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 上級生の子に向けたリフレクション方法のレクチャーということで、つらつら書いて

いきます☆ 

ただし、もちろん具体的なリフレクション内容は個々のディスカッションにおいて変わ

るものです。なので、このマテでは本編として“リフレクションをするためにディスカッ

ション中に見るべきポイントは何か？”ということについて主に触れていきたいと思いま

す。 

 

結構長いので、最初はざっと流し読みして、必要な部分だけ集中して読んでいくように

してください＾＾ 

 

本編の後に、おまけとして“リフレクションの伝え方”や“先輩として心がけると良い

こと”なんてことも書いておきたいと思います。 

 

 

 

 

 

では早速本編の“リフレクションをするために見るポイント”です。 

てかもっと簡潔に言うと、“PDD において、リフレクションをするポイント”です。そ

れは、以下の 3点に集約されると考えます。 

はい。多分これ以外のポイントはないっすね！ 

 

  

 で、特に①はしっかりリフレするようにしましょう。ここがリフレされないことって結

構多いです。（②に関しては完全にテーブル毎だし、③は必要ないディスもあるので割愛。

ただし、①は基本的に絶対テーブルで成されるはず＝リフレできるはずなので、ここでは

①を見ていきます。②は“リフレの伝え方”という項目で後述します。） 

 

 

 

 リフレするポイント 

① 議論内容（ex.死刑囚は自業自得だから救うに値しない） 

② 議論を円滑に進めるための方法論（カンファメ等のスキル面、start-goal、etc） 

③ 議論を進めたり理解する上でのルール（セオリー。例えば SQの概念等 PDD特有概念） 

④ ） 

 

コメント [f1]: このマテは、2009 年 1 月 20

日に法政市ヶ谷で行われた“リフレ方法レ

クチャー”で扱った内容をマテに起こした

物です（基本的に）。 

ただし、その時と内容的にちょこちょこ変

わってたり足されているる可能性有。 

コメント [a2]: 理解しやすい方法で読んで

ください。 

コメント [f3]: そう信じます。笑 

コメント [f4]: これ、絶対。 

ディスカッション＝議論であるので、議論

内容そのものに対してもリフレできるはず

だし、そうしないと本来おかしいはず。 



１）議論内容のリフレについて 

 ①で“議論内容”って言うとよくわかんない人が多いかもしれませんが、「要するにどん

な話だったのか」ってことです。 

 

 

 ディスって、色々なエリアがあって話が細かくなるために、「結局どんな話だったの？」

ってことがわかりにくいですよね。だから、今日のディスで何を話していたのか要約しま

しょう。 

別の言葉で言うなら、アーギュを出した子が“言いたかったこと”を自分が代わりに浸

透させてあげると良いです。 

 

 

 

 例えば、死刑のトピックで A さんが V/H（ボランタリーハーム＝自業自得）という議論

を展開したとしましょう。NFCで「V/Hだから×NFCだと思います。」って感じで。 

 それを「Aさんの意見は V/Hなんだねー」だけじゃなくて、「Aさんが今日言いたかった

ことって、死刑囚は悪いことをしたから罰を受けるのは当たり前。で、今既に死刑という

罰を受けているから現在の状況で十分、ってことだよねー？？」くらいまで丁寧・確実に A

さんの議論（から判断した“Aさんが伝えたかったこと”）をカンファメしてあげてくださ

い。 

 

 

 この２つの要約の違い、わかるかな？後者だと、“PDDを知らない人にでも伝わる形で”

って感じですね。 

 なんで後者が良いかっていうと、“ごまかしがきかない”からです。例えば V/Hが本質的

に何を示すかがわからないと後者の要約はできないし、後者だと論点がより明確になるし、

そのアーギュを出した人のワラント＝スタンスがわかっていないとやはり要約できません。

ごまかしがきかないから、なあなあにディスを終わらせる（「アイディア思いつかないから

V/H で良いやー」みたいに思ってもない意見を出したり）ことができなくて、それぞれの

意見を大切にした＆スキルのみに偏らない、より本質的なディスに近づけるよ♪ 

 

 

