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＜＜テーブルメンバーとその順位＞＞ 

1位 塩崎翔平(青山学院大学 3年) 

2位 齋藤慎一郎(日本大学 3年) 

3位 望月哲(東洋大学 3年) 

4位 高橋里奈(フェリス女学院大学 2年) 

5位 松岡苑子(芝浦工業大学 2年) 

6位 今村実香子(東京女子大学 2年) 

7位 小暮伸哉(武蔵大学 2年) 

8位 金子(高崎経済大学 ?年) 

9位 尾上孝之(上智大学 2年) 

10位 高杉悠(聖心女子大学 2年) 

 

 



＜＜全体への総評＞＞ 

議論の大まかな流れ 

オピニオンプレゼンター決めで塩崎(D/P がある世界・ない世界のシチュエーションコンパ

リゾン)、齋藤(V/F m/s)、金子(C/C die)の三人が立候補し、齋藤がオピニオンプレゼンター

に決まって以後は齋藤のオピニオンシートのコアに関する話が中心となって議論が進んで

いった。齋藤のオピニオンシートは TG を V/F とし、Plan では abolish D/P, introduce 

ALIS というものであった。その最大の特徴は、ソリューションの 3 番目のリンケージで、

ワーカビリティを証明するために D/P と ALIS のどちらがより C/C を反省させる罰として

相応しいのかというコンパリソンをすることだったが、実際の議論においては時間がなく、

塩崎の Sにのる形でこのコンパリソンをせずに普段の ADDAコンパリに入り、二つのロジ

ックを検証。結果 AD>DA のプライオリティ idea 一つが証明されたので、take plan とい

う Conclusionを得た。 

 

それぞれの局面へのコメント 

① オピニオンプレゼンター決め 

まず、オピニオンプレゼンター決めで 30分使ってしまったことは勿体なかったのではない

かと感じる。それぞれが自分の議論したいオピニオンはどれなのかを吟味するという姿勢

は良かったが、あくまでオピニオンプレゼンター決めに必要な Q だけをするよう心掛けて

欲しいと感じた。また、オピニオンプレゼンター候補者への Qがほとんど Open Q だった

ために QA meetしなかったり、Aが長くなってしまうという傾向が見られた。この傾向は

オピニオンプレゼンター決めの時間のみに限らず、テーブル全体を通して見られた。 

 

② オピニオンプレゼンターのコアについて 

テーブルの前半では、オピニオンプレゼンターの齋藤のコアとなる「Reflection」「Regret」

という wordについての def詰めが主であった。塩崎を中心として「オピニオンプレゼンタ

ーのコアになる部分だから defを明確にすべきだ。」という姿勢を持って Qをしていたこと

は良かった。しかし、ここでもやはり Open Qが多く、オピニオンプレゼンターの回答に納

得がいかずに更に質問を重ねるという場面が多く見られた。【どこまで確認出来れば次の議

論に進めるか】という部分についてメンバー全員が意識して Q をすることで、必要最低限

の議論に収めることが出来たのではないだろうか。 

 

③ ASQ最後の塩崎の ideaについて 

NFC の検証に入る前に塩崎の「D/P でも C/C は reflection できる」という idea を検証し

た。この idea をロジックに落として明確に一つずつ検証出来ればなお良かった。結果とし

てオピニオンプレゼンターが塩崎の主張を認め、別の Difference point を提示することで

次に進んでいったが、differenceが曖昧だった為、果たして solでのコンパリソンをするこ



とが出来るのかという不安が残った。もちろん、D/P、ALIS共に C/Cが Reflection出来る

という ideaが間違っているという訳ではないので、オピニオンプレゼンターは「Reflection

の仕方」「Reflectionの深さ」などに関わる D/P, ALISの differenceを提示出来るように準

備しておくと良いのではないかと思う。 

 

