
春セミナー２００５ ～露天風呂でオブジェクション～ 総評 

春セミナーお疲れ様でした。みなさんにとって春休みのいい思い出となってく

れればジャッジ一同嬉しい限りです。 

ではまずランクから確認していきましょう。 

  

Ｄ＋ 菅野(ＷＥＳＡ３) 曽根(ＷＥＳＡ３) 

Ｄ 赤松(法市３) 那珂(青学３) 秋山(ＭＥＳＡ３) 上松(法市３)  

中川(ＷＥＳＡ３) 佐川(ＵＴ３) 長谷川(法市３)  

石本(ＵＴ２) 川名(日大２)  阿保(法市２)  

Ｄ－ 橘(青学３) 井川(法市３) 田村(ＭＥＳＡ３) 楠田(ＭＥＳＡ３) 

瀬戸(成蹊３)  岩上(日大３) 内堀(明治３) 渡邉(ＭＥＳＡ３) 

柏木(日大３) 馬場(法市３) 平田(法市３) 新井(聖心３)   

海老名(法市３) 原(慶應３) 入田(法市３) 

稲田(ＵＴ２)  佐藤(法市２) 松久保(法市２) 後藤(明治２) 岩下(法市２)  

２年カウンタ

ーＡ 

佐藤(明治) 黒澤(法市) 奥(日大) 神山(明治) 富永(明治) 島田(青学) 

田中(法市) 宮本(法市) 白石(法市) 金子(日大) 家村(ＷＥＳＡ) 

植村(明治) 

２年カウンタ

ーＢ 

大西(法市) 荒井(ＷＥＳＡ) 増川(法市) 栖原(ＵＴ) 

注１：名前は順不同です。見易さを考慮して学年順に並べました。 

注２：２年カウンターＡとＢに差はありません。 

  

はい、こういう結果でした。懐かしいですね。この結果を胸に、この結果は通

過点として、みなさん自分のディスカッションスタイルを確立し続けてくださ

いね。そうすると楽しいですよ。 

  

それでは以下に各ランクの総評を載せておきますので、反省したい人は反省し

てくださいね。 

アッセンブリーが最終的なランクとして残る最後の大会なので６月の決戦の日

まで頑張ってくださいね。そうすると、後期、一年生が入ってきてから楽しく

なります！ 

  



  

２００５年度実行委員長 吉田 寛 

Ｄ＋ランク総評 

５ｔｈ Ｄ＋テーブル全体からの総評（ジャッジ全体からの意見） 

≪ＡＳＱサイドの評価≫ 

５人全員で上手に役割分担しながらテーブルを進め、非常にスムーズな議事進

行が行なわれました。オピメのプロシーディング、イグザミナーのＱやＣ、い

ずれも技術的なレベルの高さが充分に覗えました。 

≪ＰＬＡＮサイドの評価≫ 

ＤＡの立論で時間切れとなりましたが、ＮＦＣにおける議論が大きな盛り上が

りを見せ、エキシビジョンテーブル（Ｄ＋）ならではとも言える複雑かつ発想

力豊かなアーギュメントが展開されました。しかし、ＮＦＣにおける論点の提

示や整理がしばしば雑になったために、各発言の浸透力が低くなり、結果とし

て話が飛んだり、論点が不明確な形で流れたりするという事態も起き、必要以

上に時間を要した結果となりました。安定感あるハンドリングを展開する人の

不在、あるいは他人の論点整理ないしハンドリングへの信頼の欠如が、このテ

ーブルでは一番残念なことだったと言えます。 

≪テーブル全体に対する評価≫ 

今回のエキシビジョンテーブルでは、参加者が自分の得意分野で実力を発揮す

る一方で、自分の不得意分野では発言量が極端に減る傾向が見られました。そ

の結果、分野ごとの発言はテーブル内で偏り、常にテーブルの中心にいられる

人数が少なくなってしまいました。それに関連して、テーブルが統一の方向性

を確保できない時、それをまとめようとする果敢な発言も多く見られましたが、

結果として議事進行が雑になったことを考えれば、伝える側・伝えられる側双

方に歩み寄りの姿勢がかけていたことも否めません。 

今回の個人評価はＮＦＣを主な分かれ目とすることになりましたが、仮にＮＦ

Ｃの議論をもう少しスムーズに行なうことができたとしたら、テーブルはコン

パリにまで進み、これにより個人評価はまた違ったものになっていたのかもし

れません。 

  

