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❉At the beginning…… 

  

 こんにちは、KDLです！今回、関関同立の３回生有志に集まって頂いてこのレクチャーブックを作りま

した。名前は、｢Enjoy yourself！｣。 

 

皆さん、最近、ディスを楽しんでますか？ディスカッション楽しいんだー！って言えますか？うなづいてく

れた人も、そうでない人もいるのではないでしょうか。 

 

ディスって、うまくいかなくなる時も、しんどい時もありますよね。私たちも、楽しいとき・しんどいときの繰

り返しの 2年間でした。・・・・でも、君の努力でもっともっとディスカッションは面白くなりますよ！いま、デ

ィスが楽しくてたまらない、私たちが約束します。変わろうと思えば、頑張ろうと思えばいつでも、“楽し

い！”Discussion をすることができる！それが、このレクチャーブックのテーマです。 

 

私たちのこの想いが、皆さんの支えになればとても幸せです。 

最後になりましたが、執筆者の皆様、お忙しい中ご協力ありがとうございました！  
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Preparation 

 

どうも初めまして。今回は、レクチャーと言うことでプレパについて書きます。みなさ

んプレパって知っていますよね？そう、準備のことです。じゃあ、ディスにおける準備っ

て何じゃいな？っということで簡単に書いていきたいと思います。基本的なことなので分

かっている人は他の人のレクチャーを見てそれこそプレパしてください！！ 

 

 プレパって一言で言っても色々種類があります。まぁ簡単に分けますと、下記の３種類

ぐらいあります。 

① オピニオンの強化 

② DA作り 

③ マニュアル作り 

の３種類です。それでは１つずつ見ていきたいと思います。 

 

① オピニオン強化 

これは、読んで字の如く自分の持っているオピニオンを強化することです。強化とは何

かと言いますと、まずは自分のオピニオンを理解することです。それは ASQにおける知識

を蓄えることであったり、自分のプランをよく理解したりすることなどです。このように、

自分のオピニオンを理解することによって、自分の中で明確なアウトラインが描けて、他

人の反論や質問に揺るがない確固たる信念を持ってディスをすることができるようになり

ます。そのため、オピニオン強化のプレパは必須であると言えます。 

 

② DA作り 

やはり、AD と DA を比較する場面がディスをしていく上で１つの醍醐味だと思います。

しかも、その話の中心が自分の ADもしくは DAならばその楽しさは倍増します。よって、

オピメになり損ねた場合には必ず DAをだせるような状況になっていることがベターです。

まぁ作るときのポイントは①常に使えること、②強いことです。常に使えるとは、そのト

ピックが来たら必ず出せるものです。強いとは、存在を確認しやすいものであったり、コ

ンパリで ADに勝てるといったものであったりします。 

 具体的なことは DA については先輩に聞いてみてください。ここでは作る際の方法論だ

け述べておきます。大まかに三段階あります。 

⒈プレパ中 

⒉ディス中 

⒊リフレ中 

です。 
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⒈のプレパ中とは、シーズンの始めに各トピックに上記の条件に当てはまる DA を考え

て作ることです。このような普遍的な DA が無理なら、各プランの DA を考えてみてくだ

さい。そして、その DA を導くためのストラテを考えてみてください。それが、プレパ中

にすべき DA作りです。 

 

⒉のディス中とは、自分が作ってきた DA およびそのストラテの実行です。そして、成

功したところとミスしたところをメモしておきます。ストラテが終わったら、他に時間が

余ると思うので、後はゆっくりハンドリングやトリートの練習でもしましょう。ストラテ

が終わっている分、余裕をもってそれらの練習をすることができます。 

 

⒊のレフレ中とは、そのままの意味です。ディスで実行してみたストラテや DA のいい

とこと悪いところを改善していくことです。そして、次のディスではより正確に話ができ

るようにこのリフレを活かしてプレパをします。これは、③のマニュアル作りにも関係し

てきます。 

 

以上が大まかな方法論です。 

 

③ マニュアル作り 

これは、自分オリジナルのディスの進め方の理論を、ノートなりルーズリーフなりに書

いて記録して、いつでも利用できるようにしておくものです。 

簡単に言うと、DAのマニュアルなら DAについてのべた書きを記して、コンパリにおける

勝ち方まで明記しておくといったものです。他にも、ストラテなら、プロブレムではこれ

とこれを聞いて DA に回して、ハームではこのストラテを入れてコンパリで使おう、と言

った具合に話す場所や内容、話し方まで明記しておきます。後は、ハンドリングなど技術

的なものの場合でも、僕なら自己責任議論がきたらこう切り返すといった具合にケースご

との自分なりの処理の仕方を書き留めておきます。あとは、リフレやレクチャーなども書

き留めておきます。 と言った具合です。これは、シーズンに入ると見ながらディスがで

きて優れものですし、シーズンオフになると、インに入る際のリハビリ期間が、マニュア

ルを見返すことによって、短くなります。 

 

以上の三つは簡単な方法論です。具体的なものや、さらに詳しく知りたければ先輩に聞い

てみてください。先輩を真似てみるのが良いかもしれません。そんな感じで、これからも

ディスの準備に取り組んでみてください。それでは。 

 

文責：関西大学 E.S.S. Discussion Section chief 

船越 洋平 
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 こんにちは！関西学院大のハタミキです☆ さて、いきなりですが皆さんに質問です。 

 

Seriousness で｢それシリアスじゃないよ！ ｣と反論が出た、Plan エリアで solution areaのアー

ギュメントが出たときなど、あなたは自分のアイデアをどうプレゼンしていますか？相手に対して、

何も言わずにいきなり｢serious for TG だからいいんだよ!｣｢それはソルの話だからあとでやろ

う！｣と提案して反論されたり、雰囲気が悪くなったりしていませんか？ 

 

相手に気持ちよく受け入れられる提案のために、何が必要なのか? そんな疑問を持つ皆さん

へ向けて、今回は｢QCSのススメ｣について書きたいと思います。 

 

＊理想の Discussion に近づくために 

 

