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~Pioneer~ 
 Why don’t we decide the purpose of discussion? The reason is because if we 

don’t have any purpose, we cannot know what we should do in the discussion. Do you 

agree with me? 

 First of all, I’d like to suggest the purpose should be to answer the question of 

the title. There are two words to explain. First is title, the other is to answer the 

question. I’d like to explain one by one. First, title means what policy should the 

Japanese government adopt concerning … issue? Second, to answer the question 

means to decide the policy. Then, I can imagine two kinds of policy. First is to improve 

the present situation by taking plan. Second is to keep the present situation by not 

taking the plan. And in order to decide the policy, I’d like to set up one criterion. This 

is comparison. After comparison, if the advantage outweighs the disadvantage, then 

Japanese government should take the plan, because a task of the Japanese government 

is to make the better situation. On the contrary, if the disadvantage outweighs the 

advantage or is equal to the advantage, then the Japanese government should not take 

the plan, because the present situation will be worse or will not change. Do you have 

any question? 

 Next, I’d like to explain how to achieve the purpose. There are 4steps. First is 

to decide first opinion presenter. Second is to examine his or her opinion. Third is to 

compare the advantage. Fourth is to reach the conclusion. Do you have any question? 

 Now, let’s start the discussion from deciding the first opinion presenter. Then 

I have a suggestion. That is to confirm the will to be an opinion presenter. The reason is 

because if you have a will to be an opinion presenter, you will proceed with discussion 

smoothly because of enough preparation. Do you agree? 

 

 If you have a will to be an opinion presenter, please raise your hand! 
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～はじめに～ 

 

ディスをもっと上手くなりたい、だけど何をしたらいいかわからない・時間がない･･･

そんな人はたくさんいるんじゃないでしょうか。僕もそんな一人でした。現役時代は、

「どうしたらもっとディスを楽しめるんだろうか」あるいは「どうしたらもっと上手くなるん

だろうか」といったことを絶えず考え、試行錯誤してきました。この冊子は、その中で、

効果的だったもの、あるいは、役に立った思われるものをまとめたものです。あくまで

これは僕一人の考えですので”絶対”ではありませんが、何かヒントになることがある

んじゃないかと思い作ってみました。 

 

 “Pioneer”は、本誌（前編）の Attitude 編と Practice 編と（補足編も含む）、別紙（後

編）の Theory 編と Techniques 編の二部構成となっています。本誌は、それぞれ

Policy Determining Discussion（以下 PD）と Value Discussion（以下 VD）について書か

れています。Attitude 編は、上達する上で、大切な姿勢と考え方が書かれています。

あくまで僕の考えなので、一意見として取り入れてくれたらいいと思います。Practice

編は、僕がやってきた練習法を書きました。また、この練習方法は、すべて一人でで

きるものです。ですので、使えそうだなと思ったものがあったら是非試してください。補

足編は、英語に対してのことが書かれています。これは、英語のできない著者が、英

語ができないと悩んでいる人向けに書いたメッセージなので、英語ができる人は、ここ

は読まなくていいと思います。 

 

この冊子は、ディスがうまくなりたい人、ディスをもっと楽しみたい人、そして特に、

時間のない人、どうしたらよいか迷っている人のことを意識して書いたので、そのよう

な人達の指針になってくれたら、嬉しいです。そして、ここから自分のなりのやり方を

考えて、各自が自分らしいディスカッション・ディスカッションライフを開拓していってほ

しいと願っています。 

 

2005年上智 E.S.S.プレジデント 河野 周 

 



Policy Determining Discussion 

 
“Pioneer” 

 

 
amane 

3 

～Attitude編（PD）～ 

 

１、理想のイメージを持つ『自分の目指す方向を定める』 

これは基本的なことですが、とっても大切なことです。これはまた、PD に限らず、何

事においても役に立つと思います。なぜなら、そのようなイメージをもつことで、自分

の目指す方向性が掴めるからです。 

また、理想の人を一人に決めなくても、分野ごとで複数の理想があってもいいと思

います。何より大切なのは、自分の中で理想とするイメージを持っておくということで

す。学ぶことの語源は、「まねぶ」だそうです。創造は、模倣なくしてありえないとはよく

いいますね。ですから、自分の中で模倣となるものを見つけてみてください。 

 

２、ディスをどう活かすか考える『ディスカッションを将来に活かす』 

ＰＤを他の分野でどう活かせるか考えた事がありますか？自分の経験上、PD は、

本当に様々なことに応用できると思います。PD がどう応用できるか考えることは、ＰＤ

の思考力がつくだけでなく、PD を広い視野で見られるようになることにつながります。

そして、PDが様々なものに応用できることを知ると、より PDを楽しめるし、モチベーシ

ョンも上がると思うので、是非考えてみてください。 

また、自分の将来と照らし合わせた上で、ディスのどんな力を身につけたいのか考

えるのもいいと思います。もし、はっきりとしたものがあるなら、その分野のスペシャリ

ストを目指してみてはどうでしょうか？僕に関しては、ディスで鍛えられる思考方法が

将来にもつながると思っていたので、特にディスの思考方法に注目し、練習したり、本

を読んだりしていました。せっかくなら、今頑張っているディスを、将来に活かせた方

がいいですよね。ですから、どう活かせるか考えて、自分らしいディスカッションを目指

してみてください。 
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３、チャレンジする『失敗から成長へ』 

