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1、序章 

このマニュアルを書こうと思った理由は NLCができていないため、自分のいいところを伸

ばしきれない人、伸びるチャンスを台無しにしている人が多いと強く感じたからです。Ｎ

ＬＣ、Discussion を始めて間もないころに習うプレゼン技術ですが、マスターした人が少

ないのが実際のところではないでしょうか？NLC をマスターすれば Discussion skill は飛

躍的に伸びます。このマニュアルがＮＬＣをより効率よくマスターするための一助になる

ことを願って筆をとる(キーボードをとる？！)とします。 

 

２、ＮＬＣとは？ 

ＮＬＣとは、N(numbering)、L(labeling)、C(contents)の略称です。 

N(numbering)：発言に番号をつける 

L(labeling)：発言の内容を要約したもの 

C(contents)：発言の内容 

 

Ｎ(numbering)はあらかじめ自分が話したいことがいくつあるかを提示することです。この

マニュアルの目次なんかもそうですね、五個のコンテンツがあることが一目でわかります。 

 

L(labeling)は自分が話したいことの内容を要約したものです。この labeling でＮＬＣの質

が変わります。あとで説明します。 

 

C(contents)は自分が話したいことの詳細です。 

 

これらのことをＮＬＣとして定義し、話を進めるとします。 

 

３、ＮＬＣの必要性 

ＮＬＣの必要性について書きます。 

必要性について伝えたいことは５つ 

a, わかりやすさ 

b, Ｑのために 

c, Ｃのために 

d, Sのために 

e, Oのために 



 

a, わかりやすさ 

なぜＮＬＣをするか、と聞かれたときに真っ先に答える答えがこれです。わかりやすいか

ら。当たり前ですが、めちゃめちゃ大事なことです。一発でわかってもらうプレゼンがで

きないとコミュニケーションがうまくいきません。Discussion っていうか、普通に大切で

す。meetingとかの企画発表とかでこれができてないヤツがいるとマジ意味わからなくなり

ます。 

 

(NLCがわかりやすい理由) 

ＮＬＣはなぜわかりやすいか？それは明確な答えがあります。人間の脳がＮＬＣされたほ

うが情報を処理しやすいからです。情報を与えられたときに、人間の頭では情報を理解す

るためのフォルダを作るみたいです。パソコンのフォルダみたいなもんですね。大量に情

報が来るとフォルダ作りが間に合わなくなって情報の取りこぼしが起こるようです。これ

が「理解できない」という状況です。ＮＬＣはそのフォルダつくりを情報提供者側からし

てあげるので大変わかりやすいものとなるようです。 

これを証明するために evidenceもあります。上のことは僕の意見ではありません。本に基

づいてのことですんで。参考までに紹介しておくと「わかりやすい説明の技術」(ブルーバ

ックス)という本です。うちの二代前のネゴさんから薦められて読みました。いい本です。 

 

b, Ｑのために 

さて、Discussionではなぜ使われるのでしょうか？実際見ていきましょう。 

一つはわかりやすいＱをするため、です。よくやりますね？I hit upon two kind of ～とか

言って。あれもわかりやすくＱをするための技術です。やらずにＱをすると一回カンファ

メが入ってコミュニケーションの妨げになります。必要ですね、しっかりやりましょう。

ひどいプレゼンを続けるとオーソリダウンにつながるので注意しましょう。 

 

c, Ｃのために 

Confirmation で使えるとかなりハイレベル。いままで話し合ったことをわかりやすくまと

めることでみんなの理解を統一し、スムーズに後半のディスを進めることができます。必

要ですね、しっかりやっていきましょう。いわゆるマクロなカンファメってやつね。ＡＳ

Ｑや議論が始まるとたくさんの情報が飛び交います。情報をまとめず、共有しないままで

放置しておくと confusionが大きくなって手がつけられなくなります。Confusionを大きく

しないためにも情報の共有をするためのＣをＮＬＣでできるようにしてほしいです。 

 

d, Ｓのために 

ＳのためのＣでよくＮＬＣを使います。なぜならＳをするためにはＳを理解してその必要



性について共通認識ができていないといけないから。ＮＬＣで効率よくまとめてＳにつな

げましょう。ＮＬＣで論点をカンファメして Let’s talk one by oneっていうのがＳです。Ｓ

も議論をスムーズに進めるために非常に必要なことです。ＮＬＣしっかりしないとどんな

にいい方向性をもったＳでも流されてしまいます。しっかりやりましょう。 

 

e, Oのために 

ダウター、アーギュメンターにも必須のＮＬＣです。論点を整理して、全員に納得させな

がら objectionしていかないとアーギュで結論が出せません。ＮＬＣの能力がアーギュの質

を高めます、ぜひ。 

 