皆さんは、自分の理想の Discussion がありますか？ 自分のアイデアを生かす、結論までひっ

ぱる、…・・・などなど。 ２回生に関しては、この時期｢自分のアイデアを出すこと｣は出来てきたか

と思います。 ただ、ディスの難しい（面白い）所は、自分の考えを訴えるばかりでは進行しない所

でしょう。 結論を得る・自分のアイデアを生かすためにはテーブルの一人ひとりの考えを取り入

れて進めることが必要になってきます。 そこで、ディスをもっと楽しむために、自分のアイデア伝

える技術だけではなく、｢相手の考えを結論に取り入れる｣技術を身につけて欲しいと思います。 

 

意見を汲み取る gentle、相手の話を傾聴する listen、尊重の姿勢を持つ respect 

 

理想の Discussion を行なう為には（理想が、自分のアイデアを生かすことであれ）、この３つの

要素が非常に重要になってくるかと思います。 なぜなら、ディスは一人でするものじゃないから、

です。 全てのディスにおいて、自分と異なる意見を持った生身の｢相手｣がいるわけです。 その

中で、 どうしたら相手が、自分の意見に同調してくれるか？相手の良い意見を汲み取ることが出

来るか？を考えながら議事進行をすることは、相手の｢納得｣を得る助けになるでしょう。 

 

そして、Discussionというactivityを通じて、｢他人を思いやるコミュニケーション能力｣を身につけ

られたなら、将来社会に出てからも役立つ、自分の強みになると思います。 
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＊実践 QCS＊ 

 

 さて、前置きが長くなりましたが実践編。 

皆さんはQCSって聞いたことがありますか？QCSとは、自分の意見（suggestion）を相手に浸透

させるための技術の一つです。すべて頭文字になっとりまして・・・・ 

 

Q：question⇒相手に対する質問 

C：confirmation⇒考えを確認する 

（繰り返しのリピートカンファメ、情報や考えをまとめるサマリーカンファメ、相手の考えを代弁する

リーディングカンファメなど） 

S：suggestion⇒ディスを進める為の、｢～しようよ！｣っていう自分のアイデア・提案 

 

ディス中に誰かのアイデアが出てきた場合、どのように対処していますか？例えばアーギュメン

ト。いきなり反論することも可能だけど・・・・まず一番初めに、相手の考え（アーギュメント）を理解

することが必要ですよね。理解した上で、そのアイデアに対する自分の考え（反論）を相手に伝え

る、その後テーブルの全員が納得する、こうやってディスは進んでいくわけです。 

 

相手を理解⇒自分の考えを伝える⇒table 全員の納得 

 

この stream を効率よく・そして皆（idea を出した相手+テーブル参加者）が納得できるように議事

進行する方法の一つが、QCSなのです。 

 

これがなぜ｢相手を尊重する｣技術の一つとなるかといいますと、｢相手の意見をまず聞くこと！｣、

question の要素が入っているからです。 

 

例えば、はたさんがうきょうさんにマニュアルを書いて欲しいという提案があるとします。 

⇒Sを出す自分役：はた、Sを受け入れて欲しい相手役：うきょう、Sが以下のもの、とします。 

 

 

suggestion：夏フォのマニュアルを書こう！ 

 

 

        メリットがあり、可能ならば、行動を起こす 

 

マニュアルを書く：後輩にディスをエデュケ出来るメリットがあり、また書ける能力や時間がある 
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＊悪い例（Suggestionに終始する例）： 

 

はたみき（自分） ｢なぁなぁ右京ちゃん、マニュアルかいてーや！｣（Suggestion：いきなり提案） 

うきょう（相手） ｢最近忙しいんさ・・・・うーん｣ 

はた ｢書いてよー！絶対！！締め切り２週間後やから！絶対やで！な！｣ 

うきょ ｢・・・・（はたみきって自分勝手やなぁ。）・・・・今ちょっと無理やわ｣（disagree:不同意） 

はた ｢えー！そんなぁ～｣ 

 

＊良い例（QCSを使った例）： 

 

はた（自分） ｢右京ちゃん最近時間ある？｣  

（Question１：提案を受け入れてもらうための下地作り！suggestionのデータになります） 

うきょ（相手） ｢ん、まぁまぁかな｣(answer1) 

はた ｢そうなんや。最近な、他大の後輩らにもエデュケしたいって思わへん？もう引退だし｣（Q２）  

うきょ ｢そやなぁ。｣ （answer2：データの agree＝コンセンサスになります） 

はた ｢そういえばマニュアルとか残したことないよねぇ？書いてみたいと思う？｣（Q３） 

うきょう ｢まぁ興味はあるけど｣（Answer3） 

 

はた ｢ふーん。右京ちゃん、今ちょっと忙しいけど時間あって、後輩らにエデュケしたいし、出来る

んならマニュアルも書いてみたいって感じ？｣ 

（Confirmation！：上の３つの answerは、同意（コンセンサス）ととって良いですか？という確認） 

うきょう ｢うん｣ 

 

はた ｢じゃあ、夏フォでマニュアル作りたいんだけど、書いてくれないかな？期限２週間だから時

間あると思うし、他大の後輩にもエデュケ出来るチャンスやよ～！お願いしますっ｣ 

（ここで、suggestion！：受け入れて欲しい提案を出す、その際提案のメリットも強調すると◎！） 

うきょ ｢うん、そやな、いいよ！書きま～す。｣ 

 

 

・・・・と、このように QCSを巧みに（！？）使うことで、相手の納得・同意を得れるわけです。 

 

誰しも、突然提案が出てきたら驚きますよね。また、提案の必要性や、提案を受け入れるメリッ

トがわからなければ同意したくないですよね。そして何より、自分の主張ばかり押し通すような人

の意見って、良い気持ちで聞くことが出来るでしょうか？ 
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QCSは、提案のメリット・必要性を question で引き出すことだけが目的なのではありません。 

相手の感情（自分の意見を聞く・聞こうとしてくれている人に好意を持つ）に響く、presentationが出

来る方法だと思います。 

 

＊Discussion 実例集＊ 

 

１．あなたはオピニオンプレゼンター。今 problem areaなのに、harm areaに関する質問をしてきた

人がいます。どう返しますか？ 

 

２．Topic：死刑の Seriousnessで、｢この問題はシリアスじゃない！だって犯罪者は自分が悪いこと

したから死刑になったんだもの。｣ と反論が出た、オピニオンプレゼンターとして自分のアイデアを

どう伝えますか？ 

 