PD が上手くなる人には共通する点があると思います。それは、失敗を恐れず挑戦

するということです。PD という活動は、まず自分から行動しないと何もできません。た

とえば、クエスチョンにしても、カンファメにしても、自分から何かアクションを起こさな

ければ、誰も聞いてくれません。なので、失敗を恐れずチャレンジするということが上

達への一番の近道だと思います。たとえ、失敗したとしても、あとで反省して、次につ

なげればいいんです。ですから、まずアーギューなり、ハンドリングなり、挑戦すること

が大事になってくると思います。 

下の図は、僕のマニュアルの 1 ページ目に自作して書いていたものです。要するに、

目標と現実を埋めるのは、チャレンジしかないってことです。チャレンジして初めて、自

分の駄目な原因が分かり、それを反省して、成長することによって目標を達成するこ

とができるということを、この図で表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reality Goal 

Progress 

Challenge 

(Advice) 

Advice 

Cause 
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～Attitude編（VD）～ 

 

１、目標を持つ『自由な VDだからこそ目標を決める』 

VD のメリットでもあり、デメリットであるのは、自由であるということです。自由に話

せるというのは、一見楽しいものですが、楽しいだけで終わってしまってしまうこともし

ばしばあります。だから、自分の中で「なぜ VD をするのか」「今回の PD で何をしたい

のか」といった意識を持つことは、自由である VDだからこそ大切になってくると思いま

す。僕は、VD が終わった後に「色んな価値観と出会って、いろいろ学べたなぁ」と思え

るVDにしようと心がけていました。目標は、人それぞれ求めるものが違うと思うので、

是非考えてみてください。 

 

２、みんなで作り上げる『みんなで話せる雰囲気を作りだす』 

目的はそれぞれあっていいと上で言いました。ですが、みんなが話せないようなデ

ィスでは何も意味がありません。そのようなディスでは、目標以前に、みんなが楽しむ

ことができません。それぞれがディスを楽しめる前提として、みんなが話せる雰囲気を

作ることが大切だと僕は思います。そこで大事になってくるのが、「相手の意見をしっ

かり聞き、相手を尊重する姿勢」と、「誰が話に参加できていないかを把握する第三者

の視点」です。この二つは、VD に限らず、PD にも大事になってくると思います。ディス

をする上での基本姿勢だと思います。 

 

３、どんどん喋る『積極的に話を盛り上げる』 

VD でもう一つ大切な姿勢は、自分から積極的に話すということです。当たり前っち

ゃ当たり前だけど、意外にみんな忘れていることだと思います。誰かが話さなくては、

ディスは絶対盛り上がりません。そんなときは、率先して自分から話すようにしましょう。

特に、普段ディスをしないような人（一年生とか）とディスするときは、沈黙が増えてし

まいます。そんなときこそ、自分から話せる空気を作りましょう。また、そういうことを意

識していると、実生活（ゼミなど）でも雰囲気作りを作ることができるようになるので、

是非試してみてください。 
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４、自分の考えを持つ『自分の考えがあってはじめて違いを楽しめる』 

  僕はこれが一番大事だと思います。チェアパになったりすると、このことを忘れが

ちなってしまいます。チェアパは話をふったりするだけだと思いがちですが、やっぱり

一パンツとして、意見をしっかり持っておくことが大切です。そうすると、自分の考えと

相手の考えの違った部分に気づけて、より深い質問ができます。また、自分の意見を

持つことによって、沈黙しがちなテーブルに、自分から話して盛り上げることもできま

す。何より、ディスは意見の食い違いが出たときに話が盛り上がり、価値観が交感す

るので、自分の考えをもって、VDに臨むようにしましょう。 

 

５、PDの力を応用する『PD と VDは相乗効果をもたらす』 

ディスセクの利点、それは VDと PDというスタイルの異なった二つのディスをできる

ことだと僕は思います。そして、それを別々なものとして捉えるのではなく、相互に補

完するものと考えると、相乗効果でよりよいディスができるようになると僕は考えてい

ます。（詳しくは、"First PDD"を参照。） 

今回は、PD の技術をどう VD に生かすか述べます。VD をやるときは、目標を立て

ようと上で言いましたが、おそらくディスセクの人に共通する目標は、「終わった後に、

ためになったと思えるディス」ではないでしょうか？実際、僕もこの目標を持ち、VD や

ランチに取り組んでいました。 

では、どうやったらそんなディスができるのかといえば、PDの技術を応用することだ

と僕は思います。PDで求められる論理的なプレゼンテーションは、相手に自分の考え

をきちんと伝えることができます。ロジックは、相手の言っていることを論理的に掴む

ことができたり、相手の矛盾している点・不足している点を見つけたりすることができ

ます。このように、PDの技術を VDに応用することで、よりよい VDができるようになる

と僕は考えます。 

では、ロジックなどは想像しにくい部分もあると思うので、具体例をあげます。たとえ

ば、恋煩いしなくていいという理由で、A 君が結婚したいという話をしている場合、頭

の中に・・・ 
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（主張）早く結婚したい 

 

     （前提）恋煩いしないことは、いいことだ 

 

（事実）結婚すると、恋煩いしなくていい 

 

