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1. Verbal Communication 
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III. How to speak 
 
I. Choice of Word =1 sentence= 
いわゆるワードチョイスってヤツです。ここでは１つの sentenceにおいてのワード
チョイスの話をします。まず、使って良い単語は、 

①	 Dis用語（examine, confirm, procedureなど） 
②	 その Titleまたは Topicで頻出する専門用語（Condemned Criminal, Deterrence, 

Corporal Punishment, Compulsory Education） 

③	 中学生でも分かる英単語です。 
①と②はいいとして③は出来てない人が一部に見受けられます。自分のイイタイコ

トを誰にでも分かるように説明するのは、複雑な内容を理解することより難しかっ

たりします。知らない人に ESSの活動を説明出来ますか？PDDがなにか新入生に
英語で説明できますか？ 
自分のイイタイコトを出来るだけ簡単な英単語で、できるだけ早く変換できる能力、

それがワードチョイス力です。ここで英語力がめっちゃ問われます。PDD界の人は
みんな発音がクソだから英語力なんていらないと思いましたか？？そんなことはあ

りません。スピーチはブラッシュアップした原稿を読めばいいんです。ディベはマ

テを作ってしまえば基本はそれを読むだけです。ドラ…よむだ k(ry でもディスは、
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原稿はありませんから、その場で英作文をしなきゃいけないんです。そして自分が

しゃべる時間が確保されているわけではありません。ここから、どれだけ難しいか

が少しは伝わるかと思います。そうです、Disは英語力が最も高度に要求されるセ
クションだったんです!!!!!!! 

 
さて、英訳問題やってみる？ 
自分ならどう言うか、周りならどう言うか、比べてみるとおもろい。 

 
Column 
ワードチョイスに関してのコラムです。 

①	 名前を呼ぶ 
②	 否定はやんわり、 
③	 人称代名詞 

④	 比喩 
	 	 	  
	 	 	 ①名前 

ディス中に人の名前を出してみましょう。〇〇’s idea (confirmation, narrowing,)など
です。呼ばれると、その人をディスに巻き込んでる感が出ます。自分の話をそこで

使ってくれている、ということに対して嫌だと思う人はいないはずです。周りを巻

き込む１つの手段として利用してください。 
②否定はやんわり 
your idea is bad.といった直接的な否定はやめましょう。印象悪すぎです。その人か

らの信頼が失われることになり、あとあと自分の Sが通らなかったり DAにボート
してもらえなかったりと損ばっかです。I think your idea is not so bad, but 〜て感じ
にしましょう。程度を上手く表現する為には、否定の微妙なニュアンスをマスター

しなければなりません。Not so〜、a little 〜, to some extent, partlyとかスッと出て
くるといいですね。 
③人称代名詞 

てなんのことかわかりますか？I, your ,herみたいなやつです。人称代名詞をどう使
うかで、誰に向かって話しているのか、が大きく変わります。味方であることをア

ピールしたり、敵がいる感を出すときにちゃんと使い分けましょう。味方感を出す

なら、your idea is 〜. Is my understanding right? (OK!) So far everyone, do you 
understand?	 といった使い方が考えられます。まずカンファメを入れるときに you
と示すことで、あなたのアイデアを理解したいんです！アピールをその人にできま

すね。そしてそのあとに everyone,と呼びかけて do you〜とつなげているので、他
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のメンバーに対して気を使っているアピールが出来ています。敵感を出すなら、our 

stance is 〜. But his stance is 〜.とかですかね。Ourと使うことで、自分と同じス
タンスをもった人たちに仲間アピールをしています。そして hisと使うことで、そ
の仲間達に敵がいることを示しているんですね。ここが yourだと、違うスタンスを

持ったその人に向けてしゃべっているので、違いを示すだけにとどまったり、これ

から説得するんかな、といった程度の印象で終わります。ちょっとした表現の違い

で、だれに伝えるのか、とその印象を操作できるので、意識的に使ってみてくださ

い。 
④比喩 
これを使いこなせたらおしゃれです。印象的な例を１つだけ。 

 

II. Structure =1 paragraph 
ここは、複数のセンテンスからなる文章、パラグラフのプレゼンの話です。ナロー

を読むとき、アーギュをするとき、など、まとまった情報を伝える際の注意点です

ね。 
よく見るプレゼンの定石をまとめときます。 

まずは CCF(Conclusion Comes First)。これは良く言われるんじゃないでしょうか。
結論を先に述べる、です。派生して、自分がこれからなにをするかをまず先に伝え

ることもこれに含まれます。CCFの重要性は、〈今後の話の展開を聞き手に予想さ

せる〉ことにあります。こうすることで、これからこんなことが話されるだろうな、

という心の準備、頭の準備をすることができ、その後の段落の中身の説明の吸収効

率を高めることになります。 

つぎに KISS(keep it simple and short)。これは聞いたことない人もいるかもしれま
せん。可能な限り単純に、短く伝えてください。人は話を理解するときに情報量が

