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【まえがき】 

黒田尚志（2004 年度 神戸大学ディスカッションセクションチーフ） 

引退して久しくなりました。幸いなことにいくつかの大会にも顔を出すチャンスをい

ただき、少しでもお役に立つ機会を与えていただけることうれしく思っております。 

引退して、クロ・ちぃちゃんが不思議に思う最近の傾向・いま特に意識をはらっては

いないけれども非常に大切なこと、そういったことを引退した我々の視点から書くこと

で、これからの後輩の皆さんに、もっともっとディスカッションを楽しんでもらいたい。

そういう思いでこのマニュアルを書きました。少し長いマニュアルになってしまいまし

たが、二人とも絵や図を多用し、少しでも直感的にわかるように努力したものになって

いると思います。ぜひ、ご一読くださるとうれしいです。 

 

野嶋千裕（2004 年度 京都大学ディスカッションチーフ） 

あれは 2005 年度関西遠征第４日目の見学を終え、阪急電車に黒田君と２人で乗って

いたときでした。４回生になってまで休日をディスの見学に費やしたアホな２人の会話

は、当然のごとくディスの話になり、最近のディスカッション界にいくつか奇妙な傾

向・誤解がみられることについてぼやいていました。 

「どうせなら、最後の最後まで、伝えられることは伝えよう。」 

そう思い、私達がぼやいていることを紙面にまとめ、皆様に伝えることにしました。 

このマニュアルは、巷にあふれかえっている一般的・普遍的なマニュアルではありま

せん。あくまでも今ディスをしている皆様に向けたものです。「願わくば１０年後、この

マテを読んだディスカッサントが『こんな基本的な部分分かってなかったんや』『こんな無

駄なことやってたんや』と笑い飛ばしてくれますように…。」そんな思いで作りました。 

皆様の御活躍と、ディスカッション界の発展に少しでも役立てれば、これほど嬉しいこと

はございません。 
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Chapter １【How to use “Question”?】 

～カンファメすればえらいんじゃない。全ては Q から始まる。～ 

 

“Today, my purpose is to make a good confirmation!”って言う人、ほんまに多いです

よね、最近。いや、それが悪いとかそんなんじゃないんです。キレイなカンファメがで

きるというのはすごく大切な力やと思います。 

 

でも、「カンファメすればえらい」とどこかで思っていませんか？”Can I confirm what 

you said?”って言ったことに満足して、そのあとに思い切り自分の解釈をぶつけていま

せんか？それ以前に「誰かにカンファメされる必要がないくらい、キレイな question

をしよう。」と考えられていますか？ 

 

皆さん、「Q→C→S」あるいは「Q→C→O」というプレゼン技術を聞いたことがある

でしょうか？Question→Confirmation→Suggestion（あるいは Objection）の略で、自

分の考えをテーブル内のみんなに分かってもらうために効果的かつ効率的な発言の順

序といわれています。 

 

これらを見ると、どちらも Q から始まっています。つまり、Arg.にしてもハンドリン

グにしても、全ての基本はＱにあるのです。そこで、今回はこの Question について少

しお話したいと思います。よければおつき合いください。 

 

 

《下手なＱとは？》 

僭越ながら TL や CP を任せていただいた時、私がよく思うのは 

「Q の仕方が下手な人が多いなぁ。(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ」 

ということです。では、この「下手なＱ」って一体何でしょう？是非考えてみて下さい。 

 

私の思う下手な Q とは「答える側が答えにくいＱ」です。 

 

典型的なのは open-end 型のＱ、つまり 5W1H を使ったＱですね。もちろん、これを

使ったＱが全て悪いというわけではありませんが、概して答えにくい場合が多いです。 

 

また、”Which do you focus on?”  “Which is your target?”などといった抽象的な質問

も回答者泣かせです。「focus on ってどういうこと？」「target って何？」って感じです。
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では、これらをどのようにアレンジすればいい質問になるのでしょう？ 

 

《上手なＱとは？》 

今度は「上手なＱとはどのようなものだろう？」と考えてみてください。 

 

私は「自分の求める答えが一発で返ってくるＱ」が上手なＱであると思います。 

 

分かりやすいのは close-end 型、つまり Yes/No で答えられるＱです。 

 

また、下手なＱの例としてあげた 5W1H 型の質問でも、一言付け加えるだけで格段に

答えやすくなります。例えば”Why do you think this problem happens?”というだけで

なく、”I wanna listen to your idea.”  “Do you have some information? If you don’t, 

it’s OK for me.”  “Give me some examples.”など、聞き手がどの程度まで知りたいのか

を付け加えるだけで、答える側はすごくラクになります。 

 

また、focus on や target という言葉の代わりに”Which type of people do you wanna 

help?”とか、”Do you think these two types of people exist?”というふうに丁寧なワー

ドチョイスをすれば、しょーもないごちゃりを防げることは大いにありうると思います。 

 

上手にカンファメする技術を磨きつつ、自身の発言についてはカンファメの必要がな

いように。そんな気持ちで臨んでみてはいかがでしょうか？ 

 

 

＊ オススメ図書→斉藤孝『質問力』（筑摩書房） 
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Chapter ２【Does “Q/T=A/L1” make sense?】 

～Q/T=A/L1 は有益か？……無益だと思うんだけどなぁ。～ 

 

最近すごく多いと思うんですよね、「T/G は○○な人、Q/L は life、Q/T は A/L=1 で

す。」みたいな Impact の説明…。 

 

こういうオピニオンを見たとき、私はいつも思うんです。「そんなんやったら Q/L な

んて項目なくていいやん。（ノ ﾟДﾟ）ノ ＝＝＝＝ ┻━━┻ 」って。だって、Q/T=A/L1

なのは Harm のエビを読んだ時点で明らかでしょ？「Existence=マル」とかにしてく

れたほうがむしろ分かりやすいなぁと思います。笑 

 

「Q/T のない Impact なんて、ただの欠陥オピニオンやんけ！(ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ!!」って思

われたでしょうか？本当にそうでしょうか？きちんとした数字が分からないのに「数

量」という項目をおき、「具体的な数は分からないけれども、とりあえず存在だけは確

認できます。」と回答することが本当に有益といえるのでしょうか？ 

 

いいえ、そんなことはないと思います。そもそも Q/T って何なのでしょうか？Q/Tを

示すことってなんで必要なのでしょうか？Q/T をはじめ、T/G や Q/L から構成される

Impact を説明するとはどういうことなのでしょうか？ 

 