全体からのアドバイス（ジャッジ全体からの意見） 

① 相手の話を聞く時は、表面的な理解にとどまらず、それを真摯に受け止め



るという姿勢を持ちましょう。 

②     自分の話を伝える時は、相手の意見への理解、そしてそこからどのような

論点について議論を発展させたいかを、分かりやすくテーブル全員に説明でき

るようにしましょう。 

  

③     自分の得意分野を生かしてエキシビジョンテーブル（Ｄ＋）まで残ったこ

とは立派でしたが、これからは苦手分野の克服や、苦手分野でも貢献していく

方法を考えていくことも大切でしょう。 

④ ある論点での盛り上がりも重要ですが、無意味に時間をかけることをでき

るだけ避け、よりスムーズな議論の展開を目指すことを考えてみましょう。 

  

個人的な感想（各ジャッジごとの意見） 

≪塚田≫ 

アーギュメントの生み出す面白さ・感動を見せつけられ、見ているだけで思わ

ずわくわくしてしまうようなテーブルでした。そんな中、ハンドリングが得意

の自分としては、ハンドリングやプレゼンの仕方という点ではもどかしい面も

多く、じれったいテーブルとなりました。 

あの素晴らしい発想力が巧みなハンドリングと組み合わさり、高次元へさらに

羽ばたいていくことをアッセンブリの場では期待しています。 

≪浦野≫ 

ＮＦＣに見られたような議論の長時間化は、時として水掛け論になる事態を招

きかねません。このような形で限られた時間をいたずらに消費してしまうこと

は、このテーブルに限らず度々ありました。 

確かに、ある論点での盛り上がりも大切ですが、もう一方で議事進行という観

点も見落とすべきではないでしょう。全体的な視点やそれに基づく時間配分を

も考慮するならば、今盛り上がっている論点だけに集中し過ぎないように「ど

のエリアでの議論が重要か」ということを、ぜひそのテーブルに応じて常に意

識してください。 

≪佐藤（直）≫ 

技術面でのレベルの高さには、ハンドリングの不徹底・粗雑さを除き、ほぼ文

句の付けようがありませんでした。しかし、精神的な要素は、まだまだ高める

べき余地があると言えそうです。具体的には、ＮＦＣにおいて、誰かが鋭い意



見展開や論点提示・整理を行なっても、それをテーブルで生かしていない場面

が多く見られました。 

ここで大切なのは、常に皆でテーブルを動かしていくという気持ちだと思いま

す。ですから、アッセンブリのみならず、今後のあらゆる大会を視野に入れ、

技術の見せ合いだけに終始しない意見交換のあり方を、ディス界の一員として

見つめ直していってもらえたら、さらなる飛躍につながると思います。 

  

［ジャッジ：塚田、浦野、佐藤（直） 文責：佐藤（直）］ 

Ｄランク総評 

＜ 全 体 総 評 ＞   Ｄ は 「 評 価 ３ 大 基 準 ① 議 事 進 行

②CONFIRMATION②ARGUMENT ができ、更に議事進行の中心になれる。が、

ムラがある」という定義です。D＋との違いは、「ムラが多い」という点、Ｄ－

との違いは「議論の中心になれる」という点です。実際、５ｔｈのＤテーブル

では、各々が中心となり、議事進行と CONFIRMATION においては高いレベル

にあり、コンパリソンエリアまで進みましたが、ARGUMENT という点ではム

ラがありました。そのため、Ｄ＋という評価に値しなかったと思われます。最

後に、Ｄランクはこれからの DIS 界を引っ張っていくべき人であり、引っ張っ

ていける力があります。今後は、自分のＤＩＳを明確にし、力を伸ばすととも

に、後輩育成に力を入れていってほしいと思います。 

  

＜個人総評＞ 

（菅原弘次） 

話すための Procedure / Suggestion がいつの間にか議論の中心となっている場

面が見受けられました。ディスカッションが上手いことは十分理解できますが

それだけではやはり本当の意味でのディスカッションとは呼べません。みなさ

ん、他のパンツの意見（価値観）を理解できたでしょうか？そこの部分をみん

なで話し合うことがディスカションの意義であり、またそのための Procedure / 

Suggestion であるべきです。 

  

