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１．Handlingってなに？ 

 

Handlingをするにあたって、やっぱHandlingとは何かていうのを、理解してないとでき

ないよね？だからHandlingとは何かみんな考えてみよう(^o^)／ 

 

Handling＝Discussionをスムーズかつ高質にするた

めの舵取り又は Ideaの扱い方。 

あくまでHandlingは目的達成のための手段にすぎません。目的のない Handlingは、ただ

の交通整備です。なので、「何のためにHandlingするのか」ていう意識をわすれないよう

にね。 

例えば、ideaを深めるためにこの T/Pやろうとか 3時間でコンクルとるために DAとして

扱おうとかね。これを意識できるかできないかは Handlingができるかできないか、みんな

が乗ってくれるかのどうかに密接に関わってくるからね。 

 

 

これが多種多様なHandlingの基本であり本質かな。覚えておいてね（*^_^*）。 

 

<おまけ>次にいく前にHandlingも色んな形があるからそれを簡単に紹介するね。まあま

くまで特化したやつだから、もちろん全部できたら最強なんだけどね。自分がどれに向い

てるとかの参考にしてね。Handling少しできるようになったけど上手くいかないって人は、

推進力がなかったり求心力かなかったりだから、自分の足りない所を補ったり、長所を伸

ばしたりするのにも参考になるかも。でもあくまで基本が大事だから少し上級者むけかな。 

 

・推進力Handling→進むスピードが速く、みんなをぐいぐい引っ張る Handling 

Merit)必要なところに時間を使える demerit)テーブルメンバー置いてけぼりの可能性高 

・求心力Handling→understanding統一を重視し、みんなと一緒に歩く Handling 

 Merit)多種多様な意見を得られる demerit)スピードが遅くコンクル得られない可能性 

・先発系 handling→瞬時に何が障害かを予測し、誰よりも早く Sを打つHandling 

Merit )介入が速い demerit)assumptionのため間違えたら赤っ恥 

・後発系 handling→相手の話を十分に理解してから、介入する handling 

Merit )ミスが少なく考える時間が多い demerit)後発のため QLの高さが求められる。 

・doubt系 handling→先に doubtを振ってから、解決策を示す handling 

Merit)reasoningが強い demerit)一歩間違うと doubter笑 
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2．どーやって Handlingすればいーの？ 

さてさて、ここから handlingの仕方についてレクチャーするよー。ここでは、handling

するにあたっての pointをいくつか紹介するねん。 

 

<Point1> 目的(why)から逆算せよ！！ 

 

why(目的)      handlingができない人の中には、先輩から教えてもらったやり方 

 は知ってるけど、違う Answerが来たら、突然できなくなっちゃう 

 人いるんじゃないかな？ でもhandlingってさっきも言ったように、 

how(やり方) 目的達成の手段だから、何がしたいか、何が必要かわかってないと 

 上手くできるはずないよね。だから、どーやってHandlingすればい 

 ―のか、考えるときはまず何をしたいか(何が必要か)を考えて、次に 

what(手段) どうやってやるのか、最後に何をするかを考えよう！ 

          この考え方はhandlingの基本だから無意識にできるようになればも 

          う立派な handlerだね(^^♪ 

Eg)例えば、JIデザバイで明治 3年の小杉聡一郎が海で髪が濡れてめっちゃはげてたとしよ

う。もうそれはみじめなほどにｗｗ。で智子はそのはげに気付いてないとする。みんな小

杉のはげ隠すでしょ？場合によってはリーブ 21すすめるでしょ笑。つまり、why(小杉のは

げ隠したいｗｗ)how(頭に何かかぶせよう)what(わかめでものせとけｗｗ)となります。日常

だったらこんな whyから考えなくてもいけるけど、disだったら whyから考えてね。 

 

<point2> テーブルメンバーvs3時間でコンクルをとる難しさ 

これは handling の心構えだね( 一一) よーするに、ハンドラーvs アーギュメンターとか

になっちゃだめだよってこと。Handlingは disをよりよいものにするためのものだから、

handling が原因でテーブルが停滞したら、元も子もないよね。だからこの心構えが必要な

んだ！！discussion は 3 時間という限られた時間でコンクルをとらないといけないんだよ

ね。みんなが言いたい放題だったらコンクルはとれない。だからこそ、handling が必要な

んだ。普通に考えて、君のアイデアここじゃ話せないから DA なって言われるより、君の

アイデアここじゃ話すの難しいし、あと 1 時間でコンクルとらなきゃだから DA で君のア

イデア話した方がコンクルとりやすいし、君のアイデアコンクルになるよって言われた方

が気持ちいいし、乗りやすいでしょ？ つまり、そーいうこと（*^_^*） 
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<point3> why(目的)の考え方＝現状分析 

「そもそも whyが考えつかないんだよのっぽｗｗ」ていう人多いんじゃないかな？その悩

みに答えましょう。そもそもなぜ、handling において目的意識が大事かというと、目的意

識には現状分析が伴うからです。現状分析ができてこそ、目的が生まれます。現状分析は

handling において不可欠です。現状分析とは、なんかごちゃってる、誰かがアーギュを出

しているていう程度じゃ不十分です。もっと掘り下げて考えましょう。例えば、なぜごち

ゃってるのか、なぜそのアーギュを出したのかまで分析しましょう。でわでわ現状分析の

コツをレクチャーしまーす!(^^)! 