 こういう要約をすることのメリットは、①パンツがしっかりと理解を確認できる（ディ

ス用語で説明されるよりわかりやすいはず）、②アーギュを出した Aさん自身＆他のパンツ

が「今日の意見の出し方だと、そういう風に理解されるんだな」ということがわかる（自

コメント [f5]: 例えば、「ProblemとHarm

でストラテ貼って、コンパリでそのストラ

テ使って」…みたいに言いたいことが“ぶ

つ切り”になる傾向があります。 

普通、日常生活で話している時は意見をぶ

つ切りにして相手に伝えるなんてしません

よね？ 

けど、ディスだとぶつ切りにする⇒全部繋

げないとその人の意見が見えてこない⇒し

かしみんな、「繫げて理解する」って事に慣

れてないから繋げない⇒理解できない 

ってことが起きていると思います。 

コメント [f6]: もしその子のアイディアが

よくわからずにディスが終わってしまった

場合（ごちゃった時とか）は、その子に「ど

んなことを伝えたかったか、もう一回日本

語で言ってみて」って感じで発表してもら

いましょう。 

コメント [f7]: 実は、PDDでやっているこ

とや PDD で出している意見を“PDDを知

らない人でもわかるように要約する”のっ

て結構大変なんですよ。 

そのためには①ディス用語は使えない⇒説

明をごまかせない、とか②その議論のワラ

ント（相手のスタンス）を理解していない
...

コメント [f8]: 例えば V/H の例ですが、み

んなの頭の中に assumption として「V/H

＝not take plan 側の意見」というのがある

と思います。 

けど例えば「V/H なんていう悲惨な状況が

起きてるなんて可哀想！この V/H を無く

すために take plan して状況を変えよ
...

コメント [f9]: おそらくみんながPDDを始

める前に“ディスカッション”って聞いて

イメージしてたディスカッション。 



分が意図していることと実際にどう聞こえるかの gapがわかる）ということです。 

 

 特に②は大切！！もし A さんの伝えたかったことが伝わらなかったなら、それだけでリ

フレポイントになりますね。そして、リフレの時間にどうすれば良いか伝えたり、他のパ

ンツにどういう風に聞こえていたのか聞いてみたりして、一番良い伝え方は何だったのか

みんなで考えたりしても良いんじゃないでしょうか？ 

 

 

 ちなみに意図していた通りに意見が伝わらなかった原因としては、例えば“CCFや NLC

等のプレゼンスキルができていなかったために話が無駄に複雑になった”とか“word choice

が悪い（うまく定義できていない）”とかだったり、“その意見を出すのに相応しいエリア

でなかった”とか“Ａさん以外の人のカンファメが足りなかったためにＡさんの意見が伝

わらなかった”とかとか。。。 

 ディスは意見を伝えることをしないと始まらないので、こういう風に“どういう伝え方

をするべきか？”“周りはそれに対してどうするべきか？”を考えるリフレは大切だと思い

ますよ☆ 

 

 

 

 リフレとして意識すべき“議論内容”には、もう一つの意味があります。それは、“ディ

ス全体で論理の流れはしっかりしていたか？”ということ。 

例えば、「Bさんの solutionでの発言は、NFCでとっていたコンセに反する」とかです。

基本的には“今までの話（コンセ）と矛盾はないか？”という視点で考えれば大丈夫です。

この視点は、実はすごく大切！この考え方を持つことによって、各話が無駄になることな

く上手く function するようになるんではないでしょうか。あとは、アーギュの流し方とか

コンセの取り方（取らせ方）で、「どんな形のコンセを、どこまで取らせても良いか？」を

考えるのに役立つ視点です☆ 

 

 

 まとめると言いたいことは、 

 

 

 

 

 

 

・ 議論内容は絶対にリフレしないといけない、ということ 

・ スキルは、議論内容をリフレする過程で出てくるリフレである、ということ 

（一番浸透しやすい形を作るための工夫＝スキル） 

・ 議論内容とは以下 2点。①Ａさん個人のアーギュはどんな意味を持っているのか、

ということと②ディス全体で見た時にどんな話の流れだったか？矛盾はなかった

か？ 

 

コメント [a10]: 俯瞰して見ることでこう

いう視点を持てるようになるから、チェア

パーをするとディスが上手くなるんだと思

います。 



 

 ちなみに、まとめていく時に以下の 3 点に気を付けて要約すると、わかりやすい&PDD

を知らない人にも伝わるような要約になります☆ 

① トピックの uniquenessや backgroundを入れる 

② ワラント＝ so what?（＝スタンス） 

③ アーギュのコアとなる言葉（ex.V/H）の定義と意味することの明示（ディス用語を使

わないでアーギュを説明する） 

 

