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        はじめに 
 

「ディスカッションって何をするの？よくわかんない・・・。」 

ディスをやったことがない人は、よくこう言います。 

 

僕は一年間やってきて、ディスとは女性の心理のように読み難く、深く、かつ移ろいやすいもの

であると考えます。 

実際、「ディスカッションとは行きずりの女のように簡単に扱えるものではなく、本命の女のよう

にとことんつきあうものだ」と、かのニーチェも言っている（うそ）。 

 

確かに、何も知らない新入生にとってディスカッションを完全に理解することは難しいです。な

ぜなら、ディスは自由だから。いきなり自由な所に出されても、何をしたらイイか分からなくな

るよね。 

その一方で、やりたいコトをしっかり持ちさえすれば、ディスカッションほど楽しいものはあり

ません。なぜなら、ディスは自由だから☆ 

 

何に魅力を感じるかは人それぞれ。英語力、プレゼン力、友達、恋人・・・一つ一つ挙げたら何

ページにもなってしまうくらいありますが、確実に言えることが一つあります。 

ディス界には自分を成長させてくれる要素がごろごろ転がっています。そしてこれらを拾ってい

けば、引退する頃には大学入学当初に持っていた“将来の自分”のイメージに近づいているに違

いありません。 

 

僕はディスカッションからたくさんのものをもらいました。そしてあなたにもそれを発見してほ

しいんです。よくわからないからディスをやらないなんてもったいないよ。 

 

僕はこのレクチャーブックを通して、何もない自由な場所に１つの道標をあなたへ差し出そうと

思います。 

歩いたその道の先にどんな景色が待っているかは分かりません。 

でもそれはきっと素晴らしくて眩しい景色であると信じています。僕や日本全国にいる何百何千

ものディスカッサントを魅了してやまない景色のように・・・。 
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※このレクチャーブックは四大ディスカッションの Examiner 用に作成したものですが、レクチ

ャーでは実際にやってもらいたいので、時間の関係上この本の全てをレクチャーでは扱いません。

ですが初めてディスカッションをやる上で役に立つことを詳しく載せておいたので、大会前なん

かに目を通していただけると幸いです。 

中には高度なスキル（特におまけとか）も載せてあるので、興味がある人は読んでみて下さい。

もし分からない所や質問などあれば気軽に聞いてくださいね。 

 

 

 

 



Purpose of this lecture book 
ディスカッションでする話には２種類あります。 

一つ目はその場で思いついた質問や反論。 

これは思いついたらどんどん発言して構いません。言っていることが間違っていると思ったら、

遠慮せずにその場で反論しましょう♪反論はテーブルに新しい考えを与え、より広い視野で問題

を捉える手助けをしてくれます。つまり、反論するってコトはテーブルにより貢献するってこと

なんです。本番ではべた書きを参考にガンガン発言しちゃって下さい＾＾ 

 

でも、これだけじゃちょっと不安になりませんか？ 

そこでこのレクチャーブックではあなたに、二つ目である事前に準備してある話という武器を授

けたいと思います。 

 

これであなたは不安を感じることなくテーブルで話せるようになることを願っています。 

 

Examiner って何？ 
Examiner っていうのは“オピメじゃない人”のことを指します。別名 participants(パンツ)

とも言ったりしますが、このレクチャーブックでは Examiner と呼びます。 

オピメは何もしなくても議論の中心です。だけど、イグザミナーは別。自分から積極的にテー

ブルに入っていかなきゃ議論に入っていくことすらできません。なのでイグザミナーでも存在感

が出る人こそ“本当に実力のあるプレイヤー”と言えるでしょう。 

 

Examiner の魅力♪ 

 イグザミナーの魅力はテーブルでいろんなことが自由にできる点にあります。時にはオピメを

サポートしたり、オピシを切ってみたり、議論をスムーズにさせたり、他のイグザミナーをサポ

ートしてあげたり・・・。しかし、その中でも一番楽しいのはアーギュメント。これはイグザミ

ナーでしか得られない魅力です♪アーギュメントについては後で詳しく説明します。 

 

そのテーブルがどんな雰囲気、どんな議論で盛り上がるかは実は Examiner、つまりあなた次第

なんです♪だからあなたがイメージする理想のテーブルを自由に作って楽しんじゃってください

ね＾＾ 

 

 

Examiner をやる上で最も大事なのは何か？それは積極的にしゃべることです。分からないこと

や、そこ違うんじゃない？？とか思ったらどんどん質問・反論しちゃいましょう。僕の経験上、

テーブルのみんなは意外に何でもうけいれてくれますよ☆ 

 