というロジックをまず描きます。このように、ロジックを頭の中に描くと、主張の理由

をつかむことができるので、質問がしやすくなります。たとえば、「結婚したからといっ

て、必ずしも、恋煩いしないとも限らなくない？」と質問することができます。PD でいえ

ば、これはデータに突っ込んでいることになりますね。 

また、VD の場合は、よくワラントである前提が了解の上で話されていることがけっ

こーあります。そんな時に、自分で頭の中にワラントを描いて、「恋煩いしないってこと

は、A君にとっていいことなの？」とより話を深めることができます。 

 上の例は簡単な例でしたが、複雑な話になればなるほど、ロジックの効果が発揮さ

れます。議論を深めるために、自分の頭の中でロジックをつくり、的確な質問や考え

の相違をつかんでみてください。 

ただ、注意しなくてはいけないのは、PDの型をVDに当てはめないようにするという

ことです。例えば、VDをしているときに、ロジックをPDのように紙に書くのは、どうかと

思います（笑）あの三角形は PD をやっている人にしかわかりませんしね。ロジックに

関して大切なことは、自分の頭の中に三角ロジックを描いて、考えるということです。 
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～Practice編（PD）～ 

 

１、ブレインストーミング『アイディアを生み出す方法』 

ブレストは、頭の中の知恵を搾り出すのに便利です。PD 以外にも進路選択などに

も使えます（経験談）。紙の真ん中に、メインとなる言葉を書いて、あとは思いついたこ

と（キーワードとなる単語）を線で結んで書いていきます。 

大切なことは、考えているときに（誰かがアイディアを出したときに）、いちいち否定

しないことです。思いついたことをとにかく搾り出す・書き出すことで、思わぬ発見があ

ることがあるので、思考をストップさせないようにしましょう。紙に書ききれなくなったら、

それを整理して、より分かりやすくしましょう。 

あと、僕が意識していたのは、大会のメジャートッピックが決まった時点で、本やイ

ンターネットを見る前に、ブレストをやろうとしていた点です。それは、まず何もないとこ

ろから考えることで、自分の思考力を鍛えるためと、自分が現時点でどれだけ知識が

あるのか知ることで、どの分野を知らないのか確認するためでした。 

（＊詳しくは http://mindmap.jp/：ブレストについて書いてある HP。） 

 

２、プラン対策『クエスチョン＆アーギュメントを生み出す練習』 

 PDに関してはこの練習が一番役にたったような気がします。手順をまず書きます。 

  

①、レギュレーションのモデルプラン（メジャートッピックの６センテンス）を使う 

②、①に対して Qをしていく。この時に、自分でアンサーを考える（Qの練習） 

③、そのアンサーを下にアーギュメント（PMA＆DA）を考える（ストラテの練習） 

④、アーギュメントは出来るだけ多く考える（アーギュメントの練習） 

⑤、そのアーギューメントに対して、すべての返しを考える（プランの練習） 

⑥、⑤をもとに、自分なりのプランを作る（プランの練習） 

⑦、⑥で作ったプランに対するアーギュメントをまた考える（アーギュメントの練習） 

⑧、⑦の All cut とコンパリのリーズニングを考える（オールカット＆コンパリ練習） 

⑨、すべてのメジャートッピックで①～⑧やる 

⑩、大会などで得たアイディア（アーギュー・プランなど）を書き残して、改訂していく 

http://mindmap.jp/
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この練習の利点は、3 つあります。１つ目は、ストラテをはる練習になるということで

す。これがあれば、何処でどう質問すれば、アーギュメントに活かせるかが、一目で分

かります。また、何を質問すればいいか忘れてしまったときなどは、これで思い出すこ

ともできます。２つ目は、アイディアを見やすい形で保存できるということです。このこ

とにより、シーズンが終わる頃には、どのように強いストラテをはるかが分かるように

なります。3 つ目は、いつでもどこでもできるという点です。僕は暇な時、特につまらな

い授業などの合間にやっていました（笑） 

メジャートッピクをやりたくないという人もいるかもしれませんが、まずメジャートピッ

クをやることをオススメします。まず、↑のように基礎力を鍛えておくと、他の分野でも

応用することが出来きるからです。メジャートピックに対する思考は、シーズンの基礎

力を鍛えるものとして、まず取り掛かりましょう。そして、それをもとに様々なアイディア

を取り入れれば、シーズンの終わりには”自分のディス”ができるようになります。 

以下、一例として、僕が作ったものを載せておきます。ちなみに、これは、シーズン

の一番最初（レギュレーションが発表された時）だったので、間違っているのもありま

す。ただ、これは最初の思考訓練であるとともに、自分の中で知識の基盤を作るため

のものなので、シーズンのディスを通して、よりよいものになっていきます。なので、も

し、みなさんがこれを作るとしたら、最初は間違いを恐れずどんどん自分のアイディア

を書いていきましょう。大切なのは、自分の考えが間違っている、あるいは通用しなか

った時に、訂正するということです。そうすることで、よりよいアイディアを生み出すこと

ができます。 
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＜例：VSプランの練習法＞＊スペースの問題上、Qとエリアが対応していませんが、原本は対応するよう書きます（見やすく）。 

 

Topic:学級崩壊(classroom breakdown) 

Problem: There are classroom breakdowns. 

 

 

 

 

 

Harm:  Teacher suffers mentally. 

 

 

Direction: The Japanese government should establish 

the new law to control children’s behavior. 

 

Mandate:  

The Japanese government should make punishment 

for children who causes classroom breakdown. 