最初は難しいかもだけど。。。チェアパー経験を重ねたり、ディクテを見直して上記の

ポイントを考える習慣をつければ、数回でできるようになりますよ♪ 

ちなみに、これができるようになると自分のディスが飛躍的に伸びます☆頑張ってく

ださい＾＾ 

 

 

 

～思い出したように追記 セオリーが絡んだ話の要約編～ 

上記までで、リフレのコツは要約である！！的なことを書いたんですけど、要約＝

つまり的確に意見の本質を抑えること、が難しい場合もありますよね。いくら練習す

れば要約できるようになると言っても。 

例えば自分が考える最も要約が難しい例は、“セオリーが入り組んだ時”です。Area 

taskを変えてどうだの、この areaだと何をすべきだの、harmでこれをするってこと

は ADはどうだの、ああいう話ですね。 

 

けど、そういうセオリーが入り組んだ話も要約できるようになればどんな話でも要

約できるようになるし、ディス自体がかなり理解できるようになると思います。この

タイプの話も、コツをつかむことが重要です。 

そもそも、何でセオリーをいじくるんでしょうか？？それは、“セオリーを変えるこ

とで表せる意見があるから”なんだと思います。 

 

例えば 08年度前期タイトル（刑事問題）の時に、死刑のトピックで流行ったアーギ

ュがありました。 

それは、ADの定義を通常の“TGがHarmを受けない”から“TGが better situation

を得る”に変えてしまい、Solutionで「Harmは受けなくなるけど Betterにはならな

い」という主張をすることで結果 TGは AD（better situationの意味）を得られない

… 

というものでした。覚えてるかな？？ 

コメント [a11]: 例えば“死刑における V/H

議論”と“過労死問題における V/H 議論”

って、全く違うものだと思いませんか？ 

前提として自分の定義では、V/H とは「そ

の結果（Harm）を受けるのもしかたない」

と思われるような行いをした」という議論

であると思っています。 

死刑の場合、死刑囚は犯罪を犯しているわ

けだからある程度の罰は当然だと考えます。

そうなると、その罰として“死刑”が相応

しいのかどうかが V/H 議論の論点になる

でしょう。 

しかし過労死の場合、TG＝過労労働者がし

ていること（長時間労働）は、過労死に見

合うようなものであったり、「長時間労働し

た本人の責任だ」で済まされる問題でしょ

うか？ 

つまり伝えたいのは、同じ V/H でもトピッ

クによって意味する内容が全く変わるもの
...

コメント [a12]: 先に触れた、「V/H＝not 

take plan は assumption かもしれない」と

いうことですねー。 

コメント [a13]: これも、②のスタンスの明

示に関わることです。ディス用語を使わな

いで説明することで、絶対にスタンスを明

示しなきゃ意味がわからないし「あれ、こ

の議論おかしくないかな？」って気づくこ

ともあるんですね。 

全て“日本語の議論に直した時に、おかし

くない議論ができているか？」ということ

です。日本語で議論できないようなアーギ
...

コメント [a14]: 逆に言うと、ただ普通のセ

オリーに従っているだけだと PDD では表

現しにくい意見ってのもあるんですね。

（ex.本文で触れるD/P のアーギュの例） 



 

これが流行った理由としては（もちろん春セミ対策に早い段階＝DA ではなく

solutionでアーギュを出さなきゃ負ける！という理由もありましたが）、死刑を廃止す

ることで TG が本当に救われるかどうかは、TG にとっての SQ と APA を比較しなけ

ればわからない、というものがありました。 

通常 PDDでは、ADの TGと DAの TGを揃えようとはしません。だから厳密に言

えば、ADの TGと DAの TGが異なった場合“本当に ADの TGが better lifeを手に

入れたのか？”はわからないんですね。 

なので、それを避けて“まずはADのTG（死刑囚）にとって死刑撤廃はbetter or worse

を考えよう”という意見の基、上述のアーギュは作られたわけです。 

 

他にも、通常のセオリーの順番で進めているだけだと“死刑囚は worse lifeになって

しまう！”という意見は非常に立証しにくいんですね。何故なら基本的に solution で

見るのは“ADを得られるか？”だけであって、そこで all cutが proveされた場合で

も“ADを得られない（＝not better）”という解釈になってしまうからです。 

 

 