④ NFCや Solutionでのアーギュメントについて 

NFCや Solutionを通していくつかのアーギュメントが出されたが、春セミでのディスカッ

ションを通してほとんどのテーブルで見られるような idea が主であったので、アーギュメ

ンター以外のテーブルメンバーは早い段階でインテンションを汲みとり流すことが出来れ

ばよかった。また、アーギュメンターはアッセンブリーに向けて「独自性の高いアーギュメ

ントを考えて」いってほしい。また、コンセンサスを得ることが目的であれば、そこまで最

短でたどり着けるようプレパをしておくべきだと感じた。 

 

⑤ Solのコンパリソンについて 

最終的に、時間がなかったために Solution でのコンパリソンは行われなかったが、このコ

ンパリソンは行われるべきだったと感じる。その理由は①齋藤のオピニオンシートのコア

であったこと、②ASQ の塩崎のアーギュメントで、「D/P でも C/C が Reflection 出来る」

というコンセンサスが得られたことによって、このコンパリソンが行われなければ AD を

立論することが出来なかったはず、という二点である。このコンパリソンを仮に行っていた

としたら通常のコンパリソンへ移行することは出来なかったと考えられるが、齋藤のコア

について話してきた時間を考えると、AD 立論の信頼性を高めるという意味で Solution で

のコンパリソンを行うという決断も悪くはなかったのではないだろうか。 

 

全体のディスカッションを振り返ってのコメント 

全体的に、5th テーブルにも関わらず、最後までしっかりディスカッションをしようという

姿勢を感じることが出来た。また、テーブルメンバー全員が春セミに向けてアイディアを用

意し、それをテーブル内で出すことが出来ていたように感じる。しかし、アイディアが詰め

切れていないためか、どのアイディアの検証にも時間を使いすぎてしまう傾向にあった。ア

ッセンブリーに向けて、自身のアイディアをさらに深めることやその効率的な示し方を研

究してほしいと思う。また、自身のアイディアの示し方を考える上で、「ASQサイドでどの

ような Q をすればコンセンサスを取れるのか…」といういわゆるストラテジーの張り方も

考えてもらいたいと思う。ストラテジーとしての Qを意識することで、自らの Qがどのよ

うに今後の議論に影響するのか、という点も考慮していってほしい。Open Q が多く QA 

meetしない局面も多く見られたが、その一方で、曖昧な wordのディフィニション詰めや、

一度した質問・一度持った doubt に関してはきちんと解決するまで一貫して追求し続ける

という姿勢が多くのテーブルメンバーに見られたので、そこはアッセンブリーにも繋げて



いってほしい部分である。 

また、英語表現に関しては、減点項目の使用は少なく、加点項目が自然に使用出来ていると

いうテーブルメンバーが多く見られた。しかし、不適切な語順(肯定文のまま語尾を上げる、

主語と目的語の混同)は時折見られたので、英語表現についても引き続き意識していってほ

しいと感じる。 

 

＜＜個人総評＆選定理由＞＞ 

1位 塩崎翔平(青山学院大学 3年) 

テーブル全体を通してのコンスタントな介入、オピニオンプレゼンターのコアを詰める Q

やそのコアの矛盾を指摘するアイディアなど、今回のテーブルで議論の中心的役割を担っ

ていたため、1 位に選定した。ニュープロシを出していたが、【どうして 3 回コンパリソン

をしたいのか】という点や【刑事問題という issueを通して議論していきたい部分】という

点を中心に自分自身のアイディアをアッセンブリーに向け深めていってもらいたいと思う。 

 

2位 齋藤慎一郎(日本大学 3年) 

オピニオンプレゼンターとしてテーブル全体へのコンスタントな介入、自身のアイディア

のテーブルへの浸透を行っていたが、介入量の差において塩崎に劣ってたため 2位とした。

Solutionで D/Pと ALISについてコンパリソンをするという ideaを活かすためには、その

方法について、また、ASQ サイドをいかに早く検証し終えるかという部分についてより考

えを深めていってもらいたい。 

 

3位 望月哲(東洋大学 3年) 

