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この Manual  は筆者が経験してきたことや、先輩から伝え聞いて知識として知っている事柄をベースにして作成

しましたので、筆者の考え方がどうしても入ってしまっている所もあると思います。ですから、今回紹介した考え方

以外の考え方も存在しますし、それが間違っているわけでもありません。 

この Manual では、  Discussion における「知識」「技術」について解説しました。これらを、自分のレベルに応じ 

て、ゆっくり吸収していく感じで、読んでいってください。あまりにも、いろいろ吸収しようと欲張ると、訳が分か 

らなくなります。この Manual  では説明が不足していたり、表現の仕方が分かりにくい所があったりするので、疑

問や質問、あるいは反論もあることでしょう。そんな折りは遠慮なく筆者か最寄りの Dis-sec に尋ねて下さい。 

最後に、今回の Camp  があなたにとって、すばらしい経験と思い出になることを願っております。 

 

と２０００年度 K.I.E.F.Discussion 専門委員長北野正典様がおっしゃっていました。 

 

このマニュアルをわたすことになり、今回は Word で編集し、一応全てに目を通しつつ多少の変更を加えました。と

いってもおよそ９０％はそのままです。オピメの Procedure の章に変更を加え、DA ステージの進め方を加えました。

オピメの Procedure のところから Cause sentence を外したことについては賛否両論かと思いますが、僕が Cause の

概念が不要だと思っているわけではありません。むしろ他の人よりもこだわっているつもりです。ただ Cause stage

は関西 Dis 界では設定しないことも多く、Problem stage でやってしまう現状の方が時間的によいと判断したからで

す。また Stage というシステムにたよらずより自由な形で議論することにより議論を整理する一種の Handling 能力

の向上にもつながるとか考えました。 

 

なにやら具体的なことを書いてしまいましたがこのマニュアルはやはり重要なところはおさえられています。 

Dis が嫌いであれ好きであれ、１回生であれ３回生であれとりあえずこのマニュアル１冊は手元において今一度目

を通してもらうことをの望みます。 

 

ではみなさんがんばりましょう 

 

 

 

 

２００３年度 K.I.E.F.Discussion 専門委員長   河野 哲 
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Chapter 1 Discussion? 

 Discussion って一体なんだね？  

ういう疑問に、この Chapter１では、大ざっぱに Discussion の構造を説明していきます。 詳しい説明については、後の各

Stage を参照して下さい。 

先ず、僕達の立場について説明します。僕達は日本政府であり、日本国の政策を決定できる立場にあります。その  

立場から、いろんな社会問題を解決しようとしているのです。例えば、バレンタインデ ーという習慣が日本にはある 

よね。女性が好きな男性にチョコレートを送ったりするね。その裏で、もてない人はうらやましがって、密かに悲し 

んでいます。そういう悲しんでいる人を救ってあげよう。そのために、日本政府はバレンタインデ ーを廃止にしちゃ 

え。でも、そんなことしたら、チョコレート会社は損害を被るよね。Discussion では、こういうことを、Problem,   

Harm,...... などの各 の例で Stage にあてはめて、別々に分かりやすく議論していきます。じゃあ、バ レンタインデー 

はどうなるでしょう？ 

 

Problem ：バレンタインデーがある。 

Harm：男の人が精神的苦痛を受ける。 

Plan：バレンタインデーという習慣を廃止。 

AD：男の人が精神的苦痛を受けない。 

DA：チョコレート会社倒産。 

 

こんな感じになります。これに加えて、Linkage between Problem and Harm では、バレンタインデ ーのせいで、本当にも

てない人が精神的苦痛を受けているのか？ 

Solvency  ではバレンタインデー禁止したら、男性は本当に精神的苦痛を受けなくてすむようになるのか？ 

では、AD と Comparison  DA どっちが大事？ 

こういうことを議論します。 

なんとなく  Discussion  の構造がわかってもらえたかな？それでは、これから Discussion についての詳しい説明  

に入っていきます。 

 

 

 

 

 



Chapter 2 Opinion の作り方 

この夏キャンプでは、こちらが用意したトピックについてのオピニオンを作ってもらいます。ですから、オピニオ  

ンをいろいろ選ぶ手間が省けるでしょう。その分、完成度の高いオピニオンを制作することを目指して下さい。それ 

では、今からより完成度の高い Opinion を作るための方法を示していきたいと思います。ここの Chapter では心臓移 

植という Topic の Opinion 作りを例にあげながら、実際に Opinion を作ってみます。 

 

Step 1. Topic に関する知識を Get せよ! 

Opinion  を作るにあたって、正しい事実に基づいた知識がないと何も考えられないですよね。ですから、知識を軽く 

でいいですから、得ておく必要があります。そのために、こちらの方で用意した evidence には目を通しておいてくだ 

さい。また、「日本の論点」や「現代用語の基礎知識」に目を通して知識を蓄えておくのも良いでしょう。 

 

Step 2. Brain Storming をしよう ! 

ある程度知識を得ることが出来たら、それをもとにして思いつくかぎりのことを紙面の上に書いてみましょう。現  

在の問題点やその原因、物事の良い面、悪い面などなど、とにかく思いつく事をすべて書いてみましょう。 Brain  

Storming をする時は、別に 1 人でしても構いませんが、他に暇な人がいたら、一緒にやってみた方が良いですよ。1 人 

じゃ思いもつかなかったことなど浮かび上がってくる事もあります。それでは、 Brain Storming をしてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Step 3. フローを作ろう。 

Brain Storming  をもとに、Opinion の骨格を作るために、各 Stage ごとの Sentence を設定しましょう。それから、  

Term definition (曖昧な言葉の定義をすること) を行ったり、Sentence を証明するために evidence を用いた説明を考え 

たりしましょう。この時点で足りない evidence があれば、自分で本やインターネットで調べて、補ってください。 

Problem: Donors are lacking. 

Harm: Patients die. 

Plan: 

Direction) The Japanese government should increase the number of donor. 

Mandate) The Japanese government shall regard brain death people as donor. 

AD: Patients will not die. 

 

<フローを作るコツ> 

フローを作成するにあたって、こうすれば周りの人が  Opinion を理解してくれやすいとか Discussion をしやすくな 

るよ、というコツを書きます。 

 

1) Sentence は短く作ろう。 

各 Stage の Sentence はなるべく短く、スッキリとした形の方が聞いている方はわかりやすいです。でも、 Sentence を短く

すると、必要な事を表せなくなってし まうので、そういうのは、 Term definition で細かく説明してあげると良いです。 例

えば、 Donor の説明を Term definition ですると、脳死した人で心臓を提供する意思を持っている人としてあげるといい

です。 

 

2) Harm は一番 Impact の大きいものが良い。 

Opinion を作る時に、Harm の設定の仕方に迷う事があるかもしれません。心臓移植を出来ない事は、患者が死ぬ事 

にもなるし、家族が悲しむ事にもなりますね。 1 つの問題に対しては、さまざまな形の被害がでるものです。そういうとき

は、 1 番深刻そうな被害を、Harm として設定しましょう。こっちのほうが、得られる AD が大きくなる可能性が高いから

です。 

 

3) 形容詞や副詞はあまり使わない。 

big , small  とかいう言葉はすごく曖昧で、いろんな解釈の仕方が生まれます。そういうのは、誤解のもとになるので 

あまり使わないでおきましょう。使った場合は、何と比べて big なのかを説明してあげましょう。compared with what? 

