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１．はじめに  
 

 こんにちは！今回レクチャーを担当させてもらうことになったほていといいます！ 

実は今までマニュアルなんて１つも書いたことがなかったので、実は少々戸惑ってはいる

んですが、せっかく機会をもらったわけですんで、ひとつ頑張ってみようと思います！ 

 

 今からレクチャーをする僕はもう引退目前で、かれこれ２年半ディスをしてきました。デ

ィスって、その性質から上達を実感するのってなかなか難しいと思います。でもそんな中で、

僕は２年半で１度だけ「あれ？前よりましになってきたやん！」という実感を持った時期が

あります。２回生の 1１月ごろです。その理由が、プレゼンだったんです。この時期には、

プレゼンが神がかっていたチェアパに次々にお目にかかることができ、そのリフレを試行錯

誤した結果、自分のなかで「プレゼン」というものをはっきりと理解できた時でした。 

 

 そっから１年、今ではいろいろと後輩に教えなければならないわけです。 

こんな去年の自分の経験から、今回はプレゼンについて書いてみようかな、と。 

 

 ただし、プレゼンについてなんて自大学の先輩からも嫌というほど教えられていることだ

ろうから、あまりに基本的なことを書いても意味がないのかなと思うし、スキルを網羅する

ような、一般論をまとめるような作業も、偉大な先輩たちが終えてしまっています。仮に同

じようなものを作っても、劣化版コピーに終わる自信があります！ 

 

 なので今回は、あえて僕の経験則やディス観に思いっきり傾いたレクチャーにしていこう

と思います。一般論からははずれるのかな？…わかりません。マニュアルに載せるポイント

は、僕が勝手に大事と判断しているもののみに制限し、とにかく、僕の考えるプレゼンにつ

いて思うがままに書いていこうと思います！偏った内容になるかもしれないので、あくまで

「あぁこの人はこんな風に考えてプレゼンしてるわけだ」と軽く聞いてくれたらうれしい限

りです！ 

 

 では、はじめていきます！！ 
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２．プレゼンテーションとは(１)  

 

プレゼンってなに 

早速内容に入っていきますが、このマニュアル内においては、プレゼンテーションは３つ

のスキルに大別できるものであるだと考えてください。その３つが、 

    

      【プレゼンのスキルとは？】 

         プレゼンス 

      シナリオ・スキル 

      デリバリー・スキル 
 

の３つになります。実はこれは僕のオリジナルでも何でもなく、僕も先輩から教えてもらっ

たものであり、本屋に並んでいるプレゼンの参考書をパラパラとめくっていても見つけるこ

とができる概念です。 

 

 これから、これら３つについて詳しく説明していきます。ただし「はじめに」で書いたよ

うに、スキルを網羅するようなことは今回はあえてしません。これら３つのスキルの中でも、

僕が重要視するポイントに絞りこんでレクチャーを進めます。もしこの中に書いてあること

以外で知りたいことがあれば、連絡ください。いつでも教えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独り言１ コンフュージョンは誰のせい？ 

テーブルに出たアーギュから、コンフュージョンが巻き起こりました。この責任

は、アーギュメンターとトリートできない周りの人のどっちにあるんでしょう？ 

一般的に言うなら「どちらも」ということになるんでしょうが、もしプレゼン力

を上げたいんなら、こんな考え方はぬるいと思います。 

アーギュでごちゃるのは、出す側のプレゼンが悪いから。この一言に尽きます。

そう思ってディスしないと自分のプレゼンなんてよくなるはずありません。 

最近のディスではどうもトリートが重視される傾向にあるようで、ごちゃらして

も平気な顔して「トリートしてくれてありがとう」とか言ってる人がいます。ごち

ゃらせるってことは、他のテーブルメンバーの貴重な時間を奪うこと以外の何物で

もないと思います。許されるのは１回生くらいのもんです。ごちゃらせるな！とは

もちろん言わない(言えない)けど、ごちゃらしたら恥ずかしがって素直に反省すべき

だし、改善してない状態の同じアーギュは、２度と出テーブルにすべきではないと

思います。「このアーギュまだ詰まってないんで、出したらやっぱりごちゃりました

ーすいませんー」とかは論外です。大会に持ってくんなと言いたいです。 

…と少し強い口調で書いてみましたが(笑)、トリートに頼る姿勢はもうやめて、み

んなプレゼン磨いて、ごちゃりの少ないディスをしましょう！ 
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３．プレゼンス  

