
春の大セミナー 2014 5th チャレンジャーテーブル総評 
担当ジャッジ 永田智子(立教 4) 

 
 
≪テーブルメンバーと順位≫ 
1 位 坂口(成蹊 3) 
2 位 白山(AGU3) 
3 位 中村(日大 3) 
4 位 大森(芝工 3) 
5 位 芦田(AGU3) 
6 位 岸本(明治 2) 
7 位 佐賀(武蔵 3) 
8 位 米村(東洋 2) 

 中村(東女 2) 
      永井(芝工 2) 
 
 
≪議論の大まかな流れ≫ 
坂口(成蹊 3)の死刑問題に関するオピニオンシートを基に議論が進む。オピニオンシート

は死刑囚が持つ、死の恐怖による精神的苦痛をなくすという一般的なものであり、政策内

容は死刑をなくすのみであった。 
死刑や死刑囚の定義には混乱は少なかったものの、かなりの時間を費やしており、NFC

に入るまでに 1 時間以上かかっていた。死刑の目的やオピメの刑罰に対する考え方に関す

る質問など多くの質問が出ていたが、大森(芝工 3)の死刑囚は responsibility を持つか否か

の質問には特に時間をかけていた。これらの質問に関しては白山(AGU3)、坂口(成蹊 3)、
中村(日大 3)、岸本(明治 2)のカンファメーションなどにより解決され、進められた。 

中村(東女 2)の質問により、オピメが死刑囚を TG とした理由が rehabilitation の機会を

死刑囚に与えるためということが分かる。そしてそのことから、中村(日大 3)はこのことと

日本国民を守ることのどちらが重要かを比べたいとし、コンパリにて話すこととする。 
NFC エリアでは 6 人のアイデアが出されるが、コンセンサスを取るのみで終了し、議論

には発展しなかった。 
PLAN サイドでは大森(芝工 3)の「政策に絶対的終身刑を導入させるべき」というアイデ

アが出た。この場面では白山(AGU3)、中村(日大 3)、坂口(成蹊 3)のカンファメーションや

サジェスチョンにより、コンクルージョンを取ってから話そうという結論に至る。 
Solution エリアでは佐賀(武蔵 3)が「死刑と絶対的終身刑のどちらが深刻かを決めなけれ



ば日本政府は政策を採択できない」というアイデアを出す。TG の確認などを行った上で、

芦田(AGU3)の NFC アイデア内でも話が出来ることもあって DA アイデアとして扱うこと

になる。 
DA エリアでは、白山(AGU3)、芦田(AGU3)、米村(東洋 2)、大森(芝工 3)、中村(日大 3)、

岸本(明治 2)の 6 つのアイデアが出たが、Voting によって芦田(AGU3)が DA プレゼンター

となる。DA アイデアは、日本国民が終身刑を受けたくないという思いから生まれる精神的

苦痛であった。 
コンパリエリアでは、中村(日大 3)の「死刑囚は 1 年に 8 人が命を失うが、日本国民は失

わないため、AD＞DA」というアイデアが出され、白山(AGU3)の「将来どうなるか不明確

である」というオブジェクションによって切られた。ここで時間が終了したためコンパリ

アイデアは立つことなく、“Take Plan をしない“という結論に至った。 
 
 
 
≪局面に関するコメント≫ 
全体的に混乱している場面は少なく、一つひとつの話に時間を使ってしまっている印象で

あった。そのため、時間がかかっていた①大森(芝工 3)の Responsibility の話、②佐賀(武蔵

3)の政策の実行性に対するアイデアにのみ触れる。 
① 大森(芝工 3)の Responsibility に関して 
まず、テーブルメンバーが大森の言いたいことを理解するために時間がかかってしまっ

