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Discussion magazine vol.1 Confirmation について  

 

こんにちは。ま○やです。チーフとして初仕事をします。第一回目は confirmation について

です。なぜかといいますと、世の中には handler, argumenter（discussant の造語です）など

がいますが、そのどちらも confirmation なくしてはできません。というのも、handler は

Q→C→S、argumenter は Q→C→O という手順で自分のやろうとしていることをやると浸透

しやすいので、confirmation は非常に大事というわけです。 

従って、今日は confirmation を基礎の基礎からやり直しましょう。なお、これらは KDL に行

ったときのレクチャーおよびパンフレットを参考にして書いています。  



 

a) Confirmation の種類。 

それぞれの大学で様々な種類分けをしていますが、結構細かめの分類をしてみたいと思

います。 

1. repeat confirmation ・・・繰り返し。上達すると word choice を変えて分かりやすくでき

る。ただし、あまりかけ離れた wording をすると confusion の種になる。 

2. summary (understanding) confirmation ・・・要約。終わった議論の結論をまとめる。 

3. leading confirmation ・・・発言者の論理の裏を掴む or 言葉をさらっとすりかえる。「あな

たが言いたいのはこういうことなんですね？」 

4. reading confirmation・・・言いたくてもいえないでいる人の心を「読む」confirmation.  

5. talking point confirmation・・・論点の確認。今何を話しているのか、そしてこれから何を

話すべきなのか。 

6. goal confirmation・・・議論の終着点を示す。しばしば５の TP confirmation と付随する形

で用いられる。 

 

b) in detail  

1. Can I check what you said? May I confirm your explanation? テーブル全体に浸透する

ような英語力、相手の発言をしっかり聞き取るだけのリスニング力が必要。適切で優しい

key word をつけれると良い(Key word confirmation)。Wording を変えて浸透させたい人は、

絶対なる文法力・単語力が欲しい。Wording を変えた後はコンセをとるのが望ましい。

(Since now, can we call A "B" ?) また、チャートを使う力も欲しい。  

2. Can I summarize your explanation? Can I explain what you said briefly? どのような論点

についてどのような結論が得られたのかをその理由と共に確認する。（結論が出ていない

ときは其の時点まで出どこまで話が行われたのかをまとめる。）何かの流れが検証された

ときは全てのステップを確認する。 

3. Can I say [take] like this? ～～.  発言者の論理の warrant を抽象化し、抽出して、自

分なりの解釈を伝える。具体化はあまりせずにこっそりと違う意味になるようにさらりと言

葉を変えられると面白い。（今期の例） 

4. Do you want say that ～～? 発言者の表情や単語のかけらからその人の言いたいこ

とを予想してあげる。「早く言えよ」とか「何してんねん」ではなくて、「この人はなんていい

たいのだろう」地という真摯な気持ちが大切。 

5. 6. Now we fell in confusion, to break this confusion, we have two talking points, first one 

is the gap between Mr. A and Mr. B, second one is whether ～or not. By confirming these 

two points we can know ～～. So we can confirm ～. 二回生以上はこれが非常に大切。

コンフージョンや議論の停滞が生まれたときに、TP を設定してやることで、議論が進みや

すくしてやる方法。さらに議論の際に細かい点に没頭して結論を見逃さないように得るべ



き結論を confirm しておく。これができるとオーソリティがすごくつく。 

general 

自分がこれまでに経験してきた こと・得てきた知識を full 動員して他者の発言の理解に

努めるべし。よい例は常に考えておこう。あまり肩の力をいれずに楽しくやって良い。

Warrant の部分を例に言い換えてやると楽しい。ただしあまりかけ離れたことをやると、

talking points で whether contents of example is right or not, whether this example is 

applicable or not をやられてうざい。 

 

   Discussion magazine vol.2 

～京都帝國大学学生諸君へ～ 

Discussion magazine vol.2 Comparison について  

 

メールでコンパリの仕方の質問を受けたので、Discussion magazine vol.2 として、コンパリをとりあ

げましょう。コンパリは人それぞれやり方があるので、一概には言えません。従って申し訳ありま

せんが、俺のコンパリの仕方を述べます。大体こんな感じでやってますね。 

 

Can I set up the procedure in Comparison stage? In this stage we have three things to do.  

1st we gather criteria, 2nd we do comaparison in each criterion, 3rd we get the conclusion. 

 

Did you get my explanation? 

 

And on third one, I have suggestion about how to get the conclusion.  

 

I hit upon two ways.  

1st one is "priority system", 2nd one is "majority system."I'll explain one by one.  

 

1st one, "priority system", after we do comparison, we'll compare criteia and decide which 

criterion should be respected most.  

Then 2nd one, "majority system", after the comparison in each criterion, we decide the 

conclusion by the numbers of wins. 

 



Did you get both of ways? 

 

Then I have suggestion. We should take 1st way, because if we take the 2nd way, some might raise 

not so important criteria so as to make one side win, but examining many criteira will take much 

time and we cannot get conclusion, so in terms of time management, 1st way, priority sytem, is 

superior to 2nd way. 

 

Did you get me? 

Do you agree with me? 

 

 

しかしこのコンパリの仕方にも様々なおかしな点が存在します。詳しくは discussion magazine 

vol.6 に書いてあります。他にも有効なやり方があったら是非教えてください。  

 

     

Discussion magazine vol.2-a 
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Discussion magazine vol.2-a Comparison についての補足  

はいはい、ま○やです。ええ、コンパリについて以下の質問が来たので答えます。  

 

コンパリの procedure 

  

えっと、確か 

 a)  １.criteria の受け付け 

  ２.compare in each criterion 

  ３.get conclusion（priority system と majority system） 

でしたよね。 

 

procedureを説明して、priority system にみんなが同意したとします。 

そしたら、procedure を変える必要があるのでは・・・？つまり、 

 b) １.criteria の受け付け 

         ２.choose one criterion 



                ３.compare in that criterion 

というふうに。 

コンクルを導くべき基準を一つ選び、その基準でのコンパリの結果＝コンクルにするなら、 

他の基準についてのコンパリは必要でないと思います。 

 

 

はい、結論から言いますと、a)および b)、どちらの方法もありだと思います。 

 

それぞれの AD と DA を列記して考えましょう。 

 

a)をとった場合の AD は、例えば、「QL・QT・TG のコンパリをしたけど、TG のコンパリでもめて

clear な結論とは言いがたいから、TG よりも、QL・QT を優先しよう」など、各クライテリア内でのコ

ンパリを生かした Suggestion が可能でしょう。 

a)による DA はコンパリするクライテリアの数が多いので時間がかかるということでしょう。QL・QT・

TG に加え termやその他多くのことを一々やるのは、スラスラいくならともかく、混乱が生まれた場

合の時間ロスは大きいでしょう。 

 

では、b)からくる AD・DA を見てみましょう。 

AD としては、「議論の効率が良い」ことでしょう。本当に必要なものだけを搾り出してやっていくの

ですから。 

DA としては、中身を見てないもの同士を比べるのでゴチャルということです。例えば、○さん「TG

でいこうよb/c客観的に分かるからクリアだよ」。△さん、「いやいや、QLにしようよなぜなら命って

M/D より大きいもん」など、的を得ない議論が続いたり、自分で勝手にコンパリし出すやつが現れ

たりしてしまうでしょう。 

 

 

これらをコンパリしてどちらが良いか各自で決めてください。僕は経験的に a)を取っています。と

いうのもやはり b)の DA がでかいので。あと、a)の DA は幸いにしてそんなにでかくないです。ディ

スカッサントのお勉強不足のため、あんまりクライテリアを知らないようで、あまり多くのクライテリ

アはあがってきません。 

 

以上です。 

 

これで、質問の答えになっているでしょうかね？ 

 

分からなければまた質問をこちらに下さい。 

http://jp.f8.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=himagine_m@hotmail.com


 

 

Discussion magazine vol.3 
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Discussion magazine vol.3 Disadvantagve について  

 

第三弾は Disadvantage（以降 DA）についてです。それではまずは、Disadvantage とはなんである

か説明します。 

 

Disadvantage の構成 

 

DA は以下の三つからなります。Uniquness/ Linkage /Seriousness(Impact)です。ESS ホームペー

ジに存在しているマニュアルからパクリつつ説明します。  

 

Uniqueness（固有性）とは，「Plan を実行していない世界（本当の意味での SQ）においては DA で

示されている状況は生じていない」が，「Plan を実行することによって DA で示された状況が生じ

る」ということで，つまり DA がその Plan に独特(uniquely)に生じるということです。 

今期の例を挙げましょう。「死刑廃止で終身刑」という Plan で，「抑止力なくて犯罪増加」という DA

を出すためには、SQ（現在だけでなく plan が無い状態での未来も含むにおいて）で犯罪の増加が

無いことを言わなくてはいけません。ただし、「増加しない」は難しいので、DA としては小さくなりま

すが「plan 取った時よりは増加しない」との Uniqueness つけ方になるでしょう。  

 

Linkage とは、Plan から DA を導く過程のことを言います。これは、AD 側の Sol と同じなので分かっ

てくれると思います。  

 

Seriousness とは、いくら DA として起こる状況の存在が確認されても、それが重要でなければ意

味がありません。ということで、ADでやったように、この状況の大きさを説明する必要があります。  

 

以上これらのたった一つでも立証できなければ DA として、成り立ちません。この点に注意して DA



を出しましょう。  

 

 

続いて DA を受け付けるときの言い方を言います。 

 

Disadvantage の受け付け 

 

If you hit upon an idea of DA, please raise your hand. (きっと何人か手上げる)Then I have one 

suggestion to decide whose opinion we will dicuss. Each candidate explain 3 things. First, he or 

she explains DA sentence. Second, he or she explains each impact, TG, QL, QT. Third, he or she 

explains appealing point of the DA. And after the explanation, we have Q&A time. Is it OK for you 

everyone?  

