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目次 

 

＜前編＞ 

 

１．ディスカッション総復習！！ 

ディスカッションって何だっけ？コンクルを見据えたディスをしよう。 

 

２．アーギュメントをプレパする。 

アーギュメントの基本的な作り方を知りましょう。 

 

３．アーギュメント個別編① ［ＤＡ］ 

ユニークネスに注目！アイデアだけではＤＡが立たない！？ 

 

４．アーギュメント個別編② ［Ｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｃｕｔ］ 

プラクティカビリティ、ワーカビリティって何だ？オールカットにチャレンジ♪ 

 

５．アーギュメント個別編③ ［Ｓｅｒｉｏｕｓｎｅｓｓ＆ＮＦＣ］ 

Ｈａｒｍ ＳｔａｇｅでコンクルＧＥＴ！？シリアスネスカットとＮＦＣの違いは？ 

 

＜後編＞ 

 

６．Ｔａｌｋｉｎｇ ｐｏｉｎｔを設置して議事進行する！！ 

積極的にテーブルを進めるために最も必要なスキル(独断と偏見やけど…)！コツは？ 

 

７．Ｌｏｇｉｃに強くなる。 

論理学に挑戦してみよう！ 

 

８．コンパリについて知る。 

意外と知らないコンパリソンステージ。進め方覚えよう♪ 

 

９．ＡＡＤ（Additional Advantage）って何だ？？ 

ＡＤ＞ＤＡの裏技！ＡＡＤについて知ろう☆゛ 

 

10．Ｓｐｉｋｅ Ｐｌａｎって何だ？？ 

  ＤＡ＞ＡＤになった後どうする！？ベストポリシーを目指せ！ 

 



６．Ｔａｌｋｉｎｇ ｐｏｉｎｔを設置して議事進行する！！ 

 

論点を設置して議論を進めていく技術のことをいいます。専務が得意なやつです(笑)自分

のアーギュメントを進めるときだけでなく、他人のアイデアでテーブルがごちゃってると

きや、ごちゃってはないけど何をすべきかテーブルでコンセがとれてないようなときにも

有効です☆ 

いわゆる議事進行能力ってやつで、いろんな場面で発揮されうる能力です！！ディス中に

これができてたら、テーブルの中心的存在としてかなりのオーソリティを得れるでしょう

…。できるようになったらディスの楽しさ倍増なんで、がんばってみてください！ 

 

今回は、①Ｔ/Ｐの見つけ方・②Ｔ/Ｐを使って話を進めるときのやり方・③練習問題、の

みっつをやっていきます。 

 

①Ｔ/Ｐの見つけ方 

たくさん経験することが一番の近道だと思うけど、基本的な見つけ方を教えときます。す

べてに共通してるのは、どうすれば話の結論がでるのかということを考えるということで

す。 

 

☆Logic を使う→アイデアを処理する時に使えます。アイデアを Logic に直して、Data と

Warrant に論点をおいたらオッケーです。Data や Warrant を確認するためにそれぞれで論

点が必要なら、それぞれで論点置いたらいいと思います。一番分かりやすいけど、Logicを

書く力が必要です。 

 

☆Stream を使う→Logic よりもっとマクロな論点設置方法です。例えば労働問題のソルの

Linkでこんなんがあったとします。 

プラン採ったら労働者は時間外労働をしなくなる、ビコーズ会社が罰をおそれるからだ！ 

これを Streamに直してカンファメしてみます。 

プラン採る→会社が罰をおそれる→会社が労働者に残業させなくなる→命令されないので

労働者は時間外労働をしなくなる。 

矢印の数だけ論点がありうるっての分かりますか？？一つ一つの矢印をミクロに検証しよ

うとすると、上の Logicを使うやつの出番です。 

 

