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１．Argument の必要性 

 

  フォルキャンで 1 回生のみんなに「Argument」の必要性というものを教えようと思いま

す。短い時間ですが、集中してがんばりましょう☆ 

   

 

  今までのレクチャーで、ディスカッションのことがだんだん分かってきていると思いま

す。PD もたくさんしてきたし、いろんなディスカッションのスタイルみたいなものも見て

きたと思います。 

 

  それと同時にこんなことに気づいた人もいるんではないでしょうか？ 

①「ディスは別に喋らなくてもやっていける。」 

②「ディスの準備とかしてなくても、その場で Q とか C したり、トリートしたり DA 考え

たりするだけでなんとかやっていける。」 

 

  実際にやっていけると思います。けどそれでいいのかな？ 

  僕は個人的にダメだと思います。何のために ESS に入ってディスしてるのって思ってし

まいます。ディスカッションの本質は日本政府の視点に立って、社会問題についての政策

の結論を出すことですよね？しかも時間内に。僕的には、ディスをするんならストイック

にこの目的達成を毎回のディスカッションで目指してほしいです。 

  ①の人。論外です。はなから喋らないスタンスなんてありえません。 

  ②の人。僕が思うに、このタイプのディスカッサントがとても多い気がします。同志社

のプレパでもよく見ます。けどディスの目的から見て、それを目指していると言えますか？

きっと言えません。結論を得ようとするならちゃんと自分のアイデアを準備してきてそれ

をテーブルに出すはずです。②の人は完璧に受身です。結論を出そうとっていう気がある

とは思えないのです。 

 

  今回のレクチャーで言いたいのは、自分のアイデアを用意してディスに臨む必要性です。

つまり、「Argument をプレパしてディスに臨め」ということが言いたいわけです。 

 

  これはやはり僕の主観から来ているので、これがディスで絶対というわけではないかも

しれません。ですが、やっぱしみんなには「Get conclusion までもっていけるディスカッ

サント」になってほしいわけです。ゲットコンクルを目指すにあたってアーギュは確実に

必要です。（アーギュだけできたらいいってわけではないんですが…） 
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さてさて、ここで問題です。制限時間内で結論を得るということをストイックに目指せ

と先ほど述べましたが、今までに結論を得たことがある人あんまりいないと思います。そ

こで… 

問１．ディスカッションにおいて、結論（コンクル）がでる Situation を考えて、すべてあ

げよ。 

［ヒント］考えるポイントとしては、やっぱりまずナローイングを思い出すところから始

めてみてください。ナローは結論の得かたを決めるところなんで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなに大きなスペース使ってしまってごめんなさい！どのくらい思いついたでしょう

か？？ 

では、次のページで確認してみましょう。 
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問１の答えとして、大きく分けて二つの状況があると思います。 

 

①「ＡＤとＤＡを比べてどちらがいいのか決める状況」 

②「ＡＤ（もしくはＤＡ）がないという状況」 

 

一つ目は、AD と DA をコンパリして結論を出すということですね。 

二つ目は、AD がない→オピニオンの All cut 

          DA がない→DA の All cut 

                                          ということになるでしょう。 

 

ディスは奥が深いのでまだまだあるとは思いますが、基本的にはこの二つです。 

 

※両方とも、それで終わり（そこまでできればディス終了）というわけではありません。

時間がある限りよりよい結論を探していかないといけないので。ディスカッションはあ

くまでも全員で Best な Policy を模索していくものなので、オピメ VS パンツっていうわ

けではありません。両方とも自分なりの Best な Policy を示す方法にすぎません。あとは

全員のコンセンサスによります。だから、絶対オールカットしろとか言ってるわけでは

ないんで注意してください。All cut するならした後どうするかもしっかり考えておけと

いうこと！ 

 

［ディスでコンクルを目指すということ］＝［上の二つの状況に何とかしてもっていく］ 

ことになるよね？これだけじゃないと思うけど、自ら主体的にコンクルを出したければこ

のような状況を自ら作り出さなくてはなりません。 

 

  そこではやっぱり自分の考える結論へのアイデアってのが必要になるよね？自分がアイ

デアを出すということは他人も反論したり、アイデアにのっかってきたりする。これが議

論、Argument ですよね？？僕は、ディスカッションの一番おもしろいところはここだと思

ってます。正直 ASQ とか大嫌いなんです(笑) 

 