 

 

さて、1、2個目はいいとして、3の "appealing point"ってやつですが、ここは「eviがある」「TG が同

じなのでコンパリが楽」「一般的なので早く終わりコンパリにいける」などが、time management に

superiority をつけて選んでもらいやすくする方法です。また、立命館の高橋さん（ディスチ＠衣笠

2002）は、「私の思いついた DA は AD より大きい」というのが最もいいアピールだとおっしゃってい

ました。(これは、examiner=Negative だと思っている Rits さんならではの考えなようが気がします。

この辺の考えは各自異なると思うのでお任せ。僕自身は自分で DA出してコンパリで ADを勝たせ

るということもあるので、この考えが正しいとは思っていません。)いずれにせよ、major topic にた

いする DA(major mandate からくる DA)はプレパで考えておき、appealing point なども考えておくと

いいかも。  

 

Disadvantage の Procedure 

 

さて、めでたく DA presenter に選ばれたら、procedure を設定しましょう。うちの procedure の AD

と Sol をひっくり返して作ったのが次に示す version です。二つのステージを作ってます。 

 

I have two stages. First one is DA, second one is Linkage. In first stage, please confirm the 

disadvantageous situation which will occur after implementation of the plan. In second stage 

please examine how plan causes disadvantage.  

（first stage において）1. I explain vague words in DA sentence. 2. I welcome question about vague 



words in DA sentience. 3 I welcome question about DA sentence itself. 4. I explain each impact 5.I 

welcome question about impact. 6.I want to take consensus this situation is harmful.  

(second stage において、step sentence が一個のときの procedure) 1.I explain step sentence. 2. I 

welcome questions on step sentence. 3.I explain 1st linkage. 4 I welcome question and doubt on 

1st linkage. 5.I explain 2nd linkage. 6.I welcome question and doubt on 2nd linkage.  

 

さて、この procedure を見て思うのは、あれ、uniquness は？ってことですよね。そうなのよ。AD の

examine の時にはあれほど SQ の examine を一生懸命やったのに、DA ではないんですよね。恐ら

くディスカッサントには一般的に UQ の重要性が分かってないのかも。ようは、「悪い状況」があれ

ば DA だと思っているのかも。plan のない世界と比べて悪くなくちゃいけないのにねぇ。ということ

で僕の考えでは、その指摘は exnaminer に任されているのかもしれません。そこで以下の What 

should examiners do?を参考にしてください。  

 

 

What should exnaminers do in DA area? 

これは Debater さんたちの argument の出し方を参考にさせていただきましょう。つまりは、上であ

げた三要素を付くことが DA の穴を付くことに他なりません。 

 

1. Not Unique 

「Plan を実行していない現状においても(even in the SQ)DA で示されている状況が生じてしまって

いる or いずれ生じる」。一つずついきましょう。現在、bad situation described as DA が存在する場

合、当然 plan 後との差異は無いので DA ではありませんね。では、「これから起こる」場合はどう

でしょう。やはり、その起こった時点以降は SQ を keep した状況との差異が無いので、そこからは

DA としてみなせません。ということで、DA とカウントできる”時間”が短くなります。 

先に書いたように、ディスカッサントはあまり UQ の認識が甘いので、普段積極的に UQ の立証を

しようとしません。そこで、examiner のほうから point out してください。では、どこでするかという

と、DA presenter の procedure 説明のときに聞いてもいいですが、linkage の first のところで、 I'd 

like to point out Not Unique.といって立証を進めても良いでしょう。  

 

2. No Linkage 

Plan から DA を導く過程が間違っているとして，Plan から DA は起こらないとする議論です。これは

No solvency と同様に考えていただければよいと思うので割愛します。さて、この linkage の中で微

妙なものがあります。例えば、「報道被害者を守るため実名報道禁止」という plan のために「マス



コミ関係会社倒産」という DA があります。ところが、一体いくらの損失から、何社が倒産すること

が DA で描かれる situation なのか分からないですね。それが、Threshold（閾値（いきち））です。

「状況がある限界（しきい値）をこえると DA が起きてしまう」というときの限界（しきい値）のことで

す。 

 

上記 DA に関して考えて、No linkage を DA prsenter の立証不足をつくように出してみましょう。 

Examiner: DA presenter cannot explain threshould, it means, he couldn't explain how much of loss 

leads to the bunkruptcy. Therefore we don't know whether DA happens or not. Linkage is quite 

vague. 

 

この議論に対して，DA presenter は以下の 3 つの反論の仕方があります。 

1. On the Brink (がけっぷちという意味。もうすでに Threshold をこえかかっている。) 

［例］もうすでに各社の経営は火の車で，Plan によってちょっとでも損失があると，DA が生じてしま

う。 

ただし、Brink を言うには次の二つの立証が必要です。一つ目、ほんとにがけっぷちであること。

二つ目、SQ を keep している限り閾値を越えない 

2. Accumulation (Plan 採択から時間が経てば経つほど Threshold に近づき，やがてこえる。) 

［例］Plan 採択直後は問題ないが，時間の経過と共に、売れない→宣伝できない→売れない、な

どというように，DA が生じる。 

3. Linearity(比例関係。そもそも Threshold の概念というものはなく，Plan 採択後，時間と DA の程

度は比例関係にある）［例］（いい例が思いつきませぬ。） 

 

3. Not Serious 

それは別に深刻（Serious）ではないから DA ではない，としてしまう議論です。例えば、先ほどの

会社の倒産に対して，倒産は健全な経済活動がおこなわれている証拠だから大して Serious では

ないなどです。または、QL が money など重要かどうか分からないものを DA presenter がうまく重

要性を説明できないときないときなどです。  

 

 

 

説明は以上です。皆さんも DA に挑戦してみてください。  

 

Discussion magazine vol.4 
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Discussion magazine vol.4 FAQ(よくある質問とその答え) 

 

 

今回は寄せられた質問にここで回答します。というのも、これらの質問はきっと皆さんが日ごろ疑

問に思っていることだと思うので。今回頂いた質問は以下の三つです。 

 

 

一、「尋問大会にならないようなディスってどんなの？」 

 

二、「自分がハンドリングするにはどうすればいいの？」 

 

三、「ASQ に時間をとるのはいけないことなんでしょうか。」 

 

 

それでは一つずつやっていきます。 

 

 

尋問大会にならないようなディスってどんなの？ 

 

ええと、一般論的に答えるのが難しいので、僕が感じる「尋問大会っぽいディス」というの三つの

例を挙げて書きます。特に ASQ で見受けられることが多いと思います。 

 

a)examiner が「2 個思いついて A と B、A は○○で B は△△、どっち？」･･･んで、オピメが詰まる。 

 

b)examinerが「死刑ってどういった犯罪から適用されるの？」と聞く。んで、オピメが"I don't know."

その人も「ふ～ん」って顔。 

 

c)examiner が DA で「N/LK じゃん」いって DA presnter が黙る。 

 

どれもカウンターテーブル以外では良くある光景じゃないでしょうか？さて、どうすればいいのか。

つまりは suggestion が打てるようになれってことです。一個ずつ説明しましょう。 



 

 

case a)  

 

まず、質問した人は、自分で intention あるなら、NLC でした Q の後に 

I suppose you assume A, because the situation described in evidence is like A. 

とかで、どっちを選んで欲しいか説明してあげるべき。これで、尋問大会から少し脱出ですね。 

さらにはオピメが止まったのなら他の examiner が  

What you want to know is whether～, is it right? 

Can I show my idea in my idea s/he is focusing on A because～. 

などによって、補充してあげる。これで、みんなでディスを組み立てていっている気が少ししません

か？ 

 

 

case b)  

 

さて、これはさらにはオピメが止まったのなら他の examiner が 

What you want to know is whether～, is it right? 

Can I show my idea[knowledge, information] to conclude this talking? 

によって、補充してあげて下さい。 

プレパをしかっりしている皆さんなら、きっと答えを知っているでしょう。聞かれているのがオピメで

も、ガンガン自分の知識を披露することによって、流れを自分に引き寄せてください。そうすると、

ASQ でかつ examiner という立場なのに自分がしゃべれるようになり、その結果オピメへの尋問大

会色が薄れます。 

 

 

case c)  

 

これも上と同様。DA に入ったら、確かに DA presenter が一人決まりますが、examiner は Aff・Neg

決まっている訳ではないので、さっと DA presenter を助けてあげることも可能です。このときは DA 

presenter が何を言いたいのかを reading confirmation したり、または、別の視点(view point)から

logical に linkage が立つことを説明すればいいでしょう。 

 

 



自分がハンドリングするにはどうすればいいの？ 

 

多分後で「ハンドリングの仕方」ってのを執筆すると思うので、そのときはハンドリングについてし

っかり書いてみたいとは思うのですが、それまでの繋ぎとしてここに質問の答えを書きます。ここ

では、実践の仕方を中心に書きます。 

 

さて、handle ってなんでしょう？「操作する、解決する、扱う」という意味らしいです。ということで、

ディスでは 

テーブルの流れをコントロールすることで、自分が理想とするディスを実現すること 

を言うのだと思います。 

従って、テーブルに議論の停滞を起こすことはハンドラー（ディスカッサントの造語）失格です。と

いってもその難易度は様々だと思うので、三つの段階別に書きます。（Labling は気にしないで下

さい。適当に僕がつけたものなので。） 

 

a)交通セイラー（交通整理する人）･･･登場した議論（というか結論や Q への答え）を 

May I confirm what you said? で confirmation し、 

Did you get my explanation? 

Do you have any question?(-No question.) 

If so please proceed your opinion, Mr.O/P. 

って感じ。これは多分京大生なら誰でもできるでしょう。要は confirmation した後に上に書いた

fixed expressions を追加するだけでハンドリングしているように見えます。 

 

でも、これだと「交通整理」をしているだけです。議論の停滞は防いでいるけど自分のやりたいこと

を出せてはいないってことで次のレベルへいきましょう。 

 

b)のっけらー･･･議論の停滞を防ぐために confirmation の後などに自分の考えを乗っけられる

人。一例として、上記の質問一への回答のようなことができるといいですね。人の Q をカンファメし

て、自分の考え、知識をテーブルに伝えそれをコンセにして進めていく、ちょっと楽しいディスの実

現に近づいてきましたね。 

What you want to know is whether～, is it right? 

Can I show my idea[knowledge, information] to conclude this talking? 

