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第 1 章 Dis をする時の心構え 

 Discussion７つ道具、って知ってますか？たぶん知らないと思います。だって、僕が勝手

に名前付けたものだし。笑。これは何かというと、 

① ディクテ用ノート 

② チャート用マジックペン（３色以上） 

③ チャート用の大きな紙 

④ 辞書 

⑤ 時計 

⑥ オピニオンシート 

⑦ ネームカード 

の７つです。この７つ、かなり重要です。一つでも忘れて御覧なさい。ぷえさんから怒り

の鉄拳が･･･って冗談です。あは。では改めて、なにゆえこの７つは大切なのか。それを一

つ一つ説明しましょう。 

①「ディクテ用ノート」とは、いわずもがな、「Discussionの記録」です。ちょっと考えて

みたらわかるのですが、我々の活動“Discussion”とは、政策決定論議（Policy Determining 

Discussion）ですね。これを実際に行っているのは、国会です。（今の場合、「内閣」と考え

てもらっても問題ありませんが。）そこで話し合われることを、誰も書き留めなかったとし

たら、どうなるでしょう？･･･ああおそろしやっ(>_<)そんな国には住みたくないわっ 

 というわけでですね、「話し合った内容を書き留めること（書記）は当たり前」なのです。

ルーズリーフでもレポート用紙でもいいですが、僕は断然ノート派です。後で見返せるし、

その記録を残しておくことは、それ以降の自分の Dis 活動や後輩育成の時におおいに役立

ちます。ノート、作りましょう。そして、これも当たり前なのですが、あえて強調します。

リフレは書きとめろ。せっかくチェアパがダメだししてくれてるんです。参考にならん、

とか、覚えられる、とか言う前に、書き留めなさい。（当たり前のように書き留めている方、

ごめんなさいね。最近ほんっとにたくさんの人がリフレのとき手を動かさないの。マジで。）

まとめると、 

心構え１：Dis 中の会話･リフレ･自己反省などは全てディクテノートを作り、まとめるべし 

 

②③チャート用マジックペン＆大きい紙とは、その名の通り、Chart 書く時用です。「あた

しぃ、チャートなんてかいたことないしぃ」というあなた！そんなこといっちゃダーメ☆

描きましょう。あなたがどんなに流暢な英語でしゃべっても、あなたがどんなに魅力的な

セクシーVoice で口説いても、たとえ相手が「わかった」と言っていても、それが本当に伝

わったかどうかなんて、ぶっちゃけ分かりませんよね。でも、伝える側は最大限の努力を

しなきゃいけない。その「努力」の一つが、Chart なのです。（詳細は拙著(?)「Chart～図

解ノススメ」を参照）マジックペンは、できるだけ太い、濃い色の物がいいです。僕は黒・

赤・青を中心に８色持ち歩いていました。最初の３色があれば十分ですよ。あと、Chart
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は出来るだけ大きく描きましょう。隣の人にも見えるように見せることも大切！！ 

心構え２：積極的に Chart を描いて自分の意見・相手の意見を全参加者に浸透させるべし 

 

④辞書。最近の Dis 界の英語力低下はじつにじつに嘆かわしい。「Dis 力（Dis の Skill とも

いう）」と「英語力」を切り離すことなんてできません。「Dis 力」はあるけど英語はだめ、

という人は、きっと、「Dis 力」の中の「プレゼン力」に問題ありです。春セミや KESSA

キャンプにおいてジャッジが評価するのは、あなたが実際にその場で行った Dis の「Dis

力」であり、それを伝える（アピールする）のは言葉、今の場合、英語ですよね。それな

のに、「英語できない」じゃぁ、あなたが本当は何が言いたかったのか、なんて、誰にも伝

わりません。これが「プレゼン力不足」でなくしてなんでしょう。もちろん、こればかり

は一朝一夕で伸びるものではありませんが、くれぐれも諦めないように。諦めたが最後。

プレゼン力は永遠に伸びません。 

 じゃあ、辞書はどうやって使うのか。簡単です。 

心構え３：Dis 中に意味･発音の分からない単語に出会ったら即書き留め辞書で調べるべし 

ということです。発音やアクセント、語法・文法に自信のない単語もそう。電子辞書で一

向に構わないから、辞書を必ず携帯しよう。そして、書き留めることも忘れずに。忘れて

しまってはなんにもなりません。 

 

