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・2013年、大学2年の春、MESAへ。

MESAに入った理由は、「寂しかっ

た」 

・9月、Speech, Debate, Dramaと悩

み、Discussionを選択。理由は、「一

番自由に英語を使えると思った」 

・12月、MESA Discussion Vice Chief 

に。就任理由は、「人数の関係で」 

・2013年3月、春セミ出場。出場理由

は、「鬼怒川温泉に入れると思った」 

・5月、Platinum Discussion開催。実

行委員長なのに1時間寝坊。 

・6月、アッセン出場。出場理由は、

「チャートペンの替え芯が余ってた」 

・8月、MESA全活を引退。つらたん。 

≪Biography≫ 

生まれは埼玉、育ちは長野。県立

長野高校出身。最近カメラを買い

ました。IKEAデートに憧れてま

す。「（５００日）のサマー」って映

画はやばいです。「Cocktail」も好

きです。「ワン・デイ ２３年のラブ

ストーリー」、気になってます。 

後期は、スピーチ、ディベートの大

会にもでる予定。バリューディス

の大会にもぜひ呼んで！！！ 
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 こんにちは。明治学院大学英語研究会（ＭＥＳＡ）の戸張です。いつもお世話になっておりま

す。ＪＩＤＭさんの御厚意で、レクチャー的なsomethingを書かせていただけることになりました。

「ディス界で頑張ったこと」について書いてほしい、とのことですので、そんなようなことを書いてあ

ります。基本的には、今年５月に我々ＭＥＳＡが主催したＰＬＡＴＩＮＵＭ ＤＩＳＣＵＳＳＩＯＮの実長挨

拶で述べたことをもう少し具体化したものになっています。 

①Never Ending Thinking（考え続けること） ②Never Ending Learning（学び続けること） 

自分は、いわゆる「ディス界で」、この２つのことを常に心がけてきました。（てかこれだけ。） 

はじめに。  

戸張 翔太 （明治学院大学３年） 

Aug 2013 Vol. 最初で最後 

Never Ending… 

 本題に入る前に少し。 

 「ディス界で頑張ったこと」について。「ディス

界」の人にこれを聞いたとき、その答えはすべ

て同じであるべきだと自分は考えています。そ

れはズバリ、「英語を使うこと」です。自分は、

留学も、海外渡航もしたことはありません。世

間レベルでみれば、英語運用能力は極めて低

いと思います。でも、英語が好きで、ＭＥＳＡに

入りました。これを読んでいる皆さんも同じでは

ないでしょうか。 

MESA Chief and Negotiator  2013 

 英語を使ってディスカッションをする以上、「英語」の問題は避けて通れません。「ディス界で

頑張ったこと」が「英語を使うこと」であるのは必然だと自分は思います。もちろん、「ディス界」に

はほかにも頑張れることがあると思います。ランク取る、大会マネージ、人脈づくり、役職、など

など。自分もいろいろ経験しましたが、やはり根幹にはディスがあります。実際にテーブルを組ん

で、英語ディスカッションする。ディスあってこその「ディス界」です。ディスへの熱意が昇華する

ことで初めて、ディス時間外のことを頑張れるのではないでしょうか。そのディスに対する姿勢と

して、自分は上に挙げた２つの“Never Ending...”が重要だと思っています。そしてディスの楽し

さは、この２つに依存します。これについては次ページ以降で説明します。 

 余談ですが、「ランク」について。ディス界で頑張ることの一つとして「ランク」獲得がまぁ一番に

挙げられると思います。個人的な意見ですが、自分なりの楽しみ方を見つけたらそれだけで可

能性はあると思います。それ以降は、どれだけ「思考」できるか、に尽きると思います。後述しま

すが、ディスは「考える競技」です。どうしたら「ランク」とれるか、をずっと考えてプレパするより、

どんなディスをして楽しみたいか考え続ける方がよっぽど有意義だと思います。「ランク」なんて

ディス界でしか通用しないから、それに固執するのは時間の無駄だ、と今になって思います。 

 自分の、いわゆる「ディス感」てやつが知りたい人は読んでみてください。 



 ①テーブル外の思考について。 

 テーブル外の思考に関してですが、これはディスの経験、学年、技

術、英語力などといった側面は関係なく、すべての人に共通です。ディ

スを楽しむうえで、またディス界で努力するうえで、テーブル外での思考

はとても重要だと自分は考えます。 

 まずは、情報収集です。数人が、あるIssueのもとで議論をする。これ

は、簡単そうに見えて難しいものです。とくにディスカッションでは、政策

決定という性格上、現実の状況（Status Quo）に基づく必要があります。

ゆえに「SQを知る思考」がまず求められます。知らなければ、何も話せ

ない、わからない、つまらない、というわけです。トピックに関する法律だ