EX) punishment 

 

Contents: Teacher can give corporal punishment to 

children. 

 

AD: teacher will not suffer mentally. 

 

Solution: 

C/S 

↓ 

子ども騒がない 

↓ 

学級安定 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学級崩壊の定義は？ 

①授業ができない 

・どうして学級崩壊が起きるのか？ 

 ①教師の力不足 ②クラスの人数が多い 

③子どもの家庭内しつけがなっていない 

④子どもストレスのはけ口がない 

・生徒のモチベは？ 

①勉強したくない②勉強したい（状況：転校できない） 

・教師のモチベは？ 

 ①授業をコントロールしたい②学級崩壊を気にしない 

・現状でどんな努力をしているか？ 

 ①クラスの人数を減らす（⇒教師が足りない） 

②教職課程を厳しく（⇒効果ない） 

・親はどのように捉えているのか 

 ①無関心（もし気にしていれば、怒る） 

②気にしている（先生のせいにしている） 

・どんな時に罰を与えるのか？ 

 ①教師・校長・教育委員会が判断 

・どうやってチェックするのか？ 

 ①ビデオを取り付ける（コンセ⇒常に監視されている） 

ＰＭＡ 

１、みんなで騒げば恐くない 

 ⇔みんなが恐がらないということはない 

２、教師（ビデオでチェックされたくない）が言わない 

 ⇔（プランスパイク：やり方変える） 

３、ビデオ反対の親や教師がいる 

 ⇔（ファイアット or罰） 

ＤＡ 

１、子ども M/D（常に監視されている） 

 ⇔（オフセット：勉強したい子もいる） 

２、監視反対派の M/D 

 ⇔（オフセット：賛成派もいる） 

３、教師の罰の乱用 

 ⇔C/Sをしっかりする 

４、他の場でいじめ・少年犯罪（ストレスのはけ口なし） 

⇔Vague 
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３、コンパリでのロジック練習『ロジック力とコンパリ力』 

「ロジックを鍛えたい」って声をよく聞きますが、そのことに関して一番の練習は、な

んでもかんでもロジックにすることだと思います。メッセージ性のある言葉なら何でも

できるので、とにかくロジックを作るのが、上手くなる秘訣だと思います。広告などはと

てもよい練習になると思います。 

ただ、なんでもかんでもってことになると難しい人もいると思うので、お勧めのロジッ

ク練習をあげます。それは、コンパリのロジックを作ることです。これの利点は、ロジッ

クの練習に加えて、ふだんなかなかできないコンパリの練習ができちゃうってことです。

手順は以下の通りです。 

 

①AD・DAセンテンスを決める（その際におおよその定義も決める） 

②ADスタンス・DAスタンスでロジックをできるだけ書く（両スタンスが同じくらい） 

  

たったこれだけで、ロジックとコンパリの練習ができちゃいます。まだ、コンパリをや

ったことのない人もいると思うので、例をあげておきます。最初は自由にやってもいい

と思います。それがちゃんとできているかどうかはできる人に聞いてみて下さい。これ

も、いつでもどこでもできるので、とても便利です。よく授業中にやっていました（笑） 

 以下、例をあげます（＊スペースの問題上、あまり良いコンパリではありません。） 

 

例）：安楽死のコンパリ（日本語版） 

AD＝安楽死を望む患者の精神的ダメージ（安楽死できないから） 

DA＝安楽死を望まない家族の精神的ダメージ（患者が安楽死してしまうから） 

---------------------------------------------------------------------- 

AD＞DA                       DA＞AD 

|> ADの方が深刻                 |> DAの方が深刻 

患者は苦痛から逃れる方法が他にない   家族の方が生涯にわたり苦痛をうける 

（家族はカウンセリングなどできる）      （患者は寿命が限られている） 
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４、チャート錬『頭の中を整理する方法』 

チャートは、大会やコースで書けば十分だと思いますが、それでも練習したいって

人がいると思うので、僕がやった練習方法をあげておきます。それはいたってシンプ

ルで、授業の内容をチャート化するというものです。 

ノートをきちんと取らなきゃいけない授業はダメですが、ポイントやキーワードを取

ればいい授業や、アイディアが求められる授業（ゼミとか）はいつもチャートで先生の

言ったことをメモり、なおかつ自分の考えをチャート化していました。 

これの良い点は、授業をちゃんと受けつつ、チャートがうまく書けるようになるという

ことです。先生の言ったことを 1 ページのノートにチャート化するのは意外に難しく、と

ても良い練習になります。また、議論がもめた時などは、チャートを使って介入するこ

ともできます。 

チャートの良いところは自分の頭を整理できるという点です。その整理がうまくなれ

ばなるほど、チャートの書き方がうまくなると思うので、日頃から練習して、より整理さ

れたものを作るよう心がけるといいと思います。 

 

５、大会後の練習『リフレクションの仕方』 

大会後は、頭をフル回転させた後で疲れていて、何もしたくありませんよね。僕もそ

う思っていました。しかし、実は大会中と同じくらい、大会後が大事だということに三年

の時に気がつきました。理由は Attitude 編でも書いたように、反省することによって、

成長するからです。特に、大会後はまだ大会でやったことが頭に残っています。なの

で、その日に復習することは、すごく効果的です。大会後は疲れているかもしれませ

んが、ちょっと頑張るだけで、一回の大会で学ぶ質がまったく変わってきます。それは

つまり、時間の効率化につながると僕は思います。 
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以下、僕がやっていたものをあげておきます。 