Examiner の魅力♪ 

イグザミナーの魅力はテーブルでいろんなことが自由にできる点にあります。時にはオピメ

をサポートしたり、オピシを切ってみたり、議論をスムーズにさせたり、他のイグザミナー

をサポートしてあげたり・・・。しかし、その中でも一番楽しいのはアーギュメント。これ

はイグザミナーでしか得られない魅力です♪アーギュメントについては後で詳しく説明しま

す。 

そのテーブルがどんな雰囲気、どんな議論で盛り上がるかは実は Examiner、つまりあなた

次第なんです♪だからあなたがイメージする理想のテーブルを自由に作って楽しんじゃって

くださいね＾＾ 



どんなことをするのか？ 
Examinerのすることは大きく分けて３つあります。 

 

※今回のレクチャーでは上の２つまでをマスターしてもらいます。 

 

① 相手を理解する（Question）難易度★☆☆☆☆ 

 

一番基礎的であり、一番重要です。オピシを作った人はオピメです。そしてディスカッション

はオピシと叩き台にしてするものなので、オピメの意見を理解することは何よりもまず重要で

す。これをなくして賛成・反対などの意見は生まれないですからね。 

 

 

② 自分を出す（Argument） 難易度★★☆☆☆ 

 

アーギュメントとは一言で言うと“価値観の塊”です。その人がそのテーブルの中で最も主張

したい部分がアーギュメントになります。 

 

 

 

 

 

アーギュメントはその人の価値観がモロに出るので、当然テーブルの議論が一気に盛り上がり

ます☆「Exchange value」はディスカッションの醍醐味の一つなので、四ディスではぜひチ

ャレンジしましょう！楽しいですよ～♪ 

 

 

③ 結論を導く（Confirmation）難易度★★★★☆ 

 

カンファメーション。これはけっこう難しいです。これまでできれば今の時点でランク獲れます

(笑 

英語で人に理解させるのは予想以上に難しいものです。しかし、テーブルの全員に理解を生むた

めには、チャートなどを使ったカンファメーションは不可欠なものです。理解が異なった状態で

議論しても実のある議論にはならないからね。後ろにべた書きは載せておくので四ディスでは余

裕のある人はぜひチャレンジしてみてくださいね。 

 

 

 

例えば、死刑のオピシで遺族の感情が最も大事だと思ったら、遺族についてのアーギュメン

トを作ります。 

また、死刑執行人の精神的苦痛が最も大事だと思ったら、死刑執行人についてのアーギュメ

ントを作る、みたいな感じです＾＾ 



a) Question ～ディスカッションの第一歩～ 

ディスカッションをはじめたばかりの人はまずここでつまずいてしまいます。 

「どうやって聞いたらイイか分からない・・・」 

「英語力に自信がないんです・・・」 

などなど。でも心配しないでください。この章ではしっかりそれを解決してあげるので、みな

さんどんどん質問しましょう♪ 

 

Case1） ～疑問な点があって、ただ聞いてみたい時の Q～ 

 

I have a question. I want to know about ～.What is～？ 

(知りたいこと、例えば死刑は誰が殺すのかとか) 

 

 

オピメから答えが返ってくる。 

（死刑執行人(Executioner)です。とか） 

 

 

① 分かって満足したら OK, thank you!! 

② まだ聞き足りないなと思ったらまた上に戻る。 

(I have one more question. I want to know about Executioner. みたいに) 

 

このようにすれば、みんなが疑問に思っているコトは全て聞けてしまいます。 

さらに、Question する上でのコツは、一つ目に５W１H に注目するコト。これに注目してい

れば、聞くことがないっていうことは起きないです♪ そして二つ目にはとにかく分かりやす

く！です。具体的には、一つに質問に聞きたいことは一つしか入れず、かつ具体的な質問をす

る、ということです。一つの質問にたくさん聞きたいことがあればあるほど、曖昧であればあ

るほど答えには困ってしまいます。これは一見遠回りに見えますが、混乱を避けてスムーズな

ディスカッションができるので、実はこっちの方が近道なんですね。みんなもわかっていると

は思いますが、英語を使って何かを伝えようとするのは予想以上に難しいもの。それは聞き手

だって同じコトだよね。ぜひ聞き手に優しい Examiner になってくださいね☆★ 

 

 

 

 

 

 

 



Case2） ストラテ Q ～アーギュメントのための下準備～ 

 

たぶんみんなは「ストラテ」って聞いても何のことか分からないと思うので、まずストラテと

は何かを説明します。ストラテとは Strategy といってアーギュメントをする前に確認してお

きたいことを予め確認するための Question の種類のコトです。つまり自分の話に引き込むた

めのものです。いきなり反対意見を出してもテーブルのみんなには受け入られにくいです。だ

けど予めストラテを張っておくことによって最強のアーギュメントが完成します。だからスト

ラテってのは大事なんですね♪ 

 

