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Ⅰ、はじめに 

チーフ就任おめでとうございます☆これからのチーフ生活を大いに楽しんでください！！

友達もたくさんできる、自分を大きく成長させることのできるなかなかない貴重な機会で

す、頑張ってください！！ 

 

さて、この冊子はこれから Dis 界を担う次期チーフさん達にぜひとも読んでいただきたい

ものです。目的は Discussion界をもっとよくするためです。充実した Discussion界は後輩

にとっても、皆さんにとっても有意義なものになるからです。完全に僕の価値観に基づい

て書かせてもらいます。価値観の合わない人はごめんなさい、でも批判対象にして自分を

磨く糧にしていただければ幸いです。どのような方法であれ、僕の望んでいるのは各大学

の Discussion activityの発展、Discussion界の繁栄です。価値観の共有できる人もできな

い人も、この最終ゴールに向かって進んでくれることを強く願っています。 

 

一番言いたいこと「Discussion activityはもっと発展するべき」 

この章のまとめ 

 

 

みんなの成長♪＝happy

♪ 

 

Discussion 界の発展 



Ⅱ、Dis界におけるチーフの役割 

Discussion activityをもっと発展させるために、チーフのみなさんにお伝えしたことは以下

です。 

 

① 大学の顔としての存在 

② 大学の Discussion activityを発展させる役割 

③ テーリー、チェアパとしての役割 

 

① 大学の顔としての存在 

意識したことはあるでしょうか？意外とチーフは見られています。役職者はその大学の顔

です。君達の行動がその大学のイメージになります。想像してみてください、京大はみん

な英語ができるイメージないですか？(実際できます)近大は全員ロジックに厳密な気はし

ませんか？(実際できる子は多いです)チーフのイメージによるところは大きいです。かっこ

悪いことは避けましょう。あなただけじゃなくてセクションのメンバーにも迷惑がかかり

ます。遅刻や礼儀には細心の注意を払いましょう。社会で当たり前のことを当たり前にや

るだけです。小言みたいになってますね、すいません。Discussion をしている人は礼儀も

正しいといわれたらステキやないですか？？(^^) 

 

② 大学の Discussion activityを発展させる役割 

いわずともよいですね。その大学の Discussion activityを発展させる役割はありますね。

発展させ方はあなた方の価値観に基づきます。「どういうセクションがセクションメンバー

にとってよいか？」を考えてみてください。ここは僕がどうこういう問題ではないですね

(^^; ちなみに僕は「Discussionを頑張る背中を見せる」ことと「Discussionを実際に見せ

る」こと、そして「一人一人が頑張ることをもっている、居場所がある」セクション作り

を目指していました。各大学がまず発展すること、それが Discussion activityの発展につ

ながります。 

 

③、テーリー、チェアパとしての役割 

Dis界の先輩として一番強調しておきたいことを述べます、心して読んでください。 

テーリー、チェアパとしての役割について述べるために、以下のことを確認しておいてく

ださい。 

 

① Discussion活動はクラブ活動である 

② 教えてくれる「先生」はいない 

③ Discussion活動からは色々なことが学べる 

④ パンツは休日を使って大会に来ている 

⑤ 学ぶためには効率よくあるべき 



どれも疑いようのない事実だと思います。 

これらの事実から、僕が強く言いたいことがあります。 

それは、 

「チーフは Discussion abilityを高めよう！！」 

ということです。 

その理由は以下です。 

まず、ESS、Discussion活動はクラブ活動であり、先生はいません。 

つまり、自分達で、自主的に能力を高めていかなければいけません。 

Discussionからは色々なことが学べます。 

先輩から学ぶことは多いと思います。 

後輩にも充実した生活を送ってもらうため、教えていかなければいけません。 

同じことを学ぶのであれば、効率よくいきたいです。 

パンツの皆さんは大事な休日を使って大会に来ています。 

休日を使ってでも得るべき「何か」があるべきです。 

チーフはそれを与えるべき存在です。 

なぜなら大会でテーリー、チェアパになる頻度が高いからです。 

テーリー、チェアパは Dis、リフレで「何か」を与える存在です。 

では、あなた達チーフがするべきことは何ですか？？ 

Discussion abilityを高めることではないですか？？ 

これらのことから、チーフの皆さんには Discussion abilityを高める努力を続けていただき

たいと思っています。そうすることでより充実した Discussion界を作れると思います。み

んなが Discussion活動から何か得られる、満足して引退できる、そんな Discussion界を作

るのが僕の理想です。僕も残り少ない Discussion生活の間に、伝えるべきことを伝えてい

きたいと思います。 

 

