
 

  

チャートの使いどころ＆C 

Confirmation & Suggestion 

―――わが道を突き進むために！――― 
 

こんにちは( ･`ω･´)！ 

今回、チャートの使い方とＣというどえらく広い範囲を担当することになったＪＩバイプレ、明治３年の

田丸夢里です！ 

１回目は１年生＆ディスにまだ慣れてない２年生へ向けて、チャートの書き方と使い方や、Ｃするタイミ

ングなどの基礎的な部分をやっていきます。特にディバイドチャートを中心に！ 

２回目以降は２・３年生向けにカンファメを利用したハンドリング中心でやっていく予定です！ 

まったりしていってね！！！(*´ω｀*)ノシ  

あとポケモンとワンピースとカメラ好きな人友達になってください。 

 

お品書き 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

まず、カンファメやチャートってなんのためにあるんでしょうか！ 

 

カンファメは【テーブルの understanding 統一】が目的ってよく言われていますね。先輩とかにもめ

っちゃ「Ｃしろ！」って言われるんじゃないでしょうか？＾＾  

ディスカションにおいて、テーブル全員で理解を統一して対等に議論するのはものすごっく大事なこと

です。(_´Д｀)ﾉ~~ なぜならスピーチのように「１人から全員へ」発信しているわけでもないし、ディ

ベートのように「相手の意見をねじ伏せる」わけでもない。ディスカッションでは「みんなで１つの政策

を決定する」ことを目的としてるからです！誰か一人がちんぷんかんぷんなまま議論が進んでも、“みん

なで”出した結論とはいえんわけですね！ 

 

「そんなこと言われても、いまいちやるタイミングとかやり方もあいまいだし…」「タイミングもやり

かたもわかるけど、いまいちパッとしないんだよなー」って人！すごくわかりますｗあるあるｗ  

今回はそんな人たちに少しでも助けになればと思ってやります！ 

１．はじめに 

２．カンファメの基本 

３．カンファメの効果 

４．Ｃ→Ｓへ 

５．おわりに 

 



 

  

 

２．カンファメの基本 

 カンファメの一番の意義はUnderstanding の統一です。 

テーブルにはいるにしても、自分の流れに持っていくにしても、みんなに浸透しなければ意味がありませ

ん。 

そこで、カンファメの基本から説明していきます！ 

 

２－１．Ｃのタイミング 

１年生とかは特に、カンファメやりたいけどいつ入ればいいの！？って人、多いと思います。私もそうで

したｗ 

カンファメに入るタイミングは大きく分けて２つあります。 

 

① 自分が理解していない時 

……自分が、他のパンツがしたＱやアーギュなどがわからなかったとき・もしくは 

自分のUnderstandingに不安があるときにするＣです。 

② テーブルの理解をうながしたいとき 

……ゴチャったり難しい話が出た時や、話が終った時に、それをテーブル全体に浸透させるための

Ｃです。Ｃが上手な先輩がやってくれるのは大体こっちだね！これができる人がひとりテーブ

ルにいればテーブルが回りますｗ 

 

要するに、【テーブルの中のだれか一人でも話がわからない時】にやるんです( ･`ω･´) 

ディスにおいて全員の理解度を統一することは大切！１年生とか、あんまりプレパとかできてなくてちょ

っとディスに自信のない２年生とかは遠慮しちゃいがちですが、その必要はないよ！！！自分もテーブル

の一員なんだから、自分がわからない時にはＣする必要性がテーブル全体にあるわけです！(*´ω｀*) 

 

２－２．カンファメのやり方 

タイミングがわかったら、実際にやってみましょーう！(*´∀｀*) 

注意してほしいことは  

① チャート  

② プレゼン  

の２つ！１つ１ついきます！ 

 

① チャート 

まず、カンファメには必ずチャートをつけてね！ いくらいいカンファメをしても、チャートがなければ

浸透率は激減します。チャート書く上で守ってほしいのは 

１．ＮＬＣ 

 

次のページから説明

していきますー＾＾ 



 