これらの点に関して私なりの考えを述べるため、 

 

 

 

 

の３点について話したいと思います。おつき合いいただければ幸いです。 

 

 

《①Impact とは何か？》 

そもそも Impact って一体何でしょうか？ 

 

これは、アカデミックディベートをしている人に聞くことが一番いいと思います。 

以上！ ヽ（ﾟ∀ﾟ）メ（ﾟ∀ﾟ）メ（ﾟ∀ﾟ）ノ 

① Imapct とは何か？ 

② Q/T を Impact の１つにすることの意味とは？ 

③ Q/T とは何か？ 
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って、これで説明終了にするとどつかれそうなので(；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 、私なり

の解釈を申し上げますと、「Harm の悪さ、深刻さを説明するための観点項目」だと捉

えています。 

 

Harm が”Workers die from overwork.”だった場合を考えてみましょう。この状況が、

「どういった観点からいって」深刻だといえるのかを説明するのが Impact の説明だと

思います。 

 

いろいろ考えられるでしょう。例えば「一生懸命働いている労働者が被害を受けてい

るんだから何とかしてあげんと！」という説明であれば、これは「誰が」苦しんでいる

かに重点を置いた説明なのでT/Gという観点からの Impact説明ということになります。 

 

このように、Harm がどういった点で深刻であるかを説明するのが Impact です。 

 

 

《②Q/T を Impact の１つにすることの意味とは？》 

①でとり上げた Impact の説明は、「○○○○人もの人が苦しんでいるんだから何とか

してあげんと！」というふうに進めることもできると思います。この場合、それは「何

人の人が」苦しんでいるかに重点をおいた説明をしているので、Q/T（数量）という観

点から Harm がいかに深刻であるかを説明していることになります。これが Impact

説明における Q/T の役割です。 

 

ここで気づかれたでしょうか？Q/T というのは「数という観点から Harm の悪さ、深

刻さを説明する」ということなので、できるだけ具体的な数値を示さない限り、数量か

ら Harm の深刻さを説明するということはきわめて難しいのです。 

 

ふ━━（ ´_ゝ｀）━━ん 

 

 

《③Q/T とは何か？》 

最後に、そもそも Q/T とは何なのか、「何の」数を表しているのかについて延べたい

と思います。 

 

皆さん、「Q/T っていうのは、今までに起こった Harm の件数」だと思っていません

か？これ、すごく誤解されやすいと思うんです。だって、Q/T をリサーチする時に行う
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作業はまさしくこれだからです。でも、Q/T が本当に示すべき数字は「これから何の策

も講じずに現状をキープしたら、起こると見込まれる Harm の件数」なんです。 

Harm を受ける人たちは、J/G が何らかの策を採ることによって救おうとする人たち

です。「このままの状況をキープしたら今までと同様 Harm を受けてしまうであろう人

たちが、Harm を受けないですむように何らかの策を採ろう。」というわけですね。 

 

この『このままの状況をキープしたら今までと同様 Harm を受けてしまうであろう人

たち』というのがポイントなんです。これは明らかに、「今までに Harm を受けた人た

ち」とは違いますよね。Harm の Target、つまり J/G が救おうとする人たちは前者で

あり、Q/T も自ずと前者の数を示すことになるのです。 

 

では、どのようにすれば『このままの状況をキープしたら今までと同様 Harm を受け

てしまうであろう人たち』の数が分かるのでしょう？ 

 

残念ながら、正確な数値をとることはできないでしょう。未来のことだからです。で

も、推定することならできます。その方法が、今皆さんが行っている「過去のデータを

とること」なんです。つまり、「過去に毎年これくらいの数の人が Harm を受けてきた

んだから、このままの状況をキープすれば毎年これくらいの人たちが Harm を受ける

だろう。」という推定のもと、Q/T を出すのです。 

 

 

う～ん、なんだかうまく説明できないよぅ。。。ヽ(`Д´)ﾉｳﾜｰﾝ 

 

そこで過去のマテリアルたちをひっくり返したところ…。 

 

ちょー分かりやすいマテ発見！（ﾟ∀ﾟ ） 

 

2003 年度京大 ESS ディスカッションチーフ間宮恒明氏による力作です。 

まだ余力のあるそこのアナタ！このまま読み続けるのぢゃ！ 

もう疲れちゃったよぅ（ ´Д⊂ヽ なそこのアナタ！もう一踏ん張りするのぢゃ！ 

 

それでは先輩にご登場いただきましょう。以下、過去マテを貼付します。 
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○Harm について 

Harm は「プランを取らない世界における被害」です。プランの多くは未来に現れる被害

者を未然に救おうというものであり、その場合 Harm の QT とはプランが無いとしたこれ

からの世界に現れるであろう被害者の数でなくてはいけません。Harm というのは過去にど

のくらいの被害があったかを confirm して終わるべきエリアではないのです。 

 

では、どうして Harm で過去○○人死んだっていうエビデンスを読むのかというと、実

はそれを用いて plan の無い世界を今後続けていったときにどれほどの被害があるのかを考

える手がかりにしているのです。従って常にこの harmful な situation が続くかどうかをオ

ピニオンプレゼンターもイグザミナーも考えなくていけません。 

 

例えば、「97年～03年までに 100人亡くなりました」というエビデンスがあったとします。

プランは死んだ方々を生き返らせようというものではなく、今後同様な人が現れたときに

死を未然に防ぐことが目的となることに注意しなくてはなりません。ここで、100人の経年

変化に関して、次の二つの場合を考えます。 

 

もし 100人がグラフ１のように推移してきているとします。 

 

 

こんな感じで推移していたらきっと何らかの大きな変化が無い限り、プランを取らない

ままだと被害は続いていきそうですね。 

 

では次の場合はどうでしょう。 
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グラフ 1と同じく 97～03年に 100人の方々が亡くなっていたとしても、グラフ 2の状況

でプラン取る必要ありますか？このままこの問題は消えちゃいそうですよね。 

 

ではオピニオンプレゼンターはどうしたら Harm の QT を立証するのが楽でしょうか。

それはやはりグラフ１のような統計データが効果的です。従って繰り返すとオピニオンプ

レゼンターの側はプランを取らない世界(SQ)でも harm が続いていくことを横ばいな統計

データや右肩上がりの統計データで示すとよいと換言されるでしょう。 
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Chapter ３【What is the “Status Quo”?】 

～S/Q≠プラン前の世界～ 

 