などの表現を用いてやってみてください。ただし、深い思考力と、トピックに対するしっかりした知

識（プレパによる）が必要です。 

 

c)がともさんレベル･･･井上がともさん（'02 神戸ディスチ）のようにハンドリングを極めた人。議



論の停滞を適切な confirmation、納得できる suggestion、そして、悩殺スマイルでことごとく排除す

る。僕自身この域に達しているはずが無く、あんまり書けないので、がともさんがしてくださったお

話を、僕なりに噛み砕いてここに書きます。 

議論の停滞を可能な限り「予防」によって防いでいきます。例えば、各人間の understandeingのギ

ャップに即座に気づき、それを confirmation によって埋めることが肝要です。 

ここで、Q→C→S を使います。 

Q：「A さん、あなたはどう考えているんですか?」 

「B さん、あなたはどう考えているんですか?」 

C：「なるほど、A さんは○○で B さんは△△だそうです、皆さんいいですか？」 

S：「この点に関して私の考えを述べて言いですか？～～なんですよ。分かりました。 

    じゃあ、混乱するといけないのでこれを共通見解としましょう、いいですね？」 

 

万が一停滞が起こっても即座にその原因を探り出し、適切なステップを自ら作り出し、それらを一

つ一つ検証させることで、そこを埋め合わせ停滞を取り除きます。 

ここでは Q→Talking point confirmation、goal confirmation、summary confirmation→Suggestion に

よってディスを「創」っていきます 

Q：「A さん、結論から言うと何が知りたいんですか？」 

C：「なるほど、結局は○○を知ればいいんですね。(goal confirmation) 

それを知るには三つのことが分からなくてはいけませんね。 

一つ目は△△、二つ目は☆☆、三つ目は□□。いいですか？(T/P confirmation) 

    さて、一つ目は私たちのこれまでの話し合いの中で▲▲ということになりましたね。 

(summary confirmation)」 

S：「じゃあ、混乱しないよう一つずつやっていきましょう、いいですか？」 

 

そして、自分の sol などでは、自らの考えを Q→C→O で出します。 

 

あんま上手く説明できなくてごめんなさい。今度勉強してまた、補充号出します。 

 

 

ASQ に時間をとるのはいけないことなんでしょうか。 

 

結論から行くとそれが①後でスラスラ行くのを助けるものである、②コンクルを出す際に必要であ

る ならば別にいいと思います。 

 



毎回 narrowing で「日本政府のとるべき政策を決定することが目標」というのに agree しますよね。

だったら有言実行、それに従うべきでしょう。そのために必要な議論は当然するべきでしょう。 

 

①に関して、ご存知の通り Mandate は現在無いものを新たに作ったり、現在の法律を変更しま

す。従って変更前を知らなきゃいけないのは当然でしょう。ここに時間をかけることは重要です。

そうしないと mandate でゴチャルので。しかし、例えば「殺人しまくった人：現状（死刑）→計画採用

後（終身刑）」という mandate なのに、現状のタバコポイ捨ての人の罰はなんなんですか？などの

質問はあまり意味が無いです。現状を聞きたければ、とにかく「the situation after implementation 

of the plan との差異」を考えるようにしてください。 

 

②に関して、例えば、「死刑制度は SQ を keep してもいずれなくなるよ」などの議論（ディベートで

は No inherency にあたる）は意味があります。これに対してディスカッサントは「今死刑制度があ

るから seriousness はあるんだ」と言ってきます。 

しかし、そもそも AD というのは SQ と AP の差異なので、もし SQ を keep しても死刑が無くなるな

ら、例えば 2100 年になくなるとしたら、どんなに AP で 2100 年以降も誰も死んでないとしても、AD

は 2003～2100 までの期間分しかないことになります。これは、コンパリの際に、term という

criterion を設定する最に重要でしょう。 

このように自分がコンクル出すために（コンパリだったり DA だったり)使いたい布石は出すのが良

いとされています。ただし、それによってごちゃりそうなら、引き際ってやつも大切です。 

 

あと、自分が質問したときに「何で、そんなこと聞くねん？」って顔されたことありません？俺はしょ

っちゅうあります。この原因は Q の時 intention や purpose を言ってないからです。S のときに

reason が必要なように、受け入れらがたい Q をするときは reason を示したほうがいいでしょう。 

 

以上です。time allocationとその議論の自分へのnessecityをコンパリしながらディスをしてみて下

さい。 
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私は（というか N 先輩曰く京都大学は）あんまりナローというものをしません。しかしながら、できる

けどしないってのがかっこいいのでマスターしときましょう。そしてナローの発音が汚いやつはダメ

です。頑張って[s]の音とか練習しましょう。 

 

I have suggestions. 

Why not decide 2 things? 

First one is our purpose today, because without purpose we are at a loss what to do. 

Second one is how to achieve the purpose, by confirming the way to achieve our purpose we can 

easily achieve it. 

Is it OK for you? 

 

I'd like to decide one by one. 

 

As for first one, our purpose is to answer the question of the title. Since the title is "What policy 

should the Japanese Government adopt concerning medical issues?", to answer the title means 

to find the policy which Japanese Government should adopt. 

So far is it OK?  

 

Then I'd like to move on to the way to achieve the purpose,  

To answer the title of the question, I'd like to suggest one opinion presenter system. I guess many 

people hit upon the policy which Japanese Government should adopt but to treat many opinions 

are difficult for us. So I'd like to suggest one opinion presenter system. Is it OK? 

 

Then I'd like to suggest criteria whether his or her policy can be the answer to the question or not.  

The policy he or she hit upon can be the answer if we can get net-benefit, it means if AD coming 

from the policy is greater than DA, we can get net-benefit and regard opinion presenter's policy 

as the answer.  

However if we cannot get net-benefit, it means if DA outweighs AD or DA equals AD, we shouldn't 

regard opinion presenter's policy as the answer, and at that time we can conclude keeping the SQ 

is better, so why not regard keeping the SQ as the answer of the title.  

Besides, if we cannot compare AD and DA because of lack of time, why not decide keeping the SQ 

is the answer because we shouldn't change SQ without knowing whether we can get net-benefit 

or not. 

 

Is it Ok?  



 

Then how to decide one opinion presenter, firstly I'd like to respect will. And if more than one 

people have will, why not hear their opinion, and decide opinion presenter by voting. 

 

Is it OK? 

 

Then, if you have will to be an opinion presenter, please raise your hand? 

 

(一人・・・Then Mr/Ms. ○○, you are opinion presenter and please proceed your opinion. ) 

(二人以上) 

Then, each of candidate, please show us main sentences in your opinion and 3 elements 

(TG,QL,QT). And if you have appeal point let us hear it. 

 

(それぞれが言い終えた後) 

Everyone, do you need time to think? 

 

Then let's take a vote. Before that I'd like to put one rule. That is candidates should vote except 

themselves. Is it Ok? 

 

If you want examine ○○'s opinion please raise your hand. 

 

Then Mr/Ms ○○, you are opinion presenter and please proceed your opinion. 
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三月七日のディスで気づいた点を幾つか書きます。主に SQ と present situation の勘違いからく

る Harm の勘違い、およびコンパリのおかしな点を指摘しています。 

 

 



その一 Harm の取り扱いがおかしい！ 

 

ご存知の通り、debate においては case attack として三要素をつくことが基本です。すなわち No 

inherency, No Impact, No solvency の argument を出すのが negative のお仕事です。しかしなが

ら、ディベートと違って inherency を否定することをディスカッサントは普段しません。なぜでしょう、

それは SQ と present situation を勘違いしているから Harm の意味を勘違いしているんですね。

Harm というのは過去にどのくらいの被害があったかを confirm して終わるべきエリアじゃないんで

す。Harm は「プランを取らない世界（本当の意味での SQ）における被害」でなくてはならないんで

す。その理由は多くのプランは未来に現れるはずの被害者を未然に救おうというものであり、従っ

て Harm の QT とはプランの無い世界に現れるはずの被害者の数でなくてはいけません。 

 

じゃあ何で Harm で過去○○人死んだっていうエビを読むのかというと、実はそれを用いて plan の

無い世界を今後続けていったときにどれほどの被害があるのかを考える手がかりにしているんで

す。従って常にこ harmful な situation が続くかどうかをオピニオンプレゼンターもイグザミナーも考

えなくていけません。 

 

ではオピニオンプレゼンターはどうしたら Harm の QT を立証するのが楽でしょうか。それはやはり

統計データが効果的です。  

 

         ☆          ☆                      

         ☆    ☆    ☆          ☆    ☆    ☆ 

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆ 

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆ 

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆ 

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ?     ?           ? 

      ---●----●----●----●----●----●----●----●----●--・・・--●--- 

         97    98    99    00    01   02    03    04    05          ?    

こんな感じで推移していたらきっと何らかの大きな変化が無い限りプランを取らない限り被害は続

いていきそうですね。 

 

では次の場合はどうでしょう。  

         ☆                                

         ☆    ☆    ☆           

         ☆    ☆    ☆    ☆     

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆     



         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆     

         ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ☆    ?     ?           ? 

      ---●----●----●----●----●----●----●----●----●--・・・--●--- 

         97    98    99    00    01   02    03    04    05          ?    

確かに過去に 26 個の☆があります。でもこれってプラン取る必要ありますか？このままこの問題

は消えちゃいそうですよね。従って繰り返すとオピニオンプレゼンターの側はプランを取らない世

界(SQ)でも harm が続いていくことを横ばいな統計データや右肩上がりの統計データで示すとよい

でしょう。反対にイグザミナーとしては QT を聞いたときにその tendency を意識して指摘してやる

ようにすると Harm の QT を削ることができます。またイグザミナーの側が自らプランを取らなくても

そのうち harm は消えるので QT はオピメの挙げたものより小さいと削ることもできます。その一例

として、この前行われた PD で僕が行った議論を書きます。僕が当たったオピニオンは  

 

      15歳以下から  子供が       子供が    

      臓器提供可能 手術受けれる  生きられる 

         Plan          S/S         AD sentence 

 AP  ----○-------------○------------○----------→ 

                           ↑ 

                         この差の大きさが ADの大きさ 

                           ↓ 

 SQ  ----●-------------●------------●----------→ 

     Ca             Pr           Ha 

     臓器移植法は  子供が      子供が 

  15歳以下から  手術受けれない   死ぬ 

  の摘出禁止 

 

というものでした。ココでオピニオンプレゼンターが出したエビデンスは Q)1997-2000 において 52

人の子供が心臓移植待ちながら死んだ (UQ というエビデンスでした。そこで僕は Linkage 

between Problem and Harm で「人工心臓が 20 年以内に実現されて死なない」という argument を

出しました。これはオピニオンプレゼンターの中で暗黙のうちに  

 

         ☆          ☆                      

         ☆    ☆    ☆         - - - - - - - - - - - - - - - - -  

         ☆    ☆    ☆    ☆              

         ☆    ☆    ☆    ☆     

         ☆    ☆    ☆    ☆     

         ☆    ☆    ☆    ☆     



      ---●----●----●----●----●----●----●----●----●--・・・--●--- 

         97    98    99    00    01   02    03    04    05          ?    