これら５つのことからＮＬＣが必要なのはわかってもらえたでしょうか？ＮＬＣの能力は

Discussion の全発言に影響を及ぼすことがいえると思います。すなわち、ＮＬＣの能力の

向上→Discussion abilityの向上！！という図ですね。しっかり学んでいきましょう。 

 

４、ＮＬＣのやり方 

どうやってＮＬＣをマスターするか書きます。 

ＮＬＣを使う５場面に分けて説明していきたいと思います。 

a, Questionのとき 

b, Confirmationのとき 

c, Suggestionのとき 

d, Objectionのとき 

e, まとめ 

 

a, questionのとき 

よく分けて質問するときとかに使いますね？I hit upon 2 kinds of ～って。 

これをうまくいかせるための方法を書きます。マスターして使ってください。 

ポイントはただ一つ！！これだけに気をつけてください！！それは… 

「difference」です。 

聞いたことありますか？ 

詳しく説明します。Differenceとは「labelingに２つ(もしくは３つ)の明確な違いを出す」

ということです。重複があるものを提示されて「どっち？」ってきかれても「どっちかわ

からん！！」ということになるのがオチです。また違いがわからないものを提示されて「ど

っち？」って聞かれても「わからん！！」ということになります。また、よくあるのです

が、たくさん選択肢のある中から二つにしぼって「どっち？」と聞かれても「へ？」って

なります。ゆえに「labelingに２つ(もしくは３つ)の明確な違いを出す」ということになる



わけです。具体的にＮＬＣのできた質問例を見てみましょう。 

例１） 

A: May I ask you about TG? I can imagine 2 kind of TG. 

(←チャート出しながら) 

First one is “have knowledge”, second one is “don’t have knowledge”. I’ll explain one by 

one. About first one, TG have knowledge about ACD. About second one, TG don’t have 

knowledge about ACD. Which one is your TG? 

 

さて、解説します。 

まず最初のMay I ask you about TG?の部分。ＴＧについて聞きますよー、っていうことを

最初に言います。非常にわかりやすいですね。オピメも何について聞きたいのか備えるこ

とができます。 

次に、２のところはＮをしています。Numberingですね。 

チャートもポイントです。これは視覚的に一発でＱがわかるので非常に有効です。よりス

ムーズなコミュニケーションができます。 

さて、一番のポイントを解説します。Ｌの部分である“have knowledge”,、“don’t have 

knowledge”.です。この二つのＬをよく見てください。○と×の関係になっているのはわか

りますか？非常にわかりやすいですね。Ｌに違いを持たせることが大事です。(どんな

knowledgeなのかはおいといて) 

最後の部分で細かくＬのことを解説しています。ややダルイ作業かもしれませんが、最初

からこれをやることで「余計な」カンファメが入らないので非常にスムーズです。 

このようにやるのがＮＬＣをフル活用したＱのやり方です。 

 

次に、三つにわけるときのＬのやり方を見てみましょう。 

A: May I ask you about what kind of will is needed? When ACD is used, I can imagine 3 

kinds of situation. 

(←これはチャートのほしいところ) 



1st one is both wills are needed, 2nd one is only patient’s will is needed, 3rd one is only 

doctor’s will is needed. I will explain one by one. First one is when ACD is used, patients 

and doctor ’s will is needed. Second one is when ACD is used, only patient’s will is 

needed, 3rd one is when ACD is used, only doctor ’s will is needed. Which one is present 

situation? 