（朝倉志賢） 

DIS 技術的にはとてもレベルが高いと思います。外国語にもかかわらず、自分

の言いたいことは言えているのではないでしょうか。ワンダフル。しかし、私



の主観では、残念ながら、みんなが力を出し切り、満足できたかというと疑問

です。ＤＩＳを良く知る人たちが集まったテーブルではこのような「パルプン

テ（不思議なこと）」が、時たまに起こります。この原因は自分のいいたいこと

が相手に「本当に」伝わっていないからだと思います。そして、その原因はむ

しろ聞き手にあるようです。聞き手は、テーブルの人が知り合いだったり、Ｄ

ＩＳを良く知る人だと、初めから相手のことを決めつけていたり、セオリーに

任せて「相手の意見の表面」ばかり見てしまって、本当にいいたいことをくみ

取れないのではないのでしょうか。D ランクの人は、DIS の形にとらわれず、

本論を忘れないコミュニケーションを心がけて欲しいと思います。 

  

  

＜アドバイス＞ 

（菅原弘次） 

せっかくの春セミＤという評価も残念ながらディスカッション界限定です。Ｄ

であることは社会ではなんら一切意味を成しません。（有効期限はせいぜい一

年!?）ですからランクといったオーソリティーにとらわれるのではなく、むしろ

この春セミを通じて得たものを社会に出ても活かせるように、そのためにはど

うすればよいかを考えながら今後のディスカッションに取り組んでいけば 3 年

間のＥＳＳ活動がより有意義なものになるのではないでしょうか？ 

  

（朝倉志賢）注： あくまで独り言的アドバイスです。ご気分が悪くなる可能性

があるので、ＤＩＳが大大大好きな方・英語が嫌いな方はご遠慮ください。 

私は「英語」についてです。ＤＩＳで使われる英語はＤＩＳ英語と呼ばれます。

この英語はネイティブスピーカーに通用するかといえば、通用しないものも多

くあると思います。この春セミナーで再確認しましたが、どうせ使うなら、実

際に使われる英語のほうがいいと思いませんか？ここでいいたいのは「正しい

英語を使うこと」ではなく、「正しい英語を学ぼうとする姿勢」です。今のＤＩ

Ｓ界はＤＩＳばっかりに目がいっている気がします。ＤＩＳ界がＤＩＳバカに

ならないためにも、英語部の中のＤＩＳ界のますますの発展のためにも、この

世界を引っ張っていくＤランクの方からまず、自分の英語を見直しほしいと思

います。DIS 界に英語を学ぶ姿勢を植えつけていってほしいと思います。ＤＩ

Ｓと英語の共存できる場所にしていってください。押忍。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ｄ－ランク総評 

全体評価：Ｄ－という評価について（文責・佐々木亮太） 

質はいい。Discussion を行うカンファメ、クエスチョン、アンサーはできる。

必要なことを的確な方法で埋めることができる。Discussion の中で必要な、考

えと考えをつなげることはできる。 

量が少ない。これは発言数ではなくて、Discussion を引っ張った量・影響です。

サジェスチョンや Argument などで皆に示した影響の量の少なさから、

Discussion を引っ張ることができていない。 

  