３．Topic：実名報道の Plan areaで、｢実名報道禁止してもインターネットで起こるよ！だからこのプ

ラン意味ないよ｣と、 solution areaのアーギュメントが出た場合どうしますか？ 

 

 ぜひノートに、自分の考えを英語になおして書いてみて下さいね。（ディス中話したいことを英語

で書いてみる＝ベタ書き、といいます）。ベタ書きの際にも、相手の視点を忘れずに☆（自分：Can I 

ask about your claim?、相手：Yes,～という風に、頭の中で一人二役しながら書く！笑） ベタ書きを

したら、できるだけ先輩に添削してもらってください。私でよければ PCアドレスに送ってくれれば添

削しますので。 

 

 

 

QCSのススメ、いかがだったでしょうか？あくまでも、これは一つの方法論ですので、ここに書い

てある事が全て正しい方法だと思わないで下さい。たくさん試行錯誤して、皆さんが描く、自分の

理想のディスカッションに近づいていってくれれば、そしてこのマニュアルがそんな皆さんの助けと

なれば嬉しいです。 今期も一緒に頑張っていきましょう！＾＾ 

 

 

関西学院大学 E.S.S. Discussion Section Chief 

関西 Discussion 連盟第 38代連盟長 

畑 美希   
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こんにちは、関西学院大学の片山です！うちのチーフにレクチャーを書いてくれと頼まれ、せっ

かくの機会なのでディスにおいて大切な技術である handlingや treatのどちらにおいても必要にな

ってくる、”suggestion”について書かせていただきたいと思います。なお、内容はやや 2 回生向け

になっており、1回生の子にはちょっと難しいかもしれません。 

 

Suggestion とは？ 

 

まずレクチャーを進めるに当たり、このレクチャーにおける suggestion は何かって所から説明しま

す。ディス界では当たり前のように suggestionって使われてるけど、じゃあ suggestionって何よ！

って聞かれた場合に答えにつまる人も意外に多いはず。そういえば treatとか theoryとかも意外と

定義はっきりしてないよね。まぁそれはいいとして、このレクチャーでは 

 

Suggestion＝テーブルメンバーを納得させ、引っ張っていく提案をすること 

 

とします。単に S をするだけでなく、この「テーブルメンバーを納得させ」ってとこがこのレクチャー

のツボです。そして僕が考える suggestionの重要なポイントです。 

 

むやみやたらに suggestion を行っても、テーブルメンバーが納得してくれなければその

suggestion によって discussionを動かすことはできません。故に相手の視点に立ち、どうやったら

相手が納得してくれるかを考えることが重要になってきます。 

 

 

Suggestionを成功させるためのコツ 

 

では、どうやったら相手が納得してくれるような suggestion が行えるのでしょうか。もちろん状況に

よってその型は異なると思いますが、ここでは僕が考える 3点の重要なポイントを挙げたいと思い

ます。 

 

① Reasoning 

② Presentation 

③ Attitude  

         です。 
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① Reasoning 

 

まず、なんといっても人を納得させ、自分の Suggestion に同意してもらうためにはそれなりの理由

付けが必要になります。その際に意識すべきことは「自分がこうしたいから」ではなくて「こうした方

がテーブル全体の利益になるから」という方向性です。相手に受け入れてもらえるため、より普遍

的な理由付けを目指しましょう。 

 

 ここで、ポイントとなるのが theoryです。 

 

  聞いたことはあるかな？ここでは「Discussion における formatを利用した reasoning」とします。

つまり、Discussionの formatや area task（そのエリアですべきこと）を logicの dataにもってきて、

それを suggestionの claimにつなげる訳です。Formatや area task は consensus（＝全員が守る

べきもの）としておかれているので、ある程度みんなに受け入れられるような reasoning になるわ

けです。  

 

例を挙げると･･･ 

 

Solutionでは partial cutの議論をすべきではないよ。 

 

限られた時間内に結論を出すため、時間は節約すべきだ 

 

Partial cutを話すことは時間の無駄になる 

 

    結論が変わらないことを話すことは時間の無駄だ 

 

・ Solutionの taskは ADの existenceを確認することだ 

・ partial cutを話し合っても、その後の結論において、「ADの existenceが確認できている」とい

う点では差違はない 

 

など。ここでは area taskを Dataにもってきていて、それから partial cutを流す Sへとつなげてい

るわけです。 

 

Theory ってのは答えがあるわけではなく、あくまで Discussion の format を利用した自分なりの

Suggestion の reasoning なので、自分で考えよう☆Opportunity の theory100 問集などの問いに

自分で答えを見つけ、先輩なんかに添削してもらいましょう。そしてある程度自分なりの area task

の理解を得たあとで、そこから具体的な situationを想定して Sにつなげる練習をしましょう。 
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② Presentation 

 

いくら良い理由付けができていたとしても、相手にうまく伝わらなければ意味がないよね。ってこと

で第 2のポイントは presentationです。Presentation っていっても、英語からチャートまでさまざま

なテクニックがあるんだけど、ここでは S までの流れ、どういう順番で reasoning と claim を展開し

ていくか、に着目します。 

 

なんといっても基本は Q→C→S です。Q は Question、Ｃは Confirmation、S は Suggestion です。

なんでこの形をとるのが良いのかを説明するために、少し suggestion の機能について説明しま

す。 

 

Suggestion ってのは、本来あるべき状況と現実とのずれを指摘し、それを解消するような提案を

する面を持っています。たとえば、term definition がテーブルのメンバー間でズレているために混

乱が起きてしまっている場合。この場合あるべき状況＝「全員が同じ T/Dを共有している」であり、

現実は「T/Dの理解がずれている」となり、提案は「T/Dを統一しましょう。」になるわけで、その「ズ

レ」から派生するデメリット＝「ごちゃってタイムロス」がSを行うための reasoningになるわけです。 

 

ってことは、相手を納得させるためにはその「ズレ」を認識させることが重要になり、そのための手

段が QとＣになります。つまり、Qで現状を浮き彫りにし、それを Cでメンバーに浸透させるわけで

すね。 

 

この点についてはうちのチーフが詳しく書いていると思うので、詳しくはそっちを参照してください

な☆ 

 

③ Attitude 

 

