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Ⅰ Prologue 

 

はーい！こんにちは(^O^)／ 

今回はハンドリングのレクチャーをやっていきます。 

「ハンドリング」って聞いて、みんなやっぱ「かっけー、やってみてー」って思いますよ

ね？僕も一回生のころ３回生が他人の言いたいことをさっとトリートして、テーブルを進

めていってくれる姿にあこがれました。これができればオーソリゲット間違いなし！ 

やっぱりハンドリングはディスカッションの醍醐味の一つだし、できたらディスカッショ

ンが楽しいときっと感じるはずです！ 

今日は、そのハンドリングを抽象的なとこから具体的なとこまでレクチャーしちゃうんで、

みんなしっかり学んで帰って下さい！！！！ 

では、早速はじめましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDLING LECTURE 

BY GIAN 

3 

 

Ⅱ What’s handling 

 

この章では、ハンドリングは何ぞや！っということを明らかにしていきたいと思います。

だって Discussion と同じように definition が分からないものを、理解したり実行したりす

ることはできませんよね？ 

じゃあ、説明します！ 

 

Handlingに関するイメージ・・・ 

 

 

 

               ②what we should do 

 

 

 

 

 

         ①talking so far（サマリーC,コンクル C） 

 

 

ハンドリングは上記した２つのことから構成されています！ 

 

①talking so far（サマリーC,コンクル C） 

 →今まで何を話していて、どのような結論を得られて、どのような結論を得られていな

いのかカンファメします。 

②what we should do 

 →①でカンファメした内容をエリアタスクやタイムマネジメントなどを考慮して、これ

からどうするのか Suggestionを打つ！しかも、それは自分の持っていきたい方向！ 

 

これだけじゃちょっと抽象的すぎるよね？ｗ 

そこでこれらを実際にどのように行えばよいか、次の章で説明します。 

 

今日まで、よく先輩にカンファメを鍛えろと言われてきませんでしたか？それはハンドリ

ングする段階で①talking so far（サマリーC,コンクル C）ができる必要があるからなんで

す！！ 
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Ⅲ How to handling 

 

まず前の章で説明した①talking so far と②what we should do の流れを具体例で示してみ

たいと思います！ 

 

設定（トピック：安楽死  状況：Problem areaで eviを吟味中  OP：しょぱん） 

 

なかお：しょぱんは患者（patients）が死にたいと思ってると言ってるけど、このエビで

ほんとに証明できてんの？だって、このエビには「患者が死にたいって言ってた」

と書いてあるだけで、ずっと死にたいって思ってるかどうか微妙じゃない？確か

に死にたいって思うときもあるかもしれんけど、そんなん変わったりするじゃ

ん！！！ 

 

じゃい：ちょっとまとめさせて！なかおは患者は死にたいと思ってる時が確かにあるかも

しれないけど、そうじゃないときもあるよねと言いたいんだよね？ 

 

なかお：うん！そう！ 

 

じゃい：じゃあ、なかおとしょぱんの意見の共通部分として患者が死にたいと思ってる瞬

間があることは明白だよね？んで、意見が分かれてる死にたくないと思ってる瞬

間があるかどうかは分からないって感じだよね？ 

 

なかお＆しょぱん：そう！それ！ 

 

じゃい：わかった。それでさ！今やらないといけないことってさ、このエビが“患者が死

にたくないと思ってる”ことを証明できると言えたらいいんだよね？ 

 

ほてい：そのとおり！ 

 

じゃい：じゃあ、さっき“患者が死にたいと思ってる瞬間がある”ことを確認出来てるか

ら良くない？だって、その部分について救う余地があるし、しょぱんの定義だと

ずっと死にたいと思ってなくても TG になり得るんだから、そこは最低限確認出

来るじゃん！！！ 

 

こんな感じ！ｗ 
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今の例で大体の内容は分かったはず！ここで、注意してほしい点がいくつかあるから、そ

れを細かく説明していくわ！ 

 

 

POINT１ サマリーC 

サマリーCはみんな知ってるよね？その名の通り話をまとめることなんだが。このサマリー

C には二種類あって、一つ目はよく皆がする Problem 終わったときとか、話長くなったと

きとかにやってくれるやつ。もう一つは、話がごちゃったり、複雑になったときにするサ

マリー！違いはその後にすることが残ってるかどうかかな！みんなもちろん前者はできる

よね？POINTとしてあげているのはもちろん後者です！ 

 