今でも時々聞く質問→「J/G はいつプラン採るんですか？」……。ナンセンスやなぁ

と思うんです。ディスで比較するのはプランのない世界とプランのある世界やのに、そ

んなん聞いてどうするんやろって…。 

 

アカデミックディベートでよく使われるものに「システムマップ」というものがあり

ます。プランの有無を分岐点として、プランのない世界とある世界で起こることを時間

軸に沿って書いたものです。今期メイントピックの「過労死」で書いてみると、図 1の

ようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 

こんな感じですね。 

 

さて、こっからがポイントです。次回のテストに必ず出るところです！ 

 

ディス中に常に意識・比較してほしいのはオレンジの矢印（SQ＝プランのない世界）

とグリーンの矢印（AP＝プランのある世界）なんです。つまり、プランをいつとると

かじゃなくって、プランのない世界ではどんな状況が考えられるのか、そしてプランの

ある世界ではどういった状況が考えられるのかを話し合うのです。そして、この二つの

世界の間にうまれる好ましい差異がADであり、逆に好ましくない差異がDAなのです。 

      超過労働させても 

    罰則受けることなんてない   過剰な労働は死を招く 

 

   プランない     work overtime            die 

     ×          ×          ×      SQ（プランのない世界） 

 

 

     ×          ×          ×      AP（プランのある世界） 

   プランある    don’t work overtime       won’t die 

 

       罰則受けたくない    過剰な労働がなくなれば 

                     過労死しない 
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でも、これを図２のように捉えている人がいるような気がします。 

 

 

 

 

 

 

図２ 

こんな、一本の線で捉えている人はいないでしょうか？そして、SQ というのは「プラ

ンを採る前の世界」と思っていませんか？ 

 

Chapter 5 の③で詳しく話したように、ディスカッションは「このままの状況をキー

プしたら今までと同様 Harm を受けてしまうであろう人たちが、Harm を受けないで

すむように何らかの策を採ろう。」という流れで進んでいきます。従って、AD が得ら

れるかどうかを検証する際には、「プランのない世界において Harm を被るはずの人が、

プランのある世界においては Harm を被らない」ということを確認する必要がありま

す。つまり、図１のような２本の線（＝２つの世界）の両方を比較・検討する必要があ

るわけです。 

 

ここまで聞いて、「そんなこと知ってるよ～(ﾟДﾟ)」と思ったそこのアナタ！ 

 

ここでクイズ！！！ 

これにソッコー答えられないアナタは、 

分かった「つもり」になっている！！！ 

 

 

    work overtime    die     won’t work overtime    won’t die 

      ×      ×         ×        × 

         SQ                AP 

プラン採用！！ 
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[問題]昔々、あるところにク○ちゃんというディスカッサントがいました。 

ク○ちゃんは、それはもうディスが好きで仕方ありませんでした。 

ディスのためなら睡眠だって、３度のご飯だって、単位だって（？） 

なくしても惜しくはないというほどでした。 

 

ある日曜日のことです。 

ディス熱心なク○ちゃんは、休日にも関わらず PD に参加していました。 

その日のトピックは「タバコ」。タバコなんかなくしちゃえ～ってプランです。 

ク○ちゃんのステキなプレゼン＆ハンドリングのおかげで、 

その日のディスはとってもスムーズに進んでいました。 

オーソリをげっとしたク○ちゃんは当然のごとく DA プレゼンターに。 

 

ク○ちゃんが出した DA は、 

「タバコ吸えなくって、スモーカーがストレスを抱える。」というもの。 

「ふむふむ…さすがク○ちゃんだ～」とみんなが思っていたその時…。 

 

ディス界一のやんちゃ娘で有名なち○ちゃんが手を挙げた！ 

「この DA はそのうちなくなりますよね。 

 だって、プラン後、この世にはタバコがなくなるんでしょ？ 

 初めからタバコがない世界に生まれた人は、そんなストレス感じないもん。」 

 

「あ～、この子、勘違いしとんな～。」ク○ちゃんは思いました。 

 

 

あなたは、「この DA はなくなったりしない」と分かりましたか？ 

この発言が、とある勘違いによるものだと分かりましたか？ 

 

シンキングタイム、スタート♪ 

 

分かった人から次のページへ Go! 

 



－13－ 

［解答］ 

まず、口説いようですが確認します。DA とは「プランのある世界とない世界とのあ

いだに生まれる、好ましくないギャップのこと」です。 

そこで、この DA をシステムマップにおこして、２つの世界のあいだにはどのような

ギャップがあるのか確認してみましょう。 

 

    タバコ存在      タバコはストレスを 

    ＆吸いたい       解消してくれる 

 

プランない    タバコ吸う     タバコのおかげでストレスなし 

  ×        ×              ×        SQ 

                           ここにギャップがある 

                            ＝DA 

  ×        ×              ×        AP 

プランある    タバコ吸えない   タバコなくてストレスたまる 

 

    タバコない      タバコはストレスを 

                解消してくれる 

 

 

こんなふうになりますね。 

 

プランのある世界とない世界では、「ストレスがない／ある」という点で、明確な差異が

あります。また、この差異はプランをとることによって生まれているので、DA が確認でき

ました。 

 

ここで大切なのは、「このギャップは、プランをいつ採るとか、プランを採ってから何年・

何十年・何百年後とか、そんなこととは一切関係なく存在している。」ということなんです。

はい、ここメモ！絶対メモ！！！太い赤ペンで書いて二重丸つけといて！！！！！笑 

 

耳タコでしょうが、DA というのはプランのある世界とない世界とのあいだに生まれる好

ましくない差異です。「プランをとった後で起こる状況の中で、好ましくないもの」ではな

いのです。 

 

でももし、SQ・AP・DA を、それぞれ次のように勘違いしてしまう（図３）と、先のよ

うな発言が出てくることになります。 
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       SQ                     AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 

このように、「SQ はプランを採る前の世界、AP はプラン後の世界のことで、DA とはプ

ランを採った後で生まれる好ましくない状況のことである」と思っている人は、DA を考え

る時にプランを採った後の世界のことしか考えないので、DA は消えると勘違いしてしまう

のです。 

 

DA は、プランを採った後にうまれる悪い状況ではありません。 

 

プランのある世界とない世界とのあいだに生まれる 

好ましくない差異が DA です。 

 

