
ASSEMBLY ２０１６ 

乙９テーブル総評 
judge 明治学院大学 椿彩美 

 

●テーブルメンバー 

 成松（早稲田３）、神田（武蔵３）、道下（明治２）、橋村（立教３）、中村（明治３）、 

 津村（明治３）、中村（青学３）、岩崎（青学２） 

 

●議論の流れ 

 

Narrowing 

Narrowing の OP 決めにおいては、成松の提示した usual なオピニオンシートにのっと

ってディスカッションを進めることに決まった。成松のコンパリアイディアは、AD＞DA

で、TG が自殺してしまう可能性があるかどうかを比べるものだということが明らかに

なった。 

 

ASQ 

ASQエリアでは、津村をはじめとしたコンパリで話すことを前提としたうえでのダウト

を含めた Qや、ここナローしないとコンパリ話せないからナローしようといった Sがと

びかったが、当初の成松が提示した定義の TGから変わることはなかった。 

 

NFC 

NFCでは、神田による 生徒は bad actionをしているため、S/M を受ける理由があるか

ら touchするべきではない という objectionが出された。これに対して津村が、デー

タは someでたたせるのにどうして goalは all cutなの？や、この objectionは t/p or

×にアタックしているのか、A/L/1 の AD を get できる可能性を否定しているものなの

かどっちなの？や、神田の主張を正そうとする Qをとばし、成松のカンファメによって

津村の Qはテーブルに浸透した。その結果、神田の goalは all cut ではなく、データ

のコンセをとるだけに変更になり、テーブルは収束した。 

 

Solution 

Solutionでは、岩崎による この法律は生徒に focusしたものであり、学校の制度を保

てなくなる という objectionが出された。出した時点の説明で岩崎の主張は２つに分

けることができたが、テーブルにはまったく浸透していなかったと感じる。１つは、日



本政府が先生の立場を保護せずに生徒の立場だけを保護することになると、生徒が力を

持つようになり、先生とのパワーバランスが崩れるというもの。２つめは、体罰がある

からこそ先生の立場は強かったものの、体罰を禁止してしまったら生徒にとってほかの

悪いこと（例えばクラス崩壊など）が起きるであろうというもの。岩崎のアイディアを

理解しようと Qをとばすが、的を射ていない返答が返ってきてもその返答に納得したり、

岩崎の主張を理解するまえにダウトをふっかけてみたり、となかなかテーブルは停滞し

た。そんななか、岩崎のいう ×keep school system とは、生徒の行動で先生が罰を

受けるか決まってしまうため、生徒が先生の行動をコントロールできるようになるから

起こるものだ というものが津村の Q によって明らかになった。それに対し、成松が

Evidence を元に、現状でもセクハラのケースでは生徒がうそついても先生が罰を受け

ることがあるから pracaは認められてもよい という反論が出された。しかしこの反論

は成松の Envidence が、生徒が意図的に「セクハラです！」とうそをついて先生が罰を

受けるように仕向けたかどうかはわからない という岩崎の主張で終わった。 

そのあともさまざなダウトがだされたが、どのダウトもあまり検証されず、岩崎も終始

同じ主張を続けていたため、テーブルは停滞した。結局、岩崎の objectionはワラント

と×pracaが証明できていないということになり、コンパリで話すことになった。 

 

DA 

DAでは岩崎の出した、体罰をしていたができなくなって苦しんでいる先生が DAに選ば

れた。 

 

Comparison 

コンパリでは、成松が AD＞DA で、本人が自殺するかしないかによって苦しみの大きさ

を測るアイディアが出された。自殺は QL に関係しており、自殺を選ぶということは選

ばないことよりも苦しみが大きい という主張だった。 成松は人間の will を、プラ

スの意味で“～したい”という気持ちと、マイナスな意味で“～したくない”という気

持ちに分けており、～したいという気持ちによって苦しんでいる場合は自殺にいたるこ

とはない、というアイディアから、AD は自殺を選ぶ、DA は自殺を選ばないというデー

タだった。 

これに対して、したいしたくないという側面からでは苦しみの深刻さはわからないよな

ぜなら sit と will の gap の大きさで深刻さをはかるべきだから や、自殺したいとい

うのもひとつの“～したい”という will だから一概にそのわけ方でデータを立たせる

わけにはいかない など、さまざまなダウトがだされたが、全て objectionの形にして

順番に検証していこうとなった時点でこのテーブルは終了した。 

 

 



●議論を通して感じたこと 

 私個人の意見なので本当に参考程度にしてくれればと思います。超基本的な３つのこ

としか書いてなくて申し訳ないです。 

 