この章のまとめ 

 

みんな成長♪＝happy♪ 

Discussion界の発展 

チーフの役割 

大学の顔として 各大学の発展 テーリー、チェアパの役割 



 

 

Ⅲ、宿題 

そろそろ「精神論はわかった、具体的にどうしてほしいねん？！」という声が聞こえそう

ですね☆余談ですが、昔のチーフさんは「具体論は自分で」という方針でした。河野さん

のマニュアル、「one of the discussion manual」に書かれているように、ある程度のことを

与えてから自分で考えさせたほうが効果的である、ということに賛同し、ある程度のこと

を与えるつもりです。それでもなお、「自分で考えて」みてほしいです。 

余談でした、自分の成長のため、Discussion 界の発展、ひいてはこれらの後輩の幸せのた

め、宿題を出します。いわゆる夏休みの宿題ってやつです♪ 

 

次期チーフのための宿題 

① 過去のマニュアルの読破 

② 来期タイトルのプレパ 

③ Function理解 

 

① 過去のマニュアル読破 

偉大な過去の先輩が残してくださったマニュアルを読破しましょう。お薦めは、 

・関西ＫＩＥＦ系 

「議論のススメ」by村瀬さん 

「not passion but action」by原さん 

「one of the discussion manual」by河野さん 

・ＫＤＬ春フォーラム系 

‘00～‘03ＫＤＬ春フォーラムマニュアル 

・中村洋介さん＠甲南大学チーフ in 2001(Aランカー)のマニュアル 

「Vault of Heaven」 

「Ocean Voyage」 

「Virgin Peak」 

「Discussion Arguable」 

・ＪＤＮに落ちてるマニュアル 

 

先輩の引継ぎとかであれば読んでみましょう。なければ僕まで連絡ください。 

超奥が深いです。さすがです。個人的には村瀬さんの「議論のススメ」に影響をうけまし

た。中村さんの「Virgin Peak」もすごいです。ハンドリングでは KDL’00’01の阪大にかな

り影響をうけました。 

 

② 来期のタイトルプレパ 



若干当たり前ですが、タイトルが発表されてからは惜しまずプレパしましょう。 

夏が終われば関西遠征です。チーフはチーフカウンター(チーカン)が組まれます。 

チーカンは大学の看板を背負ったチーフの戦いです。地蔵ったらそれ以降なめられます。

「今年の○○大学はアカン」といわれてしまいます。そんなん先輩とメンバーに申し訳な

くないですか？関西遠征までは僕らも本気で指導します。本気で取り組んでください。自

分のためだけでなく、自分のセクションのため、Discussion 界のために。プレパしましょ

う。全トピックの全ケースにＤＡと No Solの argを持ってきましょう。マイナートピック

まで「絶対」です。もう即興で何とかなる時代は終わりです。プレパなしは 200%地蔵りま

す。しょーもないことしたら少なくともＡランカーの黒田、石田、野嶋はブチキレます。

それはよりよい Discussion界を願ってのことです。そこは理解してください。しっかり後

輩を見るのは僕らＡランカーの task ですので。かなりプレッシャーでしょうか？？でも、

関西遠征を本気で取り組んだチーフはかなり成長できます。本気で取り組まなければツラ

イだけです。同じ大変なら成長できるほうを選ぶほうがええやん♪ふと気づいたときに、

かなり高みにいることでしょう。今まで見えなかったような景色がまっています。僕の場

合はキラキラした後輩の笑顔でした。ありえないくらいいい友達でした。オレを信用して

くれるインナーでした。自分の成長でした。がんばれ！！ 

 

タイトル発表後のプレパの流れ 

１、 トピックの基礎知識をリサーチする。 

２、 ブレストする 

３、 トピックのベーシックオピニオン(ケース)を作る。 

４、 コンパリから考える 

５、 コンパリに必要な N/Sol や DA を考える。出し方及びプレゼンまで。 

６、 実際の PD で試す。 

７、 上手くいかなかった点をリフレする。 

８、 また実際の PD で試す。 

９、 上手くいかなかった点をリフレする。 

１０、 ６～７の繰り返し。 

１１、 これらと並行して新たなアーギュを考える。 

１２、 ハンドリングのプレパをする 

１３、 Theory を理解する 

１４、 Discussion をしまくる！！ 

 