さて、ここからは抽象的なゆる～い話です。笑 

いくら reasoning がしっかりしていても、わかりやすい説明でも、その人の言うことに同意したくない

ことってあるよね。その人の態度とか、人間性とか・・・。もし自分がそんな立場になったらどうだろ

う。完璧な reasoning、presentationなのに相手にごねられ、時間がどんどん過ぎていく…。そんな

ことになったら目も当てられないよね。逆にテーブルからの信頼を得ていれば、少々強引な

suggestionでも同意してくれるものです。 

 

ってことで Suggestion のための下準備として、他のメンバーに対して紳士的に接し、「この人にな

ら従ってもいい！」って思わせておくことが重要になるわけです。いわゆる authority ってやつです

ね。オーソリ。 
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オーソリを得るためのコツはいくつかあるけど、僕が考える重要なものを 4点ほど。 

 

１、 smile  ２、response  ３、English  ４、treat      です。 

 

１、２はコミュニケーションの基本です。しゃべりやすい雰囲気を作るため、特に自分がオピメのと

きは笑顔とレスポンスを心がけましょう。自分の発言に対し笑顔でうなずいて聞いてくれる人…そ

んな人の suggestionには思わず同意したくなっちゃいません？？ 

 

３ですが、やっぱり英語のうまい人にはついていきたくなるものです。特に DIS 界では英語がおろ

そかにされがちなので、英語がうまい人は少数になっています。ゆえに上手だと強烈なインパクト

をあたえられるんですね。シャドーイングやリスニングなどで発音を伸ばそう☆ 

 

４、トリートです。人が言いたいことをうまくいえないとき、ごちゃってしまったときなど、積極的に助

けてあげましょう。あなたへの感謝への気持ちがそのままオーソリへと変わります。笑 特に上級

者になれば ASQ エリアで積極的に介入し、後でテーブルを動かしやすくするためのポイントを稼

いでおきましょう。 

 

 

以上でSuggestionの基礎の説明を終わります。長々と書いてきましたが、一番言いたいことは「相

手の気持ちになって考えよう」ってことです。suggestion を用いた discussion のテクニックに

handling というものがあります。handling はハンドルを握って車を運転するイメージがありますが、

そのためにはテーブルの皆に車内に乗り込んでもらう必要があります。そんな時、無理やり車内

に詰め込むのではなく、自分から乗り込んでもらって、「どうぞ運転してください」って思わせるよう

な handlingが理想的な handlingじゃないのかなって思います。やっぱり全員が楽しめるようなドラ

イブがいいですよね。相手の意見も尊重しつつ、全体の利益になるような suggestion, handling を

心がけてください☆ 

 

２回生にとってこの夏、それから秋学期はちょっとしんどいものになると思うけど、がんばればがん

ばるだけ得られるものは大きいからがんばってね☆質問があればいつでも受けつけます☆ 

 

 

関西学院大学文化総部英語研究部第 110代部長 片山智宏 
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Opinion Maker について 

 

こんにちは！同志社大学の佐藤というものです。今回はオピメについて若干ですが自分なりに

書いていこうと思います。個人的な話になりますが、僕はオピメを 1 回生から 2 回生、さらに

は 3 回生になってからも積極的に狙ってきました。その分たくさんオピメ経験があるんで、そ

こから皆さんにできるアドバイスをしていきたいと思います☆ 

 

以下の 2 つを中心に書きます。 

１． AD までスムーズに導くための助言 

２． 結論を得るための助言 

 

１．AD までスムーズに導くための助言 

 これは 1 回生には読んでみてほしいです！1 回生はオピメになる機会が多いと思います。だけ

どそう簡単にディスって進まないんです。ディスが DA まで行かずに終わっちゃうことよくあり

ますよね？僕は、その原因のほとんどがオピメにあると考えています。オピメがしっかりできれ

ば、DA まで行くのにそこまで時間はかからないと思うのです。では、ささっとソルまでを済ま

せるために、どんなことに気をつければよいのでしょうか？ 

 

・自分の Opinion をしっかりと理解しよう！ 

 プレゼンとか定義よりこれが大事です。自分の Opinion をしっかりと理解しましょう。Q を

されて A に困ってる光景をよく見ます。そこで周りの上回生が頑張ってカンファメとかしよう

としてるけど、Opinion の内容を知ってるのはオピメさんだけなのだからオピメさんがしっかり

と A するのがベターです。まず理解しましょう！初歩だね♪ 

 

・定義することはすべて Word Definition のところで言ってしまう！ 

自分が Care するところはすべて定義のところで説明すべきです。んで、すべての質問に対し

て‘I don’t care.’‘Yes!!’‘No!!’って答えられるのが理想的かと思います。必要な情報はす

べて与えてあげましょう☆ 

 

・プレゼンは端的に分かりやすく！（オピメは多くを語るな！！） 

 よく言われると思いますが、CCFを心がけて短く伝えていきましょう。よくオピメさんがASQ

で定義をつめているときに、“I think …”と発言していますが、これは良くないと思われます。

理由は ASQ や Plan はオピメさんのオピニオンを理解するのが目的なのに、質問に対する答え

が「私が思うに・・・」だとおかしいでしょ？端的に「～です」と答えましょう。自分のオピ
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ニオンはオピメさんしか分からないのです！ 

 

・プレパしとこう！ 

 これは当然かな？オピメになろうとする上で（ってかなろうとしてなくても）オピシ、チャー

ト、自分のするプレゼンのベタ書きは必須です。特にオピシはオピメになる気がなくても毎回持

ち歩いといてほしいです！ 

 あと、エビデンスはしっかりしたものを探してきましょう。なぜエビデンスが必要なのかを考

えればどんなエビを見つければいいのか自ずと分かるでしょう。ディスにおいて、エビデンスは

非常に重要ですよ！！ 

 

・必要なこと、必要でないことを見極めよう！ 

 これはどういうことかというと、AD を得るために各ステージで何をすべきなのかをしっかり

と把握しておこうということです。あらかじめ絶対話すこと、話す必要のないこと、捨てれるこ

と、捨てれないことを考えておく感じかな。例えばソルで誰かがサムカットの議論を出してきた

とします。そこでオールスタンドに固執してごねることは良いことでしょうか？僕ならそこでは

引くことが多いタイプです。まああまりにも非論理的だったら反論すると思いますが笑。ディス

カッションでは常に Logical に物事を考えて、最短ルートで話を進めていくのがよいと僕は思

っています。 

 ここができるようになると、自分ひとりの力でソルを終わらせることができるんじゃないか

な？そのために必要なのは各ファンクションの理解（オピニオンの構造の理解）、ソルで AD を

証明するための準備が必要になると思うんで頑張ってみてください！ 

 