⑤時計。これもなぁ･･･なんで今更いわなあかんのかなぁ･･･と思うねんけど、書きます。

ほんとに心配だから。分かってる人は読み飛ばしてくれて構いません。 

 Discussion は無限に続けるわけには行きません。延長戦はないんですね。もし時間に制

約がなかったら、サンデープロジェクトは 24 時間生テレビになってしまうでしょう。田原

聡一郎もさすがに体がもたんやろ。笑。とにかく、田原さんを想像して下さい。「あと２分

しかないから＊＊さんまとめて」とかよくいってるでしょ？時間が来たら終わるんです。

終わんなきゃいけない。それはチェアパがどうこう言う問題じゃなくて、参加者の意識と

して持っとかなきゃ！ 

心構え４：Discussion中は常に時間を意識し、終わる５分前にはまとめ方を考えるべし 

 まとめ方･･･難しいね。でも、今日の１、でやった（はずの）「Conclusion」の考え方を

意識してね。そして、時計、携帯電話で代用しちゃダーメ。時計を持ちましょう。 

 付けたし１：時間配分のことを Time allocation（タイムアロケ）とか言います。 

 付けたし２：Let me think…と言うこと自体はいいですが、他の人を待たせていること

は絶対に忘れないで下さい。 

 

⑥オピニオンシート。「あたしぃ、今日はオピメやらないからぁ、もってきてないんだぁー」

って言われそうですね。そういう場合でも、参加者全員分のコピーは要りませんが、「誰も

オピメに立候補する人がいないときのためにも」持っておきましょう。これも一つのリス
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クマネジメントやタイムアロケです。 

ここで、Self-introduction の話をしましょう。よく、“I want to enjoy today’s discussion.” 

という人いるよね。でもさ、楽しみ方って人によって違うよね。 

The way how you enjoy the discussion depends on each of you. 

です。そのために、僕からのアドバイス。 

心構え５：Self introduction では①自分流の Dis の楽しみ方②今日の Purpose を話すべし 

そうすると、Dis 中に、周りの人も、その人が楽しめる環境作りを手助けできるから♪では、

「オピメやりたい」っていうのは Purpose なのかな？僕は違うと思う。何でオピメをやり

たいの？と聞きたくなる。同様に、「イグザミやりたい」というのも、もっと分からない。

なんでイグザミやりたいの？オピメではできない、イグザミにしかできないことってなぁ

に？教えて下さい。僕は、そういう意味もこめて、「誰もオピメ立候補しない時に、だらだ

らと押し付け合いをする暇があったら、オピニオンシート持っといて、私やりますって言

う方がよっぽど得るもの多いよ」といいたい。 

心構え６：Dis 大会に向け前もって Purpose を設定､プレパして当日を「本番」と思うべし 

心構え７：オピニオンシートは、その日の Purpose に寄らず準備していくべし 

⑦ネームカード、は、別にいいよね。 

 以上のように、心構えをつらつら書いてきたけど、参考になったかな？他にもなんか思

いつきそうだけど、７つってキリがいいし、まぁ一応まとまったからこのへんで♪ 

 

第２章 Strategy（作戦・布石） 

 ふっふっふ。これは大変重要な話です。僕は「ストラテ」という言葉は嫌いです。でも

ね、これは避けて通れないのです。いわゆる「ストラテ」のないディスカッションは「無

計画」な「話し合い」。ストラテはタイムアロケ（time allocation）の一種なのです。 

 ここでは各トピックについて具体的に、出したいコンクルに向けた時間配分、各 Areaご

との Functionに基づく発言の仕方などについて話したいと思います。もちろん、これはヒ

デさんにレクチャーをお願い致しましょう。 
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＜私、PUEが言いたいこと＞ 