 

では、解説します。 

さっきの二つに分ける場合とほぼ同じですので詳しい説明は省略します。たとえ数多く分

けるときでも違いを自分の中で明確にしてからテーブルに出すようにしましょう。こんな

風にチャートにしっかり描いて自分から説明できると余計なカンファメが入らずに goodで

す。 

 

こんな感じで違いを明確にするＬを使いこなすことがＮＬＣをうまく使うこなすコツです。

Ｑのやり方わかりましたか？ 

 

b, confirmationのとき 

ＮＬＣを一番多用するのはＣonfirmation のときでしょう。Ｃonfirmation の質の高さはＮ

ＬＣの質にほぼ依存します。それくらい重要です。しっかりマスターしましょう。このＣ

onfirmationでのＮＬＣができないと次以降のＳ、ＯでのＮＬＣもできません。しっかりや

っていきましょう。 

 

さて、confirmationにおけるＮＬＣは二つの能力によって構成されていると思います。 

ＮＬＣ＝point shooting能力＋情報収集能力 

Point shooting能力がないと情報収集能力が身につかないので point shootingから話しを

始めます。 

Point shooting 能力とは何かっていうと要するにＬを作る能力です。Discussion 中に行わ

れた話を一言でまとめられる(Ｌを作る)能力です。具体的に例を出します。 

例１） 

A: Does TG have knowledge about cigarette? 

B: I don’t know. 

A: Now we can’t confirm TG’s knowledge about cigarette, is it OK for everyone? 

 

この赤線の部分が一種のＬになっています。 

 

これをいかに適切にまとめていけるかが point shooting能力です。 

さて、情報収集能力とはこれらの point shootingされた pointを集める能力です。情報がた



くさん出てきたときに適切に情報を集めて提示する能力です。 

これはタイミングや情報を漏らさず聞く注意力、情報を短くまとめて提示する能力などが

必要となってくるのでややハイレベルですが、やれると評判がよろしいです。よくいわれ

る「マクロなカンファメ」「みんなのためのカンファメ」ってやつです。 

具体的な例を見ていきましょう。オピメのＯさんとパンツＡ、Ｂ、Ｃの会話です。 

例２） 

A: May I ask you about TG’s knowledge? Do you care whether TG’s have knowledge 

about ACD? 

O: No, I don’t care. 

B: May I ask you about kind of cancer? Do you care what kind of cancer TG have? 

O: No, I don’t care. 

C: May I ask you about the ability of ACD? Do you care the ability of ACD to prolong the 

life? 

O: I don’t care. 

A: What is the purpose of ACD? 

O: To make patient’s life prolong. 

O: Do you have any questions about problem sentence? 

B: Let me check 2 points, first one is about TG, second one is about ACD. 

(←チャート) 

About TG, we can get 2 points. 1st one is knowledge, second one is kinds of cancer. 

Opinioni presenter doesn’t care both of them, and about ACD, we can get 2 points. 1st 

one is ability, second one is purpose. About ability, opinion presenter doesn’t care, about 

purpose, it is to prolong patient’s life. So far, do you have any question? Then, Do you 

have any question about problem sentence? If no one has question, let’s go to next. 

 

な、ながい…。えっと、最後のＢのセリフに注目してください。前にでてきた話をすべて

Ｌを使ってまとめているのがわかりますか？構造的には以下のようになっているわけです。 



 

こういうように情報を適切にまとめていくことで confusion を未然に防ぐことが議論をう

まく進めるために必要であると思います。 

このようなカンファメを随所に入れていくと貢献度高いです。やりすぎるとウザイのでし

っかりタイミングをはかって入れていきましょう。まずは練習のために各 areaで話された

ことをまとめる訓練からはじめてみるといい練習になると思います。(problem areaとかが

終わるごとにその areaで話し合われたことをカンファメするってこと) 

 

コツは一つのＱＡごとにＬを使ってカンファメしていき、そのＬをメモる→Ｌをまとめる

→ＮＬＣでカンファメ、って感じです。一つ一つの話の結論をしっかりとっていきましょ

う。こうすれば confirmationのときにもＮＬＣが簡単にできる(はずだ)と思います。 

 

c, suggestionのとき 

CのときのＮＬＣができるようになれば SuggestionのときのＮＬＣもやりやすくなります。

Suggestion時のＮＬＣ＝CのときのＮＬＣ能力＋論点発見力 

です。 

Suggestionするわけですから、もちろん Suggestする内容が必要ですね？それが論点発見

力です。論点を発見し、それを妥当な理由と共に説明できるかどうかが重要です。これは

話がそれるのでいずれまた説明します。 

ここからは論点が発見できた後の話をします。それをどうＮＬＣで浸透させるかを書きま

す。 

Suggestion するためには Suggestion することについての共通見解とその必要性がわかっ

てもらわなければいけません。なので Suggestionするまえにその前提をいやというほどカ

ンファメしましょう。そのときにＮＬＣを使います。例を見てみましょう。よく出てくる

いるかいらないかわからないＱの流し方 Suggestionを例に取ります。 

例) 

A: May I ask you how much J/G get from the cigarette totally? 