 

プレゼンスとは 

プレゼンス？何それ？って人も多いんじゃないでしょうか？ 

 プレゼンスとは、プレゼンしているへの信頼度、ディス界ではオーソリと言われたりする

ものです。また、パーソナリティーと言われることもあり、その人の人格なども指します。 

 

プレゼンスがあるとなぜよいか 

 高いプレゼンスを持つ人とはつまり、信頼できる人・好感がもてる人に他なりません。信

頼する・好感をもつ人の意見は当然聞き入れたくなるものです。したがって、高いプレゼン

スを持つ人は、それだけでプレゼンの浸透力を上げることができる、というわけです。 

 

プレゼンスの具体例 

 プレゼンスには「ディス以前から持っているもの」「ディス中に得るもの」の２種類があ

ります。大事なのはこれをすべて覚えることではなく、無意識のうちに自分がこれらに左右

されている可能性があるということを知っておくことだと思います。 

 

  ディス以前から持っているもの 

    ・評判  … 「○○さんはいい人やでー」「△△さんはうまいよー」など。 

    ・役職  … チーフやネゴというだけで構えてしまう、アレです。 

    ・ランク … 良い悪いは別にして、やっぱり影響はあると思います。 

    ・回生  … やっぱり上回生は頼ってしまう＆頼られるもんだと思います。 

    ・性別  … 男子が女子に弱いのはどうしようもないという、アレです。 

    ・Movement の時のコミュニケーション などなど 

 ディス中に得るもの 

    ・英語力 … 流暢に英語を話せる人は、やっぱすごいと思ってしまいますね。 

    ・雰囲気 … Kindness とか、レスポンスとか、スタンスとか。 

    ・ハンドリングやトリートのスキル などなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独り言２ オーソリマジックに負けない 

 相手は役職者だから。ランクをとっているから。高学歴だから。上回生だから。

それだけで、自分はその人よりディスカッションが下手だと卑屈になるのはどうか

と思います。 

そういう人たちには尊敬すべき人がたくさんいます。これは間違いない。けど、

ディスをする上では、遠慮する必要なんてなくないですか？尊敬と遠慮は違います。

正しくないと思っている Suggestion をオーソリだけで呑むのとかは本当におかし

いと思います。ディスカッションというフィールドに限っては、役職者やランカー

がなんぼのもんじゃい！くらいの心意気で。その方が、楽しいと思います☆ 
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４．シナリオ・スキル  

 

※最重要項目です。このレクチャーで一番伝えたいことだといっても過言ではないです。 

 

シナリオ・スキルとは 

 プレゼンと聞くと、デリバリー・スキル(後述)を想像する人が多いと思います。でも本当

に大事なのは、プレゼンの構成・順序・オーダーだと僕は思います。これらをうまく整理す

ることが、シナリオ・スキルなのですが、この部分について書いてあるマニュアルがあんま

ないのかな？と思うので、気合い入れて書きます。 

 

悪いシナリオ 

 シナリオ・スキルの重要性を理解してもらうために、悪い例をいくつか並べてみます。 

   ・話が前後する → いま何を話しているのかが伝わらなくなる。 

   ・話が飛躍する → なぜそうなのかを聞き手が理解できない。 

   ・説明がくどい → 聞く気が失せて、結局何が言いたいか伝わらなくなる。 

イメージはつきますか？たとえどんなにうまいジェスチャーをつけ熱を込めてプレゼンし

てもこれではどーにもなりません。構成の巧さ、順序立ての綺麗さが、プレゼンの良しあし

の半分を決定すると思っておいてください。 

 