１、トピックの基礎知識をリサーチ 

まずは本を読みましょう。図書館に行って目次を見ながら役に立ちそうなところを片っ端から読ん

でいきます。その中で evidence として使えそうなものはパソコンに打ち込みます。 

例） 



自販機撤去ケースの DA 

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200103/12/0312e075-400.html 

毎日新聞 2001 年３月 12 日 

たばこ自販機： 

青森県深浦町が撤去条例施行へ 全国初  

 

 全国初の屋外たばこ自動販売機撤去条例案が１２日午前、青森県深浦町議会で賛成多数で可決さ

れた。「青少年の健全育成」が目的で、たばこのほか酒、有害図書・ビデオなどの自販機も対象。施行

は４月１日から。  

 

 自販機を店内に移し、対面販売にすることで、青少年がたばこを購入しにくくするのが狙いで、罰則

規定はない。町は施行後１８０日の猶予期間を設け、業者に自販機の撤去を要請する。  

 町は昨年９月に「健康長寿の町」を宣言。平沢敬義町長が「町民の健康福祉、青少年の健全育成の

ため、町全体の意識改革が必要」と条例案を提案していた。  

 町内には現在、たばこ３２台、酒類６台、図書１台の自販機がある。たばこ販売業者は「売り上げの６

割を自販機が占める。死活問題」と条例制定反対の署名運動などを展開しており、「従わない」と反発

を強めている。 【吉谷 紘一】 

 

２、ブレスト 

知識を得たらブレストをします。そのトピックから自分が思いつくことを手当たりしだい紙に書き込

んでいきます。この時点ではロジックやら意識せずに思いつくまま書き込んでいきます。 

 

 

３、ベーシックオピニオンを作る 

いわゆる「ケース」っていうやつですね。タイトルの中で出てきそうなオピニオンをすべ

て作ってみましょう。そんなにたくさんはないと思います。どの Dis でも困らないように



するためには仕方のないことです。 

 

４、コンパリから考える 

どんなコンパリをしたいか考えましょう。DA>ADとなる DAをメインに考えておくといい

と思います。DA>ADとなる DAのほうがテーブルで活躍しやすいんで。いけそうやな、と

思う DA を考えるまでコンパリを考えていきましょう。トピックの本質とは？どの部分が

実際に議論されているのか？それはなぜなのか？ぶっちゃけ自分はこのトピックに対して

どう思うのか？それはみんなと共有できる価値観なのか？日本政府が果たすべき task と

は？日本政府が一番重視するべきことは何か？それはなぜか？こういったことをブレスト

しまくります。 

 

５、コンパリに必要な N/Sol、DAを考える。出し方、及びプレゼンまで。 

考えた N/Sol、DAを立てにいきましょう。Evidenceをさらに集めたり、ロジックをつめた

りしてアイデアの肉付けをしていきましょう。ロジックの三角形にしたときに突っ込みよ

うがなくなるまでプレパします。 

そのあと、どうやって出すか、プレゼンのベタ書きを作ります。いいアイデアも伝わらな

かったら意味がないです。言い方、チャートなどを考えましょう。アイデアの布石もこの

ときに考えてます。もちろん布石のおき方のプレゼンプレパもします。 

 

６、実際の PDで試す 

実際試します。最初の段階では絶対ごちゃります。当たり前です。心配しないでください(笑)

まずはミスしにいくくらいのつもりで出すことが大事。 

 

７、うまくいかなかったところをリフレする 

word choice、チャート、Qや Cのやり方、その他うまくいかなかったところ、もっとよく

できるところをプレパしていきます。アイデアの補強です。 

 

８、また実際の PDで試す 

９、上手くいかなかった点をリフレする。 

１０、６～７の繰り返し。 

１１、これらと並行して新たなアーギュを考える。 

常によりよい arg を考えていきましょう。考えもしなかったケースが流行ったりします。

その対策の DA、N/Solも考えましょう。 

 

１２、ハンドリングプレパをする 

PDでよくごちゃるところの予防をするためのハンドリング 

よく出てくる seriousnessや NFCでの議論に対するハンドリング 



よく出てくる argをぶった斬るためのハンドリング 

Solutionの talking pointの設置ハンドリング 

Discussionにおけるすべての状況を想定してハンドリングを考える作業もいります。 

リフレでは必ずハンドリングのリフレもしましょう。ハンドリングができないと大会での

評価があまりよろしくなくなります。 

 