  

２．ＫＩＳＳ 

３．一つにまとめる          

以上の３つです。 



 

  

１．ＮＬＣ 

ＮＬＣはさすがにみんなリフレとかで聞いたことあるかな？？ 

 

 

 

 

 

 

↑が一番基本の「ＮＬＣがそろっているチャート」です。 

Numbering、Labeling、Contentsのそれぞれの頭文字をとってＮＬＣです！おおーーーー！ 

この３つがそろっていると、 

 

Numbering…論点や選択肢がいくつあるのかがわかりやすい、one by one で説明しやすい 

Labeling…何について議論をしているのかがわかる 

Contents…ラベルに描いてある内容がわかりやすくなる 

 

というメリットが生まれます！(*´ω｀*)とくに重要なのが Contentsです。 

最近みんなのチャートをみると Contents が抜けたものが多いですが、これがないとパンツそれぞれが、

各々のラベルから受ける印象で話を聞いてしまうので、assumptionを生みゴチャりの原因になります。 

逆にこれがひとつでもかけていたら、ＱをしてＣしてください！！！！！！！！( ･`ω･´) 

 

 

２．ＫＩＳＳ (^３^)-☆ 

プレゼンの基本といわれているＫＩＳＳですがチャートでもめっちゃ重要です！ 

ちなみに関西ではＮＬＣと同じくらい有名なＫＩＳＳだけど、なぜか関東では浸透してないよね

(  ﾟ,_ゝﾟ)なんでだろー？笑 

Keep It Short and Simple の頭文字をとってＫＩＳＳです。個人的にＳには Specific ってのも付け加

えたいです。ＫＩＳＳＳｗ 

蛇足入りましたが、要するに、「単純明確にしろ！！」ってことです。ツタージャかわいいよね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

左も右も同じような内容が書いてあります。さてさて、見やすいのはどっちですか？（＾ω＾） 

人間の目線は左→右 上→下と移っていき、一回で視認できる文字は少ないそうです。 

つまり、単純で簡潔なチャートのほうが見やすいんですね＾＾ジャノビーもかわいいね。 

Corporal Punishment 

    Mental damage     ――― ① 

            Ex)dirty words  

        Physical damage  ――― ② 

            Ex)punch, kick 

Corporal Punishment 

    Mental damage     ――― ① 

            Ex)dirty words 

 

        Physical damage  ――― ② 

            Ex)punch, kick 

Corporal Punishment 

What kind of punishment? 

   The damage which cause Mental damage ―― ① 

         Ex)To say “go to hell!” or “asshole!” 

 

     The damage which cause Physical damage―― ② 

         Ex)Teacher give a punch or a kick to student 

 



 

  

 

 

３．ひとつにまとめる 

サマカンやコンクルＣをするときに必要になってきます。ディスをしているといろんなＱが出て、一つ一

つの話に結論がでますよね！それをキャラクターや定義、アーギュごとに１つのチャートにまとめるって

ことです！んー！言葉じゃわかりづらいので、実際にやりましょうｗ 

 

 

 

 

オピメの持ってきたチャートがこれだとしましょう！Ｃ/Ｐについて以下の５つの質問が出ました！ 

話１：Ｖ/Ｐは？→生徒 

話２：damageって mental? physical?→physical 

話３：mental と physicalの difference point ってなに？ 

話４：場所は？→学校の敷地内 

話５：目的は？→Care しない 

この５つの話を１つのチャートにまとめてみてください！( ･`ω･´) 

 

 

１－３．Ｃの種類 

Ｃと一口で言ってもものっそい種類がありますね！１つ１つ詳しく書くと大人の事情でページ数が足り

ないので、話の初め・最中・終わりのタイミング別に３つにわけてみました！ 

抜けてるのや大学ごとに若干言い回しが違うのもありますが、使うのはほぼ下記のＣだけだと思います。 

 