こんな感じで推移している予測に対して、本当は 

         ☆                                

         ☆    ☆    ☆       ______ 

         ☆    ☆    ☆    ☆      ＼_______           人工心臓が 

         ☆    ☆    ☆    ☆                ＼_______     完全実用化の時点 

         ☆    ☆    ☆    ☆                         ＼___________ ↓ 

         ☆    ☆    ☆    ☆                             ＼ 

      ---●----●----●----●----●----●----●----●----●--・・・--●--- 

         97    98    99    00    01   02    03    04    05          ?    

であるのだという議論になっているのです。僕の議論はプランを取らない未来における QT をカッ

トするものになっています。 

 

しかしながら SQ と present situation の違いが分かってもらっていなかったために「え、Harm で確

認したように preset situation で確かに死んでいるじゃん、だから link はしっかり立つでしょ」という

ような意見が返ってきました。いやいや、present situation で死んでるけど SQ ではどうなのって話

です。 

 

こっからすごく大変です。自分の意見を justify（正当化）する作業を英語でしなくてはいけません。

実はこの作業は何度も試行錯誤しました。presentation がものすごく難しいです。まず相手の言っ

てることに理解を示して聴いてもらう体制を作らないと行けません。 

 

I understand that in the past, 52 children died. But please check his plan, his plan is not to revive 

the dead patients. But his plan is to prevent death of children, so we have to estimate how many 

children will die without taking this plan rather than estimating how many died in the past. That is 

true meaning of "QT of Harm" 

 

これで分かるのは結構頭のいい子です。stereotype の人には恐らく通じないと思います。いまさら

なるいい表現を模索中です。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

SQ と present situation の違いについてクイズを出します。 

 

１．今は 10 月とします。ま○や君は 8 月に 50 ㌔、9 月に 55 ㌔、10 月に 60 ㌔であるとします。 



 ①SQ を keep した時には 11 月には何㌔になっているでしょう？ 

 ②present situation を keep したとき 11 月には何㌔になっているでしょう？ 

 

 

２．  

 犯罪件数 

   ↑ 

   ｜ 

   ｜ 

   ｜  

   ｜    /   

   ｜   /・ 

   ｜  / ・ 

   ｜ /  ・  

   ｜    ・  

 __|_____・____________________ 年 

         plan を 

    取る時点 

上のような状況を仮定します。年々犯罪数が増加しています。そしてある年にこれではいけない

と思い犯罪対策のあるプランを採用しました。その結果以下のようになりました。  

犯罪件数 

   ↑ 

   ｜          ／ 

   ｜        ／ 

   ｜      ／ 

   ｜    /   

   ｜   /・ 

   ｜  / ・ 

   ｜ /  ・  

   ｜    ・  

 __|_____・____________________ 年 

         plan を 

    取った時点 

あれ？プランとる前より犯罪数増加していますね？これってプラン全然意味なかったと結論付け

てよいですか？ 

 



 

それではひとつづつ答えを話します。 

１－①、SQ を keep するとは、何の対策も加えることなく現在の状況を放置することなので毎月５

㌔上昇していることを考慮して 11 月には 65 キロになるでしょう。 

 

１－②、present situation を keep するとは、10 月における状態をそのままの状態で維持しようと

いうことなので 10 月の体重 60 ㌔のまま、11 月になっても 60 ㌔である状態を言います。 

 

２、プランには確かに意味がありました。比べる相手が違うんです。before plan ではなく、without 

plan (すなわちＳＱ)と比べないと AD があったか分かりません。  

犯罪件数  SQを keepしたときの犯罪数 

   ↑      ↓ 

   ｜       /  ／ 

   ｜      / ／ 

   ｜     /／ ↑ 

   ｜    /   plan取ったあとの犯罪数。  

   ｜   /・ 

   ｜  / ・ 

   ｜ /  ・  

   ｜    ・  

 __|_____・____________________ 年 

         plan を 

    取った時点 

ほら、確かに減ってるでしょ。やっぱり効果があったんです。つまり AD ってのは「SQ と AP の差異

である」ってことが大事なんです。 

 

これで SQ と present situation の違いが分かっていただけたでしょうか？  

 

 

そのニ コンパリの仕方がおかしい！ 

 

 

Debate では significance は 

(TG の重要性)×(QL の重要性)×(QT の重要性) 

を基本とし、総合的観点から導かれるます。しかしディスカッションでやっているのはこれらをひと



つづつを分解してミクロのコンパリ, one by one のコンパリなのですが、なんかおかしくないです

か？先ほどのや opinion に対し私が出した DA は  

 

      15歳以下から  子供の       子供が    

      臓器提供可能 臓器売買     心臓のために 

    となる    起こる      殺される 

         Plan          S/S         DA sentence 

 AP  ----○-------------○------------○----------→ 

                           ↑ 

                         この差の大きさが ADの大きさ 

                           ↓ 

 SQ  ----●-------------●------------●----------→ 

      

     臓器移植法は  子供の     現状で子供は 

  15歳以下から  臓器売買無い   無事である 

  の摘出禁止 

です。これを普段の Dis のコンパリでやろうとすると、  

            AD                 DA 

  TG)     children           children 

  QL)       Death              Death 

  QT)      ×sure             ×sure 

になるわけです。これで全部 off-set ですかぁ？(ﾟ Д ﾟ)ﾊｧ? 

 

これが literally のコンパリに潜む罠なんです。要素に分解するとこのようになり、全てが字義の上

では確かに同じなんですが、状況が全然違うでしょ！ 

 

ＡＤの方の serious な situation というのは、「心臓病を持った子供が臓器移植受けられず死んで

る」。 

 

ＤＡの方の serious な situation は「健康な子供が、心臓取るためにブローカーに殺されてる」 

 

まったく違うでしょ！「死」の重さも、「子供」の置かれた状況も。これらを無視して字義上のコンパ

リをすることは確かにゲームとしては面白いのかもしれませんが、現実的にはアホな話です。 

 

one by one は確かに話すポイントを絞るいいものでしょう。しかし「木をみて森を見ず」ってまさにこ

のことじゃないでしょうか？ 



 

もちろん上手いディスカッサントの方は「字義の上ではおんなじだけど、もっと deep に考えよう」と

サジェスチョンうって、situation をよく考えながらコンパリしてくれるのですが、全体的にその QT が

少ないような気がします・・・。 

 

極めつけは何でこれらの要素でコンパリをして、多数決（ＡＤがＴＧとＱＬで勝ち、ＤＡがＱＴだけだ

から、２：１でＡＤの勝ち～みたいなの）を取るのかまったく分かりません。これらのクライテリアを

等価に扱う理由が示されないまま、現状でこの方法で決めているディスカッサントがいます。これ

は絶対聞いたほうがいいでしょう。suggestion には justification や superiority が伴う、当たり前の

ことですね。 

 

 

まだまだおかしいと思うところは山ほどあるのですが、時間を見つけて考えていきたいと思いま

す。  

 

 

何か希望・要望・願望・提言などがありましたら、 ま○やまで 
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Burden of Proof 

 

ディスカッションをしていて、よく現れる問題が burden of proof の問題です。コンフージョンの一部

はこの問題からきています。ここでその solution を提示します。 

 

http://jp.f8.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=himagine_m@hotmail.com


 

「君が N/practicability 証明できないから、practicability あるよ」 

(*ﾟーﾟ) 

 

よくある話です。オピニオンを例に出して話します。 

 

中絶 

Problem: People abort. 

Harm: Unborn baby die.  

Direction: The J/G should prohibit abortion. 

Mandate: 

1. The J/G shall abolish "Maternal protection law". 

2. Violator shall be punished.  

3. Investigator visit each obstetrics and gynecology every day. 

Advantage: Unborn baby will not die.  

 

というオピニオンがあったとします。ここで 3rd Mandate がちょっとムリっぽくないですかぁ(ﾟ Д ﾟ)？

いったい日本に何件あるのか分からない産婦人科にに対して毎日毎日査察に行くんですよね。

そこで、3 の Practicability についてちょっと質問します。 

 

A さん：Can I ask you about Mandate 3? I wonder whether this 3rd mandate is practicable, so 

would you show me your idea? 

 

この質問に対して、ゴルァ(#ﾟ Д ﾟ)と思ったオピメさんは感情的になり、 

 

オピメさん：Then, can you prove this is not practicable? 

 

と言ってしまいました。そして A さんが、 

 

A さん：Ummm, I can't.ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｧｧﾝ!! 

 

オピメさん：You can't prove it, so this is practicable. 

 

っていう場面、ありますよね。 



 

先に回答を示しておくとこの時点では、3番目のmandateがpracticableかどうかは分かりません。 

 

今、以下のようにオピメとＡさんがお互いに逆のことを主張しているとし、エビやらロジックやら

reasonable な reason で、立証できているときを○、立証できてない時を×で表します。そして以下

の四つの場合を仮定します。 

 (1) (2) (3) (4) 

オピメさん ○ × ○ × 

Ａさん × ○ ○ × 

 

 

これらのときを一つずつみて行きましょう 

 

まず(1)の場合です。 

オピメのみが立証しているので当然オピメの意見が採用されます。 

 

次に(2)の場合です。 

これはＡのみが立証しているので当然Ａの意見が採用されます。 

 

そして(3)の場合 

オピメとＡさんが共に立証しています。このときは二人の意見をコンパリしたり、お互いの立証の

不備を指摘したりして、議論することができます。これは結構楽しい、いい状態です。 

 

そして実はさっきの例は(4)の場合になっています。 

実はどちらも立証していないんですよ。従って、現在先ほどの practicability はあるか無いかまっ

たく分からない状態になっています。 

 

従って、先ほどのオピメさんのように相手が立証できないから、自分は立証できているんだと勘違

いするのはいけないことです。こういったチャートを出して相手の立証不備を指摘してやりましょ

う。そしてオピメの側ではやはり自分で立証しなくてはならないです。 

 

ちなみに原さん('02 阪大ディスチ)は自著「not passion but action」の中で、この問題をロジックで

解決していらっしゃいました。素晴らしいロジックなのですが、結構英語でプレゼンするのが難し

いので僕なりにロジックを使うと、 

オピメの主張は以下のようなロジックに基づいている。 



 

N/practicable ではない 

｜＼ 

｜ ＼ 

｜  >N/practicabile ならそれは立証されるべき 

｜ ／ 

｜／ 

Ａが N/practicabile を立証できない。 

 

ところがオピメがこのロジックが立っていると主張すると、Ａさんも、 

practicable ではない 

｜＼ 

｜ ＼ 

｜  >practicabile ならそれは立証されるべき 

｜ ／ 

｜／ 

オピメが practicability を立証できない。 

という主張が立っているといえるでしょう。なのでオピメが自分の主張(N/prac が立証されないか

ら N/prac でない)を展開すると、practicability が無いことも同時に言ってしまう事になります。従っ

てオピメとしてはやはり practicability を立たせたいなら自分で立証しなくてはなりません。 

 

この話に関しては以上です。何か質問などがありましたら、 ま○やまで 

 

 

all と some!? 