1.Common,Clash(どこが共通していて、どこが対立しているのか) 

2.clear,unclear(何が明確で、何が不明確なのか) 

3.intention (相手が何をしたいのか、どんな価値観が根本にあるのか) 

4.task(今しなければならないことは何か) 

5.direct,indirect（話がかみ合っているかどうか、かみあってないならそれはなぜか） 

6.goalと necesity（この話の goalは何か、その goalを達成するためには何が必要か） 

7.merit,demerit 

 

主にこの 7つを意識して現状分析できれば、handlingには十分です。これがわかってれば

もう目的は見えてくるんじゃないかな？もちろん、常にすべてが必要なわけじゃなくて、

ケースバイケースだから、あくまで指針にしてね笑 

Our talkingのチャートととか使うと、情報整理できていいかもね！！ 

 

 

 

 

 

<おまけ>いちいちこの 7つを聞くのは時間かかるし、煩わしいよね。だから、understanding

についてかくね。Understandingの仕方は主に 2つあります。 

1． トップダウン understanding→相手のプレゼンで足りないことを assumptionで補う 

2． Qで詰める understanding→相手のプレゼンで足りないことを Qをして補う 

Handlingは速さが重要です。つまり、understandingの速さが重要です。1のトップダウ

ンはミスアンする恐れがあるけど、Qでつめるより圧倒的に速い！！自分の understanding

が遅いと感じている人は練習してみてもいいかもね。なんか assumption使っちゃだめだよ

って言ってる人多いけど、assumptionは重要だと思うんだよね。でももちろん使い方が大

事だけど笑。トップダウンやるなら、ちゃんとあってるか確認するの忘れないでね。 

あでも、基本が大事だからだいぶ上級者向け！！ 
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3． Proceedingと point shooting  

 

やあやあ、みんな whyの考えられるようになったんじゃないかな？ 

次は、how、whatについてレクチャーするよー（*^_^*）最初はプロシ、論点抽出から！！ 

最近の傾向としてプロシ引く人あんまいないんだけど、handlingの一つの方法としてごち

ゃってるときとか、論点抽出したいときに有効だから、できるようになるといーね 

ちなみに、プロシと T/Pは違うって言ってる人もいるかもだけど、そんなんたいした問題

じゃないから、ここでは同じように扱います！！ 

 

＜プロシ、T/P を引くために必要なもの＞  Goal 

これだけで、基本大丈夫です！！もともと、プロシは、goalを達成するために必要なもの

だけを検証し、迅速にコンクルを得るためのものだから、goalだけ分かってたら十分なの

だ！！ 

 

＜プロシ、T/P を引くコツ＞ 

コツ 1 goalから逆算して考える 

これが、基本中の基本ですね(^^♪  

具体的には、goalを達成するために必要な Aはなんだろう？って考える。Aを検証するた

めに必要な Bを考える。その繰り返しですね！！ 

 

 

    ↓ 下の空欄を検証するためには、何が必要だろう？ 

 

    ↓ 下の空欄を検証するためには、何が必要だろう？ 

 

    ↓ goal得るために何が必要だろう？ 

Goal 

イメージとしては、こんな感じで空欄を埋めるイメージですね！！ 

最初は難しいかもしれないけど、要は慣れですｗｗたくさんテーブルしてね 

例えば、Goal がコンセをとることだとする。コンセをとるためには、みんなの同意が必要

だよね。みんなが同意するためには、理解を統一しないといけないよね。つまり、 

1． Understand  2. Agree or × 3．Conclusion 

こんなかんじですね！！ 
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コツ 2  View Point(V/P)をうまく使おう！！ 