・QAmeetについて  

このテーブルに限ったことではないのですが、質問者の質問を完全に理解しないまま

返答をし、Qと Aがかみ合ってない瞬間に多々遭遇してきたと思います。それで、返答

をもらった側がかみあってないことに気づいてもう一度質問をしてくれればいいので

すが、かみあっていないことに気づかずに次に進むことも結構あったと思います。それ

でアイディアだったり TG の定義だったりのちょっぴりのズレが生じて大混乱をよんで

るときってあるんじゃないかなあと。日本語で話すときにも、言葉って無意識のうちに

すごい選んで会話してると思うんだけど、英語になるとみんなすごい雑になっちゃう気

がしました。なので、質問する側も何を答えて欲しいのかしっかし伝えられるようなプ

レゼンをするべきだし、答える側もなんとなくこれききたいんだろうなあみたいな感じ

で答えるのはやめたほうがいいと思います。そして、その返答に少しでも違和感があっ

たならすぐにつっこんだ方がいいんじゃないかなっと思います。まあその違和感に気づ

いていたら次にいくなんてことはないから、気づくのって難しいんですよね。 

 

・アイディア流しについて  

NFCなり solなり、アイディアって出ますよね。みんなは自分がアイディアを出すとき

ってなんでアイディア出しますか？しゃべりたいからとか、この意見わかってほしいか

ら、とかですよね？それが悪いとはいわないし、下級生にはとりあえずアイディアだし

てこいって言ってるのでそれでいいと思うんです。でもだからこそ、ろくに話もきかな

いですぐに、それちがう！あっちでやれよ！って言っても、流れるわけないじゃーんっ

て思います。アイディアに耳を傾けるのが時間の無駄だとか、正しい場所で話したほう

が良いに決まってるとかそういう主張もあってると思います。でも、クレームきいただ

けで、ろくに理由を説明しないではいそれ DA！って言って、アイディアプレゼンター

が流れてくれたら、誰も苦労しません！NFCで終わるディスなんて出てくるわけないと

思うんですよ。だから、相手の言いたいこと最低限理解して、意図にそうならここじゃ

なくてあっちだよって伝えてあげるべきだと思います。 

私がアイディアを流すときは、話し方を整えてあげる といった姿勢でやっていました。 

興味があればききにきてください。 

 

・議論する態度について  

ディスカッションの怖いところの１つとして、議論が熱くなると、ついムキになるとい

うか感情的になってしまうところを挙げたいと思います。白熱して内容が深堀されて良



いディスカッションになればいいのですが、そうじゃなくて、 他人の話をさえぎった

り、無視したり、小ばかにした態度をとるのって、賛否両論あるのはわかっていますが、

私はそれってどうかなあ～って思います。本人に馬鹿にした気持ちがなくても、された

ほうは感じちゃうんですよ。そーゆーのってあまりよくないと思います。だれもが良い

気分で終われる競技ディスカッションってそうそう出会えるものじゃないと思うけど、

無視されたとかさえぎられたとか馬鹿にされたとかで、もやもやして終わって欲しくな

いなって思います。 

 

●選定理由 

 

1位 成松（早稲田３） 

 オピニオンプレゼンターとして議論の土台を作ってくれたこと、他人の話に落ち着い

て介入し、適宜カンファメを入れて話を浸透させていた点を評価し、彼を乙一とする。

彼のカンファメがなければどの Qやダウトもテーブルには浸透せずに話が進み、全員が

違った見解で話が進んでいたと思われる。後発介入なりの相手の意図を十分に汲んだカ

ンファメから、そのカンファメを使ってテーブルを前に進めることに長けていると感じ

た。しかし、ナローイングで提示したコンパリのアイディアをもっと話すために時間を

節約しながらテーブルを進めることを意識してほしかった。結局このテーブルに残った

話はどんなものだったかもう一度考えて欲しいと思う。 

 

 成松！おつかれさま！春セミ期から何回かジャッジしたけど、私がみたなかでは 1番

良い成松だったと思います。自分の理想とする結果ではなかったかもしれないけど、少

なくともこの結果に恥じないディスカッサントでいてほしいです！現役はもう引退だ

けど、後輩をエデュケしようと思ったときにも自分のディスカッション能力は伸びると

思います！まだまだ続くディスカッションライフ、いっぱい成長していってください。

おつかれさまでした！ 

 

2位 岩崎（青学２） 

 Solutionにてアイディアを提示し、そのアイディアがのちに DAにつながったことで

結果的にテーブルに自分の話したいことをしっかり提示できていた点を評価し、彼を 2

位とする。ひとつ述べておきたいのは 3位の津村とはかなりの僅差である。岩崎は自分

のアイディアを objection の形にしてテーブルに落とせていたのでその点で津村に勝

っていたと考える。３年生が本気になっている場面で同じ主張をし続ける姿勢は、周り



のオーソリに屈しないという良い捉え方と、テーブルのことを考えずに自分のやりたい

ことだけをやっているという悪い捉え方ができる。後者のような悪い捉え方をされない

ようなアイディアの提示の仕方をこれから学んでいってほしいと思う。 

 

 さとるくん！おつかれさま！アイディアしっかり説明しているのに最初のほう誰に

も伝わらなくてちょっと悲しかったね！笑 少しプレゼンもはやかったし雑だったか

らあせっちゃったのかな？コンテンツになるととっても強いイメージがあるのでそこ

を伸ばしていってほしいと思います！来年の春セミアッセンで活躍してくれること期

待しています！おつかれさま！ 

 