DA を考える時は、必ず「プランのない世界」と比べて違いがあるかどうかに注意しまし

ょう。 

プラン採用！ 

タバコは消えてなくな

るのぢゃっ！！！ 

タバコでストレス解消 

    
前はタバコを吸っ

てストレス解消し

てたけど、もうタ

バコがないからス

トレス溜まりまく

り！ ＝DA 

タバコのない世

界に生まれた人

は、タバコがな

くってもストレ

スなし。 

＝DA なくなる 
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Chapter 4 【For what do you draw a chart?】 

～チャートって書いたらエラいの？？～ 

 

みんなの理解を助けるために出されるチャート。 

自分の意見を説明するのに使われるチャート。 

ディスカッション中では何枚ものチャートが描かれますが、そのチャートは本当にチャー

トとしての目的を果たしていますか？？ 

 

近頃、ディスを見ていて、チャートを描いているだけ、ということを見かけます。 

 

「なぜ、チャートを書くか？」 

 

こういう当たり前といえば当たり前の原点に戻りつつ、ダメなチャートにツッコミを入れ

ながら、チャートをうまく書くためのコツについて触れたいと思います。 

 

☆なぜ、チャートを書くか？？ 

あんまり、考えたことないですよね。。。 

しっかりと考えてみましょう。 

ここからは僕なりの考えを書きます。 

きっとこれだけではないのかもしれません。 

自分なりに考えてみてください。 

 

なぜ、チャートを書くか？？ 

僕の意見としては、『議論の内容を視覚化することで、テーブル参加者全員の共通

見解を作る』ことだと思います。 

 

まず、この意見について。 

ポイントは、 

 

目的：テーブル参加者全員の共通見解 

手段：視覚化 

 

という部分です。 
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これらの目的に外れたようなチャートは、チャートとは呼べねぇ、という訳ですね。 

それでは、抽象論はこの辺にして、ダメチャートをぶった斬っていきましょう！ 

 

＜ダメチャートその１＞ 

 

 

チャートちっさっ！！（ﾟ◇ﾟ;） 

 

いゃいゃいゃ、見えてませんから！！(汗) 

これ、笑えない話で、結構あります。 

こんなチャート、共通見解を作ろうにも見えてませんから！！ 

視覚化できてないッスね。 

少なくともＢ４、願わくばＡ３の紙を持ってくることをお薦めします。 

オレはいつもＡ３の紙でしたよ♪ 

 

こんな調子で、次のチャートにいってみましょう！！ 

 

＜ダメチャートその２＞ 
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大きく描けててステキ。。。ってオイッ！！ヘ(＿ ＿ヘ)☆＼(ﾟ◇ﾟ;) 

 

何かの暗号ですか？これは？ 

字が汚すぎ！！ 

まず落ち着けって！！ 

こんなん描いてもよまれへんから！！ 

全く視覚化できてないですねぇ。。。 

これ、マジで笑えない話で、オレが先輩に言われたことあります(核爆) 

特に字が汚いっていう自覚のあるそこのあなた、気をつけてくださいね！！ 

それはチャートじゃなくて落書き、かもしれません。。。 

 

もう一度確認ですが、チャートはまず視覚化できてないとダメなんです！！ 

気をつけましょう！！ 

 

うっしゃ、マニュアルに顔文字とか使っちゃって調子乗ってきた♪ 

１人でこのマニュアル書いてんのにめっちゃテンション高い(ﾟ∇ﾟ*) 

こんなテンションで、次いってみましょう！！ 

 

＜ダメチャートその３＞ 

 

チャートも大きいし、図もキレイ。 

何が問題やねん？って？ 

( ｀◇´)<<何のチャートがわからへんがな！！ 
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縦軸は何？？棒グラフは何しめしてるの？？そもそも、このチャートのタイトルは？？ 

こんなん出して、しゃべってるうちに、縦軸の定義はズレ～、各棒グラフの認識もズレ～、

三分でできちゃうステキなコンフュージョン♪(死) 

 

何のためにチャート描くんでしたっけ？？ 

共通見解を作る、ためですよね？ 

異なった見解作ってどうするの？(涙) 

 

これ、結構ありますよ～、めっちゃごちゃって、結局コンフュージョン何で起こったか確

認してると、「え？それってそういう意味やったん？」って。。。。 

 

こんなことを防ぐために、基本的には以下のような点に注意して描きましょう！！ 

 

タイトル、各棒グラフが何を意味するか、縦軸。 

これだけ書いてれば、かなり共通見解が作れますよ！！ 

もちろん、チャートを出したらチャートの説明も忘れずに！！ 

 

＜ダメチャート４＞ 
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チャートも大きい。 

字もキレイ。 

チャートのタイトルも描けてる。 

 

けど、読む気するか、これ？？ヽ(TーT )ノワーイ、ガンバッテヨムゾ 

視覚化できてない！！ 

わかりやすく要約してくれ～(泣) 

 

せめてこの程度まで、要約してほしいところです。。。 

 

 

共通見解を作るために『情報はできるだけコンパクトに！！』(テスト出る！嘘！) 

 

＜ダメチャート５＞ 

アイキャン イマジン ツーカインドオブ シチュエーション っと。 

ホビーについて二つ思いついたよ！魚釣り、読書、どっち？？ 

 

 

どっちって聞かれても・・・（ー＿ー;）ゞ ボリボリ 



－20－ 

世の中の趣味には魚釣りと読書しかないの？？ 

こんなんはいちいち分けないで「趣味なんですか～？」でよくない？ 

周りと共通見解を築けず、混乱させるだけのチャートです。 

 

せめて分けるなら、 

 
indoor か outdoor の趣味なのか、１人でする趣味なのか、グループでする趣味なのか、く

らいの分け方にはできますよね。 

コツは○と×に分ける、というものです。こうすれば、すべての趣味を網羅することにな

るので、わかりやすいですし、ごちゃりません。 

 

＜ダメチャート複合技＞ 

ここまで、ダメなチャートを単発で紹介してきました。 

しかし、ダメなチャートはとどまることを知りません。 

出てくる大抵のダメチャートは、 

恐ろしい複合技です！！アァタタタタ。◯゜o°○(￣Д￣)◯。°○゜。タタッ 

 

紹介できるのは、残念ながら一種類だけなのですが、こんなにも恐ろしいチャートが世に

存在することも知っていてもいいかもしれません。 

登場してもらいましょう！！ 
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小さい！汚い！何を表したいかわからん！の三重苦！（￣□||||;） 

描いたことあるやつ、手ぇあげろ！ (;･∀･)ノ ハイッ！ 

すいません、著者が書いたこと何度もあります(￣∇￣;) 

 