☆ストラテとして→もしソルで何らかのアイデアを出したいとします。ってことはそのア

イデアを出す舞台を用意しなくてはなりません。そういうときには自分の出したいアイデ

アのためにＴ/Ｐを探して実際に置いたらいいと思います。必要性のリーズンもしっかり考

えてな。(例)プラカの議論をしたいので、1stLink のところで‘日本政府がプランを採れる



か否か’みたいな論点を置く。 

 

基本的にこんな感じのことを意識してたらできるようになると思います。別にわざわざ

Logicの三角形を書く必要はないので、思いついたらどんどんチャレンジしましょう！専務

みたいに♪♪ 

 

②Ｔ/Ｐを使って話を進めるときのやり方 

まずここで気をつけなくてはならない大事なことがあります。それは、流れがＱＣＳのプ

ロセスをふんでいることと、ゴールカンファメを欠かさないということです。 

 

Ｔ/Ｐの設置は suggestion をしているということですよね？こういう風に進めましょうよ

と。だったら相手にしっかりと伝えて、理解してもらうことが大事になってきます。もし

理解してもらえてなかったら失敗します、確実に。ＱＣＳの流れは相手から意見を引き出

していくときには絶対必要やし、ゴールカンファメはＴ/Ｐを設置する場面には絶対に必要

です。 

 

んで、ゴールカンファメまでしたら後は Let’s talk one by one♪です。独壇場を楽しんで

ください(笑)一つ一つの論点で基本的にはコンセを取れたらオッケー、取れなかったら斬

れるってことです。ゴールカンファメできっちり確認しててください。 

 

後、当然のことながらリーズンはしっかりとつけましょう。 

 

③練習問題 

ディスでよくあるやつです。論点設置してみてください。 

 

【状況】Ｐ君がいつも半笑い(にやにや)してるので、周りの女の子たちのＨさんやＫさん

が精神的苦痛を受けています。この状況を打破するためにＹさんが提案しました！！「Ｐ

君が半笑いしたら、次から罰金 100 円にしたらいいがないいがな」と…。とたん様々な意

見が飛び交います。「安すぎるって！そんなんじゃ私たちの精神的苦痛は癒されない！！」

とＨさん。「根本的にムリ！！」とＫさん。「その金俺にくんの？？やったあ！」とＳ君。 

 

ごちゃってます。仮にこの議論のゴールが、Ｙさんの案で問題が解決されるか否かとしま

す。ここで Talking Pointの出番です！やってみてください☆ 

 

 

 



７.Ｌｏｇｉｃに強くなる。 

 

２点レクチャーします。①ロジックとは？？②ロジックの否定の仕方です。これは俺もま

だ未熟なんで、基本的なところだけをやっていきます。復習の面も強いです。 

 

① ロジックとは？？ 

相手を納得させるために使う三段論法のことってのはもうみんな分かってると思います。

視覚的に論理的にアイデアを伝えるためのものです。ただし、正確にロジックを書くのは

かなり難しいことです。これはもう練習あるのみですね。けど実際に使うためには正しい

知識が必要なんで、ここでレクチャーしようと思います。ロジックがストリームになって

る人が多すぎるんで。。 

 

まずロジックの三角形には三つの要素があったよね？もちろん自分の言いたいことである

Claim（主張）があって、それを主張する具体的な理由（客観的事実やコンセンサス）にあ

たるのが Data です。そして Warrant は、Data が Claim を導く理由（Claim と Data を結び

付ける理由）です。以下 ClaimをＣ、DataをＤ、WarrantをＷと書きます。 

 

簡単やけど例えば…、Ｃ：佐藤（慎）はディスセクのメンバーだ。Ｄ：佐藤（慎）はディ

スチーをしている。んで、このＤからＣを導く理由であるＷが：ディスチーはディスセク

のメンバーの一人である。ってのがあるんですよね。分かる？？Ｃを導くためにはＤだけ

じゃなくて必ずしっかりしたＷも必要なんです。その例を次で…。 

 