シナリオ・スキルを高める方法 

 説明が前後したり飛躍したり冗長になったりする原因はなんでしょう。 

 その原因はたったひとつだと僕は考えます。それは、ロジックのプレパが不十分だから。

ここでいうロジックとは、いつもディスで使う三角形に限定せずに、フロー(ストリーム)で

考えをまとめる力のことを指します。 

 フローにきちんと自分のアイディアをのせて、１ステップずつ説明を進めていける人に、

話が前後する人はいません。極端な飛躍や、ロンプレになることもありません。 

 シナリオ・スキルを高めるには、アイディアをすべてフローにまとめることです。 

 

【フローにまとめられてる】     【フローにまとめられていない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛躍する！ 

くどくなる！

る！ 

前後する！ 
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良いシナリオ 

 ここまでで、考えをフローにまとめれば、話に筋が通ることはわかってもらえたかなと思

います。相手に自分の考えを理解してもらうことは、自分の思考プロセス(論理構造)を相手

に理解してもらうことと同じです。だから、ロジックが大事なんです。 

フローにまとめられるようになるだけで、たぶんプレゼンの浸透率は劇的に上がりますが、

ここではもうひとつ、シナリオ・スキルにおいて重要なことを言っておきます。 

 それは、イラストレーションです。 

 

イラストレーションの有効性 

 イラストレーションは、自分のフローを相手に理解してもらうための手助けになります。 

 みなさん、AREA っていう言葉を知ってますか？Assertion(主張)→Reasoning(理由)

→Example(例)→Assertion(主張)の頭文字をとって AREA なんですが、要は理由のあとに

例をつけ相手ににその状況を想像させ主張を有効にするための構成のことです。僕がイラス

トレーションとして言いたいことはこれと同じです。 

 

 「理由はわかるんだけど、何かいまいちよくわからんなー」っていう状況、意外によくあ

りませんか？そういう時に大切なのが、「何かいまいち」の部分、つまりまだ抽象的すぎて

聞き手が想像できてない部分を、もっと具体的な例をあげて想像させることです。具体的

な例を出すこと、これがイラストレーションなんです。 

 

 最近のディスにはイラストレーションがものすごく少ない。僕が先輩に言われた言葉です。

今ならものすごく実感できます。“For example, ～”という癖をつけてください。プレパ

の段階でも考えてみてください。最初は適切な例が出てこなかったとしても、そのうち巧み

に相手のイマジネーションを喚起できるようになると思います！ 

 

まとめと注意 

 ここまでをまとめます。 

 

【シナリオ・スキルとは】 

良いシナリオを構成するためには２つの要素がある。 

   １．ロジックで考えの骨格をまとめる。（フロー） 

   ２．ロジックに具体的な例などをつけて肉付けをする。（イラストレーション） 

 

シナリオ・スキルに関しては、全部僕の持論です(笑)。ここに関しては、参考にした資料

は自分のリフレノートのみ。全部が僕の経験に基づくもんやから伝わったか自信ないです。

けど、「はじめに」で自分のプレゼンが変わった実感を持った時があるって書いたけど、そ

の時に意識してたのがこの２つやったから、ぜひマニュアルに載せたかったんです！それだ

け言っときたいです！ 
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５．デリバリー・スキル  

 

 デリバリー・スキルとは実際にプレゼンするときに行う動作やテクニックのことです。こ

れには本っ当―にたくさんの種類がありますが、それらは大きく２つに分けられます。

Verbal（言語）とNon-Verbal（非言語）という括りです。順番にみていきましょう！ 

 

     Verbal（言語）      

     Non-Verbal（非言語） 

 