例）あなたは死刑に賛成意見を持っています。 

なぜなら終身刑にしたら刑務所の辛さに耐えられなくて自殺をして、結局死んでしまうから。 

 

この時この主張をする前に確認しなければいけないことは何でしょうか。 

それは、「刑務所にいることはどれだけ精神的に辛いのか(実際に半数以上の死刑囚が精神的

に正常な状態ではないし、自殺者もいる)」ということですね。 

 

では、これをどうやって Question という形にするのか。 

それは Criminal の質問の時に、 

 

I have a question. I want to know the situation of prison.  

I think situation of prison is so hard. Actually, many criminals commit 

suicide. 

Please explain detail. 

 

みたいな感じで刑務所についての話を出していきます。そして自殺の情報を出します。こうい

ったことを事前に確認しておくとみんなの頭に「刑務所って自殺するほど辛いのか～」ってい

うのが頭に刻まれます。 

 

そうしてから「こんな辛い刑務所に一生居たら耐えられない」という主張をしたらとても理解

しやすいと思いませんか？？ 

 

このようにストラテを使うことによってみんなに理解されやすくなる、アーギュメントが強く

なっておもしろくなる、という２つのイイコトがあるんです♪ 

 

レクチャーではストラテジーまできちんと教えるつもりなので、みなさんも本番ではぜひスト

ラテジー→アーギュメントという流れにチャレンジしてみてくださいね＾＾ 

 

 



 

ｂ）Argument ～テーブルはもう自分のもの～ 

アーギュメントとは、分かりやすく言うとあなたが死刑に関して賛成・反対する理由です。 

今回のレクチャーではみんなにアーギュメントを実際作ってもらいと思います！！ 

 

アーギュメントの作り方 

① まず死刑に賛成・反対を決めます。 

ちなみに Examiner の場合の大半は賛成の意見です。（てゆーか死刑反対だったらオピメ

のほうがやりやすい笑） 

② それはなぜかという理由を考えます。そしてこの「Why？How？」という問いを３回繰

り返します。 

 

例）死刑賛成の場合。 

 

① 死刑に賛成？反対？ 

 

死刑に賛成。 

 

② それはなぜ？ 

 

死刑囚なんて救う必要がないから。 

 

Why?（なんで救う必要がないのか？） 

 

死刑囚なんて社会のゴミだから。 

 

Why?（なんでゴミなの？） 

 

凶悪犯罪を犯して反省の欠片も見せないから。 

 

このアーギュメントは死刑囚に焦点を当てたものになっていますが、これは遺族であった

り、死刑執行人であったり、国家はどうあるべきかみたいなものでも OK です。詳しくは

後ろのページの「アーギュメントのタネ」に書いておきます♪ 

 

こういったようにして、自分の考えを明確にします。そしてこれが明確であればあるほど

強いアーギュメントとなって、議論がとても盛り上がって楽しくなります☆★ 

 



 

C) Confirmation ～これであなたもみんなのヒーロー～ 

 

カンファメは「みんなが理解する」という意味でとても重要です。長い話が終わり、結局何を

確認したんだっけ？？みたいに思った経験はありませんか？こういう時にきれいに話を終わらせ

たりできる人は Handler(テーブルの議論を進める人)として高い評価を受け尊敬されます。テー

ブルをまとめるなんてカッコイイしね笑 

 

そして、カンファメには大きく分けて２種類あります。 

① 自分のためのカンファメ（コンクルカンファメ） 

これは決して自己中みたいな意味ではなくて、話の最後に自分の言いたいことは何かを明

確にするということです。そうすることによってみんなの頭の中がスッキリして理解度が

グーンと上がります。 

 

例）話の中で自殺の例を出して刑務所の深刻さを強調したいとき 

May I conclude this talking?  

Thanks to this talking, we can confirm two things.  

First one is severe situation of prison. Second one is actually criminals 

commit suicide.  

So far, Could you catch? 