長くなったけど、先の死刑トピックの“AD を変えて solution で死刑囚にとって

better or notを話す”というのは、①「死刑囚は better lifeを手に入れられない」と

いう意見か②「死刑囚は、死刑撤廃によってより悪い人生に追い込まれてしまう」と

いう意見である、という風に要約できるわけです。 

 

こんな感じで、セオリーが入り組んだ話の場合は“なぜセオリーを変えたのか？”

“セオリーを変えることでどんなことを表現したかったのか？”を考えることが、セ

オリーを含めた話を要約する上でのポイントになります☆ 

 

 

もちろん、これをするためにはある程度のセオリー理解は必要となります。けど、

逆にこれをものにすればどんな話でも PDD で出せるようになるので頑張ってみて

くださいなー！！

コメント [a15]: ここでの「救われる」の意

味に注意。ただ“AD を得れるか＝現状の

苦しみから解放されるか”という意味では

なくて、“死刑をなくすことで死刑囚はよ

り良い人生を送れるのか？（現状を変革し

うる理由になるのか？）”という意味。 

コメント [a16]: ADの TGにとっての DA

＝新たな苦しみが AD より大きい場合は

worse life。だが、DA と AD の TGが違っ

た場合はworse life or better life for AD 

TGが確認できないため。 

コメント [a17]: “worseになる”って言う

ためには、①AD の all cut＋TGにとって

のDA を立論、または②TGにとっての DA

＞AD、のどちらかを言わなければならない

が（DA の要素を話さなければならない）、

solutionでDAを話すのは task外なために

話しづらい。 

①は all cutが立論された時点でそれ以上

DAを話す必要がないし、②はDA の TG

が AD の TG とズレた場合に行えない。 

よって、通常の solution の taskのまま話

すと、“AD の TGはworse situation に陥

ってしまう”という flip argumentはやり

にくい。 



２）リフレの伝え方について 

次に、どういった方法でリフレ内容を伝えるのが一番良いか、ということについて書

いていきます☆リフレ方法レクチャラー陣としては、以下の手順をオススメします！ 

最低 4step、最大 6stepあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これだけやっておけば完璧だと思います。最低上の④step まではやるようにしましょ

う。ちなみに④の step＝議論がどういう風に変わっていたか？を示すのが最重要です。

これがないと、「結局何でそうすべきなの？」っていう点が理解できないと思うためです。

つまり、④がないとリフレが浸透しないんですね。。。 

⑤と⑥の stepは、自分で考えさせても良いと思うけど、“ちゃんとそのスキルの重要性

を実感して、今後使えるようになってもらうために”行います。余力があったらやって

みると良いと思います☆ 

 

 

ポイントとしては 

 

 

 

 

以上の 3 点をちゃんと伝えることです。そうすることで、ちゃんとリフレが活きるん

リフレを伝える手順 

① 議論の流れ（議論内容）を解説 

② どこに改善点があるか？の指摘（ex.コンクルカンファメが無かったために

definitionの変化が共有されずゴチャった） 

もし改善点がない場合は、何が良かったのか？（ex.ハンドリングで論点がごちゃら

ず進んだ） 

③ どういった方法をとっていたら良かったのか？（使うべきスキルの提示） 

④ その方法を実際にとっていたら、議論はどういう風に変わっていたのか？ 

（Mandateでいつもやる、SQと APAの比較的な） 

⑤ ↑④からわかる、そのスキルの役割の一般化（ex.今日の例からわかるように、コン

クルカンファメには○○という役割がある。だから、△△という状況になったらコ

ンクルカンファメを使おう） 

⑥ ↑⑤を浸透&実感してもらうために、他の exampleを出す。 

（△△という状況の例として～。。。） 

・ 何が良かった／悪かったのか？ 

・ どうすれば良かったのか？ 

・ もしそれを実行していたら、どう変わるのか？ 

コメント [a18]: ちなみに、この stepまで

入れてリフレすると、１つの項目に対する

リフレ時間が恐ろしく長くなります。笑 

けど、その分確実に浸透するし、理解も高

いレベルのものになるのかなーと考えます。 

なので、メリットとしては“高いレベルの

理解”、デメリットとしては“時間がかか

る→リフレできる項目が減る”ということ

になります。 

ちなみに俺は、「５項目とか６項目とか沢山

リフレしてもどうせ全部は消化できないだ

ろうし、それなら１つのリフレを確実に消

化してもらおう」と考えていたため、リフ

レする項目数を抑えて１つ１つを深くリフ

レする、という方法をとっていました。こ

れは人それぞれだと思います。 



じゃないかなー。 

 