Verbal Delivery 

 CCF、KISS、NLC、滑舌、Pointing、アクセント、イントネーション、などなど。Verbal 

Delivery として、話をする上で気をつけるべきポイントは本当に数え切れないほどありま

す。もちろんレクチャーのポイントは絞ります。この中で、僕が圧倒的に重要だと感じてい

るのが１つ。それはポーズ(Pause)です。 

 

ポーズ(Pause) 

 なぜこれが重要なのか。 

 それは、話を伝えようとする側は、聞き手が話を理解するペースに合わせてプレゼンをす

る必要があり、相手の理解のペースに合わせるために不可欠なのが、ポーズをとることであ

るためです。 

 

 ポーズを確保する。つまり、話の合間に空白の時間が生まれる。この空白の時間とは決し

て無駄なものではなく、聞き手がそれまでに聞いていた話を自分頭の中で整理する時間に

なるわけです。このように、プレゼンの途中に聞き手自身が整理するための時間があるのと

ないのとでは、すべてのプレゼンが終わったあとでの話の理解度に大きな差を生みます。 

 では、ポーズをとる適切な場所はどこか。それが文と文の間であることはもちろんなんで

すが、さらに言えば、フローの矢印の部分でポーズをとることが最も効果的です。聞く方が、

話す方の論理構造を順番に理解していくことができるからです。 

  

ポーズをとらず線のように長々と話すのではなく、ロジックという芯をもとに、話→ポーズ

→話→ポーズ…と、団子のようなプレゼンを心がけてください！あほみたいなことやけど繰

り返します！プレゼンは線じゃなく団子だ、と理解してください！ 

 

 

 

 

       ポーズ      ポーズ      ポーズ 

ロジック 
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Non-Verbal Delivery 

 

 言語ではない、つまり視覚などの部分で重要になってくるデリバリー。その中で僕が重要

と考えるもの、てかもはや究極的に大切だと思うのがアイコンタクトです。最後はこれにつ

いてその重要性について話したいと思います。 

 

アイコンタクト 

 このレクチャーで一貫して個人的に大事にしてきたのは、このレクチャーで取り上げる要

素がなぜ重要なのかを理解してもらうことです。では、アイコンタクトはなぜ重要なのかで

しょうか。アイコンタクトをとっているほうが、堂々としているように見えるから？雰囲気

作りのため？…僕の答えはそうではありません。アイコンタクトをとり相手の理解度を確認

することで、フローの説明量、イラストレーションを入れるか、ポーズをとるかなど、こ

れまでこのレクチャーで話してきたポイントを調節するためです。 

 

 相手がわからなさそうにしていたら？フローの説明をより細かく丁寧にする。Example

を用いて、イラストレーションをする。ポーズを多くとる。スピードを落とす。 

 相手が理解した！という顔をしたら？する予定だったイラストレーションをやめる。説明

のスピードを上げる。 

 相手が退屈そうにしていたら？興味がわくようなおもしろい例を上げてプレゼンする。ダ

イナミクス(抑揚・強弱)をつけてプレゼンする。 

 など、相手の反応ひとつでプレゼンはその場その場で変更しなければなりません。基本的

な理屈はあっても、万能なプレゼンは存在しません。したがって、アイコンタクトは相手の

反応を確かめる意味で重要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独り言３ プレゼンの常識への疑問 

・CCF と QCS って矛盾してる？ 

CCF(Conclusion comes first)とはつまり、自分の主張をはじめに伝えることで

これから自分がしたいことを明確にすること。 

QCS とは、自分のしたい Suggestion の前に、それを行う上で必要になってくる

項目を Q→C→Q→C の流れで確認すること。 

これら２つって矛盾してるんでしょうか？それとも矛盾してないんでしょうか？

ちょっと考えてみて下さい！先輩らに言われてることも、ただ言われるがままにし

たがっていくんじゃなくて、なぜそうすべきなのかを考えてみてください！ 

どのような時に CCF をして、どのような時には QCS を使うのか。なぜすべきか

という所に答えがない人は、結局これらをうまく使い分けられず、伝わらないプレ

ゼンをしてしまっているんだろうなぁと思います。 
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６．プレゼンテーションとは(２) 