B: Excuse me, but would you tell me the reason why you want to know this point? 

A: I want to use this answer in DA area. 

B: OK, let me confirm his reason. He wants to know this point for DA area. Then, now 



we have 2 ways to take. 

(←チャート) 

1st one is examine now, 2nd one is examine later. I’ll expain one by one. If we take 1st way, 

we can’t understand necessity to talk, because now we can’t know whether we will be 

able to go DA area. If we take 2nd way, after confirming necessity to talk, we can talk 

about it. Could you get both ways? Then I suggest taking 2nd way, because our task is to 

get conclusion, so we should take easiest way to get conclusion. We should not do the 

things we can’t understand the necessity to do. So I suggest 2nd way. Can you agree with 

me? 

 

まぁ、こんなハンドリングは日頃しませんが(爆)これを例に Suggestion のときのＮＬＣに

ついて説明します。 

まず、Ｑで色々引き出して、相手の進みたい方向と自分が進みたい方向を明確にカンファ

メして共通理解を持ちます。今二つ道があるんです～、ってのを明確にする。この二つの

道を提示するときにわかりやすくするためにＮＬＣを使ってます。二つの道に違いがよく

わからなかったらどっち取るべきかわからないし、違いがないなら Suggestionする理由が

ないですよね？だからＮＬＣをつかってポイントを明確にしていきます。で、Suggestion

でテーブルにメリットのあるほうを出してテーブルを引っ張る。これが Suggestionの時に

使うＮＬＣでした。 

 

これのほかにも talking pointの NLCとかもあるんで、それは objectionのところで書きま

す。とりあえず Suggestionの時に使うＮＬＣ、わかってもらえましたか？？ 

 

d, objectioinのとき 

さて、objectionのときのＮＬＣです。これは talking pointのカンファメとほぼ一緒です。

違いは talking point を出したあとに自分のアイデアを載せるかどうかです。とりあえず

talking pointのカンファメを説明しましょう。 

 

Talking pointを提示する 

よく上級生がやる talking pointの提示。できるようになると Discussionの楽しみが何倍に

もなります。 

Talking pointとは何か？ 



議論するうえで必ず話し合わなければいけないポイント。特に arg が出てきたときと arg

を出したときに重要。具体的には主張を成り立たせるための理由のすべてが talking point

です。 

Talking pointの提示 

誰かが arg を出してきたときにロジックの三角形を書いてカンファメすることはよくあり

ます。これはロジックの三角形を使うことで論理構造を明確にし、論理に関して共通理解

をすばやく持つことができるというメリットがあるためディスで用いられます。Talking 

pointを提示したければまずは正確にロジックの三角形が書けることが大事です。書けなけ

れば論点が見つけられないため、論点を提示することは不可能です。地道に頑張りましょ

う。 

さて、幸いにして論点もわかり、ロジックの三角形もかけたとします。以下、Solution で

の argを例にとりながら説明します。 

例） 

このような Solutionの流れだったとします。 

plan: cigarette will be 1000yen/ 1pack 

↓ 

MTV to smoke < MTV not to lose money① 

↓ 

Smokers will not smoke② 

↓ 

Passive smoker will not die 

 

①のところに objectionをかけたときの論点を NLCで提示します。 

A: I don’t think MTV to smoke < MTV not to lose money. This is because all smoker have 

addiction. And addiction is enough to make people keep smoking. So I don’t think MTV 

to smoke < MTV not to lose money. Could you get it? Then in order to conclude this 

talking, let me show 3 talking points. 

 

 First one is the definition of addiction. Second one is “have addiction or not”. Third one 

is “addiction is enough or not”. Let me explain one by one. About first one, we will have 

the same understanding about the meaning of addiction, because without having the 



same understanding about addiction, we will easily be confused. So firstly let me difine 

the meaning of addiction. Second one is all smoker have addiction or not. Because if 

some people don’t have addiction, I guess they can easily stop smoking. So let’s talk 2nd 

one. Then if all people have addiction, let’s talk about the degree of addiction. Because if 

the degree of addiction is not enough to make people keep smoking, people will stop 

smoking. So I suggest these 3 points, could you get it? Then do you have any other 

talking points? If noone has any other talking points, let’s examine one by one. If we can 

confirm all of them, the conclusion is we can’t get AD, but if we can’t confirm one of them, 

the conclusion is we can get AD. Is it OK for everyone? 