 

4) 説明文は N.L.C. や A.R.E.A. を使おう。 

N.L.C.  や A.R.E.A.の詳しい事は "Presentation" の Chapter に載せてあります。 Term definition をする時には、 

N.L.C.を使って下さい。 Sentence を evidence を 使って証明する時には、A.R.E.A. を使って下さい。 Opinion を作るに

あたって、説明文をただ考えるだけではなく、紙に文章にして書くようにも心がけて下さい。 

 



5) Plan は Opinion が立ちそうなやつを選んでくれ。 

Plan は  Opinion が立ちそうなやつをセッティングする方が良いです。そうするためには、現実味を帯びたものがい 

いです。過去に海外で実際に行われたものとか、あまりお金のかからないものとか、常識的に考えて実行出来そうな 

ものとかが良いと思います。あまり、突拍子もないものを選ぶと、 Solvency を立証しにくかったり、大きな DA とか出 

たりします。 

 

Step 4. Case Study をしよう。 

フローが作れたら、自分の Opinion は本当に Discussion をするうえにおいて大丈夫なのか、オピメをするには他に 

どんな準備や対策をこうじればよいのか、 Opinion がどういう流れで進んで行くのか、とやかく複数の人で考えてみ 

る作業が Case Study です。Discussion のプレパをする時には、Case Study に重点を置いて下さい。随分と議論が深 

くなっていき、いろいろなアイデアが浮かび上がってきて、本番の Discussion の Table を楽しめると思います。 Case  

Study をするにあたっては、次の事に気をつけながらやってみてください。 

 

(1) 自分の Opinion 説明は充分かな ? 

先ずは、何よりも自分の Opinion が立っているかどうかを考えて見て下さい。Link や Solvency が、ちゃんと Step  

Sentence などを使って説明されて、立っているのか? Harm は何故悪い事なのか? 

 

(2) Examiner はどんなアイデアをぶつけてくるの ? 

次は、Examiner のことを考えましょう。一体、どんな Question が出てくるのか?それに対する、 Answer を用意し 

ましょう。また、Link 、 Solvency、DA などで Argument が出てきます。一体、どんな Argument が出てくるのか、そ 

れを一回立論し、反論を作りという話し合いを、自分達なりに議論の結論を導くまで、続けて下さい。それから、その議論

の論点をまとめてみて、一体どういった論点 を話し合えば結論を 導くことが出来るのかを紙面化して、  

Discussion をしやすいようにしましょう。この作業は難しいと思いますが、 Dis-sec のみなさんは出来るようになって下さ

い。その他では、 strategy を考えて、どういう consensus をとれば都合がいいのかも考えてみて下さい。 

 

Step 5. PD をしよう。 

PD (Practice  Discussion) とは、実際に英語で誰かの Opinion について Discussion をすることを言います。 PD をし 

て、自分の Opinion の穴を見つけましょう。英語で Discussion をしてみるのと、日本語で Discussion をしてみるのと 

では随分と違うものです。そして、自分の Opinion で PD をしてみると、自分の言いたい事が伝わらなかったり、 訳 

が分からなくなったりして、混乱に陥ることがよくあります。特に初めての PD で混乱が生じる原因としては、 

1) Opinion がイケてない。 (議論しにくい。 ) 

2) Evidence を使い過ぎ。 (情報をみんなに与え過ぎ。 ) 

3) オピメの英語の表現が難しくてよく分からない。 

4) オピメと Examiner の間で、お互い違った解釈をベースにしながら議論が行われている。 

などが、よくあるパターンです。 

次に、1) ~ 4)の解決方法を提案してみます。 



 

 

V.S. 1) Opinion がイケてない。 

この場合には、Opinion を Examine しやすい形に直しましょう。 

◆ Link や Solvency で、Step Sentence をおきましょう。 

(Ex.) 

Plan 

↓ 

Step1 : 心臓を脳死者から得る。 

↓ 

Step2 : 心臓病患者が移植手術を受ける。 

↓ 

AD 

 

◆ Term definition をしっかりやろう。 

PD が終わってからを Term  definition を見直して下さい。 必要な説明がなされてないことに後で気づく事がありす。 

 

V.S. 2) Evidence を使い過ぎ。 

いろいろな情報を与えられると、聞いている方は、どれが大切なのかよく分からないし、頭の中が混乱してきま す。こうい

った事態は避けるようにしましょう。 

 

◆ Evidence を絞り込んで使おう。 

あまり不必要に Evidence  を使い過ぎないようにしましょう。多かったら、わけが分からなくなるのが当然です。使 

う Evidence は必要最低限に止めましょう。もし、更に必要ならば、後で追加すれば良いですし。 

 

◆ Evidence の説明も分かりやすく。 

Evidence の内容を、要約し、N.L.C. を使って説明すると分かりやすいと思います。もし、Evidence を使って計算と 

かする場合は、チャートに計算式を書いて、それを周りの人に見せると分かりやすくなります。 

 

V.S. 3) オピメの英語の表現が難しくてよく分からない。 

◆ 辞書をなるべく使わない。 

辞書はあまり使わないようにしましょう。だいたい、自分が辞書を引かなくては分からない単語なんて、周りの人 も知らな

い場合が多いです。自分の言い表したい事を、辞書を使って難しい単語で表すよりも、自分の知っている限りのなるべく

簡単な単語を使って言い表すようにして下さい。これは、Confirmation の練習にもなります。 

 

V.S. 4) オピメと Examiner の間で、お互い違った解釈をベースにしながら議論が行われている。 



この問題はお互いの理解の仕方が違う、という所に問題があるのです。これの対策はいかにして共通理解をもつか  

という所にあります。 

 

◆ Term definition をしっかりやろう。 

1)の対策にも書きましたが、やはりこれが大切です。これが不十分なためにお互いの理解が異なることが、よくあ  

るので、Term definition をしっかりしましょう。 

 

◆ どこで解釈が異なったのか、その分岐点を捜しましょう。 

議論が平行線をたどって、どうしようもない時には、自分の  Argument を主張するのを一度止めて、相手の Argument 

を理解する事に徹してみましょう。そして、お互いの考え方が、どの地点から違ったものになったか、その分岐点を捜す努

力をしましょう。そのためには、 Question を使って、相手に Argument のベースになっている部分を聞き出したり、想像し

たりしましょう。分岐点が分かれば、どちらの解釈の仕方がより優れているのか決定しましょう。でも、この作業はかなり

難しいです。 

[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter 3 Problem Solving Format 

 

僕達が仮想日本政府になって利益と損失を比べ合い政策決定を行う  P.D.D.(Policy Determining Discussion) では、あ

る Format に従って議論が行われていきます。 Format に従う理由は、自分達が一体どこまで話し合ってきたのかという 

目安が、各 stage を通過していくことによって分かるからです。この目安があるからこそ、重要な事を議論し忘れる事がな

くなるし、 Dis に参加する人達もある程度話しについてくることが出来るようになります。更に、1 つ 1 つの stage で議論す

ることを分割する事によって、同時にいろいろなことを話さなくてよくなり、議論しやすく、ある議論を本当に必要な時にだ

けする事によって、時間の無駄を省けるようにもなります。それでは何故、各 stage が現在僕達の知っているような形で

残っているのでしょうか ? その答を導くために、次の前提条件を思いだして下さい。 

 