どうやってコンクルを目指すかは自分次第です。いかに速く結論を出すか、自分の思う

結論に近づけるかを重視して、自分の意見（価値観）無視のゲーム性バリバリのディスを

してもいいと思う。社会問題の実情ってのを真剣に考えて、ゲーム性抜きに自分の考える

Best Way をいかにディスの場で主張するかってのに重点をおくディスもいいと思う。共通

して言えるのは、前もってプレパ(準備)することです！何の準備もせずに社会問題を議論す

る場に参加するのと、しっかり自分のスタンス決めて、自分なりの結論もってくるのでは

得るものが違うと思いませんか？自分のためにもなるし、ディスがもっと楽しくなります。 
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２．Argument のプレパの仕方 

 

  アーギュが大事ってことは分かったけどどうやってプレパしたらいいの？？ってことで、

ここではアーギュのプレパの仕方をやっていきます。これは春に 2 回生に配ったやつの改

訂版です☆ 

 

 

アーギュメントを作る手順 

① トピックに対するリサーチ、ブレストをしまくる。 

② ベーシックオピニオンを見て、自分のもっていきたいコンクルを考える。 

③ 自分の目指すコンクルが決まったら、どうそのコンクルまで持っていくか考える。 

④ プレゼンのべた書きをする。 

⑤ 実際ＰＤで出してみる。 

⑥ リフレ、改善をする。 

⑦ ⑤→⑥の繰り返し。 

 

では、それぞれ簡単に説明します。 

 

①トピックに対するリサーチ、ブレストをしまくる。 

リサーチで現状を深く調べたり、トピックに対する意見をブレストで深めたり、面白い

アイデアを探したりでアーギュメントを作る土台を作ります。ひとつの問題についていろ

んな側面から考える、深く知ることで、アーギュが生まれるのです！エビとして使えそう

なものはしっかりストックしておきましょう。 

 

②ベーシックオピニオンを見て、自分のもっていきたいコンクルを考える。 

結論から先に考えます。オールカットをただ出したり、ＤＡを立たせることがゴールで

はなく、どのような政策を採るか決めるのがゴールです(現状維持も一つの政策という意味

で)。 

どんなコンパリをしたいか考えるといいと思います。トピックの本質とは？どの部分が

実際に議論されているのか？自分はこのトピックに対してどう思うのか？それはみんなと

共有できる価値観なのか？日本政府が果たすべき taskとは？日本政府が一番重視すべきこ

とは何？それはなぜ？？こういったことをブレストしまくって、自分のスタンスを固めて

ください。 

※ベーシックオピニオンとは、もっとも基本的なオピニオンのことをいいます。なんだ

かんだでオピニオンの種類は限られてますしね。どのトピックでも対応できるように、全

トピックのベーシックオピニオンは把握しておきましょう。 
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③④自分の目指すコンクルが決まったら、どうそのコンクルまで持っていくか考える。プ

レゼンのべた書きをする。 

これは、②で考えたコンクルをＧＥＴするために必要な準備をすることです。実際のデ

ィスでどうしようかを常に考えてプレパするのがいいです。オピニオンメーカーとしてオ

ピニオンをプレパするのも手ですが、パンツになることのほうが多いと思うのでちゃんと

どっちでも対応できるようにプレパしておきましょう。 

パンツでいく場合は考えた All cut、DA を立てにいきましょう。Evidence をさらに集め

たり、ロジックをつめたりしてアイデアの肉付けをしていきましょう。ロジックの三角形

にしたときに突っ込みようがなくなるまでプレパします。 

そのあと、どうやって出すか、プレゼンのベタ書きを作ります。いいアイデアも伝わら

なかったら意味がないです。言い方、チャートなどを考えましょう。アイデアの布石もこ

のときに考えます。もちろん布石のおき方のプレゼンプレパもします。 

  プレゼンのべた書き（自分のプレゼンをすべてノートに書いておく作業のこと）はめん

どくさいですが非常に重要な作業です。これをどれだけ地道にできるかでディスのスキル

の向上につながるわけです！！ 

 

⑤⑥⑦実際にＰＤで出してみる。リフレ、改善をする。←この繰り返し。 

せっかく作ったんなら出してみましょう。いきなりでうまくいくはずもなく、リフレす

る点がたくさん見つかるはず！word choice、チャート、Q や C のやり方、その他うまくい

かなかったところ、もっとよくできるところをプレパしていきます。改善して次のテーブ

ルでも頑張りましょう☆そしてまたリフレです。 

 