 

 

最後に一応具体例を挙げておきます。上記の“リフレを伝える手順”と照らし合わせ

ながら読んでみてください☆コメントが邪魔で見にくいのは本当ごめん＞＜ 

 

「今日のディスでは、“結局助けたいのはどんな人なのか？”っていう TGの定義のとこ

ろでゴチャっちゃいました。それは、Harmで TGについて色々な話が出てオピメさんが

最初に出した定義と少しずつ変わっていったんだけども、その結果結局どういう人が TG

なのかが共有されずに起きたんだと思います。具体的には、コンクルカンファメが無か

ったからみんなの理解の度合いが同じじゃなかったんですね。 

 今日やっておくと良かったのは、話に細かく結論が出る度にコンクルカンファメを打

って“こういう風に定義が変わりましたけど合ってますか？”って確認していくこと。

もし今日逐一コンクルカンファメが打たれていて TG の定義がチャートに落とされてい

たら、NFCの○○という話でそのチャートを使って“この人について話してるんですよ

ね？？”って確認しながら進めることができたんで TGの確認に戻ることなく議論ができ

ていたと思います。 

 ここからわかるのは、コンクルカンファメって“最終的にこうなった”ってことを浸

透させる作業なんですね。だから、次のディスで定義が変化したり話がぶつかったりす

ることがあれば、コンクルカンファメを使ってその話の結論を確認するようにしてくだ

さい。例えばCause areaで J/Gのスタンスに関して 2種類の意見が出てめっちゃ話して、

さぁ次の areaに行こうってなった場合。。。」 

 

 

 

 

以上がリフレの伝え方になります☆ 

本編は以上で終わりっす！！ 

コメント [a19]: ①議論内容ふり返り 

コメント [a20]: ②改善点の指摘 

コメント [a21]: ③具体的改善方法 

コメント [a22]: ④もしその方法をとって

いたら、具体的にどんな風に話が変わって

いたのか？ 

※しっかりとタイムストリームのように

効果を比較しましょう。「○○だったら△

△になって、××っていう風に結果は違っ

ていたよね！」って風に。実感（imagine）

させることです。 

コメント [a23]: ⑤そのスキルの役割の一

般化 

コメント [a24]: ⑥他の exampleを出して、

⑤を浸透させる 



３）チェアパー時の介入ついて 

介入のタイミング、悩みどころですね！！笑 

まずは介入する場合としない場合の特徴をざっとまとめてみます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 まぁ自分にディス力があることが前提にはなりますが。笑 

 

 

 で、それぞれにそれぞれなりのメリットもデメリットもあるので、どっちでも良い

と思います！笑 ただ、介入する理由（＝介入するライン）を持っておくことが大切

であると考えます。 

 例えば「このままだとゴチャりそう…」とか「泥沼化してカオス…」とか。“自分が

どうするのがパンツにとって一番なのか？”を基にして介入の基準を持っておくと良

いですよ。 

 

 

 で、介入するんだったらどんな風に収束させたのかをチャートなりディクテなりに

軽くで良いのでメモっておいてリフレに使えるようにしましょうね☆ 

 あとオススメなのは、“介入した理由をリフレで話すこと”です。「もしあの時介入

してなかったら、ディスが○○って感じになると思った。だからあの時に介入して×

×をした」ってことを伝えるのも一つのリフレであると思います。 

 

 

介入に関しては以上！！ 

次に、介入とは直接関係ないけどチェアパーをしていて「こんな状況どうしよう…」

っていう困ったシチュエーションのケーススタディを載せておきたいと思います。 

介入した場合 

 “魅せる&見せる”ことができる 

 自分が話をスムーズにまとめてディスを進められる→深い議論まで連れ

て行って楽しませられる 

     performanceを見せることでパンツに良い影響を与えられる 

 

介入しない場合 

 パンツに挑戦する機会を与えることができる(ex.ハンドリングに挑戦) 

 →その挑戦に対するリフレができる 

     やりたいことをやらせてあげた上でのリフレをあげられる 

コメント [a25]: カオスを放って誰かが解

決するのを待っておくのが良いのか、それ

ともそこはもう自分が解決してしまってそ

の分他の部分で話した方が良いのか。。。そ

れぞれの意見次第っす☆ 

コメント [a26]: リフレ方法④の、「○○を

していた場合としていなかった場合の比

較」ってことですね！！ 



ケース① 

ゴチャってます。カオスです。（もしくは、介入したらゴチャらせましたー！！） 

  