(1) 僕達の立場は仮想日本政府であり、政策が話し合われる。 

(2) 政策決定は、政策のもたらす利益と損失の比べ合いで決まる。 

 

1 つ目の条件から、Plan  が存在します。また、どんな問題に対して日本政府は行動をおこすのかを知るために、  

ASQ(Problem,Harm,Cause,Link) が存在するのです。また、 2 つ目の条件から、日本政府が得るであろう利益を知るた

めに AD・Solvency が、損失を知るために DA が、それらを比べるために Comparison の各 stage が存在しているの

です。 

 

それでは、各 stage  の役割を見ていきましょう。 

Opinion1                                Opinion2 

【 Cause】         ドナーカ ードが普及していない。         

ドナー（心臓提供者）が不足している。       【Problem 】       ドナー（心臓提供者）が 不足している。     

心臓病患者が死ぬ。                  【Harm】         心臓病患者が死ぬ。 

D：ドナーの数を増やそう。               【Plan】        D：ドナーの数を増やそう。 

M：脳死者全員をドナーにする。(Mandate)                 M：ドナーカー ドを国民全員に所持させる。 

心臓病患者が助かる。                 【AD】         心臓病患者が助かる。 

 

 

1. Problem 

この stage  では、現状の問題点を示し、その存在を証明します。 上記の Opinion では、実際に「ドナーの数が心臓 

病患者の数に比べて不足している」ということを evidence を用いて証明します。もしこのことが証明できなければ、問題

点の事実を確認できなくなり、それ以上議論を進行する価値を失います。 Problem などの ASQ の stage では、オピメ

(Opinion を提出する人 )は 1)証明する事柄をしっかりと定義する。 (Term definition) 2)存在証明を evidence を用いて 

行う、ことをしましょう。 examiner(オピメ以外の人) は 1) 定義の曖昧な所(2 つ 以上の解釈の仕方が生まれる、ある 



いは、はっきりと意味が分からない所 )を質問しましょう。2) evidence が本当に各 sentence を証明しているのかチェック

しよう。3) 後々の議論のために布石を置くなりして下さい。(Chapter 9 ASQ での Q 参照) 

 

2. Harm 

この stage  では、具体的にどんな被害が起きているのかを確認し、その被害が本当に損害 (Harmful) と言えるのかど 

うかを議論します。 

 

< Seriousness > 

関西の多くの Discussant  は Harm stage の中に Seriousness を織り混ぜて、被害状況を説明する人が多いです。その  

1 つの理由としては、Seriousness を Harm stage の中に取り入れた方が、Harm stage の説明がしやすくなり、被害状況 

をはっきり伝える事が出来るからです。他の理由は、 Linkage between Problem and Harm での議論で、Harm で被害状 

況をはっきりさせておいた方が、どこまで議論しあえばよいのかの目安が分かるために、無駄な議論が省けますし、 

議論して行く目標がはっきりしているため、議論しやすくなります。 

ところで、"  Seriousness " とは何なのでしょうか? それは、 Target(被害の対象) ・Quality( 被害の性質)・Quantity(被害

者の数 )の 3 つの要素からなり、被害状況を示す 1 つのバロメーターになるものです。それでは、この 3 つの要素につ

いて、もう少し詳しく述べていきます。 

 

1) Target について 

Target とは、誰が被害を受けているのかということです。この Opinion の場合は「心臓病患者」です。 

 

2) Quality について 

Quality とは、どのような被害を受けているのかということです。この  Opinion の場合は「死」です。「死」とは、 

結構分かりやすいので、とやかく説明する必要はないと思いますが、「病気」などという場合は、いろいろなレベル 

の苦しみが考えられるので、いまいちはっきりとしません。こういう時には、どのような症状なのか、どのような痛 

みを受けているのかなどを説明してあげて下さい。 

 

3) Quantity について 

Quantity とは、どれだけの人が被害を受けているのかということです。このことは、evidence を用いて証明します。

Quantity の設定の仕方は「 1998 年に 135 人死亡した」というふうに、 1 年ごとの数で設定する事も出来ますが、 

「毎年平均すると 200 人死亡している」というふうに数年間の平均で設定するといいでしょう。何故かというと、後 

者の方で設定したら、 Plan 後にどれだけの人を救い続けることが出来るのかイメージしやすいからです。 

 

< Consensus > 

Harm の存在を証明し終えた後で必ずしなくてはならない事は、その被害が本当に損害 (悪い事)とみなせると説明し 

なくてはなりません。この段階では、「被害はただ単なる出来事」でしかなく、マイナスの要素 (損害とみなせる要素)を含

んでいるのかどうかは、まだ説明されていません。もし、起こっている出来事が、別に損害ではない(悪い事じゃない ) と



なってしまうと、Harm が成立しません。 Harm を成立させるために、なぜその出来事が損害と言えるのかを説明して、

みんなの Consensus (合意) を得 なければなりません。この Opinion の場合だと、何故「死」が損害と言えるのかを説

明しましょう。次に、何故 Harm stage では その出来事が Harmful なんだという Consensus を取らなければならないの

でしょうか ? それは、「AD は Harm の消滅である」であるという所にあります。もし、Harm が損害(悪い事 )でなかった

ら、それが消滅しても、AD という利益を得る事はできませんね。 

 

3. Linkage between Problem and Harm 

この stage では、Problem と Harm の因果関係、つまり Problem から Harm が導かれていることを確認します。 Harm  

stage が終わった時点では、「ある問題が存在しているという事と、ある被害があるという事」が分かっているに過ぎませ

ん。このままだと、たとえ Plan が問題を解決したとしても、被害を消滅させることが出来るのかどうか分かりません。です

から、被害を消滅させるために、問題から被害が起きているので、問題を解決すればいいのだよ、という構造にしなくて

はなりません。それでは、この stage をどういうふうに進行すれば良いのでしょうか? その手順として、 

(1) Step Sentence を置こう。 

(2) 各 Linkage を説明しよう。 

となります。この Opinion の場合だと、 

 

Problem : ドナー (心臓提供者 )が不足している。 

1 ↓ 

Step : 心臓移植手術が出来ない。 

2 ↓ 

Harm : 心臓病患者が死ぬ。 

というふうになります。 

オピメは Step →  Link1 → Link2 という 順番で説明をしてあげて下さい。そして 1 つ 1 つの段階に分けて、質問、疑 

問、反対意見などを受けつけてください。ところで、 Step Sentence を置くメリットは、オピメは Problem から Harm が導

かれる段階を説明しやすくなるという所にあります。 examiner は各段階に応じて流れを考えればよく質問を思いつきや

すく、また質問をしやすいという所にあります。 

また、この stage では、もう 1 つ確認しておかなくてはならない事があります。果して、「設定した Problem が全ての Harm

を引き起こしているのか ?」という事です。他に何か問題点があるから、Harm が発生するのではないかという事です。こ

の Opinion の場合では「心臓移植手術ができる病院の数が少ない」だから、心臓移植ができなくて、心臓病患者は死ぬ

んだよというふうに、他の Problem と Linkage が 発生する事があります。もし、設定した Problem 以外で、問題点が見

つかり、その Linkage が証明されたら(問題点と被害のつながりが証明されたら )、Harm stage にもどって、対象とする 

Seriousness の範囲を狭めるか、Solvency stage で Plan の効果の引き下げを考えなくてはなりません。 

 