POINT１－１ NLC 

プレゼンの基本ですが、サマリーするときは特に注意してほしいです。なぜなら、サマリ

ーが必要ということは確実に複数の情報が入っているはず！じゃあ、NLC を使った方が整

理されて GOODですよね？ 

 

 

POINT１－２ チャート 

これはマジで必要！上で書いたように情報量が多いわけだから、チャートなしじゃ伝わり

ません！理解できません！ 

あと、ハンドリングをするにあたってチャートがないことは死を意味します。なぜなら、

皆の中心になれないからです。だって、他の人がチャート持って説明してくれたら、そっ

ちの話ききますもん！ 

 

参考までにさっきの例をチャートに示すと・・・ 

 

      ＜Our talking＞ 

        1. talking so far 

           Clear…Patients want to die at the moment 

           Unclear…Whether patients always want to die or not 

        2. what we have to do 

Confirm that evi prove defi 
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POINT１－３ 今どこを話しているのかを明確にすること 

これもとても大事です！別に Clear/Unclear は使わなくてもいいけど、今の話でどこまで

いったかしっかり、確認してください！Clear/Unclear を使うと、今 Aと Bが Clear,Dが

Unclear ですよとしっかり Cをしてください。そしていま Unclear の Dについて話してい

るんですよと、重ねて説明してください！これで今まで話はどんな結論を得ていて、どん

な結論が得ていないかが明確になり、今話しているところも明確になります。たまに今何

を話しているかわからないときがあるよね？そんな時にビッシとこの C をしてください！

そしたら、みんな理解させながらディス出来るし、オーソリもゲットです！ｗ 

 

 

POINT２ プロシ 

ずばりプロシです！みんな、このチャートを見ればどういうことか分かるはず！ 

 

＜way to proceed＞ 

1, continue to talk  

2, talk later 

 

こうやって複数の選択肢をあげて、自分の進めたい方向を皆に選ばせることになります。

これで、自分の進めたい方向に進められればテーブルを大きく前進させたことになり、テ

ーブルへ貢献度 MAXです！オーソリも急上昇！ｗ 

 

POINT２－１ テーブルへのメリット 

これはなぜこっちのプロシがいいのかという理由になります！これがなければみんなこの

プロシに乗りにくいですよね。だから全体へのプロシをかならず言ってください！ 

ここの理由にはほとんどセオリーに絡んだ理由になります（Area task, Time management

などなど）。 

 

POINT２－２ 相手へのメリット 

上のテーブルのメリットだけでは、アーギュメントをだしている相手が乗ってくれない場

合があります。ここで、相手に後でこの話をすることが出来ることなどの相手へのメリッ

トを提示してあげることが重要になります。 
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番外編（トリートの復習） 

 

はーい！ここで番外編としてトリートの復習をしたいと思います！みんな分かってると思

うけどトリートはハンドリングを行う上で必要不可欠なものです。なので、一応確認の意

味を込めて復習したいと思います。 

まず、トリートって何だろう？ 

トリート … テーブルメンバーの発言を分かりやすくテーブルに浸透させること 

ですよね？ 

 

基本的な方法論については、以前レクチャーをされていると思うので省きます。今回、皆

に何を伝えたいのかというと・・・ 

「Q→C」守れてますか？ということです！！！ 

トリートは相手の ideaを正しく把握する必要性がありますよね？なのにいきなり Cで入っ

て失敗したことありませんか？見切り発車したことありませんか？ 

ミス C はオーソリを下げちゃうことになるので、ハンドリングを行う上で招いてはいけな

い事態です。避けましょう！何としても！ 

 

実は「Ⅲ How to handling」で出てきた例の中の僕、Cに見えて実は Qしかしてない！ 

全て YES・NOで答える Closed Qになってるはず！あれを最終的には目指してほしい！ 

 

例のように上手くいけばいいけど、理解が怪しいときはもっと Q に近い形でやると大丈夫

です。 
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Ⅳ Epilogue 

 

おつかれーーー！今日、こうしてハンドリングの方法を学んだわけなんだけど、勘違いし

ないでほしいことがあります。それは、紙面上でこうして理解することと実際に出来るこ

とは全くの別物であるということ！これをしっかりわかってくれ。 

よく理解できたからテスト大丈夫と思って、実際受けてみたら解答書けないこととか受験

時代あったでしょ？あれと全く同じです！ 

 

あとセオリーの理解をもう一度復習して確認しておくこと！ 

ハンドリングすることは何かしらの S を打つこと。S を打つには RSN がいる。その RSN

たちのほとんどがセオリーに詰まってるから、ちゃんと理解していて下さい。 

 

みんながんばれ！ 