視覚化もできてないし、共通見解なんかどうやったら築けるのか、こっちが聞きたい！！ 

皆さんはこんなことのないように気をつけましょう☆ 

 

＜最後に＞ 

いかがだったでしょうか？？ 

『なぜチャートを描くか？』 

この問いに対する答えを明確に持ち、場合に応じてチャートを描けるようになってくださ

い。 

チャートって書くだけでエラいの？？ 

このマニュアル(？)でその答えが見つかれば、と思っています♪ 
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Chapter 5 【What is objection?】 

～「objection!!」って叫んだらエラいの？？～ 

 

一回生はバッチリ叫んでください、objection を出そうという勇気を評価します、エライで

す！！ 

でも、二回生以降になって、「objection!!」って叫んでたらエライなんていう認識はどうか

と思います・・・。 

 

以下、これに対する愚痴(？)と改善策を提示していきたいと思います！！ 

 

例１）ＴＧが死刑囚の時のＮＦＣにて 

Ａ：Objection！ＮＦＣねぇよ、だって死刑囚が死刑になってるのはボラハやし！ボラハや

ったら救う必要ねぇよ！ 

Ｂ：Objection！ボラハでも救う必要あるよ！だって死刑囚は日本人だもん。日本人だった

ら救う必要あるよ！ 

Ａ：Objection！死刑囚は日本人じゃねぇよ！だって日本の法律破ったんやろ？やったら国

家との契約が切れてるよ！だから日本人じゃねぇよ！ 

Ｂ：Objection！法律破ってても契約切れてねぇよ！だって税金いままで払ってたもん！ 

Ａ：Objection！税金今まで払ってても契約切れてるよ！だって法律やぶったんやもん！ 

Ｂ：Objection！だ・か・ら、税金払ったっていってるやろ？！(半ギレ) 

 

ビバ☆水掛け論♪(爆) 
 

こんなんで結論でるんですかねぇ？？ 

仮にＢを説得できたとしても、共通見解が築けてないから、次のようなことが起こります。 

 

例２）Ｂ：わかった、救う必要ないねんな。 

Ｃ：ちょっとまってなぁ、ＴＧってボラハちゃうよ、だって人殺した理由は幼いころの家

庭環境が原因で、その人のせいとちゃうよ！だからボラハちゃうよ！(また始めからやりな

おし) 

Ｄ：あ、税金払ってるから契約切れてないってのに賛成なんやけど、～～～ 

Ｅ：この議論よくわからなかったんで、始めの方からカンファメしてくださ～い！！（カ

ンファメ途中で認識がズレ、再度議論開始→タイムアップ） 
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三時間半以内に結論を出すって Narrowing したやん？？ 

議論を進めるためには全員の合意が必要なわけやん？？ 

全員の合意を得るためには、定義を揃えて、全員の理解を共通にする必要がある訳やん？？ 

こんなんで結論出る？？ 

 

ここからは、どうやったら周りの意見をまとめ、全員を納得させながらアーギュをするか、

ということについて書きたいと思います。 

 

まず、アーギュをする上でゴールは何でしょうか？？ 

『テーブル全員がアーギュの内容を完璧に理解し、アーギュを出した人も含め全員がその

アーギュを肯定(または否定)する』です。 

この状態ができて初めて、アーギュで結論が出ます。 

前述の通り、全員がアーギュを理解していなければどこを話し合えばいいかわからないの

で混乱するし、議論が噛み合わず結論がでません。 

 

では、このゴールを達成するためには、何が必要でしょうか？？ 

(１) テーブル全員のアーギュに対する完全な理解 

(２) アーギュを立たせるために必要な論点の共有 

(３) 各論点における全員の合意 

少なくともこれくらいは必要になってくると思います。 

まず、(１)に関しては前述の通り、完全な理解なしでは混乱を招きますし、議論が噛み合

いません。(２)に関しては、理解が統一できたところで、「話し合う順番」に関する理解が

異なれば、混乱を招きます。(３)は全員の合意がなければアーギュが結論付けられないか

らですね。 

 

ポイントは、話の内容と話す順番についての共通見解、です。 

 

以下は、各プロセスにおける詳細です。 

(１)テーブル全員のアーギュに対する完全な理解 

やるべきことはたった２つ！！ 
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① definition of the words の確認 

② Logic の確認 

 

①definition of the words の確認 

アーギュの中で出てくる言葉すべてに共通見解を作りましょう！！ 

Definition がズレるとまず間違いなくごちゃります！！ 

ですので、まず最初にやりましょう！！ 

 

②Logic の確認 

アーギュをしていると、warrant が抜けてしまうことがよくあります。 

そのせいで、どこに反論していいか共通見解が築けず、ごちゃることがよくあります。 

相手の説明の中に、自分が反論したいポイントがない場合は、相手の warrant が欠けてい

るからかもしれません。 

相手の意見のどこに反論したいか、注意して logic を見るようにしましょう。 

 

ここでは、logic のことについては触れません。 

自分でマニュアルを読むなり、logic を書く練習をするなりして身につけてください。 

 

(２)アーギュを立たせるために必要な論点の共有 

先ほども説明したとおり、論点を共有して順番付けておかないと、ごちゃるからです。 

ここでの注意点は「アーギュを立たせるために」という意識だと思います。 

アーギュが出てきたら「斬らなきゃ」という意識が働いてしまい、相手の意見をそのまま

受け入れることができなくなってしまいます。 

相手の意見をそのまま受け入れられないと相手の意見を完全に理解できず、混乱する原因

になります。 

だからこそ、「このアーギュを立たせるためには何が必要か？」ということを考えてあげて

ください。 

 

さて、抽象的な説明をしたところで、具体的な話に移っていきましょう。 

 

＜具体例 ～I/F/W を題材にして～＞ 

今年のメイントピックの一つである Illegal Foreign Worker のＮＦＣの議論を取り上げま

しょう。 

 

Basic opinion 

Problem：Illegal Foreign Worker(I/F/W) doesn’t have working visa. 
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Harm：I/F/W get M/S 

Plan: The J/G should give working visa. 