 

＊ これと並行して、新たなアーギュを模索する。 

全トピックで何かアイデアが出せるように、同じトピックでも日々新しいものを探して

いきましょう。 

＊ ハンドリングのプレパも行う。 

これはかなり高度なんですが、ここをがんばればテーブルで輝ける人になります！詳し

くは次で！ 

 

 

 

ここに書いてるのはあくまで例なので、参考にしてもらうだけでいいです☆ 
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３．Handling について 

 

  最後に Argument に関連して、Handling というものについて説明します。 

 

★ Handling とは 

  この言葉は、僕の解釈では「自分の思う結論へと、有利にディスカッションを進めてい

くこと」です。参考までに、似た言葉の Treatment の意味は「ごちゃりを解決すること」

です。 

 

  例えばです。自分なりにしっかりと意見を持ってきて、こうしようと決めてディスに臨

むとします。自分は DA をだしてコンパリで Not take plan を主張しようとしていたとしま

す。ですが、ASQ の定義のところでごちゃって Plan まで行かなかったとか、Seriousness

で議論がでてそこで終わってしまったとか、Solution で他のパンツが All cut のアーギュを

出してきて結局 DA まで進まなかったとか…。これって自分の思うとおりの結論が得れて

ない例ですよね？ 

 

  ここで Handling という技術が必要になってきます。自分の思う結論へと有利にディスを

進めるためには、ASQ はごちゃらないように自分でトリートしてさっさと済ませて、

Seriousness の議論も自分で片付け、Solution での他人 All cut はきれいに流し、DA へと

すばやく持っていければ自分のやりたいことができますよね？極端に言えば、「自分のアイ

デアを成立させるために、邪魔なものは排除し、使えそうなものには乗っかり、ディスを

自分の思うがままに進めること」ともいえるでしょうか（笑）カンファメのところでした

Lead confirmation も必要な技術です。 

ただ Handling のスタイルは人それぞれで、そこは各自で模索してほしいのですが、僕に

関しては… 

 

（パンツの時）「ASQ は速さと効率重視でトリートに専念。不必要なストラテもしない。

うまい人がいれば任せる。シリアスネス・NFC が出たらすぐに介入して APA に流す。Plan

のスタンスも基本的に ASQ と同じ。Solution 以降はすべて自分で進めていく。見た目はオ

ピメサポートで、他人のカットは All ではないことを確認してオピメを助ける。自分のアー

ギュの出せるところでオピメの敵に変わる。自分のアーギュを出したら(ソルでも DA でも)

他のパンツと論理的に勝負する。勝てば自分の思うコンクル Get！負けたり他のパンツから

おもしろい反論、アイデアが出たら素直にのっかって Better なコンクルを模索。」 

 

って感じです。参考にしてみてください。こういうことができるようになるために必要

なプレパ方法を紹介して終わりにします。 
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★ Handling のプレパ 

 

・ PD でうまくいかなかったところのリフレ。→べた書き 

・ ケーススタディをする。→べた書き 

 

の二つが主な方法だと思います。 

 

ひとつめは単純です。ディスでミスったところや、ごちゃって進まなかったところ、う

まくトリートできなかった他人のアーギュを振り返って、「どうすればよかったのだろう」

と考え、その答えをべた書きしておきます。どういう Q してどういう S をどういったプレ

ゼンで出そうかというところまでべた書きします。これをためていくことでほんとやばい

ディスカッサントになるでしょう。毎回のディスのリフレ。これができている人がどれだ

けいるでしょう？ここをしっかりやればほんとスキルつきます。僕はここに関して不真面

目だったので苦労しました…。自分では煮詰まることも多いのでしっかり先輩も使いまし

ょう！ 

 

ふたつめ。基本的にはリフレをすることに重点を置いてほしいのですが、物足りないと

いう人はケーススタディをしましょう。こういう状況があればこうしようと考えておくの

です。ケーススタディに興味がある人は、言ってくれたら問題集的なやつを教えます♪ 

 

 

Handling はすごく難しい技術です。ディスカッション基礎を理解できてないと無理だと

思います。Handling ができないのは基礎が足りないからということもあるので、高度なこ

とに固執することなく、基本は大事にしようねと最後に言っておきます。 

 

 

以上で Fall Camp でのレクチャーを終わります。質問あればよろしくです！ 