→特に、絶望的なくらいゴチャってやばい時。 

そんな時は正直、70%くらいの精度でも良いのでカンファメだとか S を打って、さ

っさと次に行ってしまうのもアリだと思います。ぶっちゃけ甘い理由付けでも、チェ

アパーオーソリ使って切り抜けてしまうのもアリだと考えます。もうこの場合は、切

り抜けれれば OKです。 

ってのは、自分がパンツの時にゴチャってカオスでどうしようもない状況を想像し

て欲しいんですが、パンツの気持ちとしては“とにかく次にいってほしい”ってこと

があると思うんですね。しかも、解決できないからカオスなわけで、それはもう誰が

何をしても解決できない状況ってのはあり得ます。 

だから、そこで停滞してしまうよりは先に進む方がみんなにとって良いんではない

かな、と。もちろん、後でちゃんとリフレする前提ですよ！！個人的な意見ですが、

最悪この confusion の部分だけ日本語で話して解決するってのもアリだと思っていま

す。ごまかして先に進んだ場合、その部分はディス中に使えないものになってしまう

ので… 

 

 

 

 

ケース②  

このテーブル、自分の実力をはるかに越えてます…orリフレに自信がないです… 

 

→そんな時は、「俺の意見はあくまで一つの意見だから、みんなも考えてみてね☆」

って言いましょう。笑 リフレやレクチャーで使える魔法の言葉です。笑 

 ちょっと真面目に言うと、そういう状況であっても内容のリフレはできるように

しておいた方が良いと思います。その日のディスを要約する練習をしてみてくださ

い。結構すぐにできるようになります♪ 

 もし議論内容の要約が難しい場合は、相手に“どんなことを伝えたかったのか？”

を聞いてみてパンツにちゃんと伝わっていたか聞いてみたりしても良いかも？ 

 

 

 

 

 

コメント [a27]: 悲しいことに、ありますね。

笑 

コメント [a28]: あくまで個人的な意見で

す。かつ、さすがに日本語ってのは最終の

最終手段だと思ってます。 

けど、タメになるディスにするためには、

日本語もアリなんじゃないかと思ってます。

理解しないと何にもならないんじゃないか

な（リフレされてもよくわかんないんじゃ

ないかな）、って考えがあるので。 

コメント [a29]: おそらく難しいのは、スキ

ル面（具体的にどうすれば良かったのか？）

をリフレすることだと思います。議論内容

の要約は、きっとどんなディスであっても

ある程度はできると思います。 

議論内容を要約して“どんな風に聞こえた

のか？”を伝えて、「自分にはこんな風に聞

こえたけど、伝えたかったことと gapはあ

りますか？」って聞くのも良いかも。 



ケース③  

すごくまったりテーブルで、誰もアイディア出す人がいない… 

 

→例えば DA プレゼンターが誰もいない状況など…俺らの代の人に聞いてみたら、

以下のようなことをして対応していたみたいでした☆ 

  ・よくでる DA（死刑問題で、被害者家族の DA など）を出し、「こうゆう DA

が popularだから、どうやって消すか考えよう」とみんなで planを考える 

  ・個人個人に声をかけて、「これについてどう思う？」ということを聞いていく 

  ・自分のアーギュやアイディアを出して話を喚起する 

  ・インタミ中に、あまり喋っていない子に喋るように促してみる 

 こんな感じです。 

 

 喋らない子って、喋るのが怖かったり“何を話していいかわからない”だったり

するのかな、って思うので、その原因を見極めることが大切だと思います。 

  

例えばエリア無視して Harm とかでオブジェクション出してみたり、Problemでコ

ンパリ始めてみたり…そういう新鮮なことをすると結構評判良かったりするかもし

れません。 

 何を話せばいいかわからない子がいる場合は、論点を絞って「どう思う？」って

聞いていったり、日常の例に落とし込んでみて考えてもらう、ってのも一つの方法

だなって思います。 

コメント [a30]: それぞれのディスによっ

て雰囲気も違うので一概に“こうすれば良

い”とは言えませんが、ここに書いてある

対応策をアイディアのストックとして持っ

ておくことが何か役に立つと思います。 

コメント [a31]: 例えば、教育問題の時に

「将来子どもが産まれた時に、自分の子ど

もに対してどんな教育をしたいですか？」

から入って、それを「じゃあ J/G としても

そんな教育をしたら良いんだよね？」って

感じで PDD に当てはめていく、とか… 



４）ディクテについて 

ディクテですけど、PCだとなんとも表しづらい。。。笑 

大まかには 2種類存在するみたいです。 

 