AD：I/F/W will not get M/S 

 

NFC での議論 

I/F/Wだから例え seriousな状況でも救う必要がない！という意見がよく出てきたと思いま

す。 

No NFC 

｜＞ 

TG=I/F/W 

 

ステップ１：アーギュの完全理解 

ここでするべきことをもう一度確認しておきます。 

① definition の確認 

② Logic の確認 

この 2つでしたね。 

 

①definition の確認 

NFC, I/F/W の word がまだあいまいだと思うので、このポイントを詰めます。 

 

②Logic の確認 

まだロジックの warrant 部分が埋まっていないので、ここを埋めなければいけません。 

 

ここで、Logic 部分を埋めるためのＱをしなければいけませんが、ここで２つのＱのしかた

があることを知っていてください。 

 

コラム 

＜OPEN Question と Closed Question＞ 

OPEN Question：Q に対するＡの答え方が無限にあるＱの仕方。 What, When, Where, 

Why, How などで始まることが多い。 

例）食べ物でいったら何が好き？？⇒肉、魚、野菜、中華、和食、何でもあり。 

 

Closed Question：Ｑに対するＡの答え方が無限になく、限られているＱの仕方。Which, Do 

you～？などで始まることが多い。 

例）中華と和食と洋食どれが一番好き？？⇒三択 

あなたはこの料理が気に入りましたか？？⇒Yes, Noの二択 
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さて、この２つを踏まえた上で、どちらのＱを用いて warrant を引き出したらよいかを検

討してみましょう。 

 

OPEN Q で聞いた場合 

Ａ：違法外国人労働者がＴＧだったらなぜ日本政府が救うタスクがないと考えるんです

か？？ 

Ｂ：日本政府は日本人によって成り立っているからです。 

Ａ：だったら何で救うタスクがないんですか？？ 

Ｂ：そんなん当たり前じゃないですか！ 

 

これと似たようなこと、しょっちゅうじゃなかったですか？？(泣) 

自分が当たり前だと思っていることを理由にするのってスゴく難しいんです。 

このように聞いて、無事に warrant が出てくればいいのですが・・・、かなり厳しいもの

があります。 

僕が一回生の時、このようなＯＰＥＮ Q で何度もＱされて『どこまで説明したらオノレは

わかるんじゃ！！』と密かに先輩にキレてました(爆)今となっては、ロジックのできてな

かった僕がわるいんですが、その時の先輩ももうちょっと配慮してほしかったですね(^^;) 

あなたの OPEN Q が、もしかしたら後輩を困らせているかもしれませんよ？！ 

 

CLOSE Q で聞いた場合 

Ａ：違法外国人労働者がＴＧだったら、あなたは『絶対に』日本政府が救うタスクがない

と思いますか？？ 

(Ⅰ)⇒Ｂ：YES 

Ａ：では、実際に日本政府が救うタスクがあることを証明できたら納得していた

だけますか？？ 

i)Ｂ：Yes 

実際に日本政府が救うタスクがあることを証明して斬る 

 

ii)Ｂ：No 

②⇒Ｂへ 

 

(Ⅱ)⇒Ｂ：NO 

Ａ：では、どのような場合が救うタスクのある場合で、どのような場合が救うタスクのな

い場合なのですか？？ 

Ｂ：○○という違いがあるかないかです。 
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Ａ：それでは、不法外国人労働者でかつ○○という違いがあれば日本政府は外国人を『絶

対に』救わないとお思いですか？？ 

 (ア)⇒Ｂ：YES 

不法外国人労働者でかつ○○という違いがあり、日本政府が救っている

反例を出して斬る。 

 

 (イ)⇒Ｂ：NO 

  (Ⅱ)⇒Ｂ：ＮＯと言った場合と同じ処理 

 

このようにしておけば、どのような選択肢を選んだとしても相手の warrant を引き出すこ

とが出来ます。 

 

ステップ２：論点の共有 

ここまで、必要な論点を引き出すために definition と logic に関するＱをしてきました。 

自分の中で、相手の意見を十分引き出せたと判断したら、論点の共有に移りましょう。 

論点の共有＝サマリーカンファメ 

ここまでのＱによって引き出されたことをまとめてテーブルに提示することによって、議

論をするための論点を Suggestionするための準備をします。 

 

サマリーカンファメの内容は議論の内容によって変わってくるのですが、一般的には 

・ 話のゴール 

・ 言葉の定義 

・ 話をゴールまで導くのに必要な論点 

 

これを確認できていればよいかと思います。 

例えば、先ほどのＡ、Ｂのやり取りが以下のようなものだったときのサマリーを提示しま

す。 

Ａ：違法外国人労働者がＴＧだったら、あなたは『絶対に』日本政府が救うタスクがない

と思いますか？？ 

(Ⅰ)⇒Ｂ：YES 

Ａ：では、実際に日本政府が救うタスクがあることを証明できたら納得していた

だけますか？？ 

i)Ｂ：Yes 

<summary> 

OK, Let me summarize what we are talking. 

Now we are talking about whether there is NFC or not. 
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And, Mr B has objection. 

In his idea, the J/G doesn’t need to touch this problem. 

In order to construct this opinion, now we have shared 2 points. 

1st is TG is illeagal Foreign Worker or not. 

2nd is the J/G never touch if TG is I/F/W 

Is it OK for everyone? 

<chart> 

 

 

ここまでサマリーできたら、あとは一言。 

If no one has any other points to discuss, why don’t we examine one by one? 

This is because if we talk many points at the same time, we will easily be confused. 

 

これを付け加えればＱ⇒Ｃ⇒Ｓの完成です。 

＜余談＞ 

ＱＣＳやれ！ってよく言われますが、『どやって？r(･＿･;)』という人は多いと思います。 

意識してるだけではなかなかできないんですよね、自分なりのメソッドを持ってないと。 

ベタ書きやりましょうね♪ 

 

ステップ３：各論点における全員の合意 

各論点を話し合い全員の合意を取り付ける上で、どういう順番で話すとどういう結論がで

るのか先にカンファメしておく必要があります。⇒ゴールカンファメ 

なぜなら、ゴールカンファメができていないと各論点での結論が議論全体の結論にならな

い可能性があるため、今まで議論してきた時間が無駄になり、Narrowingで決めた目的に反

するからです。 

 

ですので、Suggestionした後には、この一言を入れるクセをつけるとよいです。 

If we can confirm these 2 points, we can surely say his idea is constructed. 

But, if we can’t confirm one of them, we will not confirm his idea. 

Is it OK for everyone? 