 

他大の solvency の吟味の仕方にちょっと京都帝国大学と違うところがあると思うのでその点につ

いて述べます。また話を visualize するためにあるオピニオンを例に取ります。  

 

      15歳以下から  子供が       子供が    

      臓器提供可能 手術受けれる  生きられる 

         Plan          S/S         AD sentence 

 AP  ----○-------------○------------○----------→ 
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 SQ  ----●-------------●------------●----------→ 

     Ca             Pr           Ha 

     臓器移植法は  子供が      子供が 

  15 歳以下から  手術受けれない   死ぬ 

  の摘出禁止 

 

 

Problem  子供のドナーいない 

Harm  子供死ぬ 

  TG)こども   QL)Life   QT)52 

Direction 子供の心臓移植認めよう 

Mandate  家族がＯＫと言えば摘出可能 

Advantage 生きる 

  TG)こども   QL)Life   QT)52   

Solvency plan 

   ↓ 

  ドナー増える 

   ↓ 

  AD 生きる 

さてこのオピニオンで、solvency の 1st linkage に入ったときまずオピメの方が「1 st linkage はクリ

アです。」と言い、そこで他大の方が、「まずは、この 1st linkage で全ての家族が臓器提供すると

思いますか？」と聞かれ、オピメさんはちょっと迷って「some」と言いました。そして、「ならＯＫ」み

たいなことになりました。 

 

昨年の KESSA OPEN DISCUSSION でも感じたのですが、「all なら立証、some なら立証しなくてい

い」みたいな感覚を抱いている人がいると思います。ところがこの辺はもっと深く議論しなくてはい

けません。 

恐らく質問した方は some だという答えを予期していて、それが来たのでいいや、と思ったのでしょ

う。 

しかし、「死んだわが子からの臓器摘出を認める家族」はなんで OK するんですか？それを話さな

いと上に書いた“オピメの立証”が無いままですよね。 

そしてまた、イグザミナーが some と思うのなら、「死んだわが子からの摘出を認めない家族」のほ

うの立証を、イグザミナーのほうでするべきです。 

「認める家族」と「認ない家族」の違いを吟味することで、Linkage がどこまで立つか一つの目安に



なりますよね。また、どういった人がＯＫするのかをコンセとって置かないとコンフージョンにも結び

つくかもしれません。 

こういうときもしっかりロジックが使えるんです。  

摘出ＯＫって言う 

｜＼ 

｜ ＼ 

｜  >他の子に生きて欲しい(sympathy) 

｜ ／ 

｜／ 

死んだ子の臓器のおかげで他の子が生きるかもと思う。 

摘出だめって言う 

｜＼ 

｜ ＼ 

｜  >仏教では死してなお肉体が必要。 

｜ ／ 

｜／ 

日本人は仏教 

みたいな二つのロジックが存在し、どちらのロジックが強いか、データの信憑性は？ワラントは受

け入れられるものなのか？など様々な価値観交換が可能です。ココが面白いと思うのにそれを

やらず、「some ならいいや」で終わらせるのは Dis のもっとも面白いところを味わっていないんじゃ

ないかなぁと、俺は思います。 

 

ということで、このあたりに注意しましょう☆  

 

 

Possibility って何なの(;ﾟ Д ﾟ) 

 

他大の方がよく使われる表現の一つが「possibility」です。solvency で出てくる言葉で、So this 

linkage become possibility. とか Advantage become possibility. みたいな事をおっしゃいます。去

年のケッサで聞いてから一年くらい意味が分からなかったのですがこの前ようやく分かりました。

他大の方の間では、「linkage が部分的に立つかもしれないし、まったく立たないかもしれない不確

かな状態」らしいです。すなわち、「all stand > partially stand > possibility」の順に linkage が薄くな

っていくようです。これがなぜ生まれたかを考えてみると、実は建設的なディスカッションを realize

するための一手段なんですね。あら、素晴らしい☆ 

 



Linkage が部分的に立つと立たないでは、まったく扱いが違います。そして、そのためしばしば

linkage で止まることがあります。そんな時他大の方は「これは possibility ってことにしましょう」と言

います。つまりは、「あるかもしれないからとりあえず行こうか」って感じなんです。なのでコレを聞

いてもびびんないで下さい。なお、この possibility という言葉が出てきたのはここ二年くらいだそう

です（立命の 4 回生曰く）。 

 

では同じことをしたいときはどうすればいいのかというと、議論が止まっているとき「I have 

suggestion, why not assume the linkage and procede discussion, because it is more constructive 

than stoping here. And if needed, we can discuss in Comparison.」みたいな事を言いましょう。ただ

し、「えー、assume するってコトはあるかないかわかんないじゃん」とか言われちゃうかも・・・。怖

いわ☆ 

 

 

その他にもやはり他大さんとの違いはあって、QL)を Death にしたがるところもあります。そして時

には Life から death に変えて欲しいと言ってきます。去年のケッサキャンプはそれで 30 分使いま

した。(ﾟ Д ﾟ)ハァ?そのときには説得するよりも、それに従ったほうが楽です。でも、実は変えてるよ

うに言って来るときの彼らのロジックは 

Life→death にしろ 

｜＼ 

｜ ＼ 

｜  >うちの大学が正しい、大学は perfect。 

｜ ／ 

｜／ 

うちの大学でそうしている 

っていう、ロジックなんですね。ちょっとムッときますが、まあ、建設的にディスを進めるためには、

flexible に対応しましょう。（あ、でもこんなこというのは本当に極一部の人たちですよ。）  

 

 

何か希望・要望・願望・提言などがありましたら、 ま○やまで 
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～京都帝國大学学生諸君へ～ 

 

Discussion magazine vol.8 英語を伸ばすのだ 

 

 

このページは常に執筆中 とします。というのも、毎回のディスで気づいたもの、また、英語の

勉強の過程で気づいた表現を載せていきたいと考えているからです。 

 

ということで「英語が伸びない・英語が汚い」と評判のディスカッションですが何とか伸ばしましょ

う。結局は output の部分しか無いんですよね、伸ばせるのは。 

 

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆表現の豊かさを増やす☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ 

 

ディスカッションの悪いところの一つとして、ずっと同じ表現を使い続けているところがあると思う

のでそこを是正して表現を豊かにしましょう。なお、コレを書くにあたり、京都大学 E.S.S.チーフ引

継ぎの中から「ディスカッション必勝表現集」と「ソッコー使える表現集」を大いに参考にさせていた

だいております。  

 

 

～Chapter 1：相手に尋ねたり求めたりする表現～ 

 

 

一般的な質問 

 

May I ask you a question?  

I have a question concerning A.  

I'd like to know about A. 

Let me ask you about A. 

 

 

相手に理由を尋ねる 

 

How come do you think～?  



Why do you think～?  

Could you give me the reason for your idea?  

Do you mind if I ask you the reason? 

Could you tell me why? 

 

 

繰り返してください。 

 

Would[Could, Will] you repeat your explanation? 

Do you mind repeating your question? 

Beg your pardon? 

Come again? 

Pardon me? 

Sorry? 

Say it again, please? 

Sorry, one more please. 

 

 

分かっているか確認するとき 

 

Understood? 

Did you grasp my idea? 

Did you get my explanation? 

Could you catch my point? 

Are you with me so far? 

Do you follow me so far? 

So far so good? 

Got it? 

Is everything clear? 

 

 

人に意見を求めるとき 

 

Understood? 

Mr.○○, do you have any idea about it? 

Would you give your idea on it? 



What is your opinion on my point? 

Could you give me your idea? 

 

 

～Chapter 2：自分の意見を述べる表現～ 

 

 

一般的な表現方法 

 

May I show my idea? I feel～.  

It seems to me that～.  

 

 

相手に賛成するとき 

 

I agree with you.  

I agree to your idea.  

I follow you.  

No doubt about that. 

That's exactly how I see it. 

I share your point of view. 

You are talking sence. 

I'd support you. 

 

 

相手にある程度賛成するとき 

 

That may be true, but ～.  

You could be right.  

I see you are trying to say.  

I respect your opinion. 

I take your opinion as far as ～. 

It is acceptable if～. 

Your opinion is understandable. 

I have to admit is, but～. 



 

 

同意をちょっと躊躇するとき 

 

I'm not sure.  

You never know.  

So you say.  

 

 

相手の意見に反対するとき 

 

I see things differently.  

That's not my idea.  

I'm afraid I cannot agree with you.  

I'm not convinced by your argument. 

That's not true. 

That's not the case. 

Say what you like, I think～. 

Say all you want about, ～. 

That's a matter of opinion. 

That is what you said.  

 

 

控えめに反対するとき 

 

Not exactly.  

Not really.  

I can't say ～.  

I wouldn't say～. 

 

 

譲歩しつつ反対するとき 

 

Even so,～.  

Even then,～.  

But I still think ～.  



In spite of～, still I think～. 

All the same, ～. 

But I cannot help feeling that～. 

 

 

途中で割り込まれたけど最後まで話したいとき 

 

Sorry, I'm speaking. 

I'm just finishing. 

Please don't interrupt me.(ちょっと直接的でよくないです) 

Let me finish my explanation. 

Don't butt into our conversation. 

 

 

 

～Chapter 3：Confirmation に関する表現～ 

 

 

一般的な confirmation 

 

Let me check my understanding.  

May I confirm my apprehension? 

May I confirm your idea (answer)? 

Let me check if I understand you correctly. 

You said, ～, is it right?  

You mean, ～, is it correct? 

 

 

Summary confirmation 

 

Let me sum up.  

Can I sum up by saying～? 

Let me summarize our argument. 

Let me conclude by saying that ～. 

 



 

Talking point confirmation 

 

Let me make sure our points.  

One thing that I would like to make clear is that～. 