・たぶん価値観によって分かれるけど僕がオピメに必要だと思ってること！ 

 まず、「リズム」♪リズム溢れるプロシーディングを僕は心がけてました。例えば Q のあと

にはどんなくだらないものであっても必ず C をしてから答えて S まで絶対にするようにしてい

ました。これで自分のリズムが作れるし、テーブル自体も止まることはありません。あと。プレ

ゼンもできるだけリズミカルにしようと実は心がけてました笑 抑揚ってやつですね。強調する

ところがしっかり伝わるようになるし、プレゼン自体が聴いてて楽しいものだと浸透もしやすい

と思います。雰囲気もすごくよくなると思うので！ 

 テーブルの雰囲気作りもオピメの仕事の一つかと思います。笑顔、話を聞こうとするスタンス、

発言に対するリアクション、アイコンタクト、そしてリズム笑！！みんなを楽しませる何かをし

ろというわけでは決してないです。雰囲気はストイックにディスをする中で付加価値的につける

べきです。本質を見失わないでね☆ 
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２．結論を得るための助言 

 僕は 2 回生の後期、よくオピメになろうとしていました。理由は何だと思いますか？オピメ

になれば、少なくとも DA に行くまではしゃべれるからです。当時、僕は自分のディスの実力に

自信がなくて、他の次期チーフたちと同じ土俵でしゃべれるとは思えなくて、しゃべれることが

保障されたオピメになんとかしてなろうとしてたわけですね。つまりは逃げです。かっこわるい

なー笑。我ながら恥ずかしい時期があったものだと思います。 

 けど、こんなこと思ってる人は絶対いるはずです。「オピメじゃないとしゃべれない」って声

を聞くこともありますしね。 

 

 そんなみなさんにアドバイス！ここは「脱 DA 以降で喋れないオピメ」「脱ただオピメす

るだけの人」を目指す人に対しての助言です。結論を意識したオピメを目指しましょう！ 

 

・AD＞DA のコンパリを意識した Opinion を作る。そしてコンパリのアイデアはプレ

パしておく。 

 オピメって言うのは「～な政策を採ろう！！」と提案する人のことですよね？だったらコンパ

リでは AD＞DA が主張できないといけません。じゃないとプラン採れないわけですから。ここ

まで考えてきてるオピメはなかなかいない気がします。けど、普通に考えて当然の準備だと思う

し、議論を深くするためにもやってきていてほしいです。 

 

・DA なんて斬れたら斬っちゃえ！ 

 DA を斬ることは Take plan への One of way ですよね？だったら DA エリアでは DA を斬る

ことに挑戦してはどうでしょうか？？「斬る」っていうところについてはまた別のレクチャーに

なってしまうのでここでは深くは突っ込みませんが（自分で考えてみてください）、DA のどこ

に注目すればいいのかだけ若干アドバイス！ 

 DA をがあると言うために何が必要かわかりますか？Uniqueness、Linkage、Seriousness で

す。AD があるということを証明するのと対になる要素です。ですが考えてみてください。AD

を立論することにはかなりの厳密性を求めているのに、DA に関してはするーっと流れちゃうこ

とないですか？これはちょっと変です！DA を立論するにもエビデンスとかが必要なはずです。

そこへんを考えて、どう DA があることを否定しようかをプレパするといいです。ここは難しく

なるので、大学の先輩に聞くなりしてください☆ 

 

 

 とまあつらつらとオピメについて書いてみたわけですが、書いたことはすごく基本的なことば

かりです。たぶん知ってるとか聞いたことあるとかいうアドバイスも多いんじゃないかな？けど、

そこを実践するのが難しいんです。 
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 オピメはディスの基本が上手くなるようにできてるんで 1 回生は積極的にオピメしてほしい

です。2 回生もオピメは 1 回生の仕事とか思わずに、どんどんなったらいいと思います。上回生

になっても、僕はかなりオピメしようとしましたよ笑 

 

 このマニュアルを見てくれて、もし一人でも参考にしてくれる人がいたり、結論を意識してオ

ピメしようと思って実行してくれたりする人がいればうれしいです。 

 

 それではよいディスライフを♪ 

 

 

 

何かあればいつでもどうぞ！ 

文責：2006年度同志社大学 E.S.S. Discussion Section Chief  

佐藤 慎一郎 
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Handling ~嫌われ覚悟～ 
 

どうもー。佐久間（同３）でーす。僭越ながらマニュアルを書かせてもらいたいと思い

ます。色々言う前に、前々から考えてた性格診断をやりたいと思いマース★今からいくつ

か質問をするんで、YESの数を覚えといてください。 

 

Q１、Sと M で言うと Sだ。 

Q２、むしろ、ど Sだ。 

Q３、会話中、人の話を聞くフリをしながら、次に何を喋ろうか考えてしまう。 

Q４、無駄な話は嫌いだ。 

Q５、基本的にふざけるのが好きだが、真剣に話をするのも好きだ。 

 

Q６、声がでかい。 

Q７、次に話す内容を思いついていて、今喋っている人が喋り終わったらすぐ話してやろう

と考えていたのに、違う人に一歩先に話され、悔しい思いをしたことがある。 

Q８、しかもその人の話題のせいで、自分の話と違う方向に行ってしまい「ムキー！」とな

った。 

Q９、それでも無視して、無理やり自分の話題を話してやった。 

Q１０、ちょっと空気間違えた感じになった。 

 

Q１１、次は学習し、前の人の話の語尾にかぶらせるぐらいの感じで話した。 

Q１２、芸能レポーター梨元勝さんが芸能人の会見で一番にインタビューをとるために、司

会の人が「それでは質問のある方、どうぞ。」と言った後に息継ぎをするのではなく、司会

の喋っている間に息継ぎをしておいて「…どうぞ。」の“ぞ”にかかるぐらいで喋りだすと

いうテクニックを使っていることに関して、激しく感心した。 

Q１３、上の質問をちゃんと伝わるように推敲したいが、それをする日本語力がない上に、

適当でもいいかという勢い重視の性格が出てしまい、推敲できない。 

Q１４、まず、推敲する気なんかない。 

Q１５、つまり大雑把だ。 

 