 

では、実際に各論点における全員の合意を取り付ける作業にうつりましょう。 

ここでのポイントはたった２つ！！ 
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① 自分にとって反論のない部分はさっさと進める 

② 自分にとって反論のある部分は瞬殺 

 

①自分にとって反論のない部分はさっさと進める 

時間には制限がありますので、論点の中で当たり前、と思うところに関してはさっさと進

めましょう♪自分から『ここのポイントは僕もクリアだと思うんだよね～だって・・・』

というのをいいます。 

今回のケースでしたら 

  

TG=I/F/W だよね～という部分に関しては『当たり前だよね～、だって Harm エリアで確認

したもんね～』っていって進めます。 

 

②自分にとって反論のある部分は瞬殺 

自分にとって反論のある部分ですぐに終わらせます。 

 

今回の場合でしたら、『the J/G never touch if TG=I/F/W』の部分ですよね。 

この部分は、「I/F/Wの最低賃金を J/Gが認めてる」という事実で斬れると思います。 

 

このようにすれば、『ごちゃらず、全員の意見を統一しながら、論点の噛み合ったアーギュ』

ができると思います。 

一番重要なポイントですが、これらのことを知っているだけではアーギュはできません、

うまくやるためには、ベタ書きが必須です！ 

ベタ書きをして、スムーズにアーギュを出せるようにしていきましょう！ 

 

最後に、ここまでの話をまとめておきます！！ 

アーギュのゴール 

『テーブル全員がアーギュの内容を完璧に理解し、アーギュを出した人も含め全員がその

アーギュを肯定(または否定)する』 

 

このゴールを達成するために・・・ 

(１) テーブル全員のアーギュに対する完全な理解 

・definitionの確認 

・ロジックの確認(close Qを用いて) 
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(２) アーギュを立たせるために必要な論点の共有 

・サマリーカンファメ（論点の共有） 

・ゴールカンファメ（結論の共有） 

(３) 各論点における全員の合意 

・反論ない論点⇒さっさとすすめる 

・反論する論点⇒瞬殺する 
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Chapter 6 【What is the best policy discussion?】 

～Best policy discussion のススメ～ 

 

あ、この章を読んでも Discussion はうまくなりません！(断言) 

でも、Discussion がもっと楽しくなるかもしれません♪ 

 

“What policy should the J/G adopt concerning ～～issues?” 

この問いに沿って、discussion は進められていきますよね？？ 

 

え？もう知ってる？読むのやーめた？ 

ちょ、ちょっと待って！ 

我慢して読んで！（≧_≦） 

 

えーっと、このタイトルに関して、考えてみたことありますか？？ 

なぜ”Should the J/G adopt any plan concerning ～～issues?”ではないのでしょうか？？ 

 

どっちでもいいやん？って？ 

ＪＩＤＭとＴＤＦとＫＤＬが話し合って決めたからじゃねぇのって？ 

そう思うのはごもっともですが、ちょっと四回生の戯言につきあって下さい☆ 

 

“What policy should the J/G adopt concerning ～～issues?” 

”Should the J/G adopt any plan concerning ～～issues?” 

 

この二つのタイトルの差はどこにあるのでしょうか？？ 

以下のチャートを見てみましょう！ 

 

 

もし、タイトルが 

”Should the J/G adopt any plan concerning ～～issues?” 

であるのであれば、この divisionの『取る・取らない』のみを考えればよいでしょう。 

この問いでしたら、「yes or no」を答えればよいのですから。 
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しかし、我々の Missionは 

“What policy should the J/G adopt concerning ～～issues?” 

なわけです。 

 

これは何を意味するのでしょうか？？ 

 

タイトルが What policyであるのは、『planは取る前提で、どんなプランを取るのか話し合

え！』ということを意味していると考えています。 

 

「クロさん、ちぃちゃんさん、拡大解釈しすぎっすよ、それ」という後輩のバッシング(？)

が聞こえてきそうなので、ちょっと例をあげておきます。 

 

例１） 

レストランにてメニューを見ながら 

Ａ：「何食べる？」 

 

これは「食べるという前提が共有できている」から「何食べる？」という発言になってい

るわけです。 

 

例２） 

公園にて、 

Ａ：「何して遊ぶ？」 

 

これは「遊ぶという前提が共有できている」から「何して遊ぶ？」という発言になってい

るわけです。 

 

例３） 

オリンピックセンターにて、 

Ａ：「労働問題について何のプランを取る？」 

 

これは「プランを取るという前提ができている」から「何のプラン取る？」という発言に

なっているわけです。 

 

さらっと三つ目に例として載せておきましたが、納得いただけたでしょうか？？ 

What には「～～するのを前提として」という意味が込められているのです！ 
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え？だから何やねん？って？ 

はよぉ結論話さんと読むのやめるぞ、って？ 

はい！！いまからしゃべります！！ 

 

クロとちぃちゃんが言いたいのは、「どんな plan をとるか」について話し合いできてます

か？？ということ。 

 

Planを見て、planのオールカットを考えるのもゲームとしてはおもしろいかもしれません。 

AD に勝つための DA を探すのもゲームとしてはおもしろいかもしれません。 

まぁ、僕もそういう Discussion も好きですけれども。 

 

でも、それって「plan を取る or 取らない」の話し合いであって「どんな plan を取るか」

という話し合いではないのではないでしょうか？？ 

僕達のしている Discussion は本当にタイトルに応えるものであるのでしょうか？？ 

 

そこで、Discussion をより楽しむために、クロとちぃちゃんは新しい１つの概念を提唱し

ます。 

Best policy discussion という概念です。 

 

Best policy discussionとは、各トピックに関して自分が bestだと思う planを各々が持ち、

そのbestだと思うplanを議論を通してテーブルの共通見解とするためのdiscussionです。 

 

これだけで終わってしまうのもあれなんで、ちょっと説明します。 

＜Best policy discussion イメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オピニオンプレゼンターがプラン

によって実現したい世界 Ａ君が実現したい世界 

Ｂ君が実現したい世界 

ＴＯＰＩＣ 
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これが、TOPIC に対して各々が実現したい世界を持っているというイメージ図です。 

矢印はその世界を導くためのプロセス＝プランだと考えてください。 

 

さて、こんな人が３人いたところで、自己主張が激しい人が３人いるだけになってしまい

ますよね。 

 

ですので、相手とのＧＡＰに注目します。 

＜ＧＡＰイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このＧＡＰを埋める作業が Discussion な訳です。 

具体的にこのＧＡＰを埋めるためにどうするか？？ 

オピニオンプレゼンターはＡ君が実現したい世界ではなく、自分の世界を選んだ理由があ

るはずです。 

Ａ君はオピニオンプレゼンターの実現したい世界でなく、Ａ君の世界を選んだ理由がある

はずです。 

 

それを Solution cut、ＤＡ、additional AD、additional DA などで出し、自分の世界の方

がよりよいことを説得します。 

 