多かったり複雑だったりすると、脳が拒絶して吸収してくれなくなります。自分の

イイタイコトを短くまとめる能力の重要性を示しているとともに、その際に分かり

やすいワードチョイスをしろ、ってことですね。これはワードチョイスと CCFにも
関係したスキルです。 

最後に NLC(Numbering, Labeling, Contents)です。これも聞いたことあるかな？伝
えたい内容がいくつあるのか、そしてその見出し、枠組みの名前がなにか、その枠

組みの中身はなにか、ということです。伝えたい内容がいくつあるのかを自分で理

解し切れていない人はおおいですね。自分が考えていることがいくつもあるときに、

それをグルーピングする能力が Numberingで、そのグループに適切な名前を付ける
力が Labeling＝choice of wordで、具体的な中身が Contentsと書くのが分かりやす

いでしょうか。もう推敲しないで書いてるので同じこと何回も書いてる気がします。
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ごめんなさい wwwww 

たとえば、この資料でいえば、プレゼンというのが一番大きな箱で、伝えたいこと

が、アイコンタクトだったりワードチョイスだったりいろいろあるわけですね。こ

れが Contentsです。そして話したい内容を洗い出したあと、それをグループに分け

ていきます。具体的には、ワードチョイスとか NLCと、アイコンタクトとかチャー
トの見せ方ってなんか違うグループになるよなーっていうのがグルーピングです。

そして、ワードチョイスや NLCって、要するに言語に関するプレゼンの話＝Verbal 

Communicationで、アイコンタクトとかジェスチャーって Non verbal 
Communicationだよなーって名前をつけるのが Labelingですね。Verbalのなかにも
いろいろ話したいことがあって、ワードチョイスと KISS,NLCてサイズ感が違うよ

なーって感じたら、またグルーピングとラベリングをすることになります。でグル

ープ何個あるか把握するのが Numberingです。イメージはこんなかんじ。 
教科書の目次みてみるといいよ。 

なんか考えてみます？ 
 

III. How to speak 
ポイントは 
①	 声の大小 
②	 緩急 

③	 間 
④	 高低 
くらいですかねー。 

①	 に関して、基本的に声は大きめの方がいいと思います。小さな声でしゃべ

ってると、ぼそぼそして聞き取りにくいことがあるので大きめで。ディス

での最初の一声をしっかり大きく出せると、そのあとも大きな声でしゃべ

れるかと思います。逆もまた然りなので気をつけて。自信がないと声が小

さくなりがちですが、カモになります。 
②	 に関しては、①と組み合わせてどこが大事かを示すのに大事です。流れを

説明するときなど、大事じゃないとこ、理解するのが容易なところはやめ

に読んで、強調したいところでゆっくり大きめに読むと、ここが大事なの

かーって相手の頭に届きます。大事なところだけ二回読んであげるのもい

いですね。 
③	 に関して、相手がしっかり吸収するために、ある程度のまとまりを説明し

た後に、so far everyone OK?	 をこまめにはさむといいでしょう。ずー

っと説明されると、途中でつまづいた人はパニック状態になって思考停止
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して浸透しません。 

④	 に関しては、周りの耳を引きつけるのに利用されると思います。声が裏返

るくらいの高さにすることで、いったん周りの耳を引きつけて、大事なメ

ッセージを伝えることで浸透率を高めます。あさりちゃんとか、おれ参照 

 
 
 

2. Non Verbal Communication 
 
I. Eye Contact 
人の目を見て話しましょう、ということです。プレゼンの基本中の基本ですが、あ

んまりできてない人が多い気がします。よくあるのが、自分が出したチャートを自

分で覗き込んだまましゃべっていて周りを見ていないパターンと、自分が質問なり

反論なりを投げかける相手だけしかみていないパターンです。ディスカッションの

参加者は複数であり、全員でテーブルを作り上げて行くものですから、しっかり全

員を見ることを意識します。自分が発言する際は、全員のリアクションを見て、分

かっていなさそうな人はいないかをしっかり見ましょう。自分のことを見られると、

自分に向けても話してくれているんだな、ということが無意識的に伝わって、心理

的に敵になりにくいものです。逆に悪用するなら、おいていきたい人だけは見ない

ということも出来ますが… 
 

II. Chart 
具体的なチャートの書き方に関しては今回は割愛します。チャートは人に見せるも

のですので、それを意識した上で書き、見せてください。字はなるべく丁寧に、大

きめに書きましょう。コツは、紙芝居のようにしゃべりつつ書き足してみせていっ

て完成させる、というところでしょうか。最初からすべての情報が書いてあると心

理的に、視覚的にものすごい負担です。さきほど説明した、NLCを意識して書くの
も重要です。どんなラベリングにするか、どうしたら短い単語でサマリーできるの

かを考えてみましょう。 
 

III. Response 
案外軽視されているのがレスポンスです。しっかりと反応することで、しゃべって

いる相手に対して自分は理解していることを伝えるだけでなく、あなたの敵ではな

いですよ感を醸し出すことができます。わざとらしいのはダメです笑	 その他にも、

発言せずに存在感を出すことができるために、自分が介入したいときにスッと入り
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やすいというメリットがあります。特にナローを人が読んでいる時は、約３分くら