 みなさんは、各トピックについて本当に「あなた自身の価値観」を形成していますか？ 

＊＊さんが言ってるから私もこう思う、というのは、決してあなたの考えではないのです。 

 次の例を見ていきましょう。 

「日本の論点」に「日本で死刑が行われている」と書いてあるから私もそう思う。 

「日本の論点」に「安楽死は法制化されるべき」と書いてあるから私もそう思う。 

「しんぶん赤旗」に「自衛隊は憲法違反である」と書いてあるから私もそう思う。 

「２ch（Website）」に「安楽死好評受付中」と書いてあるから実際行われていると思う。 

「2ch」をみたら自分の名前が実名報道されていたので実際に実名報道はあると思う。 

先輩が「実名報道あるらしいよ」って言ってたから、実際に実名報道は行われてると思う。 

 

 これらは確かに例にすぎませんが、実際の Discussion でこういう議論になることは余り

にも多いと思う。あなたの考え方はなんですか？あなたはどう考えるのですか？あなたは

日本の論点のいうことや、エビの言うことは全て正しい・論理的だ、と考えるのですか？ 

それでは、一種の宗教ですね。キリストの言うことは全て正しい、と信じるようなもの。

あなたが何を信じ、何を見て何を聞いて、どう感じ、どう考えるか、は自由なのです。 

 あなた自身の意見を持って下さい。それにはエビなんていりません。 

 その意見の確立の為に、自分の現時点で考える意見と同じ論調の意見と、真っ向から反

対の意見の２つを集めて、自分でコンパリしてみましょう。 

 Discussion を「義務・仕事」と考えることはやめよう。Discussion やってて楽しい？ど

んな Dis が楽しい？テーブルによる？じゃぁ、「楽しい」と思える Dis を経験したことがあ

るなら、自分でそんなテーブルつくりに積極的に参加しよう。最近この積極性が足りない

気がする。自分なりの楽しみ方、そして、自分の意見を Discussion に反映し、参加者に影

響を与えること。これこそ、必要不可欠なことだと思う。自分が Dis セクに所属したきっ

かけはなんだったか。何の為に Dis をするのか。今一度、考え直して欲しい。 

＜以下は、以前書いたリフレのコピーです。参考までに。＞ 

最近、Evidence でてきたらみんな信じるよね。ある意味、オピメにはありがたいのだろ

うけど、次のことを考えたことがありますか？ 

どのようなEviは信憑性があって、どんなEviは認められないのか、という境界線（Criteria） 

おそらく、Debate をかじったことがある人は分かると思いますが、Dis と Debの決定的に

異なるところは、「Evi のコンパリをめったにしない」ということです。論理性を追求する

と、次のようになることが分かるでしょうか。（強い主張＞弱い論主張 と表記します） 

Evi あり ＞ Evi なし 

Clear な Evi ＞ Unclear な Evi 

Authorityある人の発言 ＞ Authorityない人の発言 

Claim＋Data＋Warrant の揃った Evi＞Claim＋Dataまでの Evi＞Claimしかない Evi 
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といった感じです。もし分からなかったら聞いてください（なんとなく、ではダメ！これ