Ｃ：佐久間はディスセクのメンバーではない。Ｄ：佐久間はディスカッション活動の渉外

をしている。という主張があったとします。同志社のみんなにとってはかなりクリアーな

主張ですよね？証明するのにＷなんかいりませんと思っちゃうかもしれませんが、この論

理が通用するのは同志社の中だけです。他大さんで同志社の特異なシステムを知らない人

の場合、「えっ、ふつうディスの渉外はディスセクのやつがやるでしょ？？」って思っちゃ

います。つまりふつうディスの渉外はディスセクのメンバーの一人であるっていう認識が

あるんですね、そのような人には。だからしっかりとＷで：同志社の場合、ディスの渉外

はＳＳという組織の外事部長が務めており、ディスセクのメンバーではない。というもの

を説明しなければ論理的に正しくならないということが分かったでしょうか？？ 

 

タイムストリームとロジックも根本的に違うものだと分かると思います。 

 

今回はワラントを中心に説明します。ロジック書こうと思って一番悩むのはワラントだと

思います。一番難しいんで。 



ワラントには大きく分けて３つの種類があると言われています。１．価値観や感情、２．

権威、３．解釈、です。 

 

１．価値観や感情 

これは自分の Value をワラントにするタイプです。このワラントならだれでも埋めれるで

しょうが、立論はかなり難しいタイプです。だれかが「俺はちゃうと思うんやけど…」と

言った時点で立論は厳しくなります。けど実際はこのワラントが多いように思います。い

かに価値観を相手に納得させるかが必要になってきます。 

 

例として。 

Ｃ：命が失われるのはＴＧにとってシリアスなことだ。Ｄ：ＴＧの命が失われている。Ｗ：

命は大切だ。（命を失うことはシリアスだ）   これ意外とたまに使ってるよね？ 

 

Ｃ：お前は男なんかじゃねー！！ Ｄ：お前振られて泣いてただろ！？ Ｗ：泣くやつは

男じゃない。 

 

これが一つ目ね。一個目の例とかはワラントは価値観に頼るしかないので、場合によって

はこのワラントも必要です。が、二個目のは誰でも斬れますよね(笑) 

 

 

２．権威 

これはワラントに学者の言葉とか信用できる何かをアプライするタイプです。エビデンス

を使いましょう☆みんな結構エビあるとすぐ信じちゃうんでこのワラントはあんまり見た

ことないかもしれません。 

 

例として。 

Ｃ：体罰を望んでいる親が存在する。Ｄ：朝日新聞にそう載っていた。Ｗ：朝日新聞の言

うことは正しい。 

 

Ｃ：明日は雨が降る。Ｄ：ＮＨＫの天気予報でそう言っていた。Ｗ：ＮＨＫの天気予報は

信用できる。 

 

Ｃ：いじめはなくならない。Ｄ：～大学の教授がそう言った。Ｗ：この教授は教育学の権

威だ。(ただの例です。) 

 

これが二つ目。比較的に強いワラントだと思うけど、あまりに権威のないものをソースに



すると厳しいので頑張ってエビ探ししてください。 

 

 

３．解釈 

これが一番難しく、一番よく使われるワラントだと思います。これはいくつかの種類に分

かれます。帰納法的解釈(一般化)、演繹法的解釈(特殊化)、類推的解釈、因果関係です。

ここからかなり難しいよ！がんばって！！ 

 

帰納法的解釈(一般化) 

１つの実例を全体に当てはめるやつです。高校で習わなかった？？帰納法と演繹法って。

帰納法は具体例→一般化というプロセスなので、１００％の証明をすることは不可能とい

えます。反例がある可能性が残ってるからね。 

 

Ｃ：カラスの羽は黒い。Ｄ：そこに何羽かいるカラスの羽はみんな黒い。Ｗ：黒ではない

カラスの存在は今のところ確認できていないので、他のカラスも同じように黒い羽を持っ

ているだろう。←一般化 

 