Let me summarize our argument. 

Let's make it clear what we are talking about, because it seems to be complicated. 

Why don't we clarify the disputed point? Some can't catch up on arguments. 

The question is ～. 

The problem is～. 

We'll have to solve the question that ～. 

We are confronting with～. 

The problem we hate to discuss is ～. 

The question we have to answer is～. 

I think there are two issues here. One is ～, the other is ～. 

There is an important point I want to raise. 

There are a couple of important points to cover. 

Our great concern is ～, right? 

 

 

語句の confirmation、gap の指摘 

 

Let's decide that among us, A means A''. 

Can we say A stands for A'' today?    

Is it O.K. for you that A represents A''? 

It's too much to say～. 

That's a strong way to put it. 

I think ～ is not the right way to discribe ～. 

You seem to confuse the word "～" and "～". 

 

 

 

～Chapter 4：Handling に関する表現～ 

 

 



相手の弱い部分の指摘 

 

～doesn't make any sense.  

The argument that ～is false.  

The weakness (weak point) of your argument is ～.  

I don't see the relevance of your opinion. 

～ cannot be the reason for ～.  

 

 

論点とのずれを指摘する表現 

 

It's not the problem.  

That's not the point.  

It's not the point of～.  

～is irrelevant to～. 

That's another matter.  

You are straying from the point. 

You are wandering from the point. 

Will you come to the point? 

 

 

進めさせる表現 

 

Please proceed your opinion.  

Go ahead.  

Come on.  

 

 

相手の不確かさ・不足を指摘する表現 

 

There's not much point is～.  

But it's hard to see～.  

～is not enough. 

The assumption that ～ is wholly without foundation.  

Your opinion is based on the assumption that～. 

You can't assume that ～just because～. 



But nobody knows ～. 

You are stretching the point. 

You are carring it too far. 

It's unreasonbale to say ～. 

What you are in fact saying is that～. 

Are you saying that～? 

If I understand you correctly, you are saying～. 

There is not enough evidence to prove～. 

But you haven't offered any figures to prove～. 

But you haven't looked into it in enough detail to say that～. 

I'm afraid your data is unsatifactry. 

You can't conclude from ～ that ～. 

Just because ～, it doesn't follow that ～. 

You can't say that ～ simply because～. 

How can you say that～? 

That's not necessary the case. 

That cannot be the expectation.  

Saying that ～ is not enough. 

I'm not with your explanation.  

That does not make sense to me. 

 

 

○○しにくい・・・ってときの表現 

 

I'm little reluctant to say this , but～.  

I hesitate to say this, but～.  

I find it hard to say what I feel, but～.  

It's very difficult to say but ～.  

I'm sorry to have tell you this, but ～. 

I hate to tell you but ～. 

I hope you don't mind my mentioning this but～. 

I don't mean to hurt your feeling, but ～. 

I'm afraid I don't know the answer to your question. 

That's very difficult question to answer. 

That's not an easy question to answer. 

 



 

話題を変えるときの表現 

 

Let's turn to ～. 

Next, we come to～. 

The next point is ～. 

This brings us on the question of～. 

Can I bring this discussion to the question of ～? 

Let's not talk about ～. 

We are not here to discuss～. 

This is not the time to bring up this subject. 

I think this is not the best moment to talk about ～. 

This is not the appropriate occasion to talk about ～. 

Can I look at ～again? 

That brings us back to ～. 

To return to～ 

Can take up an earlier point? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion magazine vol.8-b 



～京都帝國大学学生諸君へ～ 

 

Discussion magazine vol.8 発音を伸ばすのだ！！ 

 

 

このページは常に執筆中 とします。というのも、毎回のディスで気づいたもの、また、英語の

勉強の過程で気づいた表現を載せていきたいと考えているからです。 

 

ということで「英語が伸びない・英語が汚い」と評判のディスカッションですが何とか伸ばしましょ

う。結局は output の部分しか無いんですよね、伸ばせるのは。 

 

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆発音の是正☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆ 

 

続いてディスカッションの一番の問題点発音を直しましょう。 

 

Phonetic symboles used in this page 

※発音記号は標準文字の中に入っていないため、以下のように発音記号を表現していきます。な

お、基本単語は OALD の裏表紙めくったとこのやつを参考にしています。また、この表記法は英

辞朗の使っている方法です。発声方法は「研究社 NEW COLLEGE ENGLISH-JAPANESE 

DICTIONARY」の巻末を参考にしています。 

 

～Consonants～ 

p [pen]、【発音】pe'n、【＠】ペン、 

b [bad] 、【発音】bae'd、【＠】バッド 

t [tea] 、【発音】ti:、【＠】ティー、 

d [day] 、【発音】de'i、【＠】デイ 

k [cat]、【発音】kae't、【＠】キャット 

g [got] 【発音】gα't、【＠】ガット、ゴット 

t∫[chain] 、【発音】t∫e'in、【＠】チェイン 

dз [jam] 、【発音】dзae'm、【＠】ジャム 

f [fall] 、【発音】fｏ':l、【＠】フォール 

v [van]、【発音】vae'n、【＠】ヴァン 

θ[thin] 、【発音】θi'n、【＠】シン、スィン・・・舌を軽く噛んで空気で出す音  



δ[this] 、【発音】δi's、【＠】ジス、ズィス、・・・θ のにごった音 

s [so]、【発音】so'u、【＠】ソウ 

z [zoo]、【発音】zu':、【＠】ズー、 

∫[shoe] 、【発音】∫u':、【＠】シュー、 

v[vision] 、【発音】vi'з(э)n、【＠】ヴィジョン 

h [hat]、【発音】hae't、【＠】ハット 

m [man]、【発音】mae'n、【＠】マン 

n [no]、【発音】no'u、【＠】ノウ 

η[sing]、【発音】si'η、【＠】シング、スィング・・・鼻のほうに声を出して鼻濁音みたいに発音 

l [leg]、【発音】le'g、【＠】レッグ 

r [red]、【発音】re'd、【＠】ゥレッド 

j [yes]、【発音】je's、【＠】イェス、イエス 

w [wet]、【発音】we't、【＠】ウェット、ウエット 

 

～Vowels and diphthongs～ 

i:[see]、【発音】si':、【＠】スィー・・・日本語の「イー」でＯＫ 

ae [happy]、【発音】hae'pi、【＠】ハッピー、ハピ 

i[sit]、【発音】si't、【＠】スィット・・・イとエの中間の音 

e[ten]、【発音】te'n、【＠】テン・・・日本語の「エ」より口が開く 

ae[cat]、【発音】kae't、【＠】キャット・・・アとエの中間の音。「エ」と言うつもりで「ア」と言う。 

α:[father]、【発音】fα':δэ(r)、【＠】ファーザー・・・日本語の「アー」の音に近い音 

α[got]、【発音】gα't、【＠】ガット、ゴット 

o:[saw]、【発音】sｏ':、【＠】ソー・・・「オー」の音 

u[put]、【発音】pu't、【＠】プット・・・日本語より口を丸めて「ウ」 

u[actual]、【発音】ae'kt∫u(э)l、【＠】アクチャル、アクチュアル 

u:[too]、【発音】tu':、【＠】ツー、トゥー 

Λ[cup]、【発音】kΛ'p、【＠】カップ・・・はっきりした「ア」の音 

э:[bird]、【発音】bэ':(r)d、【＠】バード・・・「アー」と「ウー」の中間のようなあいまいな音 

au[about]、【発音】эba'ut、【＠】アバウト 

ei[say]、【発音！】se'i、【＠】セイ、 

ou[go]、【発音】go'u、【＠】ゴー、ゴウ 

ai[five]、【発音】fa'iv、【＠】ファイブ、 

au[now]、【発音】na'u、【＠】ナウ 

ｏi[boy]、【発音】bｏ'i、【＠】ボーイ、ボイ、 

iэ[near]、【発音】ni'э(r)、【＠】ニア 

eэ[hair]、【発音】he'э(r)、【＠】ヘアー、ヘヤー 



uэ[pure]、【発音】pju'э(r)、【＠】ピュア、 

 

 

よく使う単語とその発音 

 

policy(ポリシー → パリスィー、[pα'lэsi]) 

procedure(プロシージャー → プロスィージャー[prэsi':dзэ(r)]) 

(基本的に"c"は発音記号でいくと"s"の音になります。) 

advantage(アドバンテージ → アドヴァンティヂ[эdvae'ntidз]) 

disadvantage(ディスアドバンテージ → ディスアドヴァンティヂ)(アクセントにも注意

disadv'antage) 

（"v"の音に注意しましょう。） linkage（リンケージ → リンキヂ） 

(基本的に単語の終わりの"age"は発音記号でいくと[Id3]の音になります) 

solvency（ソルベンシー → サルヴェンスィー[sα'lv(э)nsi]） 

warrant (ワラント→ウォーラント[wｏ'(:)r(э)nt]) 

opinion sheet([∫i':t]seat との違いに注意しましょう) 

 

Informed consent [infｏ':(r)md kэnse'nt] 

abortion[эbｏ':(r)∫n] 

euthanasia[ju`:θэne'iзэ] 

organ transplant[ｏ':(r)gn trae'nsplaent] 

donor[do'unэ(r)] 

heart[hα':(r)t] ※hurt[hэ':(r)t]との違いに注意 

 

 

Discussion magazine vol.8-c 

～京都帝國大学学生諸君へ～ 

 

Discussion magazine vol.8 表現の誤りを是正！！ 

 



 

このページは常に執筆中 とします。というのも、毎回のディスで気づいたもの、また、英語の

勉強の過程で気づいた表現を載せていきたいと考えているからです。 

 

 

よくある間違いの是正 

 

●変な名詞を勝手に作んな！ 

hopeness→hope 

afraidness→fear 

fearness→fear 

 

●複数が・・・。 

criterias→単数：criterion、複数：criteria 

datas→単数：datum、複数：data 

informations→many pieces of information、much information 

 

●動詞が・・・。 

compare A and B→compare A with B 

 

●文法が・・・。 

if advantage outweighs disadavantage, ～ 

if advantage is equal to disadavantage, ～ 

 

●ニュアンスが・・・。 

J/G should abolish abortion. ・・・abolish：(制度などを)廃止する。prohibit の方がいいでしょう。 

 

Discussion magazine vol.9 

～京都帝國大学学生諸君へ～ 

 



Discussion magazine vol.9 Counter plan as DA 

 