Q１６、自分の考えにある程度自信がある。 

Q１７、正しいことはしっかり主張したい。 

Q１８、自分も楽しみたいし、周りも楽しんでほしい。 

Q１９、2時間ぐらいなら喋り倒すことができる。 

Q２０、他の人が自分の言いたい事と同じことを言っていても、やっぱり自分の言葉や言い
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回しの方がしっかり伝わる気がする。 

Q２１、相手の表情を観察しながら、会話をする。 

Q２２、相手の意見に納得したら、ちゃんと引き下がる。 

 

以上でーす！YES が１５個以上あったら次のページも見ていいんじゃないかと思います。

ディスカッションのスタイルは性格がかなり関わってくるので、一概にコレが正解！とは

言えないのです。よければどうぞ♪ 

 

 

さぁ、前置きが長くなりましたがここから真剣に書いていきたいと思います。ここで僕

が書くのはタイトル通り“嫌われ覚悟のハンドリング”です！これは人により好みがある

と思いますので、性格判断で絞ったわけです。一度でも僕とディスカッションをしたこと

がある人はわかるかもしれませんが、上の質問は全て僕を表したものです（笑）つまりい

つも僕がやっていることを解説し、それをするためには何を気をつけたらいいかを書いと

きます。かるーく流して読んでくださーい！！ 

 

ハンドリング 

 

 まず用語解説から。ハンドリングとは、テーブルをゴールに向かって進ませることです。

自分が舵をとる訳ですから自分の行きたい所に行けるし、ある意味やりたい放題できるの

です。ゴールについては後で述べます。 

 

別の言い方をすると、ハンドリングは障害物レースを走る力だと言えます。障害物レー

スには二つの力が必要ですよね？障害をどうにかする力とアクセルを踏む力です。どちら

が欠けても前には進みません。普通は全員で協力しながら進んでいくわけですが、これを

一人でやっちゃおうというのがハンドリングなのです。この二つの力を別な言葉で言い換

えると、障害をどうにかする力はトリートメント、アクセルを踏む力はプロシーディング

です。トリートメントとはテーブルがゴチャった時に整理する力、プロシーディングとは

次へ進むサジェスチョンをうつ力です。この二つの力で障害物レースを進んでいくのです。

まぁたまに障害があってもアクセル全開で障害をなぎ倒しながら前に進ませる時もありま

すけどねｗ（この辺がもろ性格でます。）これがハンドリングのイメージです★ 

 

ゴールの話。ディスカッションのゴールとは？そうです。コンクル出すことです。特に

大会などの様々なディスカッサントが集まる場では。というのは、僕はコンクルだけがゴ

ールとは思わないのです。だってプレパとかで１時間半しかないのにコンクル出せってい

う方が無茶じゃないですか？それなら口だけのゴールになっちゃいます。だから僕は TPO
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を考えたゴールを毎回設定すべきだと思います。Sol でアーギュたたせるとか。個人のゴー

ルじゃなくてテーブルのゴールを決めるのです。その方がよっぽどゴールが身近になり、

達成できなかった時に反省するし、目標が明確になるので迷いがなくなります。それを決

め、そこに向かってくのがハンドリングだと思うんで、まず毎回のプレパのゴール設定か

らしてください。TPO あるときはやめましょう。せっかく色んな大学集まってるのに好き

なことばかりされたら迷惑になるし、時間も長いんだからルール通りコンクルを出すこと

に全力を注ぎましょう。普段のプレパで集中して練習してきたアーギュなどが活きてくる

と思います♪ 

 

具体的に気をつけること 

 ここからやっと具体的アドバイスですが、過剰書きで簡潔に述べていきたいと思います。 

 

・ 目線 

大事。相手の反応を見ながらプレゼンを言い換えたりしなきゃならないし、自己満じ

ゃなく周りのためにやってるという雰囲気を醸しだしましょう。喋る相手だけではなく

全員を見渡しながら、喋りましょう！アツくなってる時は逆に他の人を見ながら喋った

りすることで冷静になったりしますよ☆ 

 

・ タイミング 

これは掴んでください。相手の最後の word にかぶせて喋りだすと確実に自分が喋れ

ます。もしも他の誰かとかぶったら、そこは大きな声です（笑）いや、結構マジですよ！

これをやるためには次に何を喋るかをしっかり考えてないとダメです。何を喋ったらい

いかに確信が持てだすのはディスカッションをしっかり考えた後です。何よりもディス

カッション自体を理解しておくことが、様々な技術に繋がるのでーす。 

 

・ スタミナ 

   これは前期本当に痛感しました。PDで残り３０分、ろれつが回らなくなります。英

語もグダグダになるし、頭の回転が鈍くなっていくのが如実にわかります。最長で３時

間半をしゃべり倒すスタミナはほしいです。力配分を考えても、全て自分の納得のいく

ようにしたい“あなた”には到底無理な話です。僕が無理ですから（笑） 

 

・ MTV（したい事、ディスカッション中の楽しさ） 

   ハンドリングをやるには何か強い MTV が必要です。だってハンドリング単体ではは

っきり言ってつまらないですから。アーギュメントとかコンパリとかおもしろい事があ

るから出来るのです。そのおもろい事をいかにプレパするかでそこにかけられる熱意が

変わると思うので、そのプレパを忘れてほしくないです。 
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さらにそれを自分も楽しむ、周りも楽しませるという事を意識すると尚良いと思いま

す。なぜなら自己満からエンターテインメントに変わるからです。「そんなつまらん議

論で時間かけるなら、僕がおもろい事したるから先に行こうよ！」ぐらいの気持ちを持

ってディスカッションしてくれたらいいと思います。僕もこの前チェアパをさせてもら

った時、一回生が some standの sol に some cut をかけてきました。賛否両論あると思

いますが、流しました。何故なら次の DA stage でもっと面白いものを見せてあげるこ

とで、色んな事を学ばせてあげられるし伝えてあげられると考えたからです。やはりち

ょっと胸が痛みましたが、それぐらいの覚悟をすることで、sol 流して次に行った責任

が出てきて、高い MTVをキープしたままディスカッションできたと思います。ハンド

リングで方向を決めるということはテーブルメンバー全員の方向を決めることになり

ますから、その責任を考えてしっかりエンターテインメントしてほしいと思います。 

 