3位 津村（明治３） 

 終始他人のアイディアに批判的な姿勢でダウトを振り続け、議論をしようとしていた

点と、介入量を評価し、彼を 3位とする。上述した通りに、2位の岩崎とはかなりの僅

差である。津村のダウトは数も多く、鋭い視点からのものが多かったが、テーブルで取

り扱われることが少なかったため 3位とした。また、他人の話への介入量は津村が一番

多く、ひとの話を理解しよう、議論を進めようといた姿勢が評価できる。しかし相手の

意見を理解し終える前に反論を出すため、周りが追いつかずに流れていってしまった点

が残念だった。 

 

つむつむ！おつかれさま！こんなに介入している姿初めてみたのですごくびっくり

しました！投げるダウトも的確だったし、流れていってしまったり、オミットのような

形でテーブルになにも残らないたびに、あ～もったいない～と思っていました。現役は

もう終わってしまったけれど、チーム明治を盛り上げるためにどんどん貢献していって

ほしいと思います！おつかれさまでした！ 

 

4位 神田（武蔵３） 

 Q を通してオピメの TG の理解や、最後まであきらめずに介入しつづけた姿勢を評価

して彼女を 4位とします。介入量は上位 3人と比べたら少し劣る程度ですが、NFCのア

イディアが結局テーブルになにも残っていなかったのがとても残念です。岩崎のそるの

アイディアや成松のコンパリのアイディアに対しても、必死に理解しようと Qをしてい

る姿が印象的でした。しかしそれは情報を引き出すことにとどまってしまったため、そ

れを使ってどうテーブルを進めるかをもう少し提示できていたらよかったと思います。 

 

 まきちゃん！おつかれさま！まきちゃん途中で心折れちゃうかな～なんて思ってみ



てたんだけど、最後まであきらめないで介入していてとてもうれしかったです。どんな

状況でも議論に参加するというのは私は大事にしてほしいと思っています。武蔵の人数

も増えてきているみたいなのでしっかし後輩になにかを残せるように残りのディスカ

ッションライフも努力し続けてください！おつかれさまでした！ 

 

5位 中村（青学３） 

 後半の介入量が増えた点と、その介入によって議論の停滞をとめた場面があった点を

評価し、彼を 5位とします。その瞬間に効果的なカンファメやサジェスチョンの提示が

できていたが、前半の介入がみられなかったため、順位は伸びませんでした。鋭い視点

を持っていることと、効果的なカンファメができることはたしかなので、後輩につなげ

ていってほしいと思います。 

 

りんやくん！おつかれさま！前半黙ってたからそのまま介入しないのかなーなんて思

ってたらアイディアの examine 始まったらちょくちょく介入してくれてよかったです。

あとで話そう！っていうサジェスチョンってたぶん多くの人が打ってたと思うんだけ

ど、それを通すことができたのはりんやくんでした！ストロンゲスト青山目指して後輩

のぷれぱいっぱいみてあげてください！おつかれさまでした！ 

 

6位 橋村（立教３） 

 とても限定的ではあったが、議論に参加しようという姿勢がみられたため、彼女を 6

位とします。 

 

はしむらちゃん！おつかれさま！話いっぱいきいていたんだと思うんだけど、介入する

ことでしか得られない何かってきっとあると思います！ディスを続けた 3 年間で得た

ものを後輩に還元していってください！おつかれさまでした！ 

 

7位 中村（明治３）、道下（明治２） 

 介入が非常に限定的であった、もしくはみられなかったため、彼らを 7位とします。 

 

こうすけくんおつかれさまでした！介入の意思はみられたんだけど、テーブルにはな

にも残っていなかったのでこの順位です。もう現役は引退だけど、こうすけくんにしか

できないエデュケってきっとあると思います。先輩たちからの恩など、後輩に還元して

いってください！おつかれさまでした！ 



みちしたくん！おつかれさま！話がわからなくなってしまうととってもつまらない

と思うんだけど、そういうときは わかんない！もっかい説明して！ でもいいから介

入してほしいと思います！そこから広がっていくと思うので。現役引退まであと 1年あ

ると思うので自分なりのディスカッションの楽しさを見つけて引退してほしいと思い

ます！おつかれさま！ 

 

 

 

 

現役の皆さん、ジャッジの皆さん、おつかれさまでした。 

とても偉そうなことを書いてしまいましたが、総評という形式上、またジャッジという

立場上の言葉であるため、お許しいただきたいと思います。質問意見等ありましたら連

絡ください。 

 

これでこの２，３年生で本気でやるディスカッションはもう終わりです！３年生は後輩

の教育がんばってください！2年生はこれから自分たちの代にかわってディス界を背負

う立場になります。がんばってね！応援しています。なにか困ったことがあればいつで

もだれでも連絡ください。できる限り協力します。飲み会のお誘いも待ってます！ 

 

では。 

 

椿彩美 

 