 

こんなカンジで自分の強調したいポイントをまとめることによって、みんなの頭に残るの

で、ストラテを使うときなどに有効です♪ 

 

 
② みんなのためのカンファメ 

これは一見難しいです。そこらへんの先輩でもできない人ばっかりです。 

これは何をするかというと、発言している人の意図を汲み取って簡潔に終わらせることで

す。 

しかし、これも自分でやるコンクルカンファメと要領は同じです。 

相手の最も言いたいこと、強調したいことを汲み取ってあげてそれを上の型にはめてあげ

れば大丈夫です♪簡単だよね♪ 

 

 

 

 

 



プレゼンスキル 
繰り返し言いますが、英語で何かを伝えるのは予想以上に難しいです。なのでこれを助けるため

にいくつかのプレゼンスキルを紹介します♪これは社会に出てからも役に立つ能力なのでみんな

ぜひ身に着けてくださいね＾＾ 

 

a) 口頭でのプレゼンスキル 

・CCF（Conclusion comes first） 

なんか小難しい単語ですが、要は何がしたいのか一番初めに言え！ってコトです。 

こうすることによって自分は何をしたいのかが明確になって、聞き手は理解しやすくなります。 

ディスカッションで質問する時に I have a question.と言うのもこのためなんですね。 

このスキルはとっても基本的ですが、みんな意外に出来てないんだよな～笑 

 

b) チャートでのプレゼンスキル 

・NLC(Numbering, Labeling, Claiming) 

これは要するに、チャートにする時は、番号をつけて題名をつけて分かりやすく主張を書け！

ってコトです。 

例） 

 

 

 

 

 

※いろんなチャートたち 

１、ディバイド               ３、ストリーム 

二項対立(逆の２つのもの)を表すときに使う   流れを使って説明したいときに使う 

 

 

 

 

 

２、マトリックス              ４、グラフ 

違いを鮮明にするときに使う(Mandate とか)   量や質を説明したいときに使う 

 

                              

 

 

 

Purpose of death penalty 

① Deterrence 

② Stop 2nd crime 

③ To care Victim's family feeling 

Motivation of criminal 

      want to die 

 

      don't want to die 

Changing point 

  Now       After 

  ×    ～～   ○ 

  ○    ＝＝   × 

Time 

 

 

arrest  sentenced death 



～Tips①～ 

アーギュメントのタネ 

ディスカッションをはじめたばかりのみんなに、いきなりアーギュメントを作れって言っても

難しいかもしれないので、参考程度に普段俺がどんなアーギュメントを使ってるかをいくつか

紹介したいと思います♪ 

 

① 終身刑にすると自殺する 

 

② 死刑囚はゴミ 

アーギュメントのページにも書いてあるけど、凶悪犯罪を犯したのに反省の色を見せない

死刑囚って助ける必要があるかな？ 

③ 犯罪率が上がる 

死刑の目的の一つに「犯罪抑止力」ってあるよね。これが終身刑になったら命を直接奪わ

れることはないよね。そしたら抑止力は下がらない？下がったらどうなる？ 

 

アーギュメントを考えるコツ 

まず登場人物を考えます。そうするといろいろな視点が出てきます。 

死刑だと、 

死刑囚、死刑執行人、遺族、加害者家族、裁判官などが挙げられます。 

 

次に、死刑の関わってくる制度や法律について考えます。ディスカッションは制度を作るもので

すからね。そうやって考えると、 

憲法、死刑を定めている法律、刑法(目的とか)、刑務所の中での規則、裁判での判決の基

準など、さまざまなものがあります。 

 

さらにもっと深いところまで踏み込むと、もっとマクロなものもあります。ただしこれをアーギ

ュメントにして説明できるのは一握りの人たちです。まあ挑戦してみたい人はどうぞ♪例えば、 

人の命の重さってどのぐらいなの？とかそもそも死刑囚を救って誰かにメリットはある

の？とか罰ってそもそも Harm を生むためにあるんじゃないの？憲法との矛盾は？など

など。 

 

このような切り口からアーギュメントを考えていきます。でもアイディアは人それぞれだと思い

ます。なので型にとらわれずにいろんなものにチャレンジしてみてください☆★ 

 

 

 



 

～Tips②～ 

べた書き集～こんな時どーする～ 

・Question 編 

単純に質問したい時 

I have a question. I want to know about ～.What is～？ 

 

違いは何かを知りたい時 

I have a question. What is difference A and B？ 

 

何個かあるうちの中でオピメの考えはどれか明確にしたい時 

I have a question. Which one is your idea in these? 

 

・Objection 編 

言っていることが間違っているなと思ったとき 

I have an objection about～. I think～.Because～ 

 

・Argument 編 

オピシを切りたいとき 

I have an objection. My stance is all(or some) cut. 

→そのあとにチャートを出す 

 

・Confirmation 編 

ちょっと分からなくなって自分の解釈が正しいか確認したいとき 

May I check my understanding? In my mind,～(自分の解釈)～. My 

understanding is right? 

そしてもし間違っていたら、 

Would you explain again? 

 

コンクルカンファメをして自分の(人の)話を終わらせたいとき 

May I conclude this talking?  

Thanks to this talking, we can confirm two(or three...) things.  

First one is ～. Second one is～.  

So far, Could you catch? 