 

（アイディアに関して） 

①、帰り道で他のテーブルの話（アイディア・ゴチャリのポイント）を聞く 

②、家に帰って（電車の中で）、その日の議論（自分の反省）を全体的に思い出す 

→ゴチャゃった原因は何か・良かったアイディア・よりよいアイディアは何か考える 

③、②でやったものをメモる 

 

（テクニックに関して） 

①、うまくいかなかった所を思い出し、納得いくまで一人プレゼンをする 

→最初は Q など簡単なもので良い。上手くなるうちに、自分の伸ばしたい所（カンフ

ァメ・ハンドリング）を中心に練習をする 

②、①で納得いった言葉（文）をメモり、不調な時などに読み返せるようにする 

 

全体リフレに関してはみんなやっていると思います。テクニックに関しては、プレゼ

ンの苦手な人・英語がスラスラでない人に、とても役に立つと思います。この練習をひ

たすらやることで、いちいち頭で考えずに、すぐ言葉が出てくるようになると思います。

僕自身が、プレゼン力がなく、また英語もできなかったのですが、この練習のおかげ

である程度はできるようになりました。これはすごく簡単なものなのでオススメです。 

 

６、セオリー研究『理論を学び、応用する力を鍛える練習』 

セオリー研究とは、エリアのタスクをしっかり理解することにより、プロシーディング

ができるようにするというものです。一年生や、PD のエリアのタスクを理解していない

人、あるいはエリアに縛られずディスをしようとする人と議論をするときに、エリアのタ

スクをしっかり理解していないのと、議論がゴチャってしまうことが多々あります。そう

ならないために、エリアのタスクを理解し、プロシーディグできるようにしましょう。この

ことは、ハンドリングすることにもつながるのでとても重要です。 
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練習方法としては、マニュアルをしっかり読んだり、「このエリアでは何をすべきなの

か」など自問自答したりすると良いと思います。また、「なぜこのエリアがあるのか」な

ど、PD のプロシージャーを疑うことも大切な練習です。そうすることで、PD のフォーマ

ットに縛られない思考力がつくと思います。もちろん、実際にプランを作ることが、タス

クを理解する一番の練習だと思います。プロシージャーは、PD をやる上での、最低限

のルールですので、しっかり覚えましょう。 

 

７、ディス外練習『様々なことから学ぶ』 

①他セク＆マネージから学ぶ 

ESS にはディス以外にも三つの活動があり、もちろん、それ自体を楽しむのも大切

ですが、「ディスで応用できるものはないか」、「ディスにあるもの・ないものは何か」、

などディス的な視点でみるのもまた、ESS の活動を楽しむコツであり、ディスの能力を

上げることにもつながると思います。また、マネージでもディスの技術がどのように応

用できるか考えるのも面白いし、ためになると思います。僕が意識していたのは、マネ

ージの話し合いなどでどうやって相手とうまく議論し、よりよいアイディアを生み出して

いくかということでした。 

 

②授業で PDを生かす 

学問によって多少の違いはあるかもしれませんが、大抵の授業で、ディスの技術は

応用できるし、授業がディスの能力を鍛える場になると思います。僕がよくやっていた

（いる）のは、教授が言っていることをロジックにして、疑ってみたり、レポートを PDD

のフォーマットにあてはめ、問題→原因→解決策といったように、まとめたりしていま

した。（レポートの書き方はまさしく PDDのフォーマットにあてはめることができる。） 

あと、授業中に、アーギュメントやオピニオンを生み出す、良いアイディアをもらうこ

ともしばしばありました。大切なのは、授業を真面目にやりながら、ディスとの関連性

は何かないかということを日頃から考えることなのではないかと思います。 
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③本を読んで、視野を広げる 

 これは僕の一番のオススメ。エデゥケやマニュアルに書いてあることはあくまで、

ESSにおけるディスに限られます。PDの様々な技術は、ディスセクの人にとっては、と

ても便利ですが、逆に言えば、PD を知らない人にとっては「？」です。ESS の人とやる

ときには、ESS特有のディスの技術を使うのはいいと思いますが、決してそれにとどま

らず、PD を知らない人と議論をすること、また社会に出てからどのようにディスをする

のかを常に意識する必要があります。ただそれは、ESSのディスの技術が役に立たな

いというわけではありません。それだけに頼ってしまうということが問題だということで

す。だから、常に PDを知らない人と議論をすることを意識する必要があります。 

そして、その橋渡しになるのが本です。ESS のディスに関して直接書かれているも

のはありませんが、PD＆VD に通じるものはたくさんあります。そのような本を読むこ

とによって、PD＆VD がどのように応用できるか知ることもできたり、逆にそのような本

から普段のディスで見逃していることが見えたりすることが多々あります。 

以下、僕が実際に読んで、分かりやすく、ためになったもの（”First PDD”で挙げた

ものを改訂したもの）を選んであげておきます。すぐ読めてしまうものもあるので是非

読んでみてください。 

 