Ｄ－に入った全員への私見 

３パターンに分かれる D-というカテゴライズに所属する人がいます。 

①       そういう Discussant を目指している、サポートしてあげたいなって思う

性格の人。周りの言いたいことを尊重するカンファメや引き出す Q のスタイル

の人。 

②       引っ張る Discussant になりたいのに、Argument やサジェスチョンでや

るか、明確にスタイルを見つけられていない人。発言数が多いだけでは影響が

少ない。 

③       2 年生。引っ張る意志と方法を試す姿勢が見える、その一生懸命さがス

タイルになっている。でも信頼を勝ち得ていないことから、そのスタイルは浸

透しない。 

アドバイス 



①                       自信もってほしい。あなたのスタイルだから、あなたの性格だ

から。十分に大抵な人とDiscussionをして、意見をつなげる役目を担う力ある。

でもあと約半年の Discussant として得て欲しいことは“強さ”です。強い人を止

める役割と、秀でなくてはならない競争の場面で、意見を出し切る意志です。

実社会で、Dis 界で優しさだけではいけない場面を乗り切れる自分を、残りの

Discussion ライフで見つけてください。 

②                     もっとプレパしなさい。方法論を見つけときなさい。あなたは

毎回の Discussion で何をどのエリアで行うか決めて挑みなさい。その強い思い

を、行動に移せないともったいない。実際に行動も複数回、練習しないとでき

ません。残りの半年間、自分の武器を、後輩に伝えることができるようシビア

に過ごしてください。 

③                       まだまだ未熟。ユニークな Discussion に皆を引っ張るための、

信頼の得かたと具体的方法論の伝え方を考えて、自分の物にしてください。小

さい信頼を積み重ねること・Argument やサジェスチョンで Discussion を動か

す Reasoning は論理性と感情を意識しないと浸透しないこと学んでください。

経験を重ねること、半年間でＤや D+の先輩より、信頼を勝ち得る Discussant

になること。 でも今の時点で、強い意志と得意なスタイルまで持てている事

はとりあえずおめでとう。 

ジャッジ個人からの総評 

（文責 草野 友） 

全体的総評としては、アトモスフィアのよい全員参加型の「コミュニケーショ

ン」としての Discussion という意味では質の高い素晴らしいテーブルだったと

いえる。しかし、議論の深さという点ではまだまだだった。カンファメーショ

ンの乱発が目立ったのは各々の Q の不足から。カンファメを打つ前に十分 Q で

情報を得てからの前提がかけていたため、決定打となるカンファメが見えなか

った。また、コンパリに入ってからは「何と何を比べるか」の前提がなく、日

本政府がよりよい状況を選ぶ→それが日本政府の仕事だから、というプランノ

タスクが見落とされていたのでは。コンパリに入る前に、プロシージャーだけ

でなくタスクも確認していきたいところ。それが欠けていたためタ－ンアラウ

ンドが DA としてでたり、アディショナル AD が出たりで混乱にいたった。と

はいえアイディアの質自体は高く、強引にコンパリに結び付けてもよかったの

では。 

  



（文責 安西 創） 

テーブルとしては核となる議論がはっきりしていて余分な議論が少なく、進行

のペースはスムーズであり、雰囲気もよく良いテーブルだった。その反面、Ａ

ＳＱで行ったＱがプランであまり活かされてなかったように見受けられる。た

だ、そんな中でもシリアスネスの代わりにＮＦＣを行うＳを出し、プランサイ

ドでそのＳをストラテとして活用したアーギュメントが行われており、プラン

サイドの議論は熱く興味深いものだった。 

  

今後のアドバイス 

l         トピックに対して自分の中でしっかりとしたアイディアを創る 

「あなたはこのトピックに対してどう思っていて、どんな議論をしたいの？」 

「その為にどんな情報が必要なの？」 

「ＡＳＱでは何やるの？」 

このような質問をされた時にあなたはしっかり答えられますか？ 

これはディスカッションを行うに当たっての最低限の前提です。これがしっか

りしているとディスカッションでの自分のスタイルも確立していくはずです。

しっかりプレパしましょう！ 

  

  

  

l         常に情報の整理を心掛ける 

熱い議論の時ほど視野が狭くなりひとつの論点に陥りやすいので、一度冷静に

なり議論のゴールを見据え、それを導く為のトーキングポイントを設定してか

ら議論し始めましょう。そうすればきっとコンフュージョンも予防できるはず

です。 

また、カンファメーションに関しては自分が上手いと思う人のカンファメを手

本にして『質の高いカンファメーション』を自分なりに再度考えて行うように

心掛けましょう。 

  

l         自分なりのユニークネスの追求 

皆それぞれ違った「個性」をもっています。ハンドリングの上手い人やアーギ

ュの強い人、雰囲気を一転させられる人など、もう一度「自分のユニークネス」



というものを今までの活動や他己分析から客観的に振り返り、そこからどんな

目標を持ってどのような活動をしていきたいのか考えてみてください。 

  

『成長』＝「刺激」×「向上心」×「努力」   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（文責 佐々木亮太） 