とか、世論だとか、文献だとか、とりあえず手当たり次第に調べます。そ

して徹底的に調べる。 

 例を挙げます。「中絶問題」。この問題においてよく見られたのは、「中

絶理由の三要件（母体保護法第１４条１項）」のEvidence。「Economical, 

Physical, Raped problemという３つの理由でのみ、中絶が許可されてい

る」という使い方をしていた人が大半だと思います。それはともかく、「誰

の同意が必要か？」という話になったとき、「母体保護法第１４条２項」

に規定されているにも関わらず、まともに答えられる人は少なかったよ

うに思います。ディスのなかでそういった話になること自体少なかったと

は思いますが、最低限の知識として知っておくべきです。 

 ディス中大体出てくるであろうEvidenceはもちろんのこと、関連法案と

かにも目を向けてみることが必要です。そして調べたものはすべて

チャートに書いておき、すぐ出せるようにしておく。これをやっているとな

いとでは、ディスの満足度、理解度とも大きく異なります。ディスを始め

る、楽しもうとするにあたって、SQを知ることはとても重要です。 

 次に、SQを知ったうえで、「その現状に対して、自分の意見を整理」し

ます。ある程度までSQを分析し終わったら、その現状に対して自分はど

う思っているのか、というのを徹底的に洗い出します。「○○は××であ

るべきだ。なぜなら◆◆だから。」「Keeping SQこそ最善だ。なぜなら□

□だから。」「これとは違う視点で☆☆してみたほうが具体的だ」「ここは

意見が割れそうな部分だ。じゃあどんな意見が出てくるだろうか。」etc…

いわゆる「プレパ」というのはこの作業をひたすら繰り返すことだと自分

は考えます。そのIssueのもとで、topicのもとで、自分はどう考え、何をみ

んなと話したいのか。自分で自分のopinionを理解する。これがテーブ

ル外の思考です。自分で理解できていないものは、人に話しても理解し

てもらえるわけないんです。いわゆるごちゃりの大半はこれに起因しま

す。 

Never Ending Thinking. 

【Summary】 

・Issueを知り、自分のOpinionを知る。（プレパ） 

⇒ディス内で自分が扱えるIdea  

・３時間考え続ける姿勢を持つ 

⇒思考から、「技術」が生まれる。逆はない。 

 ②テーブル内の思考について。 

 次に、テーブル内の思考に関して。これも、ディスの経験、英語力等に

よって多少個人差があるとはいえ、基本的にすべての人に共通だと思

います。簡単に言えば、議論に参加するためには、いろいろ考え続ける

ことが求められる、ということです。いくつか例を挙げます。いわゆる、

Confirmation, Suggestion, Question, Objection等についてです。 

 テーブル内思考ができる人は、これらをうまく使うことができます。結

論から言って、テーブル内思考ができていない人は、これらの技術を独

自に磨こうと思っても不可能です。というより、これらの技術は磨こうと

思って磨けるものではないです。思考というプロセスを経て、その場そ

の場で最適なものを提示することが求められる技術だからです。 

 例えば、人の話や全体の流れの要点だけを抽出し、伝えるのが

Confirmationです。誰かの話をなぞって、そのままチャートに書いてもそ

れはConfirmationではない。どれが重要で、不要で、といった思考の先

に初めてConfirmationが生まれます。なかでもSuggestionは、先読みと

いう点できわめて洗練された思考が必要になります。Question, 

Objectionも、基本的なベースは左記のプレパ段階で生まれるにしても、

どうテーブルに落とすか、ということは常に考えておくべきです。完全に

同じ内容の話をするテーブル、なんてのはあり得ないので。 

 上に挙げたものはどれも、一朝一夕でできるようになるものではない

です。ただ、「ディス中常にあれこれ考え続ける」という姿勢さえ持ってい

れば、おのずとできるようになるものでもあると思います。重要なのは、

考えることをやめない、ということ。サッカーが「点を取り合う競技」であ

るように、ディスは「考え続ける競技」です。 

 先ほど、ディスの楽しさは、２つの“Never Ending…”に依存する、と述

べました。まず一つ目は、“Never Ending Thinking”です。 

 結論から言えば、「ディスは、思考停止した途端につまらなくなる」とい

うこと。では、ディスにおける「思考」とはなんでしょうか。大きく分けて２

つあります。①テーブル外の思考 ②テーブル内の思考 です。 

戸張的 

ディス感 

Never Ending Thinking 

Never Ending Learning 

テーブル外思考 

テーブル内思考 

・SQを知る 

・自分の意見整理 

・人の話を理解しようとする思考 

・時間内常に考える姿勢 



Never Ending Learning. 