Ｃ：中学生はキレやすい。Ｄ：以前の新聞に載っていた中学生は些細なことで簡単にキレ 

て人を刺した。Ｗ：新聞に載っていた中学生は典型的な中学生である。←一般化 

 

見たらちょっとは分かるかもしれんけど、一般化ってことはすべてがそうなんですってい

うことだから結構難しい証明です。 

 

演繹法的解釈(特殊化) 

これは一般化の逆。一般的、普遍的な前提から個別的、特殊的な結論を得るものです。つ

まり、１つのグループに当てはまるものは、そこに属するものにも当てはまるというもの

です。 

 

Ｃ：俺は必ず死ぬ。Ｄ：人間は必ず死ぬ。(←)Ｗ：俺は人間の中の一人だ。(←ここで何億

人もいる人間たちの中から俺だけを特殊化。) 

 

人類を１つのグループと考えてください。人類に確実に当てはまることとして、死ぬ、と

いうことがあるよね？んで、俺はその人類というグループに属するものの一人ですよね？

ってことは、結論として俺は必ず死ぬというものが得られたことになります。これが特殊

化です。やばい！ちょームズい！もっと例を… 

 



Ｃ：大分の治安はよい。Ｄ：日本の治安はよい。Ｗ：大分は日本の一般的な県だ。 

 

Ｃ：スマップの中居くんはかっこいい。Ｄ：中居くんはジャニーズだ。Ｗ：ジャニーズは

普通の場合かっこいい。 

 

類推的解釈 

ＡはＢに当てはまると類推するもの。法学部なら分かるかもしれんけど(俺は一応類推適用

って言葉を聞いたことがあります)これはちょっと論理に飛躍があります。 

 

Ｃ：日本で死刑を廃止すると犯罪率が上がる。Ｄ：ドイツで過去に死刑を廃止した際に犯

罪率が増加した。Ｗ：ドイツのことは日本にも当てはまる。 

 

Ｃ：大学を卒業するのは簡単だ。Ｄ：高校は簡単に卒業できた。Ｗ：どっちも学校である。 

 

因果関係 

これには２つあって、クレームに因果関係の結果がくるのか原因がくるのかで分かれます。

ワラントには因果関係がきます。 

 

Ｃ：彼は単位を落とすであろう。Ｄ：彼は試験勉強をしていない。Ｗ：単位をとるために

は試験勉強が必要だ。←結果がクレームにくるケース。 

 

Ｃ：お前はもう死んでいる。Ｄ：秘孔をついた(北斗の拳)。Ｗ：秘孔をつけば人は死ぬ。

←これも結果がくるケース。 

 

Ｃ：～君はモテない。Ｄ：～君には彼女ができたことがない。Ｗ：モテる男には彼女がで

きる。←原因がクレームにくるケース。 

 

Ｃ：あの人は結婚している。Ｄ：左手の薬指に指輪が光っている。Ｗ：結婚しているから

左手の薬指に指輪をはめている。←これも原因がくるやつ。 

 

斬り方としては、違う因果関係を示せれば簡単ですよね？？ 

 

 

難しいー。ロジックは置くが深いです。けどこれがディスのすべての基礎やと思います。

日本語を使う場面でもまじで役に立つんで、根気強く復習してください。 

 



② ロジックの否定の仕方 

これは大きく分けて二つ。オブジェクションとダウトです。 

Objection とは自分でそのロジックは立ってない！ということをロジックを用いて立論す

ること、Doubtとは相手のロジックが立っているのかいないのか分からなくすることを指し

ます。 

大きな違いは何でしょう？前にも言ったことあると思うけど立証責任があるかないかです。

Objectionの場合は自分に、Doubtの場合は相手側にあります。具体的にどんな風にするの

かは、実際に自分でやってみつつ試行錯誤してください。アドバイスが一点 Objection は

できるだけ Direct objection を使うようにしようね！Direct と Indirect の違いが分から

ないって人はいちろーさんのマニュアル見直すとか先輩に聞くとかして理解しといてくだ

さい。基礎なんで。まあなんでもコミに聞いてくれ！！最後に問題を…。 

 