●話の初めにやるＣ 

Ｃ ：Goal カンファメ、Effect カンファメ、Procedure カンファメ、Talking Point カンファメ 

To do：何をしたら話が終わるのか、この話がどうなったらどうなるのか、話を終わらせるためには 

どういう順序で、何を話したら終わるのかをテーブルに浸透させて、話を円滑に進ませる。 

効果：話の大枠をつかむ、テーブルに話の全体図をシェアする 

 

●話の最中にやるＣ 

Ｃ ：Repeat カンファメ、Logicカンファメ 

To do：相手の言ったことをもう一度Ｃする、もしくはロジックに直して論理性を明確にする。 

言い回しをわかりやすく変えたり、情報を付け加えると better！( ｀・∀・´) 

効果：自分の理解に使う、他のメンバーの理解を埋める、テーブルに話や定義などををシェアする 

 

●話の終わりにやるＣ 

Ｃ ：Summeryカンファメ、Conclusion カンファメ 

To do：ある一定のまとまり（キャラクター、定義、Area など）で出た情報を一つにまとめる。 

Corporal Punishment 

Def) Teacher gives the damage to student 

 



 

  

話の中で得られた結論、得られていない結論をまとめる。 

効果：テーブルに話の全体像を結論付けて説明する。ストラテとして使う。 

２年生はこの時期【マクロな視点を持て！】ってチェアパに何度もよく言われるけど、 

まずは話の初めにやるＣを意識してみてください。そして自分の話へ handling するには、話の終わりに

やる C が不可欠です。これらのＣがいつも・どの話でもできれば、マクロな視点を持てます！！詳しく

は後述しまーす。 

１年生は話の途中にやるＣを、まずは必ずやる習慣をつけましょう！よくいわれるＱ→Ｃ→Ａ→Ｃ→Ｓを

やるのに非常に重要です！具体的なやり方はレクチャー中に説明します＾＾ 

 

蛇足ですが、個人的に自分の話をするうえで一番大切なのが Goal カンファメ、T/P カンファメ、コンク

ルカンファメだと思ってます。この３つを利用できれば、どんな話でも自分の話を乗っけられます。 

もちろん話をトリートしたあとでしっかり自分のアイデアを持ってるのが前提ですが！！( ・ω・´)笑 

 

② プレゼン 

せっかくいいチャートを書いても、プレゼンで相手に伝えられなければまったく意味なし！せつない

ね！！！！！！！！！！なので、プレゼン＋チャートで１つのＣだと思ってください。 

プレゼンで守ってほしいことは以下！ 

２． ＮＬＣ 

３． ＣＣＦ（時にＣＣＬ） 

４． ＫＩＳＳ 

５． ＡＲＥＡ 

です。レクチャー中にざっと説明する予定ですが、プレゼンに関しては法市のひろが素晴らしいレクチャ

ーをしてくれているので、詳しくはひろのを聞きに行ってくださいｗ（＾ω＾） 

 

３．カンファメの効果 

ふいー。こっからやっと今日のメインですｗやっとたどり着いたー 

カンファメは、「はじめに」でも言った通り基本的にテーブル全員の理解を統一するために行われます。 

しかし、カンファメにはそれ以外にも効果がある！私は下の３つの効果があると思ってます。 

 

Ⅰ：Understanding 統一 これはもうさんざんかいてあるから割愛します＾＾ 

 

Ⅱ：テーブル介入 

基本的にディスカッションで発言するには、自分の意見が必要です。Ｑであったり、Ｓであったり、ア

イデアであったり、ですね（＾ｕ＾）つねに自分から発信しなければ、話には入れないわけです。しかし！

カンファメは唯一、自分発信でなくテーブルに介入できるんですね。超便利！ 

 

Ⅲ：自分の流れ 

Ｃから【自分の流れ】を作ることができます。話のはじめにおく talking point や procedureカンフ

ァメ、Goal カンファメ、話の最後にうつコンクル Cなどが有効です。この辺はレクチャーで補足説明し



 

  