・ 強気、自信、勢い 

   ウルトラ必要です。自分が正しいっていう強気がないと周りを引っ張っていく事は

出来ません。（もちろん自分の間違いに気付いたときは、すぐ修正する素直さも必要で

す。絶対にゴネてはいけません。）あとは自信。これは性格もありますが、一番の獲得

方法はプレパです。自分の中に裏打ちされた何かがあれば自信は沸いてくると思います。

失敗が怖くなる人なんかは、「今まではコレが正しいと思ってやってきたんやからしゃ

あないやんけ！」ぐらいの開きなおりもアリやと思います。勢いも大事。人は勢いに負

けることがよくあります（笑）何か失敗した時もテーブル中はへこまず、勢いだけは持

ち続けましょう。あとでクソへこんで下さい♪ 

 

・ 少々の英語 

   僕が出来ないんであんまり言いたくないんですが、やっぱいります。せめて英文を

喋れるようになっときましょう！あとスピード。 喋る速さじゃなくて、思ったことが

英語で出てくるスピード。 これはディスカッション内で身につくと思うので、意識し

て周りの子の表現とかパクっていったらいいと思います。  ただ発音、アクセントはさ

らに上の意識が必要やしディスカッションだけやってて身につくかといったら疑問で

す。 個人的に頑張ってもいいかもしれません。とにかく英語が喋れることはめちゃく

ちゃ有利です。 

 

・ 理解、相手よりも半歩先を行くアイディア 

   すごく抽象的なんですけど、結論は議論のプレパをいっぱいしとけってことです。

ハンドリングするってことは、テーブルの全場面で誰よりも早く解決策を見つけてない

といけないですから、一緒になって考えてたらダメなのです。最新の議論を取り入れ、
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色んな議論をパターン化し応用の選択肢を増やし、理解が早い存在でいましょう。 

 

・ ASQ でしっかり細かいことをやっておくこと 

   これには二つ意味があります。一つはオーソリ・主導権をとること。もう一つは準

備体操です。オーソリに関しては何もありません。チャートなどもすばやく書き、カン

ファメを入れておきましょう。やっぱ違うよ。準備体操っていうのは頭や口のギアをあ

げるってことです。こんな経験ないですか？最初あんまり喋ってなかったら、入るタイ

ミングも逃して、話についていけなくなって地蔵になってしまいました。みたいな？よ

くあるんですよ。これはハンドラーにとっては致命的。いくら途中から入れても、やは

りグダります。頭も口も回りません。ASQ を有効に使いましょう。スタミナ温存とい

う考え方もありますが、よほどじゃないとリスキーです。僕は最初から飛ばしていく方

が好きです。ガス欠したら手で押せばいいのです！！！！ 

 

 

れで僕のやってることは終わりです。ここからは全て実践やと思うんで頑張ってくださ

い！聞きたいことあればどうぞーー！ 

お疲れさーん！！誰もこれに影響されないことを願います（笑） 

 

文責：同志社大学 E.S.S. 外事部長 

佐久間 一己 
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ディスカッションから賢くなろう！！ 

 

 

 ども。1 回生も 2 回生もこれから本格的なディスの「始まり」ですね！「ディスはむ

ずいなあ」って思っている人がほとんどだと思います。その分、やりがいを感じている

人も少なくはないんではないかな？感じてない人も、ディスを通していろんなものが得

れることはわかっていることでしょう。英語力とか議事進行能力とかコミュニケーショ

ン能力とか、セクションを決めるときに先輩から聞かされているとは思うけど、とても

役に立つものばかりだよね！ 

そんな中、ディスが最も成長させてくれるものは論理的思考能力です！！しかし、

単に「論理」っていってもさまざまな意味があるみたいです。 

 

1. 論理的に考えるということは，前提と結論を区別して文を読むことができると

いうことにほぼ等しい。 

2. いくつかの文（主張）の集まりがいっぺんになりたつことができるならその集

まりは無矛盾だとか整合的だ(consistent)，と言われる。  

3. 論理的であるということは，ある前提が与えられた時に，その前提だけから結

論を導き出すということである。 

4. 推論ということばの「論」は結論のことであり，「推」とははじめは隠れてい

た結論を前提が明るみに推（お）し出すこと，つまりひと言でいえば前提から結論

を引き出すことなのです。  

5. 論理的な正しさを確かめるためには，経験に訴えるのでも理性に訴えるのでも

なく，むしろ辞書にうったえるべきだ，ということです。 

6. 論理的真理とは、論理語の働きだけによって真であることが保証されるような

命題である。 
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こんな感じに列挙してみましたが、１→６の順に日常的→論理学的になっています。

で、実際ディスカッションでやってるのは１，２，３あたりになっていると思います。

といったところから、比較的日常的な論理を使っているディスカッションは変に難し

いこともなく親しみやすい一面があるといえます。 

 

じゃあディスでの論理が具体的にどんなふうに役に立つんだろう？討論番組とかで

よくある 1 シーンを例に挙げてみよう。 

 

 

A･･･「いくら平和を願うためとはいえ、A 級戦犯が合祀されている靖国神社に参拝す

るのは反対だ。なぜなら、現に韓国・中国はこれに大きく反発しているし、日本

の外交に悪影響があるのは明らかだ。」 

 

B･･･「いや、K 泉首相が靖国神社に参拝する際、A 級戦犯にではなく、多くの戦没者

たちに追悼している。よって、靖国神社参拝になんら問題はない。」 

 

A･･･「しかし、A 級戦犯が合祀されている以上、参拝するとなると合祀されている戦

没者全員が追悼の対象になるのではないか。だから、やはり参拝には賛成しかね

る。」 

 

B･･･「大事なのは参拝する人の心の持ちようである。A 級戦犯には追悼していないと

思えばそれは追悼していないので…。」 

 

 