Ｑ．Ａ君の主張をロジックに直して否定してみてください。 

Ａ君とＢ君は二人で待夢に行きました。Ｂ君は初めて待夢に来たようです。Ｂ君は卵アレ

ルギーなので事前に料理に卵が入ってないか聞きました。よかった、おっちゃんが言うに

は入ってないようです。安心して食事を始めたそのとき！Ｂ君が発作を！アレルギーのよ

うです。「これ料理に卵入っとるやんけー！」とＡ君。やばい、おっちゃんピンチだ！たま

たま待夢に居合わせたディスセクのメンバーはおっちゃんを助けることができるのか？？ 

 

 

☆おまけ☆ Logicの練習！！ワラントを入れよ。 

 

問題１ 

    明日は晴れるだろう。 

        ｜＞                          

    石原良純が「明日は晴れる」って言ってた。 

 

問題２ 

    関西人はおもしろい。 

        ｜＞                          

    さんまはおもしろい。 

 

問題３ 

    この店のお好み焼きはおいしい。 

        ｜＞                          

    この店は大阪にある。 



８．コンパリについて知る。 

 

コンパリです。あんまやったことない Stage ですよね？俺もです。けどまあ最低限の知識

だけここでやっとこうと思います。ここはほんとに未開拓ゾーンです。 

 

２点だけ。①コンパリとは。②プロシージャーの例。後は工夫って感じで☆ 

 

① コンパリとは 

コンパリとはＡＤとＤＡを比べてどちらかの優位性を確認し、ディスの結論を導く議論の

ことをいいます。言ってしまえば、ＡＤとＤＡを確認するのはコンパリをするための準備

みたいなもんなんよね。そんだけコンパリは重要なところです。人それぞれの Value って

やつを集めることができる Stageだと思ってます。 

 

ここで確かめておきたいのは、コンパリではＡＤとＤＡそれ自体を比べるんではない、つ

まり良いものと悪いものを比べるのではないってことなんです。実際に比べるのは Harmと

ＤＡ、もしくはＡＤと現状のメリットです。良いものは良いものと、悪いものは悪いもの

で比べる必要があるしねー。意外と盲点なんで注意してみて！ 

 

② プロシージャーの例 

１．Judging criteria を集める。（ＴＧ・ＱＬ・ＱＴがよくあるパターン。俺もその三つ

で今はやってます。） 

２．Judging criteriaに superiorityをつけるかどうか話す。（例えばあるひとつのクライ

テリアを重視しようよ！とか。俺は基本的につけません。ごちゃりそうやし、今のと

ころアイデアもないのだ…。なんかあればここで使ってみ☆） 

３．ひとつひとつ比べていく。 

 

まあベーシックな感じのコンパリはこんな感じですかね。レクチャーできそうなコンパリ

の技としてＡＡＤ(additional advantage)ってやつがあるんですけど、次で詳しくやって

いきます。 

 

まあ自分なりに比べていってくれ！！ 

 

ラストにここで問題！！ 

Ｑ，コンパリである人が「まずＡＤ＞ＤＡのアイデアだけに絞って集めて検証していきま

しょう！」という提案をしました。その理由は一体なんでしょうか？？ 

 



９．ＡＡＤ（Additional Advantage）って何だ？？ 

 

アディショナルアドバンティッジって言葉を聞いたことがあるでしょうか？？簡単に言え

ば、プランは害(Harm)をなくすために採るんだけど、それ以外にもプランを採ったことに

よるメリットが出てきてもおかしくないですよね？？そういうのをＡＡＤといいます。 

 

けど鋭い人なら気づくと思うんだが、ナローではＡＤとＤＡを比べましょうって言ってん

のにＡＡＤなんか使う場面あるのか？？と思うかもしれません。ここではディスで使える

ＡＡＤのことを教えようと思います。俺が知ってるＡＡＤが使える場面は以下のふたつで

す。 

 