＜おすすめ文献＞ 

・『ロジカル･シンキング入門』茂木秀昭 

：PDDのために作られたような本。作者は元ディベーター。  

・『複眼的思考法』苅谷剛彦 

：学問の思考方法が身につくので、ディスだけでなく、学科にも役に立つはず。 

・『論理的な話し方が面白いほど身につく本』茂木秀昭 

：ロジックの記述もあり。読みやすく、ＰＤＤの実生活の役立て方のヒントになる。 

・『論理的な考え方が面白いほど身につく本』茂木秀昭 

：上の「～話し方」より、よりビジネス向け。PDDの応用的なものが書かれている。 

・『クリティカル進化論』道田泰司・宮元博章 

 ：批判的なものの見方が身につく。内容は面白く、読みやすい。 
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・『クリティカルシンキング練習帳』Ｍ・ニール・ブラウン 

 ：ＰＤＤを実際生活に役立てるヒントになる。ロジックの考え方を広めた感じの本。 

・『論理力を鍛えるトレーニングブック』渡辺コパ 

 ：第一部はとても参考になる。PD とビジネスの架橋になるような本。 

・『思考力と対人力』船川淳志 

 ：思考力を超えて、人間力までの記述があり、ためになる。 

・『答えが見つかるまで考え抜く技術』表三郎 

 ：考えることの大切さ・方法が書かれている。 

・『日本語から考える英語表現の技術』 

 ：難しいことを英語で伝えるのが苦手な人にとって、とても役に立つ。 

・『強くなるディスカッション』崎村耕二 

 ：ディスカッション表現集。実社会の英語の会議での表現を知りたい人にお薦め。 

・『正しく考えるために』岩崎武雄 

 ：根本的な考え方の指針となる本。哲学的だが、実生活にも役に立つ。 

・『議論に困らなくなる本』小野田博一 

 ：議論とは何か、ディスカッションとは何かがよく分かる。 

・『横山のロジカルリーディング講義の実況中継』横山雅彦 

 ：受験参考書だが、ロジックについての記述ありがあり、分かりやすい。 

・『ガツンと言えるディベート術』松本道弘 

 ：ディベートの本だが、ロジックについての記述や PDDに役に立つ話が満載。 

・『闘論に絶対勝つ方法』松本道弘 

 ：これもティベートの本だが、参考になる部分が多々ある。 

 

ここにはあげませんでしたが、哲学などの古典も根本的な思考力を鍛える上で、非

常に役立つと思います。また、↑のはあくまで僕の好みです。本は人それぞれ読みや

すさ・学ぶことが異なると思うので、自分で自分の参考文献を探してみてください。 
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～Practice編（VD）～ 

 

１、自分の考えを作る『自分の意見を持つ』 

 Attitude 編で、自分の意見を持つことが大事だといいましたが、ではどうしたら自分

の意見を作れるでしょうか。それは、とにかく普段からものごとを考えることしかないと

思います。 

練習方法としては、上でも書いたように、三角ロジックを使うことです。これ以外の

方法をあげるとしたら、一つは、ものごとの理由をとにかく考えることだと思います。ト

ヨタの教育では、「”なぜ”を五回考えろ！」というものがあるそうです。 

もう一つは、セルフディベートをすることだと思います。セルフディベートとは、その

名のとおり、一人でディベートをするというものです。ある問いに対して、肯定側の立

場と否定の立場に立ち、それぞれの立場に対する反論に返していき、ものごとを多面

的に見ていくというものです。 

僕は暇な時に、これをよくやっていました（います）。トピックはなんでもいいのです

が、（例えば、「芸能人になることはいいことか」、「ディスセクは価値のあるセクション

か」など）、とにかく、自分の立場に対する反論を考えて、そのすべてに反論していき

ます。手間要らずで、しかも、自分の意見を通さなきゃいけない状況に置かれた時な

ど（ジェネアセなど）、こうやって普段から鍛えておくと、自然に喋れるようになるので、

とても便利です。 

 

２、自分と違ったスタンスに立つ『反対の立場に立つ』 

 VD でよくあるのが、みんなが同じ考え、あるいは似たような考えになってしまうこと

です。そんな時、みんな同意しあっているだけで終わってしまうということもしばしばあ

ります。このようなディスが好きだという人もいますが、僕はあまり好きではありません

でした。なぜなら、VD は、お互いの価値観を交感することによって、自分の価値観を

見直すきっかけになるものと考えていたからです。 
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そこで、僕がよくやったのは、あえて自分のスタンスと違った立場に立って、マイノリ

ティになるということでした。そして、みんなの考え（自分の考えでもあるが）に反論す

ることにより、考えるきっかけを与えるようにしていました。これの利点は、話が盛り上

がるという点に加え、自分の意見を新たに見直せる点、英語をいっぱい話す機会にな

る（みんなVS自分になるから）という点です。いつもやるのは難しいですが、機会があ

ったらやってみてください。 

 