プロシを引く時は、V/Pを使うと、分かりやすくなるよ！！ 

というのも、V/P がわかると、Goal を達成するために必要なものがわかりやすくなるんだ

よね。 

V/P＝us（J/G）   Goalを達成するためにはテーブルメンバーの同意が必要 

V/P＝O/P         Goalを達成するためにはオピニオンプレゼンターの意見が必要 

V/P＝R/J/G (TG)   Goalを達成するためには Evi又は imagineが必要 

大別するとこんなかんじで、Goal を達成するために必要なものが、わかります。つまり、

V/Pによってプロシの基本的な形が決まるんですね。それをケースバイケースで応用してい

くんですねはい。基本的なものはこんな感じですね。 

V/P＝us（J/G）  1.understand 2.all t/m agree or × 3.conclusion 

V/P＝O/P        1.understand 2.conclusion 

V/P＝R/J/G（TG）1.understand 2.evi or × 2.5 imagine or × 3.conclusion 

もちろん、これがそのまま使えるとはかぎらないから注意してね。例えば、V/P usでもっ

と論点を細かく抽出しないといけない時もあるし、one by oneでやった方がいいときをあ

るから。でも、基本的にはここから、離れないから、柔軟に応用してね！！！ 

 

 

コツ 3 ロジカン 

ロジカンでもプロシ（T/P）が引けるね！！ロジックは Dataと Warrantがそのまま T/Pに

なるからね。みんなもロジカンが論点抽出に有効なのはわかってると思うから、 

ロジカンする時のコツをレクチャーします。 

まず、ロジックの構造を理解しよう。ロジックは、Claim,Data,Warrantで構成される三角

ロジックです。つまり、主張、根拠、理由付けだね。要するに、この三つが分かってれば

いいだよね。極端にいえば、相手のプレゼンをすべて聞かなくても、この三つが分かって

れば十分。まあ、相手のプレゼンを注意深く聞くことが一番大切かな。 

でも、コツをあげるなら、接続詞に注意すること！！ 

例えば、becauseとか in conclusionとか that’s whyとかかな。Becauseは根拠があとに来

るし、in conclusionは明らかに主張だね。that’s whyは理由付け。こんな感じで、接続詞

が、ヒントになることは多いと思うよ。あと I thinkとかも理由付けや主張を言っている場

合が多いから、参考になるかも。ロジカンはやっただけ成果が出るから、普段のテーブル

でも積極的にやってみてね(――〆) 

 

話ずれるけど、接続詞に気を付けるだけで、プレゼンは圧倒的に上達するから、 

普段から、handlingに関係なく、意識してみてね(^O^)／ 
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4． Suggestion 

ついに最後、Suggestion です。Handling は suggestion だといっても過言ではないほど、

suggestion は重要ですね。ページの都合上、少ししか触れられないのが残念です。次に、機会

があれば suggestion について書きたいですね！！ 

でわでわ、suggestion について少しレクチャーしたいと思います。 

Suggestion をするためには、3 つのステップがあります。 

＜step1>  現状分析 

これは、前のページに書いたので、割愛しますねー 

＜step2>  suggestion を考える 

ここで、suggestion のコンテンツを考えましょう。思いつかないって人をいると思うので、い

くつかアドバイスを。 

1． 包括的にアイデアをとらえるのではなく、部分的にとらえよう  

対立もしくは、停滞してるものを包括的に Sをだすのは、とても難しいです。なぜなら、対

立、停滞している理由は一つじゃないから。だから部分的にとらえましょう。なるべくコア

なものがいいですね。例えば、Common と Clash があって、Clash が停滞しているコアな

原因なら、Clash を解決する方法だけを先に考えよう。そのあと、必要なら、Common に

対応する S を考えて、組み合わせればいい。要は、足し算みたいなかんじ(^O^)／部分的に

なら、S も思いつきやすいんじゃないかな？ 

2． Win Win（compromise 的要素） 

S を考えるときは、もちろん両方の意見を取り入れないといけないよね。俗に言う、

Compromise ってやつです。Compromise は妥協で訳すけど、僕の中では、Win Win のイ

メージです。両方にメリットがあるってこと。例えば、今 NFC でごちゃってる。Talk now

か否かのごちゃり。O/Pは先に進めたいし、アーギュメンターは自分のアイデア話したいよ

ね。だったら、ここで止まっていても双方にとって、よくない。でも、単純な DA 流しだと、 

アーギュメンターのメリットは薄いよね。これだと、Win Win じゃない。だったら、DAで

アーギュメンターが話せるような J/C を新たに加えるとかした方が、より Win Win に近づ

くよね。要するに、ここでこうしてても、いいことないけど、自分の S だったら双方にとっ

てメリットがあるよ、そんな S が Compromise だと思います。 

3． 表面的ではなく、根本をさらう S 

何が表面的で、何が根本なのか定義するのはむずかしいけど、イメージとしては、task と

かじゃなくて、今根本的に何をすべきかとかとか、相手はアイデアを通して何がしたいのか

を分かるようになるといいよね。例えば、残り 30 分で流しても仕方ないし、そのアイデア

を表面的にとらえて、根本にある価値観とか、やりたいことをないがしろにしてたら、だめ

だよね。だから、根本をさらう S が理想だよね(；一_一) 
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4． 柔軟に 