① コンパリでＡＡＤとＤＡを比べ、オフセットにもっていき、Ｔａｋｅ ｐｌａｎ。 

② コンパリでＡＤ＞ＤＡのアイデアをＡＡＤだとして流す。 

 

いずれも高度な技術です。ひとつずつ説明します。 

 

まず①ですが、これは他人のＤＡを上手く処理して、ＡＤを勝たせたいときに使うやつで

す。手順を載せます。 

 

１．ＤＡをフリップさせたような（ＤＡとは対極の）ideaをＤＡを examineしてるとき

（Linkageとか uniqueness）に出し、コンセをとる。 

２．そのコンセをとった ideaをＡＡＤとして、コンパリで「まず、ＡＡＤとＤＡを比べま

しょうよ！」という Suggestionをする。 

３．ＡＡＤ＝ＤＡにもっていく。 

４．ＡＤだけ残ってＴａｋｅ ｐｌａｎ！！ 

 

簡単な例を使って説明していきます。 

安楽死容認のプランである人がこんなＤＡを出してきたとします。 

ＤＡ：安楽死反対派国民の WILLがふみにじられる。 

 

ここで、ＤＡプレゼンターが安楽死反対派国民の存在を証明するエビを持ってなかったと

します。ここではイマジンするしかないような状況ですよね？ここでちょっとごねて、こ

んなことを聞いたりしてみます。 

 

「反対派の人が今日本にいるって言ってるけど、あなたのスタンスはどっち？？ 

① 国民の全員が反対派、②国民の何人かは反対派で何人かは賛成派 



 

これは当然②ですよね？ここで安楽死賛成派の存在をコンセとしてとったことになります。 

ここで、「安楽死容認により、賛成派の人たちの Willがふみにじられなくなる」というＡ

ＡＤを得ることができるのが分かりますか？？ 

 

これをコンパリで使うんです。まずＡＡＤとＤＡを比べましょうよと。ＤＡをひっくり返

したような（フリップという）アイデアなんで３Impactsも同じだし、オフセットにもって

いきやすそうなのが分かりますか？んでもしＡＡＤとＤＡがオフセットになれば、ＡＤだ

け残ってるんでＴａｋｅ ｐｌａｎをゲットできます。 

 

コツはいかにＤＡを Examineしているときに Ideaを出すかってのと、しっかりと

suggestionの reasoningを考えるってことです。あと、できるだけエビも用意できればよ

いです。もし使えそうだなと思ったら挑戦してみてください。体罰のオピニオンで実際に

できると思います。がんばってみてくれ！  

 

これは出すのかなり難しいだろうから、プレパ、べた書きあるのみです。 

 

次に②個目。これはもっと高度かな。。コンパリでののテクニックのひとつなんやけど、Ａ

Ｄ＞ＤＡの ideaをＡＡＤ使って斬ります。「君が言ってるのは違うＡＤのことだよ、ＡＡ

Ｄだしやめとこー。」って感じで。コンパリでオフセットを狙うＤＡ側の人が使うのに有効

な技です。 

 

例。例えば学級崩壊（Harmは先生の精神的苦痛）のコンパリで、学級崩壊がなくなること

で勉強時間が邪魔されず成績に良い影響を与える」とかいうアイデアを出してきたとしま

す。 

ここで、「それって生徒にとってのメリットについての話ですよね？違うＡＤの話だと思う

んで話すのやめときませんか？今すべきことは私たちが確認したＡＤとＤＡを比べること

ですよね？？」みたいな感じにＡＡＤに流すんです。これは難しいねー。 

 

ここの考え方は逆にＡＤＡ(Additional disadvantage)としてＤＡ＞ＡＤの ideaを流すと

きにも使えます。 

 

 

ディスカッションって奥が深いですね。分からないことがあれば聞いてください☆ 

 