4. Cause 

この stage では、 Problem を引き起こす原因を追求します。Cause stage を考える前に注意しなくてはならない事 

は、Opinion 1 と Opinion 2 のように、 Opinion によっては Cause stage を設定する場合と、設定しない場合とがあり 



ます。そして、そのことは Plan によって左右されます。 Plan は被害者を救うのに、 2 通りの作用の仕方をします。 

1) Problem をダイレクトに解決する。 

2) Cause を解決する。 

と いうものです。 

 

1)の Plan の  場合には、 Cause stage を設定する必要はありません。Problem が解決し、それにともなって自動的に 

Harm が消滅するのであれば、 Problem が発生した原因なんて知っても仕方がないでしょ。時間の無駄になります。  

Discussion は限られた時間の中で Conclusion を導き出そうとするので、時間を節約する事 (効率性)が大切になってき

ます。ですから、わざわざ Cause stage を設定して無駄に時間を費やす事を避けます。 

2)の Plan の場合には、 Problem が発生した原因がどのようなものであるのかを知らなくてはなりませんね。その 

ため、 Cause stage を設定し、その追求を行うのです。 

 

5. Linkage between Cause and Problem 

この stage  ですることは、基本的には Linkage between Problem and Harm と同じです。原因と問題点との因果関係 

を確認します。その次に、「その原因が、全ての問題点をひきおこしているのか」の検証を行います。問題点を引き起こす

他の原因 (Another Cause) の提示をし、Link(Another Cause と Problem のつながり) を立証して下さい。Opinion とは違

う Link が立証されたら、その後の処置は、 Linkage between Problem and Harm に示したものと同様です。 

 

6. Plan 

この stage ですることは、 ASQ で分析した問題を解決する政策をオピメが説明します。 Plan stage の進行の仕方 

は、日本政府のある問題に対する大まかな方針を示す Direction と、1 つ 1 つの具体的な政策を示す Mandate を順番

に説明して進行していきます。当たり前の事ですが、この時にオピメが提出する政策は、「今までになかった政策」あ 

るいは「改良された政策」でなくてはなりません。そうでないと、 Plan の効果は期待出来ないからです。 

< Direction > 

Direction  は大まかな日本政府の方針を示すものなので、 Direction の説明をする時はたいして気にするべき事はあ 

りません。例に挙げた Opinion の場合にも、別に説明なくても分かるでしょ。 

< Mandate > 

Mandate  は具体的な政策を示すので、複数政策を提示するような場合もあります。でも、政策が多すぎると、それ 

を理解するだけでかなりの時間を取られることになるし、 Solvency にも多くの時間が費やされることになるので、あ 

まりよろしくありません。大体、 3 つぐらいがいいと思います。それでは、Mandate では何を説明すればいいので 

しょうか? それは、日本政府が施行しようとする政策にも寄るのですが、 

1) 政策がどういったものか。 

2) 施行機関や実際に施行する人は誰か。 

3) 日本国民が政策に従っているかどうかを調べる、 Checking System の設定をするかどうか。 

4) Checking System を設定するならば、誰がどのように調べるのか。 

5) 政策に反した時の処罰を設定するのかどうか。 



などを、説明して下さい。 

それでは、ここで Spike  Plan というものに触れたいと思います。普通 Mandate は「AD を導き出す政策」になりま 

す。例に挙げた Opinion の Mandate が そうです。それとは違う種類の Mandate で「将来起こるであろう DA を打ち消 

すためにある政策」が Spike Plan といわれるものです。例えば、この Opinion では 

DA : 手術代がかかる。 

に対して、その DA を打ち消す政策として、 

Spike Plan : 日本政府が手術代を全額負担する。 

と設定することが出来ます。Spike Plan は Mandate の 1 つなので、何個かある Mandate を説明する時に提示して下さ

い。ここで、一つ気をつけなくてはならない事があります。 Solvency では、Spike Plan のことを検証しなくていいのです。

何故かというと、 Spike Plan は AD と関 係がないので、 Solvency で必要な議論とは関係がないのです。 Spike Plan 

の効果を検証するのは、DA stage で必要になった時にだけして下さい。 Solvency stage では、Spike Plan 以外の

Mandate を検証するようにして下さい。 

 

7. Advantage 

P-S 型というのは、Plan  のおかげで、 Harm が消滅し、それが AD になるという考え方にありましたね。つまり、 

「 Harm の消滅 = AD」とな ります。それゆえ、 AD stage の Sentence は Harm stage の Sentence にとても似た形を

とります。例えば 

Harm : Patients die.  

ならば、 

AD : Patients will not die. 

となるのです。そして、AD stage では Seriousness をもう 1 度確認しておくのも良いでしょう。 Linkage の議論によっ 

て、Seriousness が変化している場合が多々あるからです。 

 

8. Solvency 

この stage では、 Plan を施行した後に、本当に問題が解決され、利益を得ることが出来るのかを検証します。  

Linkage between Plan and Advantage といった所です。この stage の進め方は ASQ での Link と同様に、Plan から  

Advantage までを Step Sentence を用いて説明します。 Opinion 1 の場合だと、 

Plan : 脳死者全員をドナーにする。 

↓ 

Step 1 : 脳死者から必要な数の心臓が提供される。 

↓ 

Step 2 : 心臓病患者が心臓移植手術を受ける。 

↓ 

AD : 心臓病患者が助かる。 

といった感じです。そして、Solvency stage では Practicability と Workability のことについて話し合われます。 

Practicability  とは、「Plan を実行する事が可能なのかどうか」という事です。上記の場合だと、「日本政府は勝手 



に脳死者をドナーにすることができるのか」ということについての議論が、 Practicability の議論になります。普段は 

あまり Practicability の議論が行われる事はなく、Practicability が成立するという仮定のもとに Workability の議論へと

話が進んで行きます。 

Workability  とは、「実行された Plan に、問題を解決する効果があるのかどうか」という事です。上記の場合だと、 

「心臓移植手術を受けた患者は、本当に助かるのかどうか」ということについての議論が、 Workability の議論になり 

ます。この議論が Solvency stage では一般的です。 

今回は、みなさんの Solvency  stage での議論の幅を広げるために Practicability と Workability を紹介しました。 

 