 

この例の黄色いアンダーラインのところが N、赤が L、んで青が C になっています。C の

中で talking pointが必要である理由が説明されているのはおわかりでしょうか？最後の緑

はゴールカンファメです。参考にしてください。 

このように自分の出した(論理的にもれのない)理由をすべて talking point として提示する

だけです。人の意見も同じ。最初にロジックの三角形をカンファメ→data, warrant を

examine しましょうと提案、これだけっす。まずは三角形をかけるようにすることが大事

だと思いますよ♪最終的にはロジックの三角形をかかず、プレゼンだけで論点が出せるよ

うになると非常に議論がスムーズにすすみます。 

このようにロジックの三角形を頭に思い浮かべながらその理由を NLCで talking point と

して提示すると objection のときにもスムーズにいきます。あとは各 talking point に自分

のアイデアを乗せるなりして議論を進めていきましょう。Talking pointをわかりやすく提

示するための手段として NLCを使うといいという例でした。 

 

e, まとめ 

さて、ここまで各発言において NLCのやり方を解説してきましたが、どうでしたか？わか

りましたか？つたない説明でごめんなさい。質問、反論は私まで。 

一番大事なことは、実はたった二つだけです。 

一つは「相手を思いやる気持ち」、もうひとつは「一呼吸おく」です。 

「相手を思いやる気持ち」というのは、”どう言えば相手は理解してくれるかな”、という気

持ちを持つことです。”何でわかってくれへんのじゃ？！”とぶちきれる人は一生プレゼンは

よくなりません。相手の気持ちを考えて、理解してもらうにはどうしたらいいかな？短く

まとめたほうがわかりやすいかな？どういう風にまとめようかな？と考えながらプレゼン

することが大事です。Discussionは one of communicationです。Communicationをする

ためにはお互いがお互いのことを考えながら理解しあうことがよりよい方法です。プレゼ

ンは「Discussion の技」でも「できたらスゴイ」ということでも何でもありません。相手

を思いやるとできるようになる communicationの toolです。 



「一呼吸おく」というのは、まさにしゃべる前に頭の中でいいたいことをまとめる、とい

うことです。思いつくままにしゃべるとなかなか理解してもらえません。相手のことを気

遣ってプレゼンしましょう。 

この二つのことを基本にしていけば、NLC もすぐできるようになります。Discussion の

purposeを Lに気をつける、ということにして実践していきましょう。 

 

５、実践訓練問題集 

最初は Discussionの例を出そうと思ったのですが、あまりいい練習にならないので違う素

材から引っ張ってきました。以下の文章をNLCでまとめてみましょう。国語の宿題みたい

ですが(^^; 