テーブルの流れ 

ASQ Q・C とサマリーC のいい流れはある。１人が喋り過ぎることなく皆が参

加し、顔を見合い十分な理解量か確認する現状確認だった。しかし Seriousness

の Uniqueness・idea で原因を解釈しようというテーブルの流れになるまで時間

がかかってしまった。 

PLAN PLAN 理解は現状での確認を利用しスムーズに終わる。Sol のプラカの

憲法論議で終わるが、そこで Argument の目的意識・方法論の理解ができず、

一部の意見、方法論にのるという形で Discussion が終わった。 

  

評価基準でのアドバイス 

いい DIS…憲法論議の目的を統一できたはず。時間ないからこの論点を楽しみ

たいのか、ただ結論を迎えたいのか。春セミで評価することができた Goal は二



つあった。安楽死は憲法に反している・実行性ありという結論にするか、有意

義な結論に目標を変えることができたはず。目的の統一無しではいい DIS はな

い 

Handling…Suggestion の理論と感情を意識した Reasoning を意識しよう。で

きている人もいるが、感情を掴めていない人もいる。言葉選びを工夫すべき。 

Seriousness の Uniqueness は必要あるかどうか、私はいると思う。Against Will

だけなら意味がない。ただ時間をかける必要ない。求める側（Ｓを出す側は）

は悪い意図はないことを伝え、周りは意図をもう少し汲み取るべき。 

Argument …憲法論。大学生が明確に、反しているか・いないか主張するのは

不可能。Idea で話すなら、その方法を S だそう。説得で結論か、皆に意見を出

してもらうかできていない。説得なら、例を利用し、それが適用することの練

習をすべきである。 

協調性…顔を見て理解をすること・レスをして理解を伝えることはできている。

まだ人の行動に提案することがない。 

プレゼン…このテーブルで工夫してほしかったのはチャートと言葉の統一。各

自が作るのは良いが特にチャートは共通したものを使うべき。 

  

  

  

  

２年カウンター総評 

全体総評 

『12 人』という本来なら有り得ない異次元的なテーブルはどうでしたか？みん

な楽しそうに DIS をしていたし、賑やかだったので僕たちジャッジは見ていて

楽しかったです。でも、もしあの場の参加者の方々が気を悪くしてしまってい

たら謝りたいです。 

  

２年カウンターの目的とはなんでしょうか？ 

ランクの位置づけ的には C＋以上 D－以下の人が該当します。決して『D－くら

いの実力だけど２年生だから便利な２年カウンターに入れときゃいいや』なん

ていうことはありません。 

たくさんある目的の下に２年カウンターがあるのです。 



同じ学年の同じくらいの実力の人が集まることによって、いろいろなことを見

つけてほしかったのです。これから DIS を一緒に頑張る他大の仲間たち、ライ

バル、三年がいないことで分かる自分たちの実力の無さ…様々です。 

  

みなさんが何か得てくれていたら嬉しいです。 

  

個人総評・アドバイス 

（文責 竹内尊子） 

DIS の内容はコンクルに近い議論ではなかったが、一人一人がテーブルに貢献

しようとしていた。基礎である QA や C が十分に出来ていたので、12 人という

大人数でも全員が理解してテーブルが進んでいたので良かったと思う。チャー

トを見せるために立ったり声を大きくしてもらうよう促す姿勢も DIS をする上

で大事なことなのでそれが見えて良かった。 

  

改善点→アーギュやディバイドする目的を明確にしたほうがいい。何が必要な

議論かが見えなくなることがあったから。そのために各トピックで自分なりの

コンクルまでのイメトレやプレパをするといいと思う。 

  

  

  

  

（文責 吉田寛） 

なにやら騒がしいノリのテーブルで面白かったです。僕、２年カウンター大好

きなんですよ。たぶん、自分が現役の時に入れたからだと思いますが。今でも、

あの時のテーブル内容思い出せます。そして今でも当時のメンバーとは親交が

めちゃくちゃ深いです。だから、今回のテーブルが何かの始まりになるといい

ですね。 

アドバイスとしては、自分のどこが足りないのか真摯に受け止めること、実力

に驕らないこと、楽しいディスってなんだろうとひたすら考え抜いて、迷走し

ながら追求してください。 

以上が春セミナーの総評です。また質問などあったら最終日に配ったジャッジ

の連絡先に気軽にコンタクトを取ってみてください。 

  



ではまたアッセンブリーにて！ 

  

２００５年度実行委員長 吉田 寛 


