
 
 

このタイトルのフォント読みにくいですね！調子に乗ってワードアート使っちゃいました

＾＾ 

 

初めましての人もそうじゃない人も、こんにちは♪上智大学の木村彩子です。ねぎと

ろって呼ばれたりそうじゃなかったり。とりあえず、好きなように呼んでください★ 

 

今日は皆さんに、opinion presenter（学校によっては opinion maker とも呼ぶ）につい

て、私なりのレクチャーをしたいと思います。私は歴代のレクチャラーより、たぶん

opinion presenter の経験値は低いと思います。でも、じゃあなんで opinion presenter

についてレクチャーしたいと思ったのか。それは、私が PDD の大事な局面ではいつも

opinion presenter としてディスに参加したからにほかなりません。 

今回のレクチャーは、必ずしもすべての人に納得してもらえる内容じゃないし、それど

ころか「聞いて損したぜー」なんて思われてしまうかもしれません。 

 でも、もちろん損してもらいたくてレクチャーをするわけじゃあないから、一個人の意

見にしか過ぎないけど、ちょっとでも「使えるな」って思ってもらえるレクチャーにしたい

です。そうすれば来てくれたみんな、レクチャーした私それぞれに、意味を持たせられる

んじゃないかなと。 

 

 前置きが長いなぁ…。いつも人に言われます。 

言いたいことは簡潔に、わかりやすく！それもディスカッションの基本です！！ 
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【opinion presenter とは何か？】 

 

言わずもがな、opinion presenter（以下 OP）とは、PDDの中心にいる人物のこと。その

日の議論のテーマはその人から発信されます。その人が「今日は death penalty につい

て、死刑囚を助けようと思うんだ！！」って言えば、今日の話題はそれで持ちきりです。

あたりまえです。それが OP の特権でもあるんですから。 

 ２年生のとき、１年生にこう教えました。OP とは、ある問題に関して困っている人を助

ける案を出す、正義の味方のことなんだよ！！って。でもね、違うんです。いや違わない

んだけど、なんというか、「誰から見ても正義」なわけじゃないんです。OP が正義の味方

だったら、じゃあ DA 出す人は悪の手先なのか？ってそんなことあるわけない。DA プレゼ

ンターは彼・彼女なりに、DA で苦しむ人を助けたいのであって、「ひっひっひ、OP よ苦し

めーはははー」とか思ってるわけじゃない。（まぁ、単純に議論を白熱させたいとかって

こともあると思います。でもベースにあるのは「そのプランじゃ苦しむ人出てきちゃう

よ！」って正義感ですよね？） 

 だから OP は、自分の助けたい人、自分のオピニオンの軸を信じるのも大事だけど、DA

プレゼンターも OP と同じ人種なんだって思わなきゃいけません。これはまた、おいおい

詳しく話したいと思っています。 

  

とまぁ、OP というのは、あるトピックに対する打開策を「自分なりの正義な」観点から

考えだし、それをメンバーに提示する人のことなんですね。 

 

【Opinion Presenter をすると何がいいのか】 

 

 来ました！！要するに OP をすることで得られる AD はなにか？ってことですよね。先

輩にも口酸っぱくして言われてるかもしれないけど、おさらいということで、OP のいいと

ころ、挙げてみましょう。 

 

○OP をするとこんなとこが上達する！（と言われている！）○ 

・ 

・ 

・ 

 

 



 
 

【Opinion Presenter に向いてないって思う人へ】 

 

「でも、OP ってなんだか性に合わないんだよな…」 

そう思っている人もけっこういるんじゃないかと思います。それでタイミン逃してたから１

回も OP やったことなーい！なんて人もいちゃったりなんかして…。 

もったいない！！すっごーーーく、もったいない。でも、やったことない、やりたくない人

の意見も聞かずして「やってみなよ」って言うのも建設的じゃないので、訊いてみました、

「なぜあなたは OP をやらないの？？」 

 

＊回答＊ 

 

Participants のほうが、気が楽にできる。 

→プロシードしなくても済む。変な質問に惑わされずに済む。 

 

argument が好き。 

→単純に argument が好き。もしくは、OP の「normal な」意見に賛成できない。 

 