A/T asahi newspaper 2004/05/12 

Q) ■年金改革――すべてはこれからだ 

年金の保険料を引き上げる政府の年金改革法案が、与党の賛成で衆院を通った。今国会での成立は確実とな

った。  

 政治家の保険料未払いが相次いで明るみに出た。未納歴のある議員は主な政党におよび、菅民主党代表と福

田官房長官が辞任した。この騒動の末に年金の一元化について検討するとした付則が民主党も賛成して加えら

れ、ともかくも抜本改革に向けた与野党の協議の場はできる。  

 小泉政権と自民、公明両党にとって、民主党を混迷に追い込んでの政府案の通過は政治的な勝利かも知れな

い。  

 だが忘れては困る。世論調査を見れば、政府案への支持は２割余りにすぎない。自民党の安倍幹事長は党所

属議員の納付実績の公表を拒み続けたままだ。特権的だと批判されている議員年金の改革もさっぱり進まない。

そんななかで、与党は政府案を参院に送ったのだ。  

 厚生年金、国民年金、共済年金というように制度が別々で、保険料も給付も違う。後の世代ほど負担が上がるの

に給付は下がる。サラリーマンは強制徴収なのに、自営業者は自主納付で未納が広がっている。こんな不公平だ

らけの制度の枠組みにはまったく手をつけない。それが政府案である。  

 確かに年金の財政は悪化している。保険料を引き上げなければ、負担が後の世代へますます先送りされる。だ

が、政府案で数字合わせをすれば、それで年金への信頼を取り戻せると思ったら、とんでもない誤りだ。現実は、

民主党が提案したように、制度の一元化をめざした抜本改革へと大きく踏み出さざるを得ないところに来ているか

らだ。  

 自民、公明、民主３党の合意は、今後の課題を玉虫色で表現した妥協の産物だ。参院では、改革のあり方につ

いてもっと具体的な道筋を定めてほしい。  

 そのためには、すべての国民が加入する所得比例年金に一本化し、所得が少なく年金支給も少ない人には税で

補うスウェーデンでの改革がモデルとなる。  

 もちろん避けて通れない大問題がある。所得をきちんとつかむ仕組みを作る。保険料が増える自営業者に納得

してもらう。消費税をはじめとする税や財政の改革も避けて通れない。いずれにも各党の大胆な決意と覚悟が問

われる。  



 年金改革は実はこれからが本番だ。与野党は質疑や協議の場を通じて政府案の是非を論じるだけでは足りない。

抜本改革の実現に本当に意欲的なのは自公両党なのか、民主党なのかを国民の前で競ってもらいたい。  

 ２カ月後には参院選挙がある。３党合意と政府案の通過で年金はもう争点にならない。政府、与党にはそんな安

易な気分も漂う。だが、未納問題をきっかけに、国民の年金に対する不安と政治への不信はいっきに深まった。こ

のことを軽視してはいけない。有権者の側も、与野党のどちらが年金改革に真剣かを見きわめ、投票の決断につ

なげたい。 （UQ 

 

A/T Yomiuri newspaper 2004/05/12 

Q)子供の問題に、関係するすべての機関が連携する。当たり前のことだが、それができな

かったところに、問題の根の深さが示されている。  

 文部科学省の委嘱を受けた研究グループが、学校だけでは対処できない少年の問題行動

に、関係機関が連携するサポートチームの設置を提言した。  

 警察庁も、少年非行防止・保護総合対策推進要綱で、学校との連携強化を打ち出した。

警視庁は、補導した児童・生徒についての情報を公立小中高校に通知する「相互連絡制度」

を開始した。  

 深刻な少年非行に対処するためだ。昨年、検挙された刑法犯少年は約十四万人で、同年

齢人口に占める比率は戦後のピークの一九八二、三年に近づいた。犯行の凶悪化、低年齢

化が目立つ。  

 生活苦や反社会的な意識による以前の犯罪に比べ、表面上は「普通の子」が、いきなり

暴力行為に走るなど、犯行の背景が見えにくくなっている。  

 被害も増えている。昨年、虐待で死亡した児童は四十二人にのぼる。  

 複雑になる子供の問題に対処するには学校、警察、児童相談所、福祉事務所などが協力

し、手厚いサポート体制を敷くことが不可欠だ。  

 深刻な少年事件や児童虐待で、学校と警察、児童相談所などの連携が十分であれば防げ

たケースも少なくなかった。連携の動きを大切にしたい。  

 連携によって、子供の問題を「学校の責任」「社会の責任」と押し付けあう、非行対策

の「対立の歴史」を断ち切らねばならない。  

 少年事件が起きる度に学校が激しく批判される「学校バッシング」の時代を経て、家庭、

地域の責任が重視されるようになった。その中で、学校が他の機関に連絡した後の処置を

せず、少年が事件に巻き込まれるケースも起きた。  

 学校の抱え込みでも、他機関への丸投げでもなく、すべての関係者が情報を共有し、一

致して問題に当たる体制が求められる。生徒のプライバシー保護を理由に連携が図られな

かった面もあるが、連携と保護は矛盾する事柄ではない。  

 地域での連携を求めるだけでなく、関係省庁が共同してサポートチーム設置の実施体制

を整えることも重要だろう。  

 イギリスには、微罪少年を警察官や両親、被害者などが囲んで話し合い、立ち直りを支



援する制度がある。少年にボランティア活動などを課すこともある。問題をうやむやにし

ない姿勢から「厳格主義」とも呼ばれる。  

 連携の動きを、こうした社会の取り組みに発展させたい。 (UQ 

 

まとめ方のヒントとしては 

① 主張は何か？ 

② その理由は何か？ 

③ その理由が導かれた事実は何か？ 

 

こういうことを NLC でまとめることができると要約能力が高まる→L の能力が up→NLC

がよくなる、というわけです。参考にしてみてください。 