３、一回の VD を大切にする『学びの機会はいくらでもある』 

 PD に比べ、VD はいつでも出来てしまうので、一回のディスを無駄にしがちです。で

も、三年間を振り返ってみると、何も意識せずに VD をやってしまった時は、何も得ら

れていなかったような気がします。やはり大切なのは、PD と同じく、一回の VDを大切

にするという意識をもって臨むことだと思います。 

 では、一回の VD を大切にするために、どんなことを意識すればいいのでしょうか。

僕がやっていたものをいくつかあげます。まず 1つは、ランチなどで、率先して、チェア

パになるようにしていました。あるいは、チェアパじゃなくても、チェアパとしての役割を

意識していました。チェアパはテーブル全体を見渡し、話の流れ・雰囲気・パンツの話

す頻度などを意識していなくてはなりません。これらが、テーブルを回すという上で、と

ても勉強になります。また、僕のように英語のできない人は、チェアパになることで、

自然と話す機会が増えるので、英語を鍛える上でオススメです。 

もう一つは、VD が終わった後に、「この VD で何を得たか・学んだか」「自分・あるい

は他の人は何を考えたか」を一人リフレすることです。このことで、VD で話したことを

より深められ、一回の VD の質がまったく異なってきます。そして、それをメモしておき、

他の機会（レポートやゼミ）などに応用するようにしていました。 

このように、一回のVDを大切にすることにより、ディスを超えた活動にも役立てるこ

とができます。サークルも学科も頑張るとなると、やはり大変です。ですが、それぞれ

の時間の質を高めることを意識したり、それらの関連性を常に意識したりすれば、相

乗効果で、両立できるんじゃないかと僕は思います。 
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～補足編（英語）～ 

 

＊これは、英語のできない著者が、英語ができないと悩んでいる人向けに書いたメッ

セージなので、英語ができる人は、ここは読まなくていいと思います。 

 

今までディスのことを書いてきましたが、なんだかんだいって、英語ができなくては

何にもなりません。それは、すべての ESSの活動にあてはまると思います。もちろん、

英語ができなくても、ディス及び、ESS の活動を楽しむことはできますが、英語ができ

れば、それ以上に楽しめると思います。この考えは、実体験から思ったことです。今、

英語ができるというわけではありませんが、まったく英語ができなかった自分が、ESS

の活動の面白さを改めて知ったのは、英語が少しできるようになったからでした。また、

PD＆VD を上手くなろうとするにしても、英語ができないと限界があります。ですから、

ディスセク及び ESS にいる限りは、英語力を高めることが何より大切になってくると思

います。（「当たり前じゃん･･･」と思った方もいると思いますが、自分自身がそうでなか

ったので書きました・苦笑）では、どうしたら英語力があがるのか書いていきます。 

 

１、大事な英語力・英語基礎力『中学英語が英語力の基盤を作る』 

 ちまたには、多くの英語教材が売っていて、どれを買えばいいか迷ったことはありま

せんか？（僕も何十冊と買いました・笑）そして、どんな英語を鍛えればいいか迷って

いませんか？もし迷っているなら、まず「中学英語」をやり直すことを勧めます。詳しく

は、『英会話・絶対音読』『英語はやさしく・たくさん』などの有名な参考書を見てほしい

のですが、中学英語や基礎単語・基礎文法が体系的に盛り込まれたテキストを使っ

た方があとあと絶対伸びるし、それが出来ていないと後に英語力が伸びないそうです。

ですから、何をすればいいか迷っている人、英語に自信のない人は、そこからやり直

すことをオススメします。何事も基盤がなくては、英語力つかないので、自信のない人

は、中学英語からはじめて英語の基礎力をつけましょう。実際、このことを勧めている

本や HPがたくさんあるので、見てみてください。 

（例：http://homepage3.nifty.com/mutuno/：英語上達完全マップ） 

http://homepage3.nifty.com/mutuno/
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２、英語力を測る基準を作る『ファーザーのアドレスから学んだこと』 

 先ほどから僕は英語ができないと書いてきましたが、どのくらいできなかったというと、

２年の夏まで、ファーザーのアドレス（スピーチ）がまったく分かりませんでした（汗）み

んなが笑っている時に自分も笑わないと、ファーザーの英語が分かっていないと一年

生に馬鹿にされると思ったので、みんなの反応を見て笑うということもしばしばありま

した（苦笑）余談はさておき、英語力を測る基準を作ることの大切さをここで書きます。 

 「英語力が上がる・上がらない」の基準はトフルやトイックで測ることが通例ですね。

ですが、毎回毎回受けられるわけでもないし、毎回受けるとなるとお金がかかります

よね。だから、普段の生活では、英語力が上がったと感じる機会が少なく、英語に対

するモチベーションが下がってしまうこともしばしばあると思います。そんな時に ESS

の部員ならではの効果的な方法を教えます。それは、ファーザーのアドレスを英語力

を測る基準とすることです。上で書きましたように、２年の夏頃まで、僕はファーザー

のアドレスがまったく分かりませんでした。しかし、上であげたような勉強をするように

なって、引退の時には、全てとはいかないまでにしろ、ある程度理解することができる

ようになりました。そのように成長したのも、ファーザーのアドレスを、英語力を測る基

準として、英語力を測る機会が定期的にあったからだと今でも思います。（また、ファ

ーザーは僕たちに ESS 部員を意識して、手本となるスピーチをなさってくれるので、と

ても勉強にもなりました。）そのような機会が日頃からあると、英語が上がっているの

が常に実感でき、モチベーションを保つことができました。このように、ファーザーのア

ドレスなり、英語のラジオなり、一つ何か英語力を測る基準を作っておくことはモチベ

ーションを下げさせない大事な方法なので、一つ作ってみてはどうでしょうか。 
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３、コース＆ランチの重要性『要は意識次第』 