ます。 

注意してほしいのは、目的のないＣやハンドリングは無責任ってこと！自分の中で目的があってこそＣ

やハンドリングは効果的！Ｃで入って、そこから自分のしたい話につなげていく！すごいね！ヒョー！ 

４．C から S へ（実践編） 

カンファメの効果とか種類はわかったけど、実際どうやったら効果的なＣになるでしょうか？！ 

これが一番悩むとこだよねー！基本を踏まえたうえで見ていきましょう！ 

 

１－１．効果的なカンファメ 

効果的なカンファメになるためには、２つのポイントが必要だと思ってます。 

① Talking so far 

② What we should do（talk） 

です。つまり、①今までで何がわかったか ②これから何をしなきゃいけないのか の２つです！ 

特にテーブルを見てると、②が抜けてることがめっさ多いので②中心に One by oneで解説しまーす。 

 

① Talking so far 

文字通り、いままでの話でわかったことをまとめるカンファメです。具体的に言うとコンクルＣやサマリ

ーＣですねー。チャートの書き方のところでも書いたけど、基本「そのＣを見れば（聞けば）話が全部わ

かる」Ｃです。だから、モレのないマクロな C が理想です。 

特にゴチャった時なんかには、これで一発でＣを浸透させると「おおおおー！！！」ってなってめっちゃ

オーソリあがりますｗわら 

 

② What we should do（talk） 

これから何をするか、つまり何をしたら話が終わるのか、それまでにどうすればいいのかってとこのカン

ファメです。これがなくてゴチャってるのがすごく多い！｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡ 

まず話が始まったら 

・話のＧｏａｌ（話を始めたひとの intention）と effect 

・プロシか talking point 

があるか確認してください。もしなかったら絶対にＱ＆Ｃしてください！！ 

 

この２つをできたら、散々先輩とかに言われるマクロな視点とやらが身に着きます。 

マクロな視点＝話の始まりと終わりを見据えていることです。 

 

○蛇足○ゴチャるポイントをまとめてみましたー。これが抜けてたら絶対Ｑ＆Ｃ！！ 

 

 

 

 

 

・defi があいまい・・・vague wordとか、言葉の定義が詰まってなかったり、 

Difference point とかが不明瞭だとやばし 

・word choice・・・英語力とか、難しい単語使いすぎてるとかね 

・Goal・・・なにをすれば話がわからないと、暗闇をさまようことに…！ 

・intention・・・話す理由や、話し手がなにをしたいのかわからない 

・プロシ・・・どうやって話が進むのかわからない。話に地図がない状態。Talking point とか。 

・fact なのか defi なのか・・・事実を話してるのか、ただ単に個人の意見なのか 

・Only なのか one of なのか・・・All/some ,Always/Sometime とかも 

・Ｖ/Ｐ・・・誰にとって、誰目線での話なのか？ 

 



 

  

 

 

 

１－２．実践 

１－２．実践 

 

カンファメの種類ってたくさんありますが、今回チャートの種類を 

・our talking 

・stream 

・divide 

の３つに絞って実際に説明していきます。特に divide は本当に便利です。 

 

Our talking チャート 

Our talkingチャートは、基本的にＱをしながら埋めていきます。詳しくはけんたレクチャーへｗ 

 

じゃあ seriousness でボラハのアーギュが出たとしましょう。 

Problemで、S know risk to get C/P と some S do bad actionのストラテがとれてたとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このチャートの Clear とUnclear の項目だけを取り出したのがよくみるコンクルＣですね＾＾ 

 

Our talking チャートのメリットは、 

・話が終わりきってなくてもＱから入って最後までやれる 

・エリアタスクが見えるので、necessityのない話を流しやすい 

・Talking Pointにつなげやすい 

・話を包括できる 

っていうのがあります。 

 

逆にデメリットは、 

<Our talking> 

Area) Seriousness 

Task) to confirm Harm is serious for TG or × 

Idea) V/H is not serious for J/G 

Clear) ①TG know the possibility to get C/P 

      ②TG did bad action  ex)broke window 

    ③V/P:TG Harm is serious 

Unclear) TG’s Harm is serious for J/G or × 

 

