってその反論を棄却されるケース。しっか

りと相手の出した sentence と反対のことを Obj の cliam

においておけば簡単にインダイレクトで流されないです。 

なんで、反論はロジックで。また、ひとの反論に対して深

く話したいならしっかりロジックに落としてあげるとか、

そういう介入もできると思います。 

２、コンパリ 

コンパリに関して。基本的な考え方としては「得たい結論」

と「それを得るための基準」を考えると人のアイデアの理

解もできるしまた介入もしやすくなります。詳しくは 2014

年度に TDFのプレジデントだった、じゃっぴーさんて方の

レクチャーがわかりやすいのでぜひ読んでみてください。 

  

個人順位と選定理由 

 １位：南（立教３） 

    OPとしての土台作り、圧倒的な介入量によりこの順位に選定。 

    全体的に C や的確な Sを打っていた。が、焦っていたからか、 

    もうすこし、浦川の反論に対しトリートをするなど柔軟に対応

できるとなおよかったです。これから、そのスキルをエデュケ

ーションに使っていってください。現役お疲れさまです。 

２位：浦川（上智３） 

    南同様、Q や C による理解度の統一、また NFC によるアイデ

アによってこの順位に。 

    おそらく浦川自身、自分でどういう議論をすべき（したい）か

が見えてはいたが南に競り負ける場面が多々あったのが非常に

惜しかった。しかしながらその理解力とそれを浸透させるため



one sentenceでのCはうまいので後輩に還元していってあげて

ください。現役お疲れさん。 

 ３位：花形（明学２） 

    アーギュメントと限定的な Cを評価してこの順位に。落ち着い

たプレゼン、最後のコンパリでの Cなど限定的に見ればすごい

効果的な介入があったのでこれからはもっと量を増やしてテー

ブルを引っ張っていけるような存在になってください。これか

ら頑張って。 

 ４位：森田（早稲田２） 

    限定的な介入を評価してこの順位に。 

    自分で提示するものに対してはすごく考えているので今度は人

にアイデアに対して介入することを練習するともっと伸びると

思います。特に、このテーブルでは浦川と考え方やスタンスが

近いものなら浦川の検証中にサポートをするなどである。これ

から期待してます。 

 ５位：望月（明治３） 

    非常に限定的な介入であった。自分のやりたいことへの最低限

のQで終わってしまっていたので他人への介入がなかったのは

残念だ。とはいえ、しっかりとプレゼンの基礎はできているの

で人に伝える能力というものをエデュケーションに生かしてほ

しい。 

６位：小越（立教３） 

   限定的な介入であった。 

７位：早野（明治２） 

   介入が見られなかった。 

最後に 

アッセンお疲れさまでした。 

３年へ 

みんながこのディス界で学んだことはすごく貴重なものだと思います。 

これらはその貴重なものを後輩に還元していってあげてください。 

アッセンはそのためのスタートだと思います。 

２年へ 

みんなはまだまだこれらです。一年後後悔のないように引退するかはこ

の一年どう過ごすかで変わってくると思います。一回一回のテーブルを

大切にしていってください。  

質問などあれば誰かに連絡先を聞いてください。 