テーブルに停滞が生じた際、塩崎に次いでカンファメーションや S を打つ姿勢が見られた

が、その質という点において塩崎に、また、介入量においても塩崎・齋藤に劣ったので 3位

として選定した。テーブルの終盤でオーソリティを持っていた塩崎の「Solのコンパリソン

は省いて ADを assumeしよう」という Sに対して、パンツとしてただ一人「Solのコンパ

リソンはすべきだ」という姿勢を示して S を打ったことが良かった。アッセンブリーに向

けて自分自身のアーギュメントアイディアを詰めること、そしてカンファメ・Sの質を高め

ていくことをしてほしいと思う。 

 

4位 高橋里奈(フェリス女学院大学 2年) 

NFCで出したアイディアに沿った DA アイディアを提示していたため、その一貫性を評価

して 4 位と選定した。今回、自身のアイディアを一貫した姿勢で提示出来たことは良かっ

たので、アッセンブリー・引いては今後のディスカッションにおいて「テーブルへの貢献」

という部分を追求してカンファメーションや S を打てるようになっていくことに期待して

いる。 



 

5位 松岡苑子(芝浦工業大学 2年) 

NFC、Solで一貫したアーギュメントを提示していたため、その一貫性を評価した。しかし、

テーブル全体での介入量という面で高橋に劣ったため、5位と選定した。自身のアーギュメ

ントについて予想される反論への対策を準備していたことは良かった。今後は「C/Cのm/s」

や「D/Pという制度」について考えを深め、その上で「民意に反する planを取ること」に

ついてのアーギュメントを深めていくか、別のアーギュメントを考えるか、自分の気持ちに

沿う方に決めてほしいと思う。 

 

6位 今村実香子(東京女子大学 2年) 

オピニオンプレゼンター決めや、テーブルの前半において介入が見られたので 6 位と選定

した。しかし Q の持つ議論への effect についてテーブルに提示出来ていなかったのが残念

であった。一つ一つの発言の持つテーブルへの effectや意味を意識することを心掛け、アッ

センブリーに向けて自分自身のアイディアを深めることをしていってほしい。 

 

7位 小暮伸哉(武蔵大学 2年) 

D/Pによる deathと D/P以外による deathの differenceのように、議論の核となりうる Q

をし、Sol で自身のアイディアを提示していた点を評価して 7 位と選定した。しかし、Sol

でのアーギュメントは塩崎のカンファメーションによってテーブルに浸透したため、今後

はより分かりやすいエクスプラネーションを心掛けていって欲しい。 

 

8位 金子(高崎経済大学) 

オピニオンプレゼンターへの立候補、def 詰めの Q などを評価して 8 位と選定した。しか

し、介入量という点において他のメンバーに劣っていたので、オピニオンプレゼンターにな

れなかった際に、パンツとしていかに介入していくかという部分をこれから追求していっ

て欲しいと思う。 

 

9位 尾上孝之(上智大学 2年) 

Planサイドでの Qを評価し 9位と選定した。しかし、介入量という点において大いに伸び

しろがあるので、まずは must Q や doubt などをすることで介入量を高めていって欲しい

と思う。テーブルの回数を重ねるにつれて自分自身のアイディアを深め、最終的には NFC

や DAで自身のアイディアを提示できるようになってもらいたい。 

 

10位 高杉悠(聖心女子大学 2年) 

介入量の少なさという点で 10位に選定した。英語の発音がとても綺麗なので、更に伸ばし

つつ自身のアイディアを多くテーブルに提示出来るようになっていってほしい。まずは、



D/Pについてどう思っているか(賛成・反対)というような大まかな部分からぼんやりと考え

ていって、段々と自分が刑事問題を通して話したいアイディアについて深めていってもら

えればと思う。 

 