が論理的説得力だから）。説得力のある発言をするためには、「証明責任(burden of proof)」

や「Evidence の信憑性」は大変重要なファクターなので、しっかり考えて下さい。 

今回の場合、 

  ＃V/Fがなんと言おうと、気のせいでは？発狂してるだけだよ。 

  ＃V/F が、事件直後に出したコメントか、10 年後に出したコメントかで変わるんじゃ

ない？このコメントはいつのよ？ 

  ＃佐賀新聞って、いつも V/F に肩入れする記事かくんじゃないの？（←事実無根だけ

ど、例えばこんな Qできる、って話だよ。名誉毀損とかで訴えないで＞関係者の方） 

  ＃Dissatisfaction って人によって違うし、Unclear だよね。今後も、死刑宣告されな

いことから M/Dを受ける人、現れるんかな？Just１case じゃないの？ 

など、Evi にじゃんじゃん Doubt かけられますね。Point は、 

自分が Evidence の中の、もっとも弱くしたい Point を attackする 

こと。例えば DA で読む Evi はめっちゃ Clear な時、AD の Evi は Unclear ですよね、と

attack する。Authority をさげる Attack しておき、後でより強い Evi を出して反論する、

とか。 

例題：「死刑の犯罪抑止力がある」という Evi と「ない」という Evi を探して比較せよ。 

＃Qの先に、どういう話につなげようと思ったか 

＃その「つなげようとした方向」をどんどんのばすとどんな結論にまで発展しそうか 

＃その結論は本当に「有用」で「有益」か 

を、さっと読めるようになろう。「先読み力」は、経験から得られるのでなかなか難しいけ

ど、是非挑戦して欲しい。社会に出て役にたつのはこうした能力だと思うよ。 

他の人は、 

  ＃その人が何を言いたいのか、「先読み」する 

  ＃その「先読み」の結果、それが「有用」「有益」か考える 

  ＃有用なら、有用な結論が得られるように Talking point を設定する 

  ＃いらないと感じたら、「いらないじゃん」いう Claim を Support する Reason（data）

を考え出し、説得する（さらりと流すプレゼンを考える） 

ことをしましょう。最後の２つはかなり難しいです。経験による面が大きいし、汎用性の

あるやり方って、ないのね。臨機応変、考え出して欲しい。自分ならこうする！みたいな、

オリジナリティーのある Question⇒Confirmation⇒Suggestionに大きく期待します！ 

（裏技として。English Deliveryがうまいと、多少強引な QCSでも浸透させられます。た

だのごまかしだけどね。苦笑） 

＜ここまで、以前のリフレを引用しました＞ 

＜英語のプレゼン関係については第５章参照＞ 
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第３章 ハンドリングの仕方・心構え 