ていた。大森は自分がどのような意味で Responsibility という単語を使っているのか、

正確に伝える必要があったように思える。定義を聞かれた際にチャート用紙に書いて提

示するとテーブルメンバーが理解しやすい。口だけのプレゼンテーションは誤解も生み

やすい。今回のプレゼンテーションの中でも定義は広義に渡ってしまっていたため、結

局何が言いたかったのか理解し難く、混乱を招いてしまった。 
テーブルメンバーも定義をテーブルに浸透させるための質問やカンファメーションを積

極的にしてほしかった。途中定義が浸透しきっておらず、あいまいなまま話が終了しか

けていた点は評価し難かった。きちんと一つひとつの話を終わらせ、認識を一致させる

必要がある。また、岸本(明治 2)のように、何に対してのものか、誰が与えるものか、と

one by one で発話者の意図を確かめていくと、浸透しやすい。基礎的なことではあるが、

ディスカッションをしていく上でメンバー間の共通認識がないとごちゃりに繋がるので、

一つひとつ丁寧に対応してほしい。 
 
② 佐賀(武蔵 3)の政策の実行性に対するアイデアに関して 
佐賀のアイデアは、刑罰の深刻性に関するもので、「死刑が絶対的終身刑よりも重い罰で

あったら実行性はあるが、絶対的終身刑のほうが重い場合は実行性がない」というもの



であった。Evidence も説明に取り入れ、プレゼンも分かりやすかったのだが、流され方

には少々疑問を感じた。流され方としては、「芦田(AGU3)の NFC アイデアも話せ、コン

クルの結果によって刑罰の深刻性は決定出来る」とされた。そして DA アイデアに芦田

のアイデアが選ばれ、その場合にプランが採択されたら実行性がある、採択されなかっ

たら実行性がない、ということにしようとなった。確かに時間がない状況ではあったし、

後で話せるということは提示されていたが、後で話さなければならない理由は示されて

いなかった。さらにアイデアに対する直接的な反対意見もなく、DA アイデアに選ばれる

かどうかも不明確なまま流されていたので、せっかくのアイデアがもったいないと感じ

た。アイデアを出す側は自分のアイデアの流され方をカンファメーションによって確認

し、納得いかないものであるなら自ら妥協点を出すことなどによって自分のアイデアを

うまくコンクルージョンに結び付けるような努力が必要だと思う。また、アイデアを流

す側としては、流す理由をきちんと明示する必要がある。後で話す方法や、それらの方

法のメリット・デメリットは提示出来ていたので、“なぜ後で話さなければいけないのか”

を今後は提示してほしい。 
 
 
≪テーブル全体に関して≫ 
全体的に明るくて雰囲気の良く、意見の出しやすいテーブルであったと思う。NFC のア

ーギュメントや DA アイデアも多く出ており、積極的であったという点も良かった。 
しかし、ASQ サイドに時間がかかってしまったことや、ASQ での話がほとんどコンパリ