＜＜最後に＞＞ 

春セミに向けたプレパ・試ジャッジ・小セミ、そして春セミ本番…お疲れ様でした！ 

この 1カ月間で嬉しかったこと、悔しかったこと、学んだこと、たくさんあると思います。

そしてその分だけ、成長してきたはずです。 

その成長をここで止めてしまうのではなく、3年生は最後のアッセンブリーに向けて、2年

生は今後のディスカッション生活に向けて活かしていってほしいと思います。私に出来る

限り、分かりやすく総評を書いたつもりですが、「分かりにくい！」「もっと詳しく聞きた

い！」などあると思いますので、もしなにかあれば以下の連絡先までお願いします。 

出来る限り現役生の力になりたいと思っているので、気軽に連絡してください！ 

また、もう一人のジャッジの大島くんの総評もあります、併せて読んでみてください。 

アッセンブリーで悔いのない結果を残せるよう、心から応援しています。頑張ってね。 

 

青山学院大学 4年 小林稚奈(わかな) 

LINE:wkn62sg 
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⦁ メンバー 高杉（聖心２）望月（東洋３）高橋（フェリス２）塩崎（AGU3)松岡芝工２）金子（高経３）斎

藤（日大３）尾上（上智２）小暮（武蔵２）今村（東女２）

⦁ 議論のおおまかな流れ

望月がナローを読み終え オピニオンプレゼンターに 塩崎 金子 斎藤の3人が立候補。

そのうち塩崎は死刑におけるA/W（意志と現実のギャップによる苦しみ）に関するアイディアを集

め、２つのA/Wをコンパリし、次に死刑以外の刑罰に関するA/Wのアイディアを集め、また２つに絞っ

たうえでコンパリし、最終的に死刑と死刑以外の刑罰どちらが死刑囚にとって苦しいものなのか決め

よう。

というニュープロシを提示するが、このプロシの概要の理解でテーブルが暫くの間停滞し、金子の際

はクオリティーを「死」としたことに対し、「Ｑ：なぜ死を選んだのか Ａ：死は最も深刻な要素だから」こ

のＱＡのやり取りの際にテーブルが停滞し、最終的に「トピック フォーマットを典型的なものとし、コ

ンパリソンに時間を割く」とアピールした斎藤がオピメに選出された。Progremarea Harmarea SOH 

Causeareaを順調に終え、ＮＨＣでは、塩崎がNotNFCではアイデアを提示した後にデータのコンセン

サスを取りたいのか、AllCutしてディスを止めたいのかどちらかを明確にして検証しよう」というＳを打

ち、松岡 高杉 高橋がコンセンサスを取り、Planへ Solutionにおいて松岡が「現在 死刑存続を希

望する日本国民は８５．６％いる」旨のＥｖｉを提示し、「このことから日本政府は政策を採れない、な

ぜなら日本政府は日本国民の意見を尊重しなくてはいけないからだ」とするPracabilityCutのアー

ギュを提示した。しかし、ReasonforWarrantのところを望月は「消費増税」のケースを上げ、「日本政

府は日本国民の意見を無視して政策を採択すう」旨の反論を提示。この松岡のアーギュは流され

た。その後コンパリにて松岡 斎藤 高橋 塩崎がアーギュを展開し、塩崎おロジック検証中に時間

切れで終了。TakePlanの結論に至った。

⦁ 局面に対するコメント

今回のディスでは初めのオピニオンプレゼンター決めの際に塩崎の提示したニュープロシにより、

オピメ選出までに時間を要する結果となった。このことについて言えるのは、塩崎にはなぜA/Wに関

するアイデアを集め、それを比べるのか そしてそれが死刑と他の刑罰との比較につながるのかに

ついて理由を示してほしかったと思う。

また、Ｓｏｌｕｔｉｏｎでの松岡のアーギュは、「日本政府と日本国民の関係をもっと自分で検証し、調べ

てほしかった」と思う。しらべたことをもとに、さらなるアイデアをテーブルに落とし、議論を深めてほし

かった。

⦁ 今テーブルを振り返った際に言いたいこと

このテーブルを振り返って一番思ったことは、みんなが型にはまりすぎている この一点をこれから

変化させていってほしいと思う。オピメ決めで塩崎がニュープロシを提示した以外は、皆が典型的な