9. Disadvantage 

この stage では、Plan によってもたらされた損失を検証します。DA に関して 1 つ注意しておかなくてはならない事 

は、 DA はあくまで 「Plan によって引き起こされた損失(UQness がある損失 )」でなくてはなりません。何故なら 

ば、Plan が現在の状況を良くするか、悪くするかの答えを出すためには、 Plan から派生する物事だけを考えないと 

答が出ないからです。言い換えると、 Plan から起こる良い面(AD)と悪い面 (DA)のみを比べると、Plan が現状を改善 

するか改悪するか分かるので、そのことを知る ためには DA には UQness (Plan からもたらされたという独自性 ) が必 

要だという事です。説明が分かりにくいかもしれませんが、良く考えてみると単純な事だと思います。 

それでは、どのようにして DA stage を進行するのでしょうか ? 1 つの手段を示したいと思います。 

1) みんなが思いついた、すべての DA を集める。 

2) そのうち、 1 つの DA を選ぶ。 

3) その DA が成立するかどうか、検証する。 

4) AD と DA を比較する。 

5) AD>DA ならば、 2)に戻り同じ手順を踏む。 AD≦DA ならば、additional AD と DA を比較する。 

というふうに行ってくれてもいいです。それでは、 1 つ 1 つ見ていきましょう。 

 

<1) のとき > 

この時は、みんなが思いついた限りの DA  を発表してもらいましょう。その発表のしかたは DA の Sentence と 

Impact (Object・ Quality・Quantity)を設定し、それを発表すると良いです。 

 

<2) のとき > 

いろいろ DA がある時は、  1 つだけ選ばなければなりません。その時に、よく選ばれるものとしては、 

(1) コンパリしやすい DA (OB,QL などが同じ ) 

(2) Impact が AD よりも大きそうな、あるいは同等と思われる DA などです。要するに conclusion をいち早く得られそう

なものが選ばれます。 

 

<3) のとき > 

以下の 3 つのことを説明しましょう。 

(1) UQness がある。 



その DA が Plan から独自に発生したものであるという事。 

(2) Linkage が立つ。 

Solvency stage のように、Plan から DA が導かれている過程を、Step Sentence を用いて説明してください。 

(3) DA = Harmful。 

DA で設定した出来事が、何故 Harmful と言えるのか説明しましょう。 

4) 以下は Comparison stage にまわります。 

 

10. Comparison 

この stage では、  AD と DA の Seriousness を比べます。比べ方は OB・ QL・QT を一つずつ見ていき、それぞれの結 

論を出します。時には OB と QL をミックスして考える事もあります。それでは、 Opinion 1 において実際にどのように

Comparison が行われるのか示してみます。 

Opinion 1 から考えられる AD と DA はそれぞれ、 

AD : 「心臓病患者が助かる」ということと、DA : 「脳死した人が殺される」 

という事です。そして、それぞれの Seriousness を表してみると、次の様になります。 

AD             DA 

心臓病患者  【Tr】   脳死者 

命       【Ql】   命 

約 100 人   【Qｔ】 100 人以上 

この場合だと、QL と QT を比べる事になるでしょう。 

(1) QL 

AD と DA の QL  を比べるためには、物事に優劣をつけるための判断基準が必要になってきますね。 

この場合だと、1)「残りの寿命数を考えると、元心臓病患者の方が長生きするので AD の方が大切だ(残りの寿命 )。」 

とも言えるし、2）「本人にとっては、自分の命の大切さに違いがないから、同等と扱うべきだ (本人の視点)。」とも 

言えます。このように、物事を比べる時には、ある判断基準を用いなくてはなりません。さらには、 1)と 2)の判断基 

準に優劣をつけて、どちらの判断基準を採用すべきか決めましょう。そして、最終的には AD と DA のどちらの QL が大 

切なのかの結論を出しましょう。 

(2) QT 

これは、DA>AD となりますね。 

この次には、QL と QT のどちらにコンパリの基準の優劣をつけるか、議論する展開に発展するかもしれません。 

 

11. Conclusion 

Comparison が終わった時に、 

AD > DA という事になれば、Plan を採用するという事になります。 

AD < DA, AD = DA という事になれば、Plan を採用しないという事になります。 

これで、Opinion を検証するすべての stage が終了します。 



Chapter4 感じの良い Manner 

Manner については、よくリフレの時に皆さんが注意されることをあらかじめ述べておきます。 

(1) アイコンタクト 

皆さんもアイコンタクトのことはよ~く知っていると思いますが、知識として知っているというだけで必ずしも守ら 

れているわけではありません。ここでアイコンタクトの必要性を今一度述べておくと 

1)下を向いたまま話すと感じが悪い。 

2)相手の理解度が顔の表情を 見ることによってつかむことができるので次に何をすべきなのか判断できる。 

3)ちゃんと君の話を聞いてい るよとアピールできるので感じがいい。 

4)オーソリティーをつけるた めの第一歩になる。 

などなどがあります。従って、今後 Dis をするときには以下のことに注意して行って下さい。 

1.自分が発言する 時は、周りの人を見渡しながら発言する。 

2.他の人が発言する時には、その人の顔を 見てあげて反応してあげる。 

今回もみんなの顔をよく見てあげてください。そして、理解できていない人がいれば、適切な処置をしてあげてくだ 

さい。 

 

(2) Do you have any question? 

オピメが vague  word の説明や、 sentence itself の後に" Do you have any question ?"と言いますが、その時になんか反 

応してあげて下さい。 I'm thinking. とか Nothing とか。何の反応もないと、とても寂しいです。後、あまりテーブルで 

喋っていない人に対しても、どんどん「質問ない ?」とか「ここんところどう思う?」とか振ってあげて話せる機会を作ってあ

げましょう。 

 

(3) 人の話をちゃんと聞こう。 

 Discussion をしている時とか、議論が白熱すると、相手の話を聞かない 、または理解しないで、自分の主張だけを 

する人がいます。それでは、議論がかみ合わなくって、ずーっと平行線をたどったまま、時間が過ぎて行くことがあ 

ります。それに、嫌な感じでしょ。 Discussion っていうのは 1 人でやるものではなく、みんなでやるもの、つまり 

Conversation なのです。それを、忘れないでいて下さい。 

 

 

 

 



Chapter 5 Opinion の Procedure 

（オピニオンの中身の検証に入る前の Procedure ） 

Opinion  maker になった場合、自分がどのように Discussion を進めて行くのかを Participants に示さなければなりませ 

ん。その方法はいくらでもありますが、ここでは 1つの方法を提示したいとおもいます。多分、Dis-sec 以外は自分独自の

Procedure を持ってなかったり、覚えていなかったりするでしょうから、夏 Camp でこの Procedure を使ってくれて構いませ

ん。 

１．自分のオピニオンの構成を相手に示す。 

My opinion consists of three parts.  

1st is ASQ (Analysis of the Status Quo). 2nd is Plan. 3rd is Advantage (AD).  

２．Discussion の進め方を説明する。 

ステージの数と種類と順番を紹介します。  

And then I'll show the procedure. There are ９ stages.  

1st is Problem. 2nd is Harm. 3rd is Linkage between Problem and Harm.  

４th is Plan. ５th is Advantage. ６th is Solvency.  

７th is Disadvantage. ８th is Comparison. ９th is Conclusion.  

３．オピニオンのセンテンスをすべて示す。 

自分のオピニオンシートと同じものを Participants  に書いてもらいます。オピニオンのセンテンスを読むときは、 

ゆっくりと読み、相手が書き取りやすいように気をつけましょう。 

I'll show you all sentences.  

Problem sentence is __________________________________.  

Harm sentence is __________________________________.  

In Plan stage, there are Direction and two Mandate sentences.  