ゾンで用いられなかった。そして議論の中で話していたことがほとんどコンクルージョ

ンに結び付かなかったために、少々浅い議論になってしまっていたことは残念であった。

ASQ で多くの Q が出たが、現状とオピメのアイデアを理解するだけではディスカッショ

ンとは言いがたい。アジェンダに答えるためには「日本政府はオピメの政策を採択する

べきか否か」を話し合わなくてはならない。Q がアイデアやコンクルージョンにどのよ

うに結びつくか、という点も考えて Q をしてほしかった。 
このテーブルは 3 年生が多かったこともあって、カンファメーションやサジェスチョン

が多くなされ、大きな混乱は防げていた。それぞれのクオリティも高かったのでぜひ今

後も力を伸ばしていってほしいし、今回あまり介入が出来なかったという人に関しては

参考にすると良いと思う。 
 
 
≪順位と選定理由≫ 

1 位 坂口(成蹊 3) 
オピメとして議論を進め、どの話にも介入をしていた。坂口のカンファメやサジェスチョ

ンによって議論が進行したところも多く、常に議論の中心にいたと判断したため、１位と



した。今後は介入のスピードを上げられると良いと考える。①の responsibility の話など、

ごちゃっている場面での介入が少なかったので、そのような場面で介入出来ると良い。今

回の議論では詰め切れていないマスト Q での介入でも効果的だったと思う。プレパレーシ

ョンの積み重ねることで、アッセンブリ―でも活躍してほしい。 
 
 
2 位 白山(AGU3) 
どの話にも介入し、効果的なカンファメーションによってテーブルに大きく貢献していた。

テーブルのほとんどの Q やアイデアを浸透させていたことからも、今回のテーブルは白山

なしでは進まなかったかもしれない。しかし、サジェスチョンがあまり浸透していなかっ

た点、白山のアイデアをテーブルで議論出来なかったことにより、2 位とした。カンファメ

ーションで止まってしまうことが多かったので、セオリーを用いるなどして S に繋げられ

るとさらに良くなると考える。カンファメーションを活かしてさらにスキルアップしてい

ってほしい。 
 
 
3 位 中村(日大 3) 
サジェスチョンによって議論を進め、アイデアを出すなどしてテーブルに貢献していた。

しかし、介入が限定的だった点、プレゼンテーションが浸透していなかった点により、3 位

とした。スキル面に関して本テーブルでは申し分ないと考えられるし、効果的なカンファ

メーションやサジェスチョンしていたのだが、ASQ サイドでの介入がほとんどなかったこ

とがもったいなかった。今後もプレパレーションを重ね、よりスキルやアイデアに磨きを

かけることで、常に介入出来るようにしてほしい。多くの努力を積み重ねることで、アッ

センブリ―にも繋がると思う。 
 
 
4 位 大森(芝工 3) 
積極的に議論に参加し、ASQ サイドでは多くの Q をしていた。しかし Q の def が詰まりき

っていなかったこと、プレゼンテーションが分かりにくかったことによってテーブルに混

乱を招いてしまっていた。自分が何を聞きたいのかを明確にし、チャート用紙に端的に書

くと良いと思う。プレゼンテーションの練習もするとさらに良いと思う。今後も積極的に

介入する姿勢を忘れず、次に活かしていってほしい。 
 
 
5 位 芦田(AGU3) 
介入が限定的であったが、NFC のアーギュメントや DA アイデアを提示しており、最終的



に芦田のアイデアが DA アイデアとなったことから 5 位とした。NFC エリアで提示したア

イデアを最後まで使用し、コンクルージョンまで繋げた点は良かったが、自身のアイデア

以外の介入は少なかった。他人の話に介入するために Q やカンファメーションによって積

極的に介入をしてほしい。プレパレーションを多く行い、常に介入する練習を行ってほし

い。 
 
 
6 位 岸本(明治 2) 
クオリティの高いカンファメーションを行っていたが介入が限定的であったために、6 位と

した。また、ディスカッション中のアトモスがあまり良くなかったために、テーブルの雰

囲気を悪くしている場面も見受けられた。話している人が話しにくくなる雰囲気を作るこ

とはテーブルにとっても良くないので、その点に関しては次回から注意をしてほしい。し

かしごちゃりが生まれた際のカンファメーションはテーブルメンバーのアイデアの理解に

とても役立っていて、貢献していた。毎回の発言はとても良かったので、介入量とアトモ

スを良くすれば、今後本テーブル以上に議論に貢献できるようになると思う。諦めずに努

力をし続ければ必ず上達すると思うので、今後もたくさんのプレパレーションを重ね、次

に控えるアッセンブリー、また来年の春セミに繋げてほしい。 
 
 
7 位 佐賀(武蔵 3) 
佐賀はテーブルを常に盛り上げ、話しやすい雰囲気を作っていた。しかし Solution エリア

でアイデアを出していたものの流されてしまい、コンパリゾンエリアでも佐賀のアイデア

に関する議論がなされなかったことから 7 位とした。Solution エリアの実行性に関するア

イデアは evidence も提示されており、プレゼンテーションも分かりやすくて良かったので

とてももったいなかった。自身が納得する流し方、切り方まで持って行けていれば良かっ

たと思う。今回で言えば、コンプロマイズのアイデアとして「芦田のアイデアを必ず DA
アイデアにすること」や「コンパリゾンエリアで AD と DA の QL に関するコンパリゾンを

すること」などを提示しても良かったと思う。せっかく出したのにコンクルージョンに結

び付かないのでは本人にとってもテーブルにとってももったいない。アイデアを出したか

らにはコンクルージョンを意識し、アジェンダに答えるためにどうテーブルに繋げるかを

考えてほしい。 
 
 
8 位 米村(東洋 2) 中村(東女 2)  永井(芝工 2) 
自身のアイデアのみの介入であり、介入が限定的であったため 8 位とした。Q をしてもカ

ンファメをされて話を終わらされてしまうことも多くもったいなかった。自分の話は自分



で終わらせられるようにプレゼンテーションの練習を誰かに見てもらいつつ行うことや、

プレパレーションでその Q を出してみるなど、努力が必要だと思う。また、介入が限定的

であったという点に関していえば、マスト Q による介入やダウトをふることもありだと思

うし、自身のアイデアをもう少し粘ってみても良いと感じた点もあった。まだ 2 年生であ

り、アッセンブリ―や来年の春セミも残っている。C＋テーブルに入ったことに自信を持ち

つつ、ディスカッションを楽しみながら今後も頑張っていってほしい。 
 
 
 
≪最後に≫ 
長い春セミお疲れさまでした。である調にしたために厳しい口調になってしまいました。

ごめんなさい…。テーブルの皆さんが頑張っている姿を見て、ジャッジをして良かったな、

と思いました。 
今回の春セミで辛い思いをした方もいらっしゃると思います。しかしまだアッセンブリ―

が残っています。2 年生には来年もあります。まだまだ評価してもらえる場があるのだから、

諦めずに頑張ってください。春セミで悔しい思いをして、それから本気で頑張ってアッセ

ンブリ―で結果を残した人は今までにたくさんいます。ぜひその一人になってください。 
頑張り抜いた努力は、人生において無駄にならないと思います。後悔だけはしないでくだ

さい。それでは、皆さんが後で振り返ってみたときに、この春セミが良い経験となってい

ることを祈っています。 