③ Fuction理解 

Discussionの Functionを深く深く理解しましょう。ストラテを張るとき、流すとき、効率

よく議論を進めるとき、楽しく Discussionするために、Functionはかなり重要です。 

以下、2003年度神戸大学チーフ登尾さんと関西学院大学チーフの笠原さんの作られたマニ

ュアルより、Theory100 問集を抜粋します。八月中にすべて英語のベタ書きを終えること

をお薦めします。僕はこれをやってから Suggestionが光るようになりました。一週間あれ

ばできると思います。 

■ Theory(セオリー)とは？ 
 

ディスカッションでは様々な議論が起こりますよね。 

そして様々な論点が生まれますよね。 

そして様々な混乱が起きますよね。 

様々な議論が飛び交う中で 

「～～～～～な議論が起こったとき俺だったら / 私だったらこうする！」 

って言うのが簡単な Theoryの説明です。 

Theory(セオリー)を持つ事。つまりみんなが自分の考えを持っていない時に、

自分が確固たる道を提示できる。そうすればみんなが自分の道でディスカッシ

ョンを進めれる！ 

  

Handler への第一歩 

  

Theory(セオリー)質問集 

 
ここに書いてある説明はお世辞にも丁寧とは言えません。何故なら普通は下記の様な質問に対する答えは毎回のディスカッショ

ンを参考にして 1 つ 1 つ解いていく事柄です。しかし、僕達はみんなが今までのディスカッションの経験を材料に出来ると確信し

ています。よ～く過去のディスカッションを思い出して、そして 1 つ 1 つ自分が納得するまで深く考えていって下さい。もしあなたが

下記の質問に自信をもって答えられる日が来た時、それはあなたがディスカッションの中で Table を引っ張れる存在になってい

る事でしょう。 

  

自分自身のセオリーを考えるに当たってお願いしたい事。 

 

１、   しっかりとべた書き(ノートに自分の考えた事を「考える」だけではなく「書き残す事」) 
２、   一度考え付いた事はディスカッションにおいて絶対 Take an action!!する事。 
３、   しっかり反省する事。そしてどうすれば良かったのか対策考える事。 
４、   Trial & Error(挑戦と失敗)無しではディスカッションも人生も成長しないと言う事。 
  
 



 
 

■ FORMAT & NARROWING 

  
Q1.ナローイングは何のためにあるの？ 

 

Q2.ナローイングで「J/G のスタンス①小泉内閣の方針に従う②俺らの J/G…どっち？て聞かれた

らどうする？ 

 

Q3.もし「今日はオピニオンメーカー無しでディスカッションしよう！」と言われたら？ 

 

Q4.もし「今日はオピニオンメーカー2 人（３人）でディスカッションしよう！」と言われたら？ 

 

Q5.ナローイングで”What is the meanings of “to answer the question of the title ?”と言われたら？ 

 

Q6.ディス始まる前に”Please tell me mandate”と言った時”Why ?”と聞かれたら？？ 

 

Q7. AD>DA ならなぜプランを採るの？ 

Q8.DA>AD ならなぜプランを採らないの？ 

 

Q9.AD=DA ならなぜプランを採らないの？ 

 

Q10.なぜ Problem-Solving Format や Comparative-Advantage Format などの Format があるの？

Format なくてもよくない？ 

 

Q11. な ぜ Problem→Harm→Linkage between Pro & Ha→ ・・・ という順番になっ てるの？

（Problem-Solving Format） 

 

Q12.なんでいつも議論する順序は、Plan の次は DA じゃなくて AD なの？ 

 

Q13.Observation エリアの意義は？ 

 

Q14. な ぜ Observation→Advantage→Plan→ ・ ・ ・ と い う 順 番 に な っ て る の ？

（Comparative-Advantage Format） 

  

 

  

■ PROBLEM 

 
Q15.Problem エリアの意義は？ 

 

Q16.じゃあ Problem Area で「話してもいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q17.誰かが自分の idea of cause を証明しようとしてきたら？ 

 

Q18.Problem の T/D で誰かが、自分の意見を証明しようとしてきたら？ 

 

Q20.Problem のエビデンスで Sentence の証明出来ていなかったらどうする？ 



 

Q21.Problem で誰かが DA だしてきたら？ 

 

Q22.プラン見ない限りどんな DA が起こるか分からないよ、と言ったらメインセンテンスから分かる

よ！って言われたら？ 

 

Q23.オピメが提起したのとは違う問題（TG）を救おうよって言われたら？ 

 