１）フロー方式（08年度東洋大学チーフ三橋君命名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんな感じで、誰が何を発言したかを、縦にまとめていく感じですね。 

 

 

 ２）カンバセーション方式（08年度東洋大学チーフ三橋君命名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一人一人の項目を作ることによって、発言量は一目瞭然ですねー。 

 

 

Aさん）… 

Bさん）… 

Cさん）… 

Aさん 

 

… 

 

 

… 

 

… 

Bさん 

 

 

… 

Cさん 

 

 

 

 

 

… 

Dさん 

 

 

 

… 

自分 議論全体 

 

Problem 

 

 

Harm 



こんな感じですけど、ぶっちゃけどういう方法をとろうと良いと思います。笑 

 

ディクテって、大切なのは“リフレポイントをメモる、そのために議論の流れをメモ

る”ってこと。だから、これさえ守られてるならどんな方法でもディクテになるんじゃ

ないでしょうか？？ 

例えば上記に紹介したようなディクテはとらずに、普通にディスに参加してチャート

を沢山書いて、そのチャートをディクテ代わりにしてリフレするって人もいます。 

 

ディクテに書く内容も人それぞれで、例えば 08年度 JI プレの ZIMA は、一人一人の

発言を書き取るんじゃなくて、各話のコンクルのみをチャートみたいにまとめてディク

テに書いてたり… 

だから、結局リフレができさえすればディクテは何でも良いよ。笑 

 

 

最後にディクテに関して、「これは良いな」って思ったアイディアを載せます。 

① 08 年度明治プレのひろきは、フロー方式を使ってたんですけど、誰かがカンフ

ァメしたらその人がカンファメしてる範囲をディクテ上で囲むらしいっす。どれ

だけマクロなカンファメかがわかる、ってことですね。 

 

② 08年度法市ネゴのはるかがやってた例だと、フロー方式で 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

みたいに、右側（赤字の部分）を丸々リフレ用に空けておいて、リフレがあっ

たら書き込んでいく…っていうスタイルでした。 

 

 

自分にあったやり方ってのがあると思うので、「どういう風にすればリフレあげやす

いか？」ってことを大切に自分なりのやり方を考えてみてください☆ 

 

Ａさん）… 

Ｂさん）… 

Ｃさん）… 

 

Good S!! 

 

 

 

カンファメ欲しい 

Ａさん）… 

Ｂさん）… 

Ｃさん）… 

 

 

 

×CCF 

 

コメント [a32]: 正解はない＝間違いもな

いので気楽にやってみてください。笑 

リフレさえできればディクテは何でも

OK！！ 



５）チェアパーとして（先輩として）気をつけると良いこと 

2つ書きます！！ 

①purposeについて 

②ディスのアフターフォローについて 

 

 

 

①purpose について 

 みんなディスで最初に purpose聞くよね？どんなのが多いですか？ 

 例えば CCFとか、startと goalを見失わない、とか…そういうのが多かったよう

思います。 

 

 じゃあ次に、なんで purposeを聞くのでしょうか？？ 

 つまり、purposeを聞くその先に何があるのか？ってことっす。 

 

 これを後輩にも意識させることが、すごーく大切なんじゃないかな、って思いま

す。 

 

 で、purpose の先にあるべきものって、“なりたい姿”なんじゃないかなって思う

わけですよ。みんなが普段挙げている purpose って、その“なりたい姿”に近づく

ための stepであるべきなんじゃないかな、って☆ 

 “なりたい姿”っていう最終的な visionと、それを達成するためのmission的な！！ 

 

 例えば、みっちーに憧れて「みっちーさんみたいになりたい！！」って思って、「み

っちーさんに近づくために、CCF を頑張ろう！！」って考えて、CCF を purpose

にする… 

 っていう流れでみんながpurposeを考えると良いなっと思います。ていうか多分、

vision への結びつきがないから purpose への意識が弱くなるのかなー、って思いま

す。 

 

 

 だから CCLだけど言いたいことは、“なりたい visionを意識させよう！！”って

こと。ディス始まる時に purpose 聞く時でも、「どんな風な discussant になりたい

の？」って visionを聞いていくのが良いと思います。 

 