Direction sentence is __________________________________.  

There are two mandates. 1st is __________________________________.  

2nd is __________________________________.  

And Advantage sentence is __________________________________.  

Do you get it? (or Do you understand? /Could you catch?)  

４．それぞれのステージでの役割を示す。 

パンツの人はいつ、どのような質問をしたらいいか分かりません。前もって説明してあげて、スムーズに   

Discussion が流れるようにしましょう。 

Next as for my opinion, basically I have four things to do in each stage.  

First, I'll explain the vague words.  

Second, I'll welcome the question about the vague words.  

Third, I'll explain the sentence itself.  

Fourth, I'll welcome the question about the sentence itself.  



In Harm stage, I'll show the Impact.  

After that, I want to take a consensus whether this situation is really harmful or not.  

In Disadvantage stage, I'll welcome Disadvantage.  

In Comparison stage, let's compare Advantage with Disadvantage.  

In Conclusion stage, let's decide whether the J/G (Japanese Government) should take Plan or not.  

Do you have any question?  

ここまで来たら、さあ Discussion を始めましょう。 

次に、オピニオンの中身の検証に入って行く時、具体的にどのような順番でオピニオンを説明していけばいいのか、 

その方法を紹介します。 

（オピニオンの中身の検証に入って行く時の Procedure ） 

  

【 Problem 】 

Problem sentence is that ________ . （センテンスを読む） 

 

In this stage, please understand present situation. （このステージでする事は現状理解です） 

 

1st I explain vague words. （センテンスの中の理解し難い単語の説明） 

I have __words to explain, （何個説明する単語があるか言う） 

they are ______. I explain one by one. (一つずつ説明） 

____means that ____. 

____means that ____. 

That’s all. 

 

Next, I welcome the question about vague words. （単語に対する質問の受け付け） 

Do you have any question? （みんなの顔を見て聞く） 

 

Next, I explain the sentence itself. （センテンスの説明） 

In present situation, _________. （現状を細かく説明） 

I show the evidence in order to prove this situation. （エビデンスを使って証明） 

According to 「___」 (著者、書かれた年も忘れずに)  ,Q) ________. (UQ. 

That’s all. 

Then, I welcome the question about this evidence. 

Do you have any question? 

 

Next, I welcome the question about sentence. （センテンスに対する質問の受け付け） 

Do you have any question? （みんなの顔を見て聞く） 



OK! Let's go to next stage. （全部終わったら次のステージへ！） 

 

【Harm 】 

In this stage, please understand harmful situation. (このステージでは具体的に何が悪いのかを説明します。流れは

Problem Stage とほぼ一緒です。） 

In harm stage, I have 5things to do.  

1st I explain vague words in harm sentence .  

2nd I welcome the question about vague words. 

3rd I explain sentence itself. 

4th I welcome the question about sentence itself. 

5th I want to take consensus that situation is really harmful. 

Let's examine one by one. 

 

I have __words to explain, （何個説明する単語があるか言う） 

they are ______. I explain one by one. （一つずつ説明） 

____means that ____. 

____means that ____. 

That’s all. 

 

Next, I welcome the question about vague words. 

Do you have any question? 

 

Next, I explain the sentence itself. （現状において具体的に悪いと思われる事を説明します） 

I show you 3 aspects in order to tell you impact of harm.  

(悪いと思われる事を３つの要素を使って説明します ） 

Target, Quality, Quantity. 

Target is _____ . Quality is _____ . Quantity is _____ . 

Next, I show you a piece of evidence in order to prove this situstion. 

A/T                     Q)                                              .(UQ 

That’s all. 

 

Next, I welcome the question about 3 aspects one by one. 

Do you have any question about Target(Quality, Quantity も同様に .)? 

 

Next, I welcome the question about harm sentence itself. 

 



Next, I want to take consensus that this situation is harmful. 

I think this situation is harmful, 

because                                                                  ．  (自分の考えを説明し

ます) 

Do you agree with me ? 

(みんなにこの状態は悪いという事を認めてもらいましょう、みんなの顔を見て、賛成を促します。みんなが認めてく 

れたら、次のステージへ！） 

OK! Let's go to next stage.  

                                 

【Linkage between Problem and Harm】 

In this stage, let's examine that Harm sentence is caused by Problem sentence. 

I have 5 things to do. (Problem と Harm の結びつきを確認） 

1st I set step sentences and show you them. 

2nd I explain step sentence itself. 

3rd I welcome the question about step sentence. 

4th I explain each linkage. 

5th I welcome the question and the doubt about each linkage. 

Let's examine one by one. 

 

1st, I have __ step sentences between Problem and Harm. ( ステップセンテンスがいくつあるか言う） 

1st step sentence is that _________ . (それぞれのステップセンテンスを読みあげる） 

2nd step sentence is that _________ . 

 

Next, do you have any question about 1st(2nd) step sentence？ 

 

Next, I have __linkage, so I explain each linkage one by one. (リンクがいくつあるか言う） 

1st linkage, _________. (センテンスとセンテンスがどう結びついているか説明する。 

一つ一つ自分の言葉で丁寧に説明して下さい。） 

２nd（３rd）linkage, _________. 

 

Next, I welcome the question and the doubt about each linkage one by one. 

About １ｓｔ linkage, do you have any question and doubt?  （リンクに対する質問や疑問の受け付け）  

About 2nd(3rd) linkage, do you have any question and doubt? 

OK! Now we confirm that this linkage stands. （全部終わったら、リンクが結びつきました。) 

Let's go to next stage.  (さあ、次へ！） 

 



【Plan 】 

In this stage, I have Direction sentence and Mandate sentence. 

(プランには Direction センテンスと Mandate センテンスがあります。それぞれのセンテンスを言いましょう。） 

Direction sentence is that _________ .  

Mandate sentence is that _________ . 

In this stage, please understand the contents of my plan.(自分が作ったプランの内容を理解してもらいましょう。） 

I explain each sentence one by one. 

 

Then, I explain Direction (Mandate) sentence. 

〔まず始めに Direction sentence の説明を。Direction sentence の説明を全部終わらせたら、同じ要領で Mandate  

sentence の説明をしましょう。一般に Mandate の説明を詳しくします。〕 

1st, I explain  vague words in Direction(Mandate) sentence. 

I have __words to explain,  

They are ______. I explain one by one. 

____means that                  ____.  

____means that ____. 

That’s all. 

 

Next, I welcome the question about vague words. 

Do you have any question? 

 

Next, I explain the sentence itself. 

Direction (Mandate) sentence means that __________ . 

That's all. 

(それぞれのセンテンスの内容がどんなものであるか説明する〔Direction の内容については、Mandate の所で説

明するという風にしていいです。Mandate の説明はしっかり して下さい。〕 ) 

Do you have any question about sentence？ 

If you have no  question, I move onto next stage! 

 

【Advantage 】 

AD (Advantage) sentence is that _________ . 

(AD は Harm の消滅なので、すぐに理解してもらえるでしょう。 ） 

I think this AD is clear, because AD is opposite to Harm. 

Do you agree with me? 

Then, let's go to next stage! 

 



【Solvency (Linkage between Plan and Advantage)】 

In this stage, we confirm whether or not Plan really leads to AD. 