これらは密接につながっていると思うので、まとめて見ました。 

まず、Dis を円滑にするための心構えとしては、「自分がハンドリングをする」という意

識をもつこと、ですね。これに尽きると思う。たまーに、Argument 出してほったらかしに

して、「どうだまいったか」みたいに威張ってる人がいます。言語道断です。だって、

Discussionって Communicationだよね？話し合わなきゃ。意見発表会じゃないんだから。

自分が意見を言う時には、「皆さんは私の意見に対してどう思いますか？」という立場で意

見をいうはずです。それを、「これが正しいんじゃ」というのは、いささか傲慢ですよね。

「皆さんはどう思いますか？賛成ですか？反対ですか？不明瞭な点とかありますか？」と

相手に確認する姿勢を持ち続けてください。これが、Dis を円滑に進める心構えであり、同

時に、ハンドリングへの第一歩でもあります。 

ごちゃりの６要素、というものがありまして、これについて言及したいと思います。 

A) 事実と意見を分離できない（ideaと Evi（fact）をごっちゃにしてる） 

B) 定義が曖昧なまま議論を進める（definition がやばい） 

C) 伝えるべき内容が整理されていない（CCFできてない） 

D) 結論が充分に理由付けされていない（No reason） 

E) 比較の基準を明確に示さない（tie breaker がない） 

F) 例のあげ方が不適当（example の出し方が下手） 

という感じです。 

 このような６要素のどれかに引っかかることでDis中幾度となくConfusionが起きます。

ごちゃっテル時には、このどれかをあたってみましょう。 

 最後に、こうした「ハンドリング」の心構えを持っていても、建設的な Dis にならない

ことなどたーっくさんあります。では、どうしたらよいか。僕は、Discussion のはじめに

Opinionを見たらまず先に考えることがあります。それは、「本質」です。「本質」とは何か。 

「本質」なんていう Vague な単語を使うとわかりにくいかもしれないけど、物事には「現

在していない政策なら、していない（採択していない）理由があるはず。それは、N/sol か

もしれないし、DA とのコンパリかもしれない。その「本質」「現実性」を、Dis 始める一

番最初に考えることが重要だ、と僕は考えます。先を見据えた Dis。を心がけましょう。 

 具体的には、オピニオンシート全体を見て大体理解したら、まず第一に、そのオピニオ

ンの最大の論点になりそうなことを見つける。それは、N/Sol かもしれないし、DAかもし

れない。それを見つけたら、その自分なりの Goal に向けて、Handling をしっかりしまし

ょう。「Goal を見据えた Dis。最近これができる人が少ない。もしあなたがそんな人を目指

すなら、今がチャンスよ☆うまくこの「論点発見力」を身につけるには、「経験」がものを

いいます。めげずにこつこつ頑張ってね！ 

 参考までに、僕が就職活動中に書いた、「コミュニケーションスキルとは」を転載します。 

Q) 私がコミュニケーションで一番気をつけていること。それは、「相手の事を早く、深く、誤解なく理解すること＆理解してもらうこ
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と」。コミュニケーションで欠かせないものは、勿論「内容伝達」なので、そのスピードが遅くては何にもならない。かといって、相手

に何度も聞き返させたり、誤解させてしまっては、正しいコミュニケーションとはいえない。そこで私は、コミュニケーション能力向

上のため常に、上の点に気を配っています。 コミュニケーションの難しい相手、とはおそらく、「考えをうまく伝えられない人」だと

思いますので、私の場合、「相手の考え」を理解するため、できるだけ要点をついた質問を２、３点考え、（一度にたくさん質問を

浴びせないことが大切）、それから質問し（リラックスして話せる雰囲気を作ることも大切）、それから、派生した質問を（もし相手

が引いていなければ）する、という感じで対応しています。（UQ 

 このように、本質から離れないように、相手の本当に伝えたいことを見抜き、かつ自分

の持っていきたい方向に話を持っていく。こういうことが自在にできるようになれば一人

前だと思います。 

第４章 Status QUO(SQ) と Present Situation(PS)の違い 

SQ の分析が ASQであり、analysis of the present situationではない 

ということです。「現在」と「現状」は違うのね。現状、には、「未来」も含まれます。 

未来の事なんて証明できひんやん！なーんて言わないように。知らず知らずのうちに、み

なさんも未来の事を考えている時があるはずです。 

わかりやすいように、死刑で以下のような図を書きます。 

  ‘02に 2人執行 死刑存続    ‘03にも 2人くらい ‘04にも２人くらい 

SQ 

                                      AD 

AP 

  ‘02に２人執行 死刑廃止    ‘03には 0人死ぬ  ‘04にも 0人死ぬ 

これを「システムマップ」と呼びます。上の図を参考にして、次のまとめを見てください。 

PS(Present situation)=現在：まさに今。2002 年（または、これを読んでる今日）の話。 

SQ(Status QUO)=現状：過去現在を分析することによって得られる未来予測を含んだ流れ。 

これを忘れないで欲しい。PS と SQ は違うのです。これは AD の考え方にすごく影響を与

えると思うのですが、実際に AD を得る人って誰？と言うことを証明できないと、日本政

府が実際にその政策を取るとは思えないでしょう？少なくとも僕はそう考えます。なので、

僕らは知らず知らずのうちに、「このままほっておくと毎年２人ずつ殺されていく。こいつ

らを救わなきゃ☆」と考えて Planを作ってるのです。分かってもらえるかな？ 

 さて、これを「実名報道」に置き換えて話しましょうか。 

  ‘02に 2人 MD 実名報道存続  ‘03にも 2人くらい ‘04にも２人くらい 

SQ 

                                      AD 

AP 

  ‘02に２人 MD 実名報道廃止  ‘03には 0人 MD  ‘04にも 0人 MD 

 仮にエビがあって、2002 年に実名報道によって Mental damage を受けた人が２人いた

としましょう。果たして、死刑の時と同じように、みんなは納得してくれるでしょうか。
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僕なら No です。「２人が実際に 2002 年に MD 受けたからと言って、今後もそういう人が