 靖国神社に関する議論の一部ですが、A さんの主張による最も大事な論点は B さんの

新たな主張に下手につっかかったせいであっさり流れてしまいましたね…。 このよう

に、特に政治家なんかは、核心をつく論点をじつに上手く(例に挙げたのは明らか過ぎ

ますが…)はぐらかして、自分に都合の悪い状態をさけています。 そこで、ディスカ

ッションをしていくことでこうした核心を見抜く力をつけることができます。 この力

は、話し合いのポイント見つけ出したり、質問に的確に答えたり、上手に自分の意見を

伝えたりと就職活動や社会人になってからも非常に役に立つものであることは間違い

ありません。 また、私たちは大学に入るくらいまで、論理的に考えることはしてきて

も、それを言葉にして伝える練習はほとんどしてきていません(なんか英語と似てるね)。

だから、ディスカッションをするのはとても大切なことなんですね。 
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 「でも、それだったら日本語でやったほうがいいじゃん。」っていう人もいると思い

ます。 そこはみんな英語が上手になりたくて集まったわけだし、論理力プラス英会話

になれることのできるお得な手段だよね。 それに、ここからは完全な自論なんだけど、

ディスカッション(討論)を練習するのに、自分たちの堪能な日本語でやるより、初心者

である英語でやるほうが一つの言葉の意味(イメージ)が広がりにくく、広義になりそう

な言葉もしっかりと意識して定義するため、わりと混乱も起こりにくいものになるとい

うことも、英語でやることのメリットじゃないかな。 

 

 そんなこんなで、とにかくがむしゃらに頑張ってみてほしいと思います。きっと、楽

しめるものになると思いますよ！！ 

 

文責：2006 年度 立命館大学 E.S.S. 

ディスカッションセクション・チーフ 

横田 孝俊 
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Discussion 中の不適切な英語表現 

 

みなさんはこのような表現を聞いたり使ったりしたこと無いですか？ 

 

その① 

「今日はこのテーブルを楽しもう」 

△：Let’s enjoy today’s table!! 

○：Let’s enjoy today’s discussion!! 

 

※「机を楽しむ？」という意味になるので、ディスとは全く関係が無い話になってしまう

“in this table”も良く使われる不適切な表現だろう。“in our discussion/meeting”“in 

this division”のほうがより普遍的。 

 

その② 

「わかりましたか？」 

△：Can you understand? 

○：Did you get it? / Does it make sense? / Understand?  

 

※“Can you”というと相手の理解能力を疑うニュアンスを含んでいるので不適切。失礼

に当たらない表現が望ましい。  

 

その③ 

「わかりました！」 

△：I understand. 

○：I get it. / I see what you mean. /  

 

※“Understand”には｢納得する｣という意味が含まれているので、ただ相手の言ったこ

とを聞き取れたというときにはふさわしくない。 

 

その④ 

「聞こえましたか？」 

△：Could you catch?  

○：Do you get it? 

 

※“Could you catch?”には二重の間違いがある。まず、“Could you..”は依頼の時に使
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うので相手の理解を確かめるにはふさわしくない。さらに“catch”は「ただ聞こえる」

というニュアンスが強く、「聞き取る」といいたいときは“get”が適切です。 

 

その⑤ 

「私達はコンセンサスを取りました」 

△：We already took a consensus. 

○：We already reached a consensus on that ～. 

 

※「コンセを得る」と言いたい時は、“build や reach”が適切な動詞。 

 

その⑥ 

「なぜならオピメ二人以上いると。。。」 

△：Because if there are more than 2 opinion makers… 

○：Because if there are more than 1 opinion maker… 

 

※「二人以上」という場合“more than 2 opinion makers”では「三人以上」という意味

になる。例えば、１００以上という時日本語では多く１００を含むが、英語では含まない。

正確を期するならば“not less than 100, 100 or more”などで十分間に合う。 

 

その⑦ 

「対象とする人」 

△：the target of ～ 

○：the object of ～ 

 

※“target”という語は標的の的、仕事や生産の目標という意味であり、ディス中に使う

『プランやデータの「対象」という意味はない。これも便宜上のディス用語。 

 

その⑧ 

「解決策」 

△：solvency  

○：solution 

 

※時々“solvency”という言葉を“solution”という意味で使われる場合がありますが、

実際は「解決策」のような意味は無い。辞書には「支払い能力があること」の意味で記さ

れている。 
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その⑨ 

「恐怖心」 

△：fearness 

○：fear  

 

※“fearness”という単語自体存在しないのです。 

 

その⑩ 

「他に何かしつもんありませんか？という問いに対して『ありません』と言うとき」 

⇒ Don’t you have any question ?  

△：Yes. 

○：No. 

 

※Yes は“質問がある”という意味になる。 

 

その⑪ 

「AD/DAセンテンスは。。」 

△：my advantage/ disadvantage sentence is….  

○：the advantage/ disadvantage sentence is…. 

 

※前者では「私の長所/短所の文は。。。」という意味になるので注意。 

 

その⑫ 

「わたしは疑いを抱く」 

△：I have a doubtful point. 

○：I have a doubt. / I doubt it. / I am doubtful about… 

 

※前者では自分自身の疑わしい点を主張することになる。相手の論理の「疑わしい点」と

言いたいときは“a doubt”だけで十分である。 

 

その⑬ 

「自分の論理を立てる」 

△：I stand a logic. 

○：I form (make) my own logic. 

 

※前者では「論理学書を立てる」などの意味なるので不適切。アイデアとして独自の論理
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を立てるという場合、form、make などが適切。 

 

 

終わりに 

 

今回ディス中での英語表現に関して書くきっかけとなったのは、現状において、評価さ

れるディスカッサントの資質のとして「英語力」の位置づけが低すぎるのではないだろう

か、と感じるようになったからです。 日本人同士通じればいいやの英語でディスカッショ

ンしているのであれば、わざわざ ESSに入って活動する意味も無いでしょう。 英語じゃな

くて日本語でディスしてもそういう人たちは満足できるのはないでしょうか。 ディスカッ

ション内で話されていることがテーブル内の人間にしか分からないような英語では実践的

とは言えないはずです。 「英語が話せないのは仕方ないこと」で済まさずに、もっと多様

な表現力と豊富なボキャブラリーで自分の英語力をさらに磨けるような場がディスである

ようになれば、それも楽しいのではないでしょうか。 

 

 

文責：立命館大学琵琶湖草津キャンパス E.S.S.  

Discussion Section Chief  

加藤 翔 
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Are you enjoying yourself? 