T/P)①Harm= serious for J/G or × →NFC 

  ②if serious, help or ×  →comparison 

 

Talking so far 

(① ②はSIT=V/HでひとまとめでもOK＾＾ 

SOHのV/PはNFCがある前提であえて分け

て考えてます）) 

What we should do 

Talking point、プロシ。どこで話す、

までかけたらベスト！ 

字が多くて 

申し訳ない！（＾ω＾） 



 

  

・話が終わってからだとリピカンくさくなる 

・ロングプレゼンになりがち 

になります。 

使いどころとしては、話がすごくミクロになってるときとか、アーギュのまとめとかかな！！ 

Stream チャート 

時間の流れとかの話でよくつかわれる Stream ですが、話自体の流れをカンファメしたり、アーギュをト

リートするのにも実は使えます。今回は後者中心で説明しますんー！ 

 

●話の流れをカンファメする場合（体罰で先生の RSN of MTV の one of ex の defi でごちゃった時）             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Argue トリート 

たとえば、Teacher の RSN of MTV が to educate Student で、APA 行ったらできなくて先生かわ

いそうだからやめよ！ってアーギュのとき。 

まあDA なわけですが、どうやって流しますか？ただ「DA だよ！」って言うと空気微妙ですよねｗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stream カンファメのメリットは、 

・話の全体像と流れがわかる 

・start と effect がわかりやすい 

・相手の思考の流れを追える 

・Procedureや Talking point として流用できる 

<our talking> 

Defi of Teacher 

↓ 

Defi of T’s MTV 

↓ 

RSN of MTV 

↓ 

Ex of RSN of MTV 

 

話が始まった順を追っていくことで、みんなに「自分たちが今どこ

で話をしているのか」というのを気付かせられます。 

深海に潜ってるテーブルを引き上げてあげる感じですｗ 

マクロな視点＝話の始まりと終わりを見据えていること 

です。 

 

左の図なら、この stream がそのまま今出ている話題を先生のMTV

で話す procedure にもなるわけですね！ 

<●●’s idea> 

ASQ                   APA 

J/G has ×enough law 

↓ 

T want to educate S 

↓ 

T gives C/P to S 

↓ 

S Suffer mentally 

J/G makes new law 

↓ 

T ×give C/P to S 

 

T S/M    S ×S/M 

     

流れ（コンクルの打ち方とかプレゼンはﾚｸﾁｬｰで） 

・SQ でのコンセを stream で C する。 

・アーギュメンターは要するに PLAN とった後の

effect について話しているので、APA の stream

も C する。 

・AD の定義を OP に確認 

・相手の論拠の Tが S/M は PLAN 後の effect であ

ることを確認 

・DA ではないか、と伝える 

・納得したらコンクル C 



 

  

 

私は特に後者の使い方で、アーギュを流したり、アイデア出してきた人の話が複雑だったり二転三転と飛

躍したりしているときに、その人が言いたいことを具現化してトリートするのに使います。 

話の流れなら Task と合わせて使えるし、アーギュ用なら stream がそのまま Talking Point になって便

利です（＾ω＾） 

Divide チャート 

はい！きましたDivide チャート。これはめっちゃ便利です。 

大体テーブルに出てくる Divide をみると、１つか２つの Divide がくっついてて、選択肢みせて終わり、

って感じのが多い気がします。それじゃもったいない！もっと効果的に Divide 使いましょう(*´ω｀*) 

 

例：体罰の先生のＲＳＮ of SIT（SIT= give C/P to Student）でゴチャったとき 

だいすけ：「ＲＳＮof SITがききたいよー」 

くま：（オピメ）「xcareです！でも先生は人間だし、人間は全員 have stressだから、 

それが exampleです！」 

みんな：「？？？( ´ﾟдﾟ｀)Ａｌｌなのに one of なの？」 

よしみ：「ちょっとまって！ていうか All Teacher have stressの原因って生徒の Bad actionだよね？」 

くま：「だから先生はみんな stressあるんだって！」 

 