※今回の話はかなりマニアックで僕の趣味みたいなものなので、読まなくていいです。 

また、以下の話は、京都大学 ESS の松下さんが平成 11 年に書かれた「THE COMPANION TO 

DISCUSSION'99 FOR ADVANCED」を参考にさせていただいています。また、この話は府立大学

の 02 年 discussion chief の出井さんと KESSA Camp でお話した内容を参考にさせていただいて

います。 

 

 

その壱 counter plan とは 

 

debate でおなじみの counter plan が実はディスカッションでも出すことができるます。ですが、

discussion は affirmative, negative が存在せず、resolution が無い、つまりは topicality の概念が

存在しないため、debate における counter plan とは少々（というかかなり）趣が異なります。 

 

 

その弐 実際の例 

 

例を挙げつつ説明します。トピックが「日本政府は大学生の英語力という問題について如何なる

政策をとるべきであるか」だと仮定します。すると、narrowing で「今日の目的は日本政府が大学

生の英語力問題に対して取るべき政策を決定すること」となりますよね。そこで、この政策として

オピニオンプレゼンターが「discussion を土日にやらせよう」という政策を思いついたとします(以下

コレを dis plan と呼びます)。 

 

Pr 大学生が英語勉強しない 

Ha 英語力無い 

Plan 土日 discussion させる 

AD 英語力がつく 

 

さて、ここで、これと同じ AD を得るためなら別の方法も十分考えられます。 

例えば「日本政府が宿題を出そう」というプランです（以下コレを宿題 plan と呼びます）。この宿題

plan が dis plan に対して couter plan と呼ばれます。「他の方法の方がいいのにー(>_<)」っていう

意見を出したいとき、counter plan as DA というものが使えます。 



 

今二つのプランの AD,DA を分析します 

 

Dis プランは AD「英語力」、DA「交通費がかかる」だとします。そして、この net-benefit（純利益）が

以下のようであるとします。  

 AD     net-benefit 

 

 ☆      

 ☆      

 ☆      

 ☆      ☆ 

 ☆   →   ☆   

  ☆ 

  ☆ 

  ☆ 

   

  DA 

一方 AD「英語力」、DA「家にいることで暖房費かかる」として、net-benefit が以下のようだとしま

す。  

 AD     net-benefit 

 

 ☆      

 ☆      

 ☆      ☆ 

 ☆      ☆ 

 ☆   →   ☆   

  ☆ 

  ☆ 

   

  DA 

今、どちらのプランも土日を使用するものであり、時間の制約から両方を順番にすることができな

い(permitation is impossible)、また、ディスカッション中に宿題ができない(both adoption is 

impossible)とすると、これらのプランは相互排除(mutual exclusive)の関係といえます。このとき、

dis plan を採用すると、宿題 plan が取れないために宿題 plan の net-benefit を享受できないという

悪いことが生じます。このように counter plan を DA として考えることで、以下のような図式が成立

します。  



 AD（英語力）    net-benefit 

 

 ☆      

 ☆      

 ☆      

 ☆       

 ☆    →    

  ☆ ☆    ☆ 

  ☆ ☆ 

  ☆ ☆ 

   

 DA（交通費） ＋ DA(宿題 planからの net-benefitが得られない) 

従って、net-benefitがマイナス値となりこの dis plan は取らないことが決まります。そして裏を返せ

ば宿題 plan を取るべきだと分かります。 

 

 

その参 まとめ 

 

まとめると discussion で出す counter plan は、①オピメの plan と同様の AD を獲ている必要があ

る(counter plan capture same AD)、②オピメのプランを取ると counter plan が取れない(mutual 

exclusive)、③counter plan からみちびかれる DAがオピメのプランより小さい、以上のときにオピメ

のプランに優ります。  

 

 

その四 counter plan as DA の禁止 

 

さて、ここまでイロイロ図まで入れて頑張って書いてきましたが、以下の三点からこのアーギュメン

トの提出をチーフとして強く禁止します（なら書くなよって話ですが・・・） 

 

①、他のパンツの理解がついてこない・・・冒頭で言ったように、超マニアックな議論です。英語で

常にその正当性を説明しながらアーギュメントを出していく必要があり英語やセオリーに弱い人た

ちには？？でしょう。 

②、時間的に不可能・・・いわば二個のオピニオンをやるようなもので、三時間の間に結論を出す

のは物理的にムリでしょう。 

③、コンパリが困難・・・上の二個に関係しますが、上の図の「☆」による大小のつけ方みたいに上



手くいくことは 100%ないです。従って、どっちの net-benefit が大きいかなんてほんとにわかりませ

ん。さらには、それぞれのプランの aditional AD やら aditional DA を考えて見ましょうという

suggestion が来たらよほどの思考力を持っていないともうやってられなくなります。 

 

ということでせっかく書いたのにもったいないですが、絶対こういう argument は出さないで、こんな

こと考えてる暇があったら、なにか別の counter plan のほうを採用しましょう。フフフ・・・。 

 

 

質問などはま○やまで。  

 

Discussion magazine vol.10 

～京都帝國大学学生諸君へ～ 

 

Discussion magazine vol.10 Value Discussion について  

 

 

プレパについて 

 

value discussion にはさまざまな形態のものがあります。例えば、After Reasing Discussion では共

通する本を読み、それについての用意された幾つかの question に基づいて話し合うことをします

し、桜ジョイントでは、あるお題、今回は“結婚”について、が与えられるだけです。また、サイコロ

トークを行い変則的に題が来ることもあります。今回は基本的である、桜ジョイント形式（お題が

与えられているもの）を中心にとりあげます。 

 

①、brain storming・・・お題を中心におき思いつくこと、連想することをどんどん上げて行き線で結

ぶ作業。コレによって、トピックに対しての幅が広がります。 

 

例：結婚   

  恋         暴力          ／ハネムーン 

    ／ ＼       ／  ＼___子供    結婚式 



   愛   浮気 離婚 家庭  _________________／          

   ＼_________＼ ｜  ｜ ／                       

  結 婚 ￣￣￣￣￣￣＼ 

   同性愛間_____／  ｜＼ ＼____SEX  理想 

     /       金 ＼      

  オランダＯＫ        ＼__夫婦別姓                                  

 

②、続いて単語を調べましょう。 

 

幾つかやり方がありますが、お勧めは「英辞郎 on the web」です(arc のホームページ上の左隅の

ほう)。例えば「結婚」と入力すると、「結婚」を含む様々な単語表現、例文などが出てきます。brain 

storming した単語を次々に入れて語彙を増やすことができます。そして当然読み方の分からない

単語の発音記号を調べておく。その際にはこちらの「発音記号変換フォーム」を利用してみてくだ

さい。 

 

 

③、personal matter 

 

「結婚」や「友情」のようなお題に関しては、特に個々人の価値観が問われるように思います。従

ってブレストした結果を生かして、個々の言葉に対して「自分の経験・理想」や「受け入れられるか

どうか、その理由」などなどを考察してみてください。 

 

 

④、social matter 

 

ブレストの結果思い至った「夫婦別姓」などは、現在日本で議論されていることであり、様々な背

景が存在します。こういったものは社会的な background や肯定派・否定派の意見などを踏まえて

自分のスタンスを出すことも必要でしょう。そういう時、基本的なことは「現代用語の基礎知識

2001」を使ってくれれば分かると思います。あとは適宜検索エンジンを利用してください。 

 

 

 

value discussion の最中 

 

http://www.alc.co.jp/
http://www.kt.rim.or.jp/~s_aoki/english/text2pron/
http://www.infoseek.co.jp/GHome?pg=gn_top.html&svx=100302
http://www.infoseek.co.jp/GHome?pg=gn_top.html&svx=100302


 

①、プレゼンテーションに関して 

 

English・・・PD や debate の際に使っているよりもキレイにやれて欲しいです。というのも、相手の

議論を理解して refute・・・みたいなことをする必要が無いので、余裕を持ってやれると思うので、

その余力を使って是非 English の方に気を配ってみてください。 

 

N.L.C・・・気持ち悪く無い程度の N.L.C は行ったほうがいいでしょう。いつ終わるか分からない話は

聴く気が徐々に減退します。ただし、英語的に「3 つ以上の divide」はちょっと変です。あと、「I hit 

upon two things, first one is banana, second one is apple. First one, banana, is the yellow fruit. 

Second one, apple, is red fruit. 」っていう N.L.C.は PD では頻繁に行われていますが、英語的に不

自然で冗長であり、おかしいです。やるときは「I hit upon two things. First one is banana, it is the 

yellow fruit. Second one is apple, this is the red fruit. 」見たいな順序の方が英語的に自然です。

なお、この方法は映画「インソムニア」ででてきていますし、この N.L.C.の方が自然だということは、

KESSA Camp 中に大外大の昨年のチーフの方（英文学専攻）に聞いたので、間違いないと思いま

す。 

 

eye contact と雰囲気・・・エビデンスも無いし、オピニオンシートも無いので、顔は上げておく、基

本ですな。あと、とりあえず笑っとけ！多少相手の言ってることが分かりにくかったり、自分と反対

のことでも笑顔をキープする。眉間にしわを寄せたり、相手のことを鼻で笑うようなのはアカン。笑

顔があるテーブルって気持ちいいっすよ。 

 

ゆっくりしゃべりましょう・・・ところどころに Are you with me? Did you get me?とか挟みながら、全員

がゴールに着くようにね。あと、終わったら Do you have any question?とかそれ系で。優しさ大事

よ！７人とかいると絶対地蔵が出ます。優しく care してあげてください。yes/no で答えられる Q を

地蔵さんにしてやると、きっと彼 or 彼女も答えられ、テーブルに参加している気分になってくれる

ことでしょう。 

 

優しい Q をする・・・５W1H の Q は質問された人が自ら答えを探すので、しばしば詰まってしまいま

す。なので、for example で回答例を与えたり、ディスカッサントお決まりの「二個思いついて～」の

やつでやると答えがきっとかえって来るでしょう。Give choices to others!を覚えておきましょう。 

 

 

②、進め方に関して 

 

value discussion の難しさって言うのは「procedure が無い」ってことに帰結されると思います。基本



的にまっさらな状態から始まり、多くの場合 table Leader が procedure を作ってくれますが、

ordinary participants の方も discussion が進みやすくするために幾つかのことに留意しましょう。 

 