 



10．Ｓｐｉｋｅ Ｐｌａｎって何だ？？ 

 

Spike planってやつです。オピメさんのプランの補強をします。どんなときに補強すべき

でしょうか？？ 

 

☆プランのマンデートが原因で Solutionで All Cutされちゃったとき。 

☆ＤＡが出てきたとき。 

 

オールカットしたはいいけどその後の Suggestionがなかったら建設的な議論はできんので、

プランを補強してＡＤ得れるようにしていくのがいいと思います。より良い結論ってのが

得れると思うしね。 

 

もちろんＤＡが出てきたときも同じで、そのＤＡを消すようなスパイクプランが打てれば

最高です！コンパリしている最中にスパイクプランを打つのはちょっとマナー違反の気も

するんで気をつけてください(笑) 

 

スパイクプランには条件があります。それは、オピメの提示したプランと同時に採れるこ

とです。もしとれなければ、それは『Counter plan』ってやつになります。 

 

 

これはディスの幅を広げるおもしろい ideaだと思うんで、是非覚えておいてください。 

ただし、基本的にプランを提示するのはオピメの仕事なんで、やるときにはちゃんと理由

をつけて、テーブルの空気も読みつつですね。 

 

例を最後につけときます。 

時間外労働を禁止するっていうプランで、病院が機能しなくなり多くの患者が苦しむとい

うＤＡが出てきたとします。コンパリでＤＡ勝ちました！コンクルはプランを採らないっ

てことで！・・・ってここで終わっちゃあもったいない。時間が残されているならスパイ

クプランをみんなで考えましょうという提案してみましょう。 

 

医者だけは時間外労働させよう！っていうスパイクプランが思いつきますね。ＤＡ消えち

ゃいました(笑) 

 

こうやってよりよい状況をつくりあげていくのもディスの醍醐味ではないでしょうか？？ 

 

 



後書き 

 

ああー。やっと終わったー。。後編は字ばっかりでごめんなさい。図とか使うの苦手なんで

す(笑) 

後編は特に、内容かなり難しいと思います。俺がチーフ就任決定後(１０月終わりぐらい)

に知ったことも結構含まれちゃったりします。 

 

なんでこんな高度なことを今教えてるのかの理由を考えてみてください。 

今しかないんです。もう５月からはディスセクに新入生が入ってきます。 

純粋に教えられる知識は教えられるだけ教えとこうと思いました。いくら高度であるとも。 

 

何度も見直してほしいし、分からないことがあったら聞いてほしいです。そして実際に実

行してほしいです。 

去年のこの時期、俺はかなりディスに対するパッション低かった。おもしろいと感じられ

なかったし。みんなもこの時期そういう感じなんじゃないかなーっと思う。けど実行、つ

まりディスを頑張ることがパッションを上げる最もいい方法だと思います。ディスセクに

いる限り、ディスから逃げることは自分を苦しめることにしかならんと思うよ。協力する

んで、ディス頑張ろう☆ 

 

ケッサキャンプに来てた子には言ったけど、頭のなかで、「やらなあかんな…。がんばろ

う！！」と思うことは誰でもできるんよー。実際に行動に移すのはほとんど誰もできんの

です。けどやってほしいわけだ！！俺は去年いちろーさんにケッサキャンプで言われた、

セオリー１００問などのべた書きを、「がんばります！」と言って、実際すぐに行動に移さ

なかったので、そこは真似してほしくないです。やっぱ後悔するので。 

 

この２回生向けのレクチャーは今年度が初の試みやったと思います。やから手探りって感

じで、改善点とかも多いと思うし、来年運営してく君たちはよりよいものをもうすぐ入っ

てくる新入生が新２回生になるときに与えてほしいです。そうしてくれると嬉しいです。

だから意見もほしいんで何か文句とか苦情あれば言ってきてください。 

 

とりあえずこれで終わりでーす。よくがんばりました☆ 
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