(プランが本当に AD を導くか確認します。流れは[ Linkage between Problem & Harm]とほぼ同じ） 

I have 5 things to do. 

1st I set step sentences and show you them. 

2nd I explain step sentence itself. 

3rd I welcome the question about step sentence. 

4th I explain each linkage. 

5th I welcome the question and the doubt about each linkage. 

Let's examine one by one. 

 

1st, I have __ step sentence between Plan and AD. 

1st step sentence is that _________ . 

2nd step sentence is that _________ . 

 

Next, do you have any question about 1st(2nd) step sentence？ 

 

Next, I have __linkage, so I explain each linkage one by one. 

1st linkage, _________. 

2nd(3rd) linkage, _________. 

 

Next, I welcome the question and the doubt about each linkage one by one. 

About 1st linkage, do you have any question and doubt? 

About 2nd(3rd) linkage, do you have any question and doubt? 

(ここはたくさんの質問や疑問が出て来る所だと思うので、要領よく、一つ一つやっていく事。そうしないと ゴチャり

ます。 

リンクが残ったらオメデトウ！） 

OK! Now we  confirm that this linkage stands. 

Let's go to next stage.  

      

【Disadvantage 】 

（プランから起こる DA を出してもらいましょう。それから DA を一つ選んで、その DA の existence を確認し、 

Plan&DA のリンクが立ったら、次のステージへ。）（このステージからはオピメの代わりに誰かがひっぱっていくこと

もよくあります） 

In this stage, we examine the DA(Disadvantage) of plan.  

There are 3steps. 



1 st, let’s gather all DAs , if you hit upon. 

2nd let’s choose 1 DA.  

3 rd let’s examine that DA stand or not. 

Everyone, is it OK? 

 

OK! Let’s gather all DAs. 

Anyone who hit upon any idea of DA, please raise your hand. 

From my right(left hand),please show DA sentence, impact, and explain your idea briefly.   

 

【Comparison 】 

ここからは、様々な進め方があります。テーブルの流れに任せましょう。最後に、テーブルでの Conclusion を出し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapter 6 Useful expressions 

Useful Expressions 

○自己紹介するときに使えるよ。 

Are you   → Sure./Not quite.  ready? 

準備いい？→いいよ／良くない  

I'm a little   bit nervous. 

どきどきしています。  

I'm a freshman   at Osaka University. 

at を使います。  

I major in ∼  ./My major is ∼. 

私の専攻は∼です。  

Today, my   purpose is to be an opinion presenter. 

今日の目標は Opinion  Presenter になることです。 

Let's enjoy   today's discussion. 

  Discussion を楽しみましょう。 

○質問しよう。 

May I ask   you? 

May を使います。  

What do you   mean by ∼ ? 

∼はどういう意味ですか？  

○え？何て言ったの？どういうこと？ 

I beg your   pardon? 

何て言いましたか？  

Would you   repeat? 

もう一度言ってくれませんか？  

Would you   speak louder/slower? 

もう少し大きな声で／ゆっくり話してくれませんか？  

○うん、そやね。／それは違うやろ。 

・賛成 

I agree with   you./I agree to your idea. 

I'm for your   opinion. 

・反対 

I don't agree   with you. 

I don't agree   to your idea. 



  

○Table でためらわずに言いましょう。 

Why don't we ∼   ? 

∼しませんか？  

Let's examine   about one by one. 

一つずつ吟味していきましょう  

Let's talk   about it in a minute. 

それについては後で話しましょう。  

I hit upon ∼    . 

∼ということを思いつきました。  

Let me check   my understanding. 

僕の理解していることを確かめさせて下さい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         DA Sheet                    
                                                           

 

基本的にすべきことはＡＤと同じです。                             

またこれは一つの例なので、みんなが理解できてスムーズにいけば他のやり方でもかまいません。 

 

ＤＡ選びのとき用 

（「ＤＡ思いついた人は手を上げて、説明してください」といった流れになると思います） 

 

My idea of DA sentence is                        

I show you impact Ob, Ql, and Qt. 

Ob is           

Ql is                              

Qt is            

And I set    step sentences.  （全部でいくつあるか） 

   step sentence is                    （一つ目から説明） 

Next, I explain DA in short. (簡単にどんなかんじで起こるか説明する) 

                                                                                                                                     

                                                                                    

Everyone, could you catch? 

Next, I show you appealing point. （このＤＡを選んでもらうようアピール） 

I have   appealing points.   （全部でいくつあるか） 

   appealing point is                        .  （一つ目から言う） 

That’s all. 

 

ＤＡ選ばれてから 

My DA sentence is                   .  （仕切り直し。あらためて一応くりかえす）  

Ob is        . 

Ql is        . 

Qt is        . 

I have    step sentences. 

   step sentence is                 . 

 

First of all, I show you procedure.      

I have ３things to do. 



1st I explain vague words in DA sentence and welcome question about vague words . 2nd I explain impacts and 

welcome questions. 3rd I explain linkage and welcome questions  and doubts about linkage. 

 

About procedure, could you catch? 

 

My DA sentence is                        . （ここから実際内容に入ります） 

I have    vague words. 

They are      and     .          （何と何を説明するのか言っておく） 

      means                       ,    （一つずつ説明） 

Next, do you have question about vague words? 

 

 

Next, I welcome questions about impact. 

Do you have question about Ob? （一つずつ）  

Do you have question about Ql? 

Do you have question about Qt? 

 

I want to take consensus this situation is harmful. I think this situation is harmful, 

because                      .l 

 

 

Next, I explain linkage. 

I have    step sentences, so I have     linkages. 

I explain one by one.       （一つずつちゃんと説明） 

 

Next, I welcome question about each linkage one by one.  

Do you have question about   linkage? （一つずつ） 

 

Next, do you have doubtful points? 

 

OK, now we confirm DA, let’s go to comparison stage.  

（とりあえずオメデトウ、後はコンパリがんばって） 

 

 

 

 



メンバー紹介 

チーフ 

河野哲 大阪府立大学 ３  Discussion Section 

どうも、はじめまくりまして。河野です。こうのじゃなくてかわのです。川野でなくてさとし

です。最近あれなんすよ僕。ちょっとディス界じゃ異端児？？って呼ばれてるみたいで。

最近僕関西のアッセンブラーになっちゃいまして。え？他にも知ってるって？そうです

ねぇ。最近日頃の行いのやつっすか？ある意味「ディスセク界のアイドル」みたいな感

じになってて…困るんですよね、僕シャイだから。「あなたの笑顔がス・テ・キ♪」部門

第 1 位。「あなたの笑う時の目元がエロい♪」部門第 1 位。「目に見えるセクハラはもう

辞めて！」部門第１位。と今や滝沢秀明も足元に及ばない程のジャニーズになっちゃ

って。そんな僕ですがよろぴく♪ 

 

                         