コメント [a33]: “先輩としての心構え”み

たいな感じで読んでみてください☆ 

コメント [a34]: レクチャラー陣的に、この

word choice が激アツだと思ってます。笑 

是非流行らせてね。 

コメント [a35]: だってみんな、ぶっちゃけ

ディス始まった最初の数分しかpurpose意

識してないですよね？笑 レクチャラー陣

もそうでした。笑 



こうやって visionを聞くことのメリットは 

① その人の、purpose（みっちーみたいになるための具体的 step、mission）に

対する意識の向上が図れる 

② その vision を達成する上で“こんな mission をやってみると良いんじゃない

かな？”ってことをリフレとして伝えられる 

   って感じです。 

 

   他にも、“mission（CCF等の、具体的スキル）を意識せずに、「みっちーみたいなデ

ィスをする」つもりで今日はやってみな”みたいなことを言って、visionを強烈に意識

させた状態でディスしてもらってその vision に近づくために必要なことをリフレして

いく、ってことをしても良いと思います。 

 

 

   まとめると、もっと“なりたい姿”っていうのを意識することが必要で、後輩にも

意識させるようにできると良いと思います。 

 

   Visionっていうのが、purposeの先にあるべきものなんですね！！ 

   Purposeについては以上！！ 

 

 

 

 

②アフターフォローについて 

   リフレってのは、そのディスだけに終わらないものだと思います。 

どういうことかって言うと、確実にモノにしてもらわなきゃリフレの意味はないよ

ね！折角リフレしたのに次のディスでも同じこと言われてるようじゃ、リフレは無駄

になってしまいます。。。 

ここで言いたいのは、“アフターフォローをすることで、確実にリフレをモノにして

もらおう！”ってことです。例えば。。。 

・ サマカンの方法をリフレしたとして、ちゃんとサマカンをできるようになるま

でサシディスやプレパディスにつきあう 

・ アーギュに対して“こうしたらどうかな？”ってことを言ったら、一緒にプレ

パする機会を作ってしっかり改善できるまで面倒みる 

・ 一週間後とか大会で会った時に「この前言ったリフレどうかな？うまくできて

る？」って声をかけてみる 

   こういうことです。 

コメント [a36]: 例えば、「みっちーは雰囲

気がめちゃめちゃ良いから、みっちーに近

づくためにプレゼンだけじゃなくて雰囲気

作りにも気をつけてみなよ！」と言った具

合に。 



   確実にモノにしてもらわなきゃリフレしてる側も寂しいし、リフレされたってその

まま忘れる人はそのまま忘れるし、先輩として成長を助ける責任はあるし、気にかけ

てもらえれば後輩だって嬉しいだろうし、こういうのをきっかけに仲良くなれるし

色々話すこともできるし。。。ってことで、なかなか激アツじゃなかろうか、と思いま

す。 

 

   こんな感じで、本当の意味で“最後まで面倒をみれる”のが良い先輩ってことなん

じゃないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ふー。ってことで予想外に長くなりましたが、これにて“リフレ方法について（先

輩の心構えについて？）”のレクチャーマテを終了したいと思います。 

    

まぁ色々と書いたけど、どれか一つ「これ良いかも」ってのがあったら tryしてみて

ください。やってみたら意外とできるもんだ。 

 

あと最後に一つアドバイスを。 

先輩として&チェアパーとしてリフレすると言っても、そりゃ何でも知ってるわけじ

ゃないし何でもできるわけじゃないです。あくまで、一個人・一他人の目で「こうし

たら良いと私は思うよ」っていう意見がリフレなんです。 

「絶対はない」ってことは、どんな意見でも正解になりうる、ってことなんです。 

だから、先輩として必死に考えつつ、その考えた結果出た自分の意見はしっかり伝

えれば良いと思います。頑張ってみてください。 

 

 

 

リフレクションレクチャー 

fromはるき、みっちー、とーる（08 年度 discussants） 

special thanks to ゆーすけ、ZIMA、法市しょーご☆ 

文責 とーるでした。 

コメント [a37]: “リフレを活かすために

どんなプレパをすれば良いか？”までは、

なかなかリフレで伝えられないしね！！だ

ったら一緒にプレパやってしまおう！ 

コメント [a38]: この「私は」っての大事。

リフレなんてあくまで一意見で絶対的なも

のではないわけです。それで良いのです。 