Q24.T/D のところで Cause などの situation の Q をされたら？ 

 

Q25.T/D のところで細か～くディバイドばっかりしようとしてきたら？ 

  

  

 

 

■ HARM 

 
Q26.Harm エリアの意義は？ 

 

Q27.じゃあ Harm area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q28.Harm の Quality で誰かが”I want to cut not number but degree”と言って来たら？ 

 

Q29.Harm の T/D で誰かが、自分の意見を証明しようとしてきたら？ 

 

Q30.Harm が起こっている Cause を聞いてくる人がいたら？ 

 

 

 

■ LINKAGE BETWWEN PROBLEM & HARM 

 
Q31.Linkage between Pro & Ha エリアの意義は？ 

 

Q32.じゃあ Linkage between Pro & Ha area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？

何故？ 

 

Q33.Pro / Ha のリンクが立っていなかったらどうする？てか何が起こる？ 

   

 

 

■ CAUSE 

 
Q34. Cause エリアの意義は？ 

 

Q35.じゃあ Cause Area で「話してもいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q36.Cause area 入った時”I think talking about cause is no necessary”と言われたら？ 

 



Q37.じゃあ、どんな時に Cause area 必要？どんな時に不必要？ 

 

Q38.Cause of Cause, Cause of Cause of Cause,・・・と際限なく話を深めようとする人がいたら？ 

 

Q39.もし止めるのならば理由は何？ 

 

Q40.Cause のエビデンスで Sentence の証明出来ていなかったらどうする？ 

  

 

 

■ LINKAGE BETWEEN PROBLEM & HARM 

 
Q41. Linkage between Cause & Problem の意義は？ 

 

Q42.じゃあ Linkage between Ca & Pro area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？

何故？ 

 

Q43.Ca/Pro のリンクが立っていなかったらどうする？てか何が起こる？ 

  

 

 

■ SERIOUSNESS 

 
Q44.Seriousness エリアの意義は？ 

 

Q45.じゃあ Seriousness エリアで「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは 

何故？ 

 

Q46.Seriousness って何話すところ？ 

 

Q47.Seriousness って何のために話すの？  

 

Q48.現状では多くの大学で Seriousness エリアは Harm エリアに組み込まれてるけど、ほんとにそ

れでいいの？理由は何？ 

 

Q49.Seriousness で「Against the will」だからって Logic 立っているって言えるの？ 

 

Q50.Seriouness の説明でよく、「TG don’t want to die.」や「TG don’t want to get mental suffering.」

みたいなことが言われてるけど、ほんとにそうなの？何故そういえる？ 

 

Q51.Seriousness で誰かが「J/G にとって serious かどうか話そうよ」と言って来たら？  

 

Q52.Seriousness で”B/C of ボラハ, this is not serious”と言われたら？ 

 

Q53.トピック過労死で①All kind of death.②Death from O/W…どっち？と聞かれたら？ 

 

Q54.もしあなたが①選んだ時、誰かに「O/W のユニークネス無いのに serious って言えるの？」っ

て言われたら？ 



   

 

 

■ NFC 

 
Q55.ボランタリーハームだから NFC スタンド(J/G プランとる必要感じない)って言われたら？ 

 

Q56.Seriousness の degree がごくわずかだから NFC スタンドって言われたら？ 

 

Q57.オピメが提起したのとは違う問題（TG）を救おうよって言われたら？ 

 

Q58.近い将来問題解決されるから NFC スタンドって言われたら？ 

 

 ■ PLAN 

 
Q59.Plan エリアの意義は？ 

 

Q60.じゃあ Plan Area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q61.Plan でスパイクプランが来たらどうする？ 

 

Q62.そしてそれは何故？ 

 

Q63.スパイクプランどういう状況で出せるの？ 

 

Q64.カウンタープランどういう状況で出せるの？ 

 

Q65.Plan で Sol & DA ＆Comparison に関係する事聞かれたらどう流す？どんなタイミング？ 

 

Q66.Direction センテンスに対してｗｈｙ？って言う人がいたら？ 

 

 

 

■ ADVANTAGE 

 
Q67.Advantage エリアの意義は？ 

 

Q68.じゃあ Advantage Area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

  

 

■ SOLUTION 

 
Q69.Solution エリアの意義は？ 

 

Q70.じゃあ Solution Area で「話したらいい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 



Q71.パーシャルカット / オールカットの違いは？と聞かれたら？ 

 

