
Assembly	 2015	 乙テーブル総評	 

担当ジャッジ：高崎（上智 4）	 

	 

≪テーブルメンバーとその順位≫	 

1 位	 齋藤さん(青学 3)	 

2 位	 山田くん(芝工 2)	 

3 位	 諸星さん(東女 3)	 

4 位	 伊藤くん(立教 2)	 

5 位	 久保田さん(明治 2)	 

6 位	 乾さん(早稲田 2)	 

7 位	 大谷さん(明治 2)	 

7 位	 松本	 くん(明治 2)	 

	 

≪全体の総評≫	 

1. 議論の流れ	 

5 人が OP 候補になり、結果、齋藤さん(青学 3)のベーシックなオピシが選

ばれた。ASQ では山田くん(芝工 2)の Q が目立ち、その他マスト Q や def
詰め等 OP のアイデア理解に関する Q が多く見られた。Plan では Sol で諸

星さん（東女 3）、山田くん(芝工 2)、久保田さん（明治 2）の 3 つのアイデ

アが提示されたが齋藤さんの Q 等によって結局、反論の Goal が stop dis で

はなく narrow TG や Add Criteria 等であったことが分かった。それぞれ、

OP が Narrow し、Add することで終結した。AD 立論後は DA プレゼンタ

ーに３人立候補し諸星さん（東女 3）の TG:B/D のアイデアが選ばれた。コ

ンパリは時間が 25 分しか残っていなかったため、十分な検証が行われず齋

藤さんのアイデアに対する伊藤くんの Q で終了した。  

2. 局面に対するコメント	 

<ASQ>	 

これといった反論はなかったものの、Qが多く出たため１時間もかかった。	 

Qをする側はがむしゃらにQをするのではなくネセシティやeffectを念頭に

置いて臨んでほしい。	 

<Sol>	 



３つの意見が提示され、今回の議論で一番時間を割き、結論につながる話も

あった。	 

・山田くん(芝工 2)の“日本政府が国民の意思を確認しないから Mは

admirable	 murder ではない”というもの。斎藤さんを始め皆が山田くんのア

イデアをトリートしょうとするも山田くんのコアがなかなか見えなかった。

結局彼の中での問題は“AP のドナーが liberty	 of	 live を奪われることであ

り、Final インテが”liberty という criteria を加えること”だとわかり、

OP がそれを add することで収束した。特に山田くんは自分のアイデアの出し

方についてもう一度考え直してみてください。君のコアがなかなか見えずテ

ーブルが停滞していた時に最後までインテを隠しておいた理由はなんです

か？	 

・諸星さん(東女 3)が“Mは強制なためインフォームドコンセントに反する”

という意見が提示された。諸星さんが、時間がなく検証が十分にできないと

判断し、もし OP が、“インフォームドコンセントに反することが m/s/b だ”

ということを証明できたら ok とした。これに対し OP が”A/I/C	 =	 m/s/b	 for	 

J/N.	 なぜなら、condition	 of	 2	 character において患者＞ドナーだから(患

者の方が Live	 longer する)”を提示しロジックを検証し、OP のアイデアが

立ったため諸星さんが Objection を Close する形で話が収束した。	 	 

・久保田さん(明治 2)の“Take	 plan しても Patients がお金持ってないから

臓器移植できない。TG を help できない”という意見に関しては始めプラカ

で出されたが、OP によってワーカに流された。OP の Q により、久保田さん

のインテが Narrow	 TG だとわかり、OP がそれに同意する形で Narrow して収

束。(自分の idea に対してきちんと Evi を提示するのは◎でした！)	 

3. 全体を振り返って	 

今回の役割は齋藤さんが OP として議論の土台を作り、積極的な介入で全体

の理解を揃えるカンファメと議論を推進するSの提示、山田くん、諸星さん、

久保田さんが自分の考えに基づくアイデアの提示という構図になっていた。

齋藤さんは非常に推進力があり、彼女なしでは議論が進まなかっただろう。

今回、皆が時間をさきたいと言っていたコンパリの時間が３０分も残ってお

らず駆け足で検証したことは残念であった。諸星さんはマクロな視点で議論



を俯瞰的に見ていたものの介入用が少なかったため、もう少しコンスタント

に介入できたら良かっただろう。今回のように一人が推進するというテーブ

ルにおいて、全体の理解を揃えるカンファメは重要であるため、齋藤さん以

外に議論を推進する役割やSまでは難しくてもカンファメ等によって理解を

揃える役割を担う人が居てもよかったのではないかと思われる。	 	 

	 

4.順位と選定理由	 

1 位	 齋藤さん(青学 3)	 

理由:	 まず、OP として議論の基盤を作り、コンスタントな介入で議論を推進し

今回のテーブルにおいて必要不可欠な存在であったため、1位に選定した。今回

のテーブルに置いてトリート力・ハンドリング力は圧倒的で、相手の主張が不

明瞭な際も的確な Qで議論を推進していた。プレゼンもわかりやすかったが、

時間がなくなった際に早口になり口プレが多くなっていたのでそこは注意して

ください。今回は議論を推進する人が齋藤さんしかいなかったため難しかった

だろうが comparison にかける時間が少なく、充分な検証ができていたとは言い

難いため AD 立論までのハンドリングが改善点かと思われる。	 

	 

2 位	 山田くん(芝工 2)	 

理由:コンスタントな介入と sol で argument を出した事は評価するが、１位と

の差は大きい。Close	 Q やインタープリテーションを提示するのは良い事だが、

今回においてはそのせいで議論が停滞した場面が多く見られた。これからは Q

のみでなく議論を自らが推進していく力と S、端的なプレゼンを身につけて頑張

ってください。今後 Qから Argument や S につなげる練習をし議論を推進できる

ような存在になっていって欲しい。	 

	 

3 位	 諸星さん(東女 3)	 

理由:介入が限定的であったものの、Sol での argument やオプレサポート、DA

立論等を評価した。Qが重なった際に one	 by	 one でしようという姿勢が見られ、

Sol での idea によって a/i/c であったとしても m/s/b	 for	 J/N だという１つの

結論を引き出した事から３位に選定した。マクロな視点で見れていたと思うの

で積極的に介入し議論を推進して欲しい存在だった。	 

	 



4 位	 伊藤くん(立教 2)	 

理由:	 OP 立候補や、コンパリへの反論等があったものの加入が限定的であった

ため、４位に選定した。思うような議論でなかった際にあきらめるのではなく、

自分が推進するぞという思いを持ってこれから頑張って行って欲しい。せっか

く良いものを持っていても話さなかったらもったいない。	 

	 

5 位	 久保田さん(明治 2)	 

理由:	 介入が限定的であったものの、Sol での argument や Q を評価し、5位に

選定した。自分のアイデア以外の介入があまり見られなかったが自分のアイデ

アにおいてはしっかり Evi をもって立論したことを評価した。これからは他人

の意見への介入に対しても Qをし、理解を深める努力をしてみてください。	 

	 

6 位	 乾さん(早稲田 2)	 

理由:介入はしていたものの、プレゼンが分かりにくく議論を停滞させていた面

があったため６位となった。一つ一つの Qにおいて自らの論を提示して答える

姿勢は良かったが Qの度に他の人の Cが入っていたため、CCF と端的にいうこと

を意識して頑張って欲しい。	 

	 

7 位	 大谷さん(明治 2)・松本くん	 (明治 2)	 

理由:介入がなかったため、must	 Q や疑問に思った事、会話についていけないと

感じた時、質問することから始めてみてください。	 

	 

皆さんお疲れ様でした！！	 