…なるほど。言ってることはよくわかります。 

でもでも、OP をやることが上達の近道であると信じている私は、どうしてもその意見

を変える手伝いをしたい。じゃあどうする？？そうだ、その回答を、AD の方向にシフトさ

せちゃえばいいんじゃないでしょうか？！つまり、その「OP をやるとここがいやなんだよ

なぁ」を、「OP やってもここは変わらず楽しめて、さらにあれもスキルアップ！」みたいに

させちゃいましょう！ 

 

〇pants になりたい！思考のあなたへ○ 

 

まず、どうしてプロシードするのが嫌なんだろう？それにはいろいろ理由はあると思

います。 

たとえば、以下のような理由。 

A 子「面倒くさいのよねー。ほらあたしプレゼン力とかないからぁ、ごちゃらせちゃうし」 

B 男「みんなから責められてる感じがするんだよな…。俺ってばチキンじゃん？」 

 

こ…こらぁーーーーー！！って、なんだか叫びたくなるくらい、適当な仮名とムカつく



 
 

言い方ですね。まぁ、考えたの私なんですけど。 

気を落ち着けて、このセリフでポイントになるところに下線を引きましょう。 

 

「面倒くさいのよねー。ほらあたしプレゼン力とかないからぁ、ごちゃらせちゃうし」 

 

ほとんど下線じゃんね。ま、１つずつ見ていきましょう。 

まず「面倒くさい」。 うーーーん。面倒くさいのはね…本人の性格だし、私自身も面倒

くさがりだから何とも言えないな…。（←あきらめ） 

じゃあ「プレゼン力ないからごちゃらせる」ってところかな、やっぱ。じゃあなんでプレ

ゼン力がないんだろう？？ 

こう言う人はたぶん、「この前の大会でわけわかんないこと言っちゃってごちゃらせ

ちゃった…おとなしくしてたほうがいいかも」って思った経験があると踏んでるんだ。私

も２年の時の春セミで、言えば言うほどテーブルを混乱に巻き込んだ時の怖さを今でも

忘れられないです。特にランクの付く大会だったしね。でも、次のディスで、発言すること

はあきらめたりはしなかったんだ。しゃべればしゃべるほどプレゼン力はあがるって信じ

てたから。なんでって、リフレクションはそのためにあるからですよ！！ 

 

で、OP の話に戻りましょう。つまりですね、さっきも言ったけど、しゃべればしゃべるほ

どプレゼン力は上がるんだから、最もしゃべくる OP はプレゼン力上げるのに打ってつけ

なんですよ！ 

 

「プレゼンができない→OP やらない→プレゼン力停滞→もっと OP やらない…」 

これって、すごくもったいないスパイラルですよね。 

 

で、B 男ね。これまた下線引くと… 

 

「みんなから責められてる感じがするんだよな…。俺ってばチキンじゃん？」 

 

…責められたくない…チキン… 

 

っかぁーーーーー！！男ならしゃっきりせんかい！！ 

 

 



 
 

とは言いません。だって、「女の子はおしとやかに」とか言われたら私怒り狂っちゃうもん。

だから、チキンとか責められたくないのは、しょうがないことだと思います。でも、チキン

を言い訳にして OP をやらないのは、ディスカッサントとしての成長が危ぶまれてしまう

気がするのね。だって、ディスカッションって何の場なのって考えたら、人と意見がぶつ

かり合うのはごく自然だって見えてくるから。チキンなんて言って尻込みしてたら、面白

い議論は生まれ得ないんじゃないかな。 

  

だから逆に、OP として「かかってこいやぁ」くらいの勢いで迎え撃ってほしいかも。そ

れから、OP になるとテーブルで孤独になっちゃうと思わないでほしいな。確かに、アーギ

ュメンターによるオブジェクションは怖いけど、いくらでも、自分を守ってくれる人を、そ

ういう人間関係を、ディスカッション中に作り上げることは可能ですから☆これについて

もまた、③で詳しく説明したいとおもいますっ。 

 

○argument 大好きなあなたへ○ 

 