もちろん、典型的な DA 流しとか、SOL 流しとかは基本だし、大切なんだけど、 

やっぱり臨機応変に対応するって柔軟な意識を忘れないでね。ときには基本を超えた S じゃ

ないと解決しない場面もあるし、アイデアもケースバイケースだから、柔軟性を忘れないこ

と！！ 

 

＜step3> どうやったら Sが通るか考え、実行する 

いかに Sが素晴らしくたって Sが通らないこともあります。原因としては、Sのメリット

提示不足や reasoning不足、タイミングなどが考えられますね。Sは通らなかったら意味が

ないです。だから、どうやったら Sが通るか考えるのは、とても大事なんですね。 

具体的に考えるべきこととしては、 

Sのメリット提示（Sにどんなメリットがあるのか） 

Sが通った後の結果をイメージさせる 

Reasoning（なぜこの Sが必要なのか） 

タイミング、プレゼン、オーソリなどが挙げられます。 

Suggestionっていってもコンテンツだけではなくて、どう通すかも Sの技術のうちです。 

Sが通らなかったときは、Sの QLだけじゃなくて、上にあげたものに問題があるのかもし

れないね。なので、忘れてしまいがちかもしれないけれど、このことも意識してみてね。 

 

＜まとめ＞ 

ども(^^♪ 遅れましたが今回handlingを担当しました、明治大学チーフの篠崎修平です。 

今回だいぶ基礎からハンドリングについてレクチャーしました。みんなどーだったかな？ 

みんなの少しでも役立ったのなら嬉しいです(^O^)／ 今回レクチャーブックだけだから、

少し難しかったかな？ 

ちなみに、表紙に明治の小杉くんを使ったのは、特に重要な意味はありません。ただ、あ

の写真を使いたかっただけですｗｗ。許可はとってます。友情出演てやつですね。 

 

いちお、基本はだいたいインプットできるように書きました。でも、handlingで一番大切

なのは、アウトプットです。頭では、分かっていても実際やってみるとできないものです。 

なので、実際のテーブルで練習してください！！その都度、CPのリフレをもらってテーブ

ルごとに成長していくのが、王道であり何気に近道だと思います。それと、handlingにお

いて感覚って案外大事です。例えば、このアーギュごちゃりそうだなとか、あれ話かみ合

ってなくねとか。なぜなら、その感覚によって、handlingの QLがあがったり、介入が速

くなったりするんだよね。そんな感覚を、日々のテーブルで培ってください。 

みんなが童貞ハンドラーから卒業するのを楽しみにしてます（*^_^*） 
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＜最後に＞ 

最後にこれからを担う後輩たちにメッセージを書きたいと思います。少しでも参考にして

くれたら嬉しいです。 

僕は、いままで明治をよりよくするため、明治を守ることしか考えてなかったです。それ

は今でも変わらないですね。チーフをやろうと思ったのもその理由だったので。 

その気持ちがあったから、今まで頑張って来れました。みんなもそれぞれ思うところがあ

って、決意したことをあると思います。そんな気持ちを忘れないで、大切にして下さい。 

きっとその気持ちが、いつか自分を強くしてくれます。大事なのは、ディスを頑張った先

にあるから。それは、自分の望むものではなかったとしても、それが君たちの頑張った証

として、のこるはずだから。 

一年前を思い出すと、僕もいろいろ悩んでいた気がしますね。きっと、君たちも悩んでる

んじゃないかな？ 自分のこれからの不安とか、周りの環境を変えたいとか。 

たくさん悩んで、考えてください。きっとそれが自分の軸になるから。そして、今なにが

できるのか、何をすべきなのかがきっと分かります。 

現状を変えるは 2つ方法があって、自分を変えることと、人を変えさせること。時には、

両方必要です。とりわけ、僕みたいにインナーを良くしたいなんて思ってると、人を変え

させることの壁にぶち当たります。すごく難しいよね。まあ一概には何すべきかは言えな

いんだけど、自分が行動しないと始まんないよね。とにかく、いっぱい考えて行動してく

ださい。 

 

 

いやー柄にもなく熱いこと書いてしまいましたｗｗ。飲むと熱い話ししたくなるから、熱

い話ししたいときは、飲みに誘ってください（*^_^*） 

なんか文字ばっかりでだいぶ見にくいし、難しかったと思うから、質問、意見があったら

いつでもメールやら、ラインやらしてね。なんか他大学の人にめっちゃ怖がられてるけど、

優しく対応するので安心してくださいｗｗ 

大会でのディビ希、明治のプレパ来たい、飲みの誘いも大歓迎です!(^^)! 
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