アーギュやアイデアを提示し、大体が浅い議論のまま終わってしまった。これからは、経験を積んで

型に慣れたらそこを土台に他と一線を画すアイデアを提示し、議論を深められるよう挑戦していって

ほしい。今の姿勢が続いていけばディスカッション界に蔓延しているアイデアの形骸化をより推し進

めてしまうとおもうからである。

⦁ 良かった点、改善点、次に続けてほしいこと

よかった点はテーブルメンバー全員の雰囲気がよく、全員がディスに参加しようという姿勢が１人の

アイデアを身を乗り出して聞こうとする姿勢から感じ取ることができた。２日目にしてすでに２回連続

でディスをして体力的に厳しいにも関わらず、この姿勢は賞賛したい。

改善点として挙げるなら、やはり、誰かがアイデアを提示したならそこからさらにプラスアルファの何

か（具体的には論点の提示や反論による新たな観点をテーブルに浸透させる）といったことを行い議

論をさらに深めてほしかったと思う。P-H-C そしてＮＦＣ Solutionと順調に進んだのは議論深める姿

勢が足りなかった。停滞を恐れアイデアを出さずに終わったとみられてもしかたないからである。

これからも続けていってほしいこととするならば、今回のテーブルでも見られた人の話を一生懸命に
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聞くしせいはこれからもずっと持ちづつけてほしいと思う。この傾聴力に加え、さらに自分の意見ヲ

テーブルに浸透させ、より議論を醸成させていってもらいたい。

⦁ 順位と選定理由

１位塩崎（ＡＧＵ３） カンファメを主にコンスタントに介入し、停滞を食い止めただけでなく、終始

アーギュやアイデアをテーブルに浸透させ、議論の推進に大きく貢献したことから１位とした。

２位斎藤（日大３）オピニオンプレゼンターとして、終始テーブルに自分のコアポイントを浸透さ

せ続け、議論の推進に塩崎同様貢献した。ただ、塩崎と比べると介入量は限定的だったため

２位とした。

３位望月（東洋３）塩崎同様 カンファメを主にテーブルに浸透を進める役割を果たし、松岡の

アーギュを自ら反論を提示し、流しプランサイドにおける時間の浪費を食い止めた。しかし、上

位２人に対し、カンファメの質の低さから３位とした。

４位高橋（フェリス２）NotＮＦＣ コンパリエリアにてアーギュを展開し、コンパリにおける議論の

醸成に貢献したが、前半の介入は限定的だったので４位とした。

５位松岡（芝工２）Solutionにおけるアーギュ NotＮＦＣでもアイデアを提示するが、どちらとも

議論を深めることがうまくいかなかった。また、Ｓｏｌｕｔｉｏｎにおいては自身の検証不足もあった

ため５位とした。

６位今村（東女２）ＮＦＣではアイデアをだしたが、前半の介入は限定的だった。つぎからはト

リート ハンドリングのスキルを向上させ、よりテーブルへの貢献を高めていってほしい。

７位小暮（武蔵２）時折Ｑを中心に介入したが、議論への貢献は限定的だった。これからはアイ

デアをより積極的にテーブルに浸透させ、議論への醸成を図っていってほしい。

８位金子（高経３）序盤、オピメに立候補するが、そのあとはカンファメなど最小限の介入に終

わったため８位とした。オピメに選出されなかったとしても、パンツとしてどうテーブルに貢献で

きるのか、貢献するとしたら自分はどのような役割が適任かを考えこれからディスカッションに

励んでほしい。

９位尾上（上智２）高杉と比べ、少しの差で介入が多かったが議論への影響、貢献は限定的

だった。まずは、自らアイデアやアーギュを詰めていき、テーブルに浸透させることで議論への

役割を果たすことが求められるといえる。

１０位高杉（聖心２）ほとんど介入が見られなかった。次からは「このこと言ってもいいかな？停

滞させたらどうしよう？」と恐れずに自ら積極的に介入する姿勢を持ってほしい。まずは自ら介

入するきっかけをもつオピメにインナーディスなどでトライしていってほしい。
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