 

 ここまでのまとめです。 

 

 【いいプレゼンをするには】 

   フローでアイディアや話す順番をまとめて、 

   Example を用意して、話の具体性を高める。 

   それを、テーブルメンバーの反応に合わせながら、 

   ポーズやスピードを変化させてプレゼンする。 

 

 ものすごくざっくりとまとめるとこんな感じになりました。んー、伝わったんでしょう

か？ちょっと不安です(笑)。 

何度も言うことになるけど、このマニュアルを通して僕が伝えようとしてきたのは、数え

切れないほどあるスキルのうち、僕が偏見で選びぬいたものです。ふーんなるほど、と聞い

ていてくれていたことを祈ってます。 

大事なんは、もしみんなの中にヒットした項目があったら、さっそく明日のディスで実践

してみてください。たぶん、レクチャー100 時間受けても、ディスで１回実践することに

は敵わなんと思います。ってことで、みんな頑張ってください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独り言４ プレゼンはロジック 

プレゼンとは何かを考えたとき、ジェスチャーやアイコンタクトなどがよく例に

挙げられるせいか、プレゼンはサイコロジカルなものだと思われてるような気がし

ます。ものすごく雰囲気的な、心理的なものであるかのように。 

ここまでのレクチャーで、僕はプレゼンではフローが大事や！といってきました。

大切なのは論理構造であり、オーダーである、と。つまり僕が言いたいことは、プ

レゼンはめっちゃロジカルなものであるってこと！ロジカルって言葉自体が曖昧な

のであまり使うべきではないと思うけど、今はプレゼンに対するイメージをちょっ

と変えてもらいたくてこの言葉を使いました。相手に自分の考えを伝えるためには

どうしたらいいのか、伝わらない原因を考えて修正しよりよくしていく。いいプレ

ゼンって、めっちゃ理屈っぽく考えられてると思いませんか？ 
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７．あとがき  

 

これまで話してきた「プレゼンテーション」とは何なのか、あとがきにかえて、ここまで

は違うアプローチで最後にもう一度考えます。一般的に、 

プレゼンとは「自分の意見や考えを相手に伝えること」 

といわれています。ここまではまあ当たり前の事ですが、重要なのはここからです。 

 

僕は、プレゼンの意味はこれでは不十分だと考えます。 

意見を相手に伝えるだけなら、ただ会話を交わすことで十分なはずです。プレゼンテーシ

ョンなどと厳かな名前で呼ぶ以上、そこにはもっと明確な意味があるべきです。では、 

プレゼンとは「自分の意見や考えを相手にわかりやすく伝えること」 

ではどうでしょう。これもまだ不十分です。話す側がいくら「わかりやすい説明や！」と思

ったところで、聞く側が理解できなければその話は結局「わかりにくい説明」で終わります。 

 

つまり、本当の意味で 

プレゼンとは 「自分の考えが相手に伝わること」 

プレゼン力とは「自分の考えが相手に伝わる力」 
となります。自分の話なんて相手に伝わってなんぼと思ってください。きれいな語調で滔々

とプレゼンしたところで、聞き手に伝わらなければそれはただの自己満、ボツ、カスです。 

プレゼン力が伸びたといえる時は、抑揚をつけて話せるようになった時でもデリバリーが

できるようになった時でもありません。言いたいことが確実に相手に伝わるようになった時、

プレゼン力が伸びたといえます。 

 

さらに上を目指す人は、「伝わる」ことの度合いを「理解している」から「共感している」

「納得している」まで引き上げていってください。白を黒だと言い切るような証明で、相手

を「なるほど」と唸らせられることを目指してください。 

 

 【本当のプレゼン力の意味とは】 

プレゼン力 ≠ 伝える力 

          ≠ わかりやすく伝える力 

          ＝ 伝わる力 
 

 