 ESS で英語力は伸びないと一部で批判されていますが、僕は必ずしもそうではない

と思います。もちろん、求める英語のレベルにもよると思いますが、英語にまったく自

信のない人は、意識次第で英語力を伸ばすことができると思います。英語を読み書き

する機会はあっても、話す機会はなかなかありません。そんな時、ランチやコースはと

ても役立ちます。もちろん、ただ活動に参加するだけで英語力は伸びません。大事な

のは、ESS の活動外での時間をどう使うかです。参考書を買って、その中にある英語

の例文を家で覚えることや、PD の Practice 編であげたよう影の練習をどれだけした

かによって、ESSの活動の有効性がまったく変わってきます。そうすれば、少なくとも、

前の自分と変わっていることに気づくと思います。ESS という場をきっかけにして、そ

れを有効活用することで、英語力は伸びると僕は思います。 
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～おわりに（私的ディス観）～ 

 

１、楽しむこと、楽しませること『頑張ることの意味』 

 この冊子を通して、ディスが上手くなるための姿勢と考え方、練習方法を書いてきま

した。ですが、上手くなる必要はなぜあるのでしょうか。頑張ることは時に大変だった

り、何かを犠牲にしなくてはいけなかったりすることもあります。ですが、それでも僕は、

ディスをより楽しむために、ちょっと頑張ることが大事だと思います。 

「"みんな"で作り上げていくテーブルにしたい」、「深い議論をして"みんな"で楽しみ

たい」というパーパスはよく聞きますが、これは技術という手段があって初めてできる

ことだと思います。いくらみんなで意見を出し合っていきたいって言っても、まとめる力

がないとゴチャリが起きてしまいます。また、みんなで深い議論がしたいって言っても、

意見を上手に表現する力・反論を的確に返す力がなかったら本筋を話せないまま終

わってしまいます。つまり、よりよいディスをするために、練習して上手くなる必要があ

るのだと思います。 

 ディスができる人というのは、三人称のディスができている人だと思います。三人称

のディスとは、客観的にディス全体を見渡せているということです。ディスの上手い人

は、テーブル全体を見渡し、みんなより先を見据えられていて、テーブル全員を巻き

込んだディスができます。また、そのような視点を持てるということは、様々な人の立

場からものごとを見られていることを意味します。このようなことは、ディスが上手くな

ればなるほど、できるようになります。そして、このようなディスができると、自分だけ

でなく、みんなが楽しめるようなディスができるようになります。自分だけでなく、他の

人さえも、本当の意味でディスカッションを"楽しむ"ことができるようにするためには、

ちょっと頑張って自分を磨いていくことが絶対必要だと思うし、これが頑張ることの意

味なんじゃないかと思います。 
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２、自由だからこそやらなくてはいけないこと『目標に向けた一歩一歩』 

 ディスカションは自由です。これは、メリットになればデメリットにもなります。自由だ

からといって、何もせずにいたら、ディスをしても結局何も得られないんじゃないかと

思います。大切なのは、目標をしっかり定めることと、基礎を鍛えることの二つだと思

います。目標については上で何度も書いてきたので、ここでは基礎を鍛えることに関

して書いていきます。 

基礎を鍛えることについてですが、VD・PD ともにあてはまるのが、英語やプレゼン、

リスニングを鍛えることです。このことがしっかりできていないと、自由が逆効果になっ

てしまいます。ディスカッションは対話によって行われます。それはつまり、自分の意

見を論理的かつ明確に相手に伝える論証責任を負っており、また相手の意見をしっ

かり受け止めることが求められます。このように、基本的なことを鍛えることは、自由

なディスだからこそ大切になってきます。 

また、PD に限って言えば、PD のセオリーやテクニックをきちんと習得することは、

礼儀作法を身につけることにあたります。型にはまりたくないという意見もあるかもし

れませんが、「模倣なくして創造なし」というように、型をしっかり理解しなければ、それ

を超えることはできません。まずは型をしっかり覚え、その後に自分らしいディスを作

り上げていってください。このように、基礎を鍛えることの重要性について書いてきまし

たが、そのような基本的なことをしっかりすることによってはじめて、自分の掲げた目

標により近づいていけるのではないかと僕は思います。 
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３、自分を磨く場としてのディスカッション『相手を尊重したディスカッション』 

ディスカッションは、建設的な対話を通して、よりよいものをみんなで生み出していく

ものだと僕は考えていました。それはつまり、自分も含めて、他の一人一人を一人の

人間として尊重することにつながります。僕は、それはすごく大切なことだと思います。

なぜなら、そのように、相手の立場にたってものごとを考えることで人は成長できると

思うからです。より楽しく、より深い議論をするために自分だけでなく、他の人のことま

で考えたディスカッションを目指すことが大切だと僕は思います。 

これを読んでくださったみなさんは、これからどんどん上手くなると思います。です

が、技術と共に、人間的に成長することも忘れないでほしいと思います。技術的に上

手くなればなるほど、人は自分におごったり、傲慢になったりしがちです。僕自身もそ

う時がありました（苦笑）。だから、僕の後輩たちには、僕の二の舞になってほしくない

と思います。本当にグレートディスカッサントと呼ばれる人達は、実力と共に人間的に

も本当に立派な人たちです。彼らのように、技術だけでなく、人として尊敬されるような

ディスカッサントに、みんながなってくれたら、この冊子を書いた者として、これ以上の

喜びはありません。そして、僕自身にとってそうだったように、みなさんにとっても、ディ

スカッションという場所が自分を磨く場になってくれたらいいなと思います。 
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