現れるとは証明されていない」というのが理由です。死刑なら、暗黙のうちに、過去の傾

向（tendency）をみんなが知っているため、Qが出ませんが、実名報道なら話は別。仮に、

2001 年に 10,000 人が MD 受けたとしましょう。もし 2002 年に２人だけ MD 受けたと言

うなら、もう起こらないでしょう。そう思わない？つまり、こうした「傾向分析」は、SQ

には欠かせない存在であると、僕は強調したい。賛否両論あるかもだけど、おそらく、も

っとも Logical なのは、この考え方だと思います。もし、自分が理解できて、他の人にこの

考え方を理解して欲しかったら、うまいプレゼンを考えてみてください。 

 

第５章 English Delivery（英語伝達術） 

さて、ここで少し、English Delivery（英語伝達術）について述べます。 

Speechでは、これが勝敗を大きく左右するのですが、Discussionだって同じことが言えま

す。まずは、Speechの Judging sheet に記載されている criteriaを見てみましょう。 

English 

  Pronunciation (Enunciation)いわゆる発音。はっきり口を動かし発音することも大切。 

  Articulation ここの発音ではなく、文章全体として、英語を話す流暢さ。 

  Intonation  抑揚。英語的な節回しがあり、「英語らしさ」の大きな指標。 

  Grammar  いわずもがな、文法。個々の単語の語法も含む。 

  Rhythm & Stress 強調すべきところ、ゆるめるところ。そういったメリハリがこれ。 

Delivery 

  Verbal delivery  言語的表現力。声は全てを語る。なーんてね。 

    Voice (Quality, Variety, Volume) 声質、声量。高低・大小・遅速などを組み合わせ、

いかに多彩な表現ができているか。 

    Rate & Pause 文と文の間の「ま」をとっているか。特に疑問文の後。Pause はめち

ゃめちゃ重要。 

  Non verbal delivery  非言語的表現力。実はこれ抜きにはいいたいことの半分も伝わ

りません。 

    Eye contact  目を合わせましょう 

    Posture    姿勢よく！（姿勢悪い人の説得力が落ちるのは、想像できませんか?） 

    Gesture    あまりやりすぎないこと。でも効果的な使用法はいくらでもあります。 

    Manner (Kindness) ぶっきらぼうなオーラを出しているとみんな聞いてくれません。 

どうでしょう？新鮮ではないですか？これらは、確かに Speech の Judge 基準ですが、Discussion におい

て、誰かが意見発表をする時、それは全て Speech です。相手が納得するか納得しないかは、Speech する

人の話す内容の論理性はもちろんのこと、上に述べたような English delivery の技術も重要なのです。分

かりにくいところがあれば、Speech セクションの人などに見本を見せてもらってはどうかな？もし必要な

ら、僕が読んだものでよければ録音するのでそのときはまた遠慮なくメールして下さい。 
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京都大学 ESS 2002年度ディスカッションチーフ兼外務 井上 嘉隆 