Q72.パーシャルカットとオールカットに証明の仕方。違いはあるの？と聞かれたら？ 

 

Q73.オールカットがスタンドしたらディスカッションは終わり？そうでもそうでないにしても、何故？ 

 

Q74.誰かがオピメの Logic に Indirect アタック。他パンツとしてそのテーブルに居たあなたならどう

する？ 

 

Q75.Sol で Objection２つ出ました。Direct と Indirect。どっちを先に議論？何故？ 

 

Q76.アーギュ出したら、それを消すためのスパイクプランが来ました。どうする？ 

 

Q77. アーギュ出したら、それを消すためのカウンタープランが来ました。どうする？ 

   

 

 

■ DISADVANTAGE  

 
Q78.Disadvantage エリアの意義は？ 

 

Q79.じゃあ Disadvantage Area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何

故？ 

 

Q80.「自分が絶対ＤＡプレゼンターになる」ために何か方法ありますか？ 

 

Q81.DA でユニークネス突いたら”what is uniqueness ?”と聞かれたら？ 

 

Q82.DA でユニークネス突いたら”Why do we need to talk about uniqueness ?”と聞かれたら？ 

 

Q83.何で DA でも Seriousness 確認せなアカンの？ 

 

Q84.あなたが DA を出してるときに、DA 消すためのスパイクプランが来ました。どうする？ 

 

Q85.DA を話してるときに、DA 消すためのカウンタープランが来ました。どうする？ 

 

Q86.どうせ最終的にはプラン後の状況はトータルで話されるんだから、DA を二つ（三つ）あらかじ

め DA エリアで確認しとこうって言われたら？ 

 

 

 

■ COMPARISON 

 
Q87.Comparison エリアの意義は？ 

 

Q88.じゃあ Comparison Area で「話していい事」「話したら駄目な事」とかってある？それは何故？ 

 

Q89.念願の Comparison Area。あなたはどうやってＡＤとＤＡどっちが大きいかの結論をつけます



か？ 

 

Q90.ADとDAを比べる前にAdditional AD/DAを出してきて、AD/DAを消そうとしてきました。でも、

純粋に AD と DA を比べたがる人もいます。どうする？ 

  

 

 

■ OTHERS 

 
Q91.Table Authority (Table における信頼性 NO,1)得るために何が必要ですか？ 

 

Q92.相反する Suggestion が 2 つ以上出た時、あなたはどうしますか？ 

 

Q93.ロジックのプレゼン方法は？ 

 

Q94.なんで QCS の流れに乗ったらいいの？いきなり S でよくない？ 

 

Q95.なんで QCO の流れに乗ったらいいの？いきなり O でよくない？ 

 

Q96.CCF って何？C って何？ソルとかではいっぱい結論ない？どれが C(コンクル)? 

 

Q97.CCL（Conclusion Comes Last）はあかんの？ 

 

Q98.誰かが question をしました。あなたはどうしますか？ 

 

Q99.誰かが objection を出し始めました。あなたはまず何をしますか？ 

 

Q100.AD>DA というようなコンクルが出ました。あなたはどうしますか？続けるのならどうやって？ 

まとめ 

 

みんな成長♪＝happy♪ 

Discussion界の発展 

チーフの役割 

大学の顔として 各大学の発展 テーリー、チェアパの役割 

過去のマニュアル 

トピックプレパ 

Function理解 



 

Ⅳ、最後に 

かなり厳しいことを書いてきました。「チーフなんてしたくない！！」と思った人もいるか

もしれません。確かに、大変なときもあります。しかし、ひとつだけ覚えておいてくださ

い。これらができるようになって三回生前期を迎えたとき、どう思うか。ぶっちゃけ、最

高です♪自分のする Discussionで後輩の目がキラキラしたことを今も忘れません。自分の

好きな Discussion、「論理性のある Discussionと雰囲気のよい Discussionの融合」がどの

テーブルでもできる、みんなを楽しませることができる、すごく楽しいです、夢のようで

した。頑張る最高の友達もできます。Discussion を頑張らなければできなかった、かんじ

なかったことばかりです。大変です、でも取り組んでみてください。大変な中にも楽しみ

を見つけてください。僕ら先輩は全力で応援します。熱くなってください。引退するとき

に、君達の代はオレらの代よりも Discussion界をよくした、と胸を張れるように。 

 

2004年度神戸大学ＥＳＳ Discussion Section Chief 

黒田尚志 