①積極的になる・・・ テーブルリーダーが「何か考えのある人います？」とか言ったら、さっと自分

から言おう。Japanese は消極的な民族だから、早めに自分が切り出して、しゃべれる雰囲気を作

ってあげた方がいい。あとは、もしも table leader が「時計回りで言っていきましょう」といっても、時

計回りでずっとやると発表会くさいので、俺個人としては順番を崩すのもありだと思います。「彼の

考えは私のに似ているので言ってもいいですか？」ってありだと思う。あと、積極的に Q もして

conversation、communication であることを意識しましょう。 

 

②発言後に注意を払うといいかも・・・自分が発言終えた後に「変な間」ができることがあります。

二つの原因によります。１、言ってることが伝わってない。２、話がずれている。１については、ゆ

っくり綺麗で簡単な英語でみんなの目を Z を書くように見ながら話せば解決 （特に語彙レベルに

注意、難しい単語を使った後は優しく言い換えてください。自分の勉強にもなるし。ex: They are 

suffering from the starvation. They suffer, b/c they are very hungry.）２について、これは、be 

logical です。バリューディス中に三角形を描くのはどうかと思いますが、頭の中でしっかり warrant

を意識すれば、関係ない話をしなくてすみます。みんなで積み木を積み上げる作業をしている最

中に突然別のところで積み木を積んではダメよ。んで、できる人は自分の発言後に人に振ってみ

てください。その際もできるだけ絞った Q で。What do you think on this point?ではなく、できれば

yes / no で答えられるようなものに arrange して。 

 

③procedure や Talking Point をつくる・・・基本的に table leader さんがやるべきことですが、table 

leader がイケテナイってことは往々にしてあるので、そんなときは自ら procedure を作ってくださ

い。From now on why not raise two things concerning this point? 1-Are you for or against to his 

idea? 2-its reason. とかってね。もしくは、Mr. A thinks that ○○ is △△ because □□. On the 

contrary, Mr. B thinks that ○○ is ▲▲ because ■■. Then why not talk about □□and■■.と

か。こんなことができたら超素敵です～。 

 

 

テーブルリーダーの仕事 

 

テーブルのリード＆創造・・・テーブルリーダーは「じゃあ、二個目の Q からやろう、俺の右の人か

ら」じゃなく、lead するのだから、「まず、俺の考えを述べていい？」って言っちゃうのが良い（A/T 

山さん）また、procedure 設定やT/Pを置くことで皆が話しやすくする。valueの一番ムズイところは

procedure やルールが無いってこと！なので procedure 作っちゃえばかなりやりやすくなる。T/L



の人は「６番に関して、二つのことを答えてください。一つ目しているかどうか。二つ目しているん

ならその実践方法（やろうと思った動機とかでもいい）、していないならなんでやらないのか、いい

ですか？僕は○○してます～」って感じで。自分で procedure 作って自分でそのモデルとなって、

procedure にそったプレゼンをしてみせる。authority↑ですね！ 

 

停滞の除去・・・英語しゃべれてない子のために綺麗にカンファメしてあげる。そして、一人が発言

終えた後 table が沈黙してしまうことが多いのでそこで、また“創り”だす。 

 

雰囲気作り・・・ディス始まる前とか、インタミ中、レセプ中とかもしっかりみんなと communication

する。そして、常に keep smiling。笑顔＝余裕の表れっすから。 

 

reflection・・・常にパンツの英語や表現、Q-A の meet、ナドを意識しながら、発言を書き取り、

reflection をしてあげる。下記参照。 

 

 

 

reflection 

 

俺がやってるのは以下の四つかな 

 

①感想をみんなから聞く 

②一人ずつに対しての English check (発音→文法→語法・表現の順かな) 

③心構え・バリューディスとは 

④プレゼンについて 

⑤クラッシュしたポイントについて  で合計 20 分 これでいけるか？ 

 

Discussion magazine vol.11 『所感』 

 

～京都帝國大学学生諸君へ～  

 

 

 



 関西遠征が終わり、ディスカッションチーフとしての仕事を終えた今、気づいたことをオムニバス

的に幾つか書きたいと思います。コレが最後の『Discussion Magazine』となるでしょう。 

 

 

Contention-1 チェアパーソンについて 

 

 チェアパーソンを頼まれたときは、やはり自分が楽しむよりも、「教育」の方を期待されていると

思います。そのときには、二通りのやり方があると思います。一つは、コンフージョンのときにハン

ドリングしたり、アーギュメントを出して、"モデル"となる方法。もう一つは、ディスカッションを客観

的に見つめることでリフレクションのときにアドバイスを出していく方法。 

 

 僕は五月の KDL くらいまで、"モデル"となってやる方法をやって、DA 出したりしていました。で

すが、後期からは完全に後者の傍観スタイルになりました。僕はそんなに器用な人間じゃないの

で、自分でしゃべりながら、ディクテをしたり、冷静かつ客観的に見るって事はなかなかできなかっ

たので、どっちかを選ばざるをえませんでした。京大オープンのときに両方やろうとしましたが、ど

っちも中途半端になり失敗しました、イターイ思い出です。 

 

 んで、リフレがこれまたムズイんですよ。最初は何言っていいんだかなかなか分からなかったん

ですが、後半やっぱりリフレも上手くなりますね。 

 

 んで、僕がどうリフレしていたかというと、大体次の通りです。  

1. English Reflection･･･発音の誤り、文法上の誤り、より高等な英語表現、などを英語でリフ

レクションしていました。  

2. Discussion の話･･･「Dis はコミュニケーションだ」「Examiner は debate の Negative じゃない

よ」「constructive になりなさい」など、ディスカッションに関しての話をしていました。  

3. 個々の論点を時間を追って見ていく･･･さらっと、「△△という話だったね」と確認していき、

争点に関しては丁寧にやります。  

 その他、一人ずつに感想や今日の自分の目標が達成できたかを話してもらうこともあります。 

 

 リフレは、基本的に「誉める→アドバイス→誉める」にしたほうがいいですね。出だしから「お前



のダメなとこはなぁ・・・」だと、やっぱへこみますもん。あと、最後に悪い点を言われるとその記憶

が鮮烈に残るのでね、やっぱり"いいとこサンド"にするのがベストですね。そして、「お前は○○

が悪い」じゃなくて、「もう少し伸ばせるなと思うところは･･･」とか言ってあげた方がいいですね。言

葉の力ってすごい！ 

 

 んで、傍観タイプのチェアパも僕には非常に楽しかったです。テーブル内で必死で頑張るのも面

白いけど、一歩引いて見ていると、かみ合わない議論をしている二人の、考え方のギャップとか、

better way みたいなものがクリアに浮かび上がってくるなど面白いです。 

 

 僕がチェアパのときは、以下のようなディクテのとり方をしていました。ディクテ用紙の右に線を

引いて余白を作り、そこに赤字で改善すべき点、青字で良い点を書いていました。そして、適宜時

刻を書き、誰が何をしゃべっていたのか執ります。 

11:28 

 

太郎： 

C: illegal = w/o working visa 

 

 

次郎： 

Q: motivation of employer? 

---want to 

 

 

 

 

←発音 

←Good 

timing!! 

 

 

 

←Good view 

point!! 

 

 コレを、ディスカッションが終わったあとにコピーしてテーブルの人にあげたりしていました。この

ディクテの仕方だと、リフレをしてあげるのがとても楽なので、是非やってみてください。 

 

 

 

Contention-2 聞く力 

 



 チーカンのチェアパをしていて感じたのは、「話し上手は聞き上手」ってことです。次期チーフの

方々は非常によく準備をしていて、自分の意見をしっかり持っていらっしゃったのですが、それを

出そう出そうとするあまり、人の話を聞かないことが多々ありました。 

 

 話を聞けば、実は一分で終わらせることができる議論だった(実際、僕がリフレでゆっくり質問し

て話を引き出していったら 30 秒ぐらいで、相手の話の矛盾点をつき、終わらせられました)のに、

その話の必要性、procedure を話を十分に聞かずに議論し始めてしまい 45 分も使ってしまってい

たのがとても残念でした。 

 

 偉そうなことを言っている僕も、三月の KESSA Camp のときもそうだったなぁと思いました。とに

かく、自分の意見を出そうとして、人の話をろくに聞かず、また周りの人が話を理解しているか関

係なく、どんどん突っ走ってしまったときがありました（それがやっぱりチェアパさんには、みえみ

えだったらしく、もれなくランクを下げられましたね >_<。 ）。 

 

 んで、やっぱりとことん人の話を聞いてほしいなと思います。だって、聞いてもらえないとその人

はどんどんエキサイトして行ってしまって、あらぬ方向に行っちゃったりってこともあるしね。 

 

 まず、とことん聞く。そして、それを全員に分からせる(confirmation)。それから、Suggestion なり

Objection を出す。何度も何度も聞いていることなのに、こういう基本が本当に難しいですね。 

 

 

Contention-3 システムマップの重要性 

 

 Debate をはじめるときに習う、最も基本的なことの一つがシステムマップですが、コレはディスカ

ッションでも大事です。というかディスカッションでこそ大切です。 

 

 ディスカッションは、ステージごとに進んでいくため、Solvency を聞くのは始まってから一時間以

上も先であることが多く、先を掴むのが難しいです。 

 

 Linkage between Pr and Ha が終わったあとには、SQ のシステムマップが完全にきれいに書けて

いないといけません。warrant も含めてね。書けていない時は、そこが絶対聞き漏らしている部分



です！自分でその warrant を推測できても、table の人が違う考えをもっていたらそれがギャップと

なり、confusion がおきてしまうかもしれません。確認した方がいいと思います。んで、いつでも見

れるように、いつでも見せれるように、絶対にでっかくチャートにおこしておいて下さい。 

 

 システムマップが書けていると、何が便利かというと、やはり Solvency に入ってからですね。

ASQ の時点で Solvency が追うべき流れが分かっているため、きちんと SQ と逆の流れになってい

るかで Solvency があるか無いかが分かり、アーギュメントを出すとき大変便利です。また、ハンド

リングする際にも、Goal が見えているし、立証・確認しなくてはいけない部分と言うのが既知なた

め、すごくやりやすいと思います。 

 

 騙されたと思ってやってみてください。 

 

 

 以上です。これで大体、言いたかったことは全て伝えられたかなと思います。チーフに就任した

'02 年の 12 月から適当に書いてきた Discussion Magazine もこれでおしまいです。全てが駄文で

すが、それでも読んでくれた方、ありがとうございました。(1:23 2003/11/06) 

 
 

 

 