 冒頭にも述べましたが、「ディス界で頑張ったもの」と聞かれたとき、そ

の答えは「英語を使うこと」であるべきだと思います。MESAをはじめ、各

大学の英語系サークルの集まりであるディス界ですから、英語に関して

努力することは必然なのではないでしょうか。 

 「英語はツール」という言葉をよく耳にします。我々のディスには、この

言葉がものの見事に当てはまります。あくまでも英語は話し合いの道具

です。ただ、ディス界にこのツールをツールとして満足に利用できている

人間がいるか、と言われたら…。まぁきわめて少数だと思います。自分も

例外ではないです。その結果として、意思疎通手段としてのツールが完

璧でない以上、どこかでエラーが出ます。この、「英語がわからなくて

ディスがわからない」という、なんともしょうもない状況に陥ることだけは

ディス界全体の問題として考えるべきだと思います。 

 そこで、「ディス界で頑張れること」として、英語学習を挙げます。以下

の４項目に少し気を配るだけで毎回の議論の質は高くなると思います。 

                           ①SQの英語理解、Terminologyの把握 

                               ②英英辞書を効率的に使う 

                            ③自分のOpinion (Idea)は英語化する 

                           ④基本的文法事項の確認、Collocationの把握 

 ①について。SQは基本的に日本のことについて分析します。先も述べ

ましたが、情報収集はマスト。その後でどうするかが問題。せっかく調べ

たEvidence類も、英語でみんなに説明できなければ意味がないです。日

本語の情報をいかにして英語に直し、伝えるか。これも一種のディスの

醍醐味だと自分は思います。加えて、Terminology（学術用語）の把握は

非常に大切です。事前準備としてはかなり難しいものになると思います

が、Issueに関連して、よく出てくるであろう単語については、極力理解し

ておくべきです。テーブルの皆がその単語を聞いて利器できるのであれ

ば、幾分議論がスムーズにいきます。このTerminologyに関しても、英語

でしっかりと説明できるようにしておくことが望ましいです。 

 そこで②です。英英辞典はとても便利です。それ自体が一種の 

Confirmationになっているからです。例えば、“Terminology” は、”the 

technical words or expressions that are used in a particular subject”とあ

ります。（ロングマン現代英英辞典） なんとわかりやすい説明だろうか

笑。分かりづらい話や単語でも、英英辞典をササッと引いてみれば一瞬

で解決するかも。加えて人の話をConfirmationしたいときにも、簡単な

英語にしてプレゼンすることができる。使わない手はありません。 

 次、③について。①と共通する部分が多少ありますが、Evidence等の

ように元の文献があるわけでない、という点で決定的に異なります。あ

なたのOpinion (Idea)を知っているのはあなただけです。ディス中テー

ブルに落とすにしても、とっさに英語で効率的に伝えられないのであれ

ばせっかくのプレパも無意味になってしまうのです。自分で説明・理解で

きない自分の話は、テーブルに停滞を生みます。自分にとっても、テー

ブルにとってもメリットはありません。「テーブル外思考」の段階で英語

化しておく必要があります。自身の英語力に不安がある人はなおさらで

す。余談ですが、Questionや、Objection されたときも③が重要になって

きます。自身の考えを本当に理解していれば、基本的にどんなQに対し

ても英語で即答できるはずです。 

 ④について。いわずもがな、文法崩壊している状態では、正確に自分

の意味することを伝えることは難しいでしょう。「文法なんて、たいした問

題じゃない」なんて言葉をよくききますが、自分はそうは思いません。正

確な文法で英語を使えるに越したことはないでしょう。 

 例えば、「きのう、わたしが、図書館で、勉強するでした。」と言われて

も、なんとなーく、「このひとはきのう図書館で勉強したんだな」と推測で

きるでしょう。日本語を母語とする自分たちにとっては容易なことです。

ただ、英語はそううまくいきません。大多数の人は英語が母語ではない

し、完璧なわけでもない。必ずどこかで誤解が生まれます。極力そう

いった事態は避けるべきでしょう。 

 また、ディスに対してというより、英語学習者として、Collocation にも

気を配るべきだと思います。「よく使われる語の組み合わせや、自然な

語のつながり」のことです。例えば、「中絶する」は基本的に“have an 

abortion” と、”have”を用います。”do an abortion”とは言わない…など

など。正直、Collocationに関しては、完全に趣味の領域だと思ってます

笑。でも英語習得を目指すなら、避けては通れない道だと思います。新

しい発見もあって、結構面白いです。 

【Summary】 

・英語ディスカッションするうえで、英語を学ぶことは必須。 

⇒英語がわかると、議論の内容がとても理解しやすくなる。 

・Issueに関しての知識を「英語で」つける。自身の意見も。 

⇒テーブル外思考に加え、テーブル内思考の助けにもなる。 

「英語を学ぶ楽しさ」もくっついてくる。 

おわりに。 

 自分がディスをとおして頑張ったのは、「考えること」「英語学習」の２

つです。特に自分の中では、「英語学習」の重要性は高いです。ESA 

(ESS)に入ったんだから、英語を使うことを楽しみたい。それが自分のディ

スに対するモチベーションといっても過言ではありません。自分の英語力は

たかが知れてますが、頑張る意味はあると思う。 

 ディスは、”Never Ending Story”です。考えれば考えるだけ、新しい

ディスカッションが生まれます。「あきらめたらそこでディスカッション終

了です。」本当に。それでは。 

MESA Discussion activity/ Shota Tobari 

Mail: be-my.valentine@softbank.ne.jp /Tel: 09044619934 

Never  

Ending Learning 