でた、河野哲。彼について説明するときりが無いが少し説明するとしよう。実はこの男か

なりの変態ならぬ変態である。もしくは変体である。編隊でわない。紳士的な態度に、さ

わやかな笑顔、何よりも愛を重んじると言えば彼しかいないだろう。その卓越された人格

はまさに人類の見本である。ちなみに彼の名言「女は顔が 10％、心を 90％で選ぶであ

る。」はすでにアマゾン奥地のインディアンですら知っている。また彼は聞くところによると

関西ＫＩＥＦの「虎舞竜」こと「ドラえもん」と呼ばれている。また人は彼の事を「前戯派」と呼

ぶ。事情通に言わせると、彼のその鬼人的な前戯力は先祖代々受け継がれてきたもの

らしい。まさにエロに金棒である。ここまで持ち上げといてまだ持ち上げるのかといわれ

ると少々痛いのだが、そんな彼でもディス界ではみんなに信頼されたよきチーフです＾＾ 

 

                           ＢＹ 関西学院大学ディスチ 笠原 康平 

                                および KDLれんめーちょー。 

 

メンバー 

中村 未穂 大阪外国語大学 ２ Discussion Section 

中村未穂 大阪外大二回 見た目はほんわり優しい雰囲気をもった癒し系。でも

仕事や自分にはビシビシ厳しい二面性豊かな AB型。かわいい見た目の裏には虜

になる要素が盛りだくさんな要注意人物です☆  



 

外大２回スピコミ石橋恵美 

 

西村 真由美 奈良女子大学 ２ Discussion Section 

彼女は始めて会った日にこう言った 

「ニラって呼んで。」 

「野菜やん」という突っ込みはその満面の笑顔に負けた。 

ある日「その話し方は方言？」と聞いてみた。 

「あたし語。」と言われた。納得した 

突然「私、突っ込みになりたい」と言われた。無理やろと思った。30分後には

諦めていた。 

そんな素直で明るくちょっと(？)天然なにらちゃんをよろしく。  

 

テンションが低いキャンコミの父より       

 

 

にしむら まゆみ。愛称 にらちゃん。 

彼女を一言で表すならば“ほわわん”。いつも笑顔で周囲を癒している。 

しかし彼女は唯ほわっとした子ではない。しっかり者の頑張りやさんだ。 

時々頑張りすぎなのでは...？と心配になる。 

にらちゃんを見かけたらそのへんをチェックしてみよう（笑）  

 奈女２回生 T.Aより(^^)v 

 

畑 晃輔 大阪府立大学 ２ Discussion Section 

一見、スポーツだめ男に思えるこの男、でも実は大の運動好き！球技は卓球か

らけん玉まで幅広くやり込める。その証拠にキエフ新歓ボーリングで余裕で優

勝をかっさらう。なかでも十八番はデルピごっこ（ちまたではサッカーなどと

呼ばれているらしいが…）だからもちろんあだ名はデルピ（ＤＥＬＰ）、ユー

ベファンなら気付くはず！もうみんな、ここまできたら不思議に思うはず、な

ぜこの男、ＥＳＳか？と！そんな周囲の目を気にもせず、ただひたすら自己実

現！そんなデルピをどうぞよろしく 



Ｂｙ ＰＥＬＤ 

 

府大屈指の頭脳派、はた。春キャンから突如キエフに現れ、"デ○ピ"などとい

うくだらん（！）あだ名を広めよう試みる。そして見事・・・成功。彼の思い

通りに事が進みすぎて、悔しかったのは俺だけでないはず(笑) 

そんな彼の最近の楽しみ、それは図書館バイト。カウンターに座ってずっとニ

ヤケてます。遊んでます。バイト中、こっそりインターネットで遊んでるのが

見つかりかけ、慌てふためいてます♪ 

今夏は"デル○"を世界に広めるべく、アメーリカで営業ちゅー！！ 

 

まさ@ふだい 

 

 

平野 健治 近畿大学 ２ Discussion Section 

あだ名はぴく☆由来が気になる人は聞いてみよう♪ディスセクのディス好き☆

ディべやばくてもディスディスディス！でも夏はディベやる気マンマンらしい

(^ー^)ほかに好きなもの…梅酒ロック☆プレパ中突然…「梅酒ロック飲みてぇ

～！！」と恋しがる。得意なこと…カラオケ☆すっごいうまい！誰もが聞かさ

れることでしょう(*￣ー￣*)そしてモノマネ☆…似てる…ていうか笑ける(>▽

<)ノ笑いたい時はぴくにモノマネをお願いしましょ～♪でもやっぱぴくで忘れ

ちゃならんのは…変顔☆プリクラでも写真でも、いっっつも変顔！！まともな

顔は…見たことない(-▽-;)そんなぴくですが、ひそかに人見知りっ子☆でも話

すとわかる…実はすごくおもろい頼れる兄ちゃんってね(^▽^)ノ♪」  

 

 by NWU Deb(2) るりっぺ 

 

 

村上 侑子 大谷女子大学 ２ Discussion Section 

呼び名の由来はムラカミッチー。関西弁と関東弁を使いこなす彼女は、ちょっ

ぴり人見知 



りで一見とてもおとなしい…しかし騙されてはいけない!!実はマシンガントー

ク・大笑い 

・毒吐き誰にも止められない(XoX)自称"つっこみ"。いえいえ何をおっしゃいま

すやら、いじりどころ満載です(笑)そのリアクションにまたつっこまずにはい

られなくなるはず。さぁこんなミッチーの鍵をあけてみませんか？きっとやみ

つきになるはず☆ 大谷女(２) こっつ 

 

QT)みっち～は意気がいい。さばさばした口調で 人をばしばし突っ込む。先輩

には一応敬語。でも内容に考慮なし。そんなみっち～はちょっとお疲れのとき 

男前度があがる（普段とのギャップがなんとなく素敵）そしてスカートをはく

と女度が上昇♪ 変形自在のみっち～とぜひぜひ遊んでみて下さいね。(UQ 

by 元夏キャン H divの奈良女のお姉さん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あとがき 

ふーなんとか締め切りまでに間に合った（正確には間に合ってない）。ではこの場をかりて今ま

でお世話になった方へ感謝の言葉を。 

 

まず北野さん、このようなすばらしいマニュアルをありがとうございました。 

 

たくさんの直接のご指導をいただいた原さん、出井さん、いろいろと迷惑をおかけしましたがな

んとか現役生活を終えることができました。 

 

あと僕が１回生のときからDisを教えてくれた府大Disセクの先輩方を初め、たくさんの先輩方、

５１さん、とどさん、村瀬さん、春山さん、高橋さん、現４回生のみなさん、おせわになりまし

た。 

 

あと一緒に２年間がんばってきた、チーフをはじめとする現３回生 Dis セクのみなさん、おつか

れさまでした。これからは後輩を指導していく立場としてがんばっていきましょう。 

 

「２１世紀の KIEF Discussion committee chief がこのマニュアルをさらに発展させていくこと

を心よりねがっております」これは北野さんの言葉です。今回は微調整にとどまりましたが、僕

の次の KIEF ディスチがさらに改良を加えていってくれることでしょう（←無責任） 

 

ちなみにこのマニュアルには下巻が存在します。インターネットで手に入れることができるので

興味のある方は探してみてはいかかでしょうか。（グーグルで「KIEF」「北野正典」で検索する

と一発です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００３年度大阪府立大学 ESS Discussion section Chief 

２００３年関西地区大学 ESS 連盟 Discussion 専門委員長 

 

河野 哲 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