2003 年 3月 13-15 日 KESSAキャンプ ジャッジ基準（Philosophy） 

＊ English 

＊ Argument 

＊ Procedure 

＊ Presentation 

この４点に基づいてジャッジします。しかし、曖昧なので、僕なりの優先順位説明とと

もに説明したいと思います。 

① 僕の評価する Discussant は、「積極的かつ論理的（現実的）に、自分のもつ意見を、テ

ーブル全員に理解させられている人」。これを、絶対評価で Aとします。 

② もし①を満たしている人がいなかった場合、「英語と笑顔と雰囲気作り」ができている

人を高く評価します。（役職ゆえの Authorityではない、Authorityのある人を評価） 

③ オピメをする場合、①の「自分の意見」のうち、自分のオピニオンに関してだけできて

いても、評価は Cとします。他の参加者が出すアーギュメントに関してきちんと対応し、

自分のオピニオン以外の事柄について①ができている場合、Aと評価します。 

④ 決められた時間を無視していた場合、テーブル参加者全員の責任を問います。 

この４本柱は忘れないで下さい。 

以下、もう少し具体化していきます。 

① について 

・ 積極的な発言＝やる気、とみなします。 

・ 論理的・現実的な発言＝テーブルの混乱を招かない為には、論理性・現実性が大切

です。但し、Confusion の原因となった発言が論理的だったとしても、「私の言い

たかったことを理解してくれなかったほかの人が悪い」という意見はとりません。

プレゼンは基本です。僕は「好意的に考えたら、こういうことが言いたかったのだ

ろう」というジャッジはしません。実際の発言で判断します。 

・ 自分のもつ意見＝意見のまとめ役、というだけでは Aにはできません。意見のまと

め役として一役買っていた、という場合、C+や B をつける場合もありますが、基

本的に「ただまとめただけ」では、「議論を深めるやる気無し」と判断します。 

・ 全員＝「何人か黙っていてくれたらいい」という、数人無視して進める人を Aには

評価しません。あくまで「参加者全員を意識している」ことが outstandingの必須

条件と考えます。 

・ 理解させられている＝方向性だけではダメ。今までの条件を全て実現できて初めて

A と評価します。 

② について 

・ 英語･･･野球で言うなら「バットやグラブ、ミットのようなもの」。なかったら Dis

になりません。基本です。ぴかぴかじゃなくてもいいけど、磨く努力はして下さい。 
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・ 笑顔と雰囲気作り･･･上の「英語」と合わせて、この３点は、Discussion ならでは

の Skill で、僕が現役の時に優先したことなので、重視します。 

ここまでをもう少し Clear にすると、 

現実的・論理的な自分の意見を浸透させている＋コンクルの意識＞他者の意見をまとめ、

Conclusionに近づけている＞英語と笑顔と雰囲気作り＞オリジナルの意見をもっている 

と、おおまかにはこのようにジャッジします。 

③ について 

・ オピメが自分の意見を説明できることは当たり前です。そこで、オピメが基本的に、

無難に説明している状況を Cとします。 

・ もし Examiner の意見に対し、適確な Confirmation や反論ができていれば、B や

A の評価をすることも勿論ありますが、そのためには当然、他の参加者より発言量

は多いはずです。 

・ 時間配分を一番意識できるのはオピメです。オピメのオピニオンの責任はかなり重

いです。ゴチャリの原因がオピニオン自体にある場合、KESSA 基準にのっとり、

いくらオピメで発言していても、Dの評価をすることがあります。そのくらい、オ

ピメの責任を重視しています。 

④ について 

・ 時間配分は基本中の基本です。サッカーのように笛は吹きませんが、当然全選手は

時間を意識して Playしています。 

時間を意識することはあたりまえのこと。これを Skip している場合、どんなに強

引にでも、自発的に切ってまとめてください。残り 10 分とかで新しい Argument

を立論した場合、先が見えていないとして C 以下の評価をします。 

・ 私の求める時間配分･･･最後の 5 分くらいは、新たな議論をせず、その日の

Discussionで話し合ったことをまとめる、そういう Summaryをする時間にあてて

ほしい。最後だけこの発言をしてもそこまで評価しませんが、しかしこれを適確に

できた人は、最高の貢献度だと考えます。 

・ コンクルに対して、私は必ずしもAD⇒DA⇒Comparison⇒ConclusionというStep

によるものでないといけないとは考えていません。どのような形でもいいので、自

分の考える形のコンクルを出せていれば、限りなく Aに近い評価をします。出す努

力をしている様子を読み取れたら、これも高く評価します。 

以上です。 

なお、このジャッジ Philosophy は、京大の井上個人のものです。KESSA 基準はある程度

統一されていますが、細かくは決まってないので、私はこう決めました。みなさんの独自

性あふれる、楽しい Discussionを大いに期待しております☆ 

京都大学(4) 井上 嘉隆 

 