さてさて、こっちのほうが説得するのは大変そうですね。というのも、argumenter は OP

とは正反対の役割だと思ってる人がたぶん多いから。 

 でも、OP とは？でも述べたように、OPと DAプレゼンター（argumenter も）は同じ人種

です。だってそうでしょう？どっちも、その topic について「自分なりの正しい意見」を持

っていて、それがたまたま対立してたってだけ。いや、そもそも対立してるわけでもない。

同じトピックから出たその意見は、どちらも「make better situation」に向かおうとする

姿勢だから。 

 だからですね。まずは、OP をやるのも argument するのも、そんなに変わらないことだ

と思ってほしいんですね。DA プレゼンターをやるのと同じノリで OP もやってみてくださ

い。 

でも、OP と DA プレゼンターはプレパ方法がちがうんじゃない…？？ 

実はそんなことないんです。自称 argumenter の人だって、最初にブレストして、オピシ

作ってみて、そこから argument 考えて、自分で切ってみたりして… 

 同じじゃないですかっ♪OP もやるってことは、argument に対する理解も深まるってこ

となんですね。Argue を磨くためにも、ぜひ OP トライ★ 

「OP タイプ」と「argumenter タイプ」っていうのは確かに分か分かれるとは思うんだ

けど、だからってずっ３年間そればっかりに固執してていいの？！ってことなんです。両

方できたら最強なんだから、両方やってみたほうがいい。 



 
 

【Opinion Sheet の作り方】 

 

どうでょう、だんだん OP をやってみようって気持ちになってきましたか？？ 

ちょっとでも思ってもらえたら、さて次に、具体的な opinion sheet の作り方についてお

話したいと思います。 

あくまでも私なりの考えなので、これが絶対ってことはありませんよ♪ 

 

○どんな流れで作ったらいいんだろう？？○ 

「普通に考えれば、Problem→Harm→Cause の流れでいいと思うんだけど…？」 

→もっとシンプルに、本質的に考えるために！！ 

 

 

 

 

 

 

○いい mandate を考えるには？？○ 

「本当に、cause のそのまんま反対でいいの…？」 

→ここが、あなたのオリジナリティの見せ所！！ 

 

 

 

 

 

 

○Opinion Sheet ができてからのプレパって？○ 

「できたのはいいんだけど、プレパ方法がよくわかんないなー」 

 

 

 

 

 

 



 
 

【OP を務めるにあたって】 

 

最後に、私が OP として務める上で大切にしていることを紹介したいと思います。 

これは、OP でなくても使えると思うので、どうぞ参考までに♪ 

 

●pants の     を、他の人より早く見抜く！● 

→つまり、人によって    を変えたりする。→authority ゲット★ 

 

 

 

 

●「あー、それそれ！！それよ！！」って pants に言わせる● 

 →つまり、人の     をいち早く理解し、         する。 

  

   

   

  

●常に        と        を意識・明確化・強調する● 

→ 

  ビューポイントと時間 

   

   

  

  

●welcome objection!!な雰囲気を、ずっと保つ● 

→最初のアピールポイントだけになっていませんか？大事なのは、   こと。 

   

  

  

  

 

 

 



 
 

とまぁこんなふうにですね、私は OP をするときに気をつけてることがいくつかあるので

す。もちろん pants には pants の気をつけ方があって、それは OP と重なる部分もあるん

だけど、OP は最初から権限を持っている分、他よりも多少特異にケアすべきポイントが

あると思います。それは経験していくうちに身についていくので、いろいろ見つけてみて

ください。 

 

 ふぅーっ。言いたいことはとりあえず盛り込めたかなぁ…。 

 

ここまでレクチャー聴いてくれて（読んでくれた人も含めて）、本当にありがとうござ

いました★たぶん、自己満足な部分が多々あって、納得できない人もいるんじゃないか

な。私も下級生だった時はかなり思ってたんだけど、先輩の言ってることってなんだか

正しく見えて、でも人によって言ってることちょっと違って、誰を信じたらいいのかしら～

なんてラブソングの歌詞みたいな事態になっちゃったりならなかったり…。また脱線して

るけど、言いたいことは一つ。自分なりの道を探して自分なりの OPになってください。他

人のアイディアを取り入れても、自分テイストが加われば「自分なり」だと思うから。誰だ

って、先代のディスカッサントの真似から始まってるわけだしね♪ 

 

それでは、もし何かわからないとかもっとここ詳しく聞きたいとか、あおい書店で本を

10％割引で買ってきてほしいとかあったら（すいません、内輪ネタです。バイト先です）遠

慮なく下記のアドレスまでメールください。 

 

ではでは、次代を担う discussants に乾杯★☆ 

 

 

 

  

上智大学 木村彩子（ねぎとろ） 

 