その過程で、お互いの世界観を理解しあい、新しい『オピメもＡ君も納得のいく世界』を

つくるためのプランが生まれることもあると思います。それが、他人と Discussion する大

きな意義であると僕らは考えています。 

 

さて、ここまで抽象的な話をしてきましたが、わかりやすいように具体的な話をしていき

ましょう！！ 

 

オピニオンプレゼンターがプラン

によって実現したい世界 Ａ君が実現したい世界 

ＴＯＰＩＣ 

ＧＡＰ 
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例をタバコにとります。 

＜タバコに関する二つの異なった世界観＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『タバコなんかクソ食らえ！』と思っている人(Ａ君)と、『タバコなしじゃ生きられない！』

と思っている人(Ｂ君)の二つの価値観があります。 

 

二つの価値観には当然、ＧＡＰがあります。 

Ａ君がＢ君を説得して新しくプランを取るためには、このギャップを埋めなければなりま

せん。 

 

Ａ君が『世の中にタバコがまったくなく受動喫煙者にとってハッピーな世界』がいいと思

ったのには訳があるはずです。それを考えます。 

 

Ａ君の価値観は「受動喫煙者の健康被害」があるからだという理由で形成されることが思

いついたとします。 

Ａ君がそれを出すためには、オピニオンプレゼンターになってＡＤを導き、現状を変える

ためのプランを提示するのがよいでしょう。 

 

一方、Ｂ君の価値観は「タバコうまい～」というところから来てると思います(non-smoker

なので詳しくは知りませんが・・・) 

Ｂ君がこの自分にとっての best policy を貫き、Ａ君のプランを阻止するためには、喫煙

者の M/SをＤＡとして提示することがよいでしょう。 

 

さて、この二つの best policy のぶつかり合いがコンパリな訳ですが、お互いの最も大切

なところを見極めて妥協案を提示する、というのも一つの方法ではないかと思います。 

世の中にタバコがまったくなく受

動喫煙者にとってハッピーな世界 

タバコを吸うことが容認されていて

喫煙者にとってハッピーな世界 

タバコ 

ＧＡＰ 

タバコ全

面禁止プ

ラン 現状維持のプラン 
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おそらくＡ君にとっては「喫煙者が勝手にタバコ吸って死ぬのは勝手やけど、非喫煙者ま

で迷惑かけるなよな」という部分が大切な部分でしょう。 

おそらくＢ君にとっては「タバコは習慣やから、全面禁止はやめてくれ」というのが大切

な部分になるでしょう。 

 

ならば、この「迷惑をかけない」と「全面禁止はやめてほしい」という二つの思いが両方

満たされるのはどういったプランでしょう？？ 

 

そう、『分煙』planですね。イメージ図はこんな感じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようにして、分煙プランを方向づけし、コンセンサスをとることで結論づけ、タイト

ルに応えることもいいと思います。 

もっと欲張るなら、『どのように分煙していくか？』という部分まで Discussion をしてい

ってくれるともっともっと建設的で楽しいと思います。 

 

おそらく分煙のやり方も人にとって異なってくるでしょうから、そこの価値観を埋めてい

く作業も非常に重要になってくると思います。 

 

このように、トピックに対して価値観を持つこと、そしてそれを達成するための best policy

をテーブル全員が持つこと、そしてみんなが満足するような全員にとっての best policy

を作り上げることが必要になってくると思います。 

世の中にタバコがま

ったくなく受動喫煙

者にとってハッピー

な世界 
タバコを吸うことが容認さ

れていて喫煙者にとってハ

ッピーな世界 

タバコ 

タバコ全

面禁止プ

ラン 現状維持のプラン 

喫煙者も非喫煙者も共存

できる世界 

分煙プラン 
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実際に、タバコに関しては、「J/Gとしてはタバコに対して一切のプランは取るべきでない。

その前に高齢者に対する福祉問題が最も取り組むべき問題だ」というのが僕が現役時代に

持っていた best policyでした。 

 

こんなん３時間じゃできへん、っという声が聞こえてきそうですが、できます！ 

やったこともあります♪ 

テーブル全員がやりたいことを持ってテーブルに臨み、必要最低限の発言でテーブルを進

めていければ、不可能ではないはずです！！ 

だからこそ、プレパが必要になってきます。 

ハンドリング能力とアーギュ能力が必要になってきます。 

 

そろそろ場当たり的なディスをやめて、本当に価値観のぶつかり合える、より建設的なデ

ィスをしてみませんか？？ 

これが卒業を控えたクロとちぃちゃんから送るディス界への最後の Suggestionになると思

います。 



－38－ 

【あとがき】 

書き終わりました。 

引退を控えた四回生からの、ディスカッションが本当に好きだった一人のディスカッ

サントからのラストサジェスチョンのつもりで、このマニュアルを書きました。 

ここで書いたようなことが当たり前になり、たまたまこのマニュアルを見つけた１０

年後の後輩達が「昔はこんなんもできてなかったんや～(笑)」と笑い飛ばしてくれるよ

うなディス界にしたい。これがこのマニュアルのコンセプトです。１０年後の後輩達が、

僕らのように笑ってディスしてますように。 

黒田尚志 

共同執筆者のちぃちゃんへ： 

大学生活通してのライバルであり、親友であり、本当に尊敬できる人でした。一緒に

色々頑張れてよかったです。ありがとう☆ 

 

 

 

書き終わりました。クロちゃんの半分くらいしか書いてないけど。笑 

ESS という世界は常に変化し続ける場所だと思います。ですからここで書いているこ

とも、ずっと昔に言われていたこととは違うだろうし、逆にずっと先にはまた違うこと

が正しいと言われているかもしれません。そう思うと、何が正しいことなのか分からな

くなってきます。 

皆様、常に「今あるものが全て正しい」とは思わないで下さい。これは、今あるもの

を全て壊せということではなく、必要とあらば変えていくだけの余裕と、KAIZEN す

る意欲を忘れないでほしいということです。 

とはいえ、give & take もまた ESS の常かと思い、たくさんの先輩方から教わり、私

なりにいろいろ考えて「正しい」と思うことを今回はまとめてみました。ここまでおつ

き合いいただき、誠にありがとうございました。 

皆様のご活躍と、ディスカッション界、ESS 界の益々の発展を願っております。 

野嶋千裕 

 

クロちゃんへ：クロちゃんにはかないません。本当に。心からそう思います。 

       今回、また一緒に頑張れてよかった。ありがとう☆ 