ゴチャったーーーーーーーーーーーーーー＼(^０^)／ 

 

はい。でもこういう状況よくありますよね。他にもいじめだったら場所とか、Ｖ/Ｐとか。Ｍ/Ｐだったら

way of claim とか。チーフ陣勝手に名前使ってすまないｗ 

 

じゃあ今の話を全部 divideに落とすとどうなるでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼンの順    ③                         ①                ②・④ 

因みに縦の直線はチャートの折り目です。詳しくはレクチャーで！ 

 

Divide チャートを使うメリットは、 

・話の全体図と流れが全部１つのチャートにおちる 

・新しい話が出た時付け足しやすい 

・Divideがそのまま procedure・talking point になる（effect もふくめ） 

<Teacher ’s MTV>           

                           Teachers            RSN of SIT             SIT 

Cause of stress            ○stress       ○give C/P 

                          ○All have stress           

   ○Bad action               RSN)human being    ×stress            ×give C/P 

     Ex)break window       ×All 

   ×Bad action 

 



 

  

・すべて Close Q（YES/NOで答えられるＱ）になる 

・one by oneではなしやすい 

・どの divideからでも話せる 

・シンプルなチャートを作れる 

たくさんあるね！！！意見の論理的成立に不可欠といわれる Logicとの共通項も多いです。 

とくに divide独自のメリットであると思うのが、Close Ｑになるってとこです。 

つまり 

・つねに自分が与えた選択肢の中から答えさせるので、自分がいきたいＧｏａl にすごく導きやすい 

・Ｑの形をとるので、よく handling教わるときに言われる「Ｑから入れ！」ってのが実行しやすくなる 

・divide の選択肢は真逆であるはずなので、Difference Point や effect、example を言わせることで

illustration がめっちゃしやすくなりますｗ 

 

自分の持っていきたいほうへ持っていくような handling をしたい場合は、その日テーブルに出たすべて

の話（アーギュも）を divide に落とす練習をするといいと思います！ 

もちろん話によって divideチャートじゃないほうが効果的なのもあるから、実際は使い分けてねｗ 

さて。ではこれらのカンファメたちは、実際のディスにどんな影響を及ぼすのでしょうか？ 

実際のレクチャーでケースみたいな感じで説明していこうと思います。 

 

５．おわりに 

おつかれさまでしたー！ここまで聞いてくれて・もしくは読んでくれて本当にありがとうございます！ 

今回は C自体というよりも、それをどうやって使うのかってとこを話しました。 

ただ、ぶっちゃけ私の中でカンファメやハンドリングは感覚に近いものがあって、体系だてて話すのは難

産でしたｗ なので、わかりにくいとことか、「これちがくね？」っていうのもあると思います。 

あくまでこれは私が意識したことを書きだしただけなので、絶対正しい！って言ってるわけじゃないです。

ただ、自分なりに３年間で自分が感じた Cからのハンドリングを書いたつもりです。 

 

覚えておいてほしいのは、これを読んで終わるのでは全く意味がない！！！ ①読む→②理解する→③実

践する この３つができて初めて自分のものになるんです！もしこのマテが「実践する」ところにつなが

る１つのステップになればうれしいなー！うひひ！ 

  

最後に。C や、それを含めたハンドリング（トリート）は、あくまでディスを進めるための１ツール。デ

ィスのキモは、お互いのアイデアを話し合って１つのコンクルを得ること。つまり、ハンドリングで話を

進めたり切ったりした後に、何も残らなければ意味がないんです！purpose でよく「ハンドリングしま

す」っていう子がいるけど、違うでしょー！ｗってことですｗ私もそうでしたが！！！ｗ 

 

長々と書きましたが、なんか質問とかプレパとかあれば気軽に読んでください！！！ 

あとだれかポケモンとワンピースとカメラについて熱く語りましょうｗｗ 

 

JIDM バイスプレジデント 

 

ありがとう 

ございましたー！ 

 



 

  

明治大学 ESS ディスカッションセクション 

田丸夢里 

 