い自分は完全にしゃべることができず、立ち上がりとしてはよくないですね。こう

いうときに意識的にしっかりとリアクションを取ることで自分の中の介入のハード

ルを低いまま保つことができます。やってみてね。 

 

IV. Atmosphere 
いわゆるアトモスってやつですね。一般的にいい方がいいです。が、あなたのタイ

プ次第です。もしトリートをしたいのであれば、周りに敵がいない方がやりやすい

ので良いアトモスでいてください。ですが、ガンガンハンドリングしたい場合は、

ある程度怖い印象のほうが周りをのせやすいでしょう。上手に印象操作してくださ

い。無意識のうちに悪くなるのはダメです。意図的に、戦略的に、です。周りを地

蔵らせたいなら、冷たい感じを出すのも戦略です。あなたがどんな役割を担いたい

か、どんなディスをしたいかが大事で、それを達成しやすいアトモスでいましょう。 

 

V. Look 
英語で書くとなんのことか分かりにくいかもしれませんが、表情のことです。ディ

スをするのであれば、表情も利用してください。どんなに焦っていても顔に出して

はいけません。カモにされます笑。順位がつくような場所では特に。ディスカッシ

ョンは心理的な要素も強いので。ポーカーフェイスの練習してください。まわりに

プレゼンがわかりにくいアーギュメンターがいたら、まじわかんねーんだけどこい

つやばくね？って顔をわざとまわりに見せればいいと思います。こうすることで、

コイツも味方か！一緒に流そうぜ！って方向に持ってくこともできます。あとはト

リーターなら笑顔を振りまいてみんなの味方だよ感を出すとか。これもやりたい方

向に持ってけるように１つの手段として使うといいです。 

 
 
 

3. How to give presentations in real discussions 
 
I. Question 
パンツとして一番やるアクションかもしれませんね！Qをするときのお作法のよう

なものを簡単に説明したいと思います。まずは CCFで、I have a question about X.
と入りましょう。コツは、about以下をしっかり示すことです。どの話のどの部分
に質問があるのかをしっかり示すことで、周りは、ここね、おっけー！と頭の中で

Qを受け入れる準備ができます。Xの部分はラベリング力でしょう。Qに関しては
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Open questionと Closed questionがあります。一般に後者の方がいいって言われま

すが、個人的にはどっちでもいいと思います。自分がここの部分関してこんなこと

を聞きたい、というイメージが聞き手の頭に浮かべばいいんですから。 
ただやはり Open questionだとスッと理解しにくいので、どんな答えが欲しいのか

を exampleで示すと良いでしょう。What kind of drink do you like? Wine? Beer? 
Whiskey?と聞くと、drinkっていってるけど酒のことか！てわかりますね。この例
がなければ、オレンジジュースとか、みそ汁とか答えるやつがいるかもしれません。

（まあこの場合は alcohol drinkというワードチョイス出来れば一瞬で解決しますが
笑）exampleはイメージを固める上でとっても重要です。自分が説明する時も例を
どんどん使って欲しいですし、相手の行ってることが分からなければ具体例を聞く

とそのイメージがつかめます。『人間じゃないもの』の話をしているときに、その例

が消しゴムやベッドなのか、フクロウやクモなのか、でその意味するところは大き

く変わりますね？ 

 

II. Objection 
アーギュもこの項目に含まれます。一番プレゼンが崩壊するとこはここなのかなー

と思ってます。三角ロジックの形以外で反論するとカオスになるので、基本的に三

角ロジックを使いましょう。上級者はトーキングポイントでもいいですね。 
まずは、相手のロジックのどこのどの部分（例 Data Sentenceの D/powerの

existence）に反論があるのかを示します。そして次にクレームをしっかり示します
（例 D/powerは existしない、または existするかどうか unclear、など）そしてど
うしてそう考えたか、をプレゼンしていきましょう。すべてのプレゼン能力を総動

員しなければならないのがここです。こうなってこうなってこうなるからこうなる、

といったストリームを意識すること、および、ストリームの各ステップで適宜立ち

止まることが気をつけるべきポイントです。自分で自分のアーギュ内容を理解して

いることが最低条件で、それをストリームの形でイメージできていてください。 
よく見る崩壊例は、一度に大量の情報を投げつけすぎている、ロジックのストリー

ムの構造が伝わってない（本人も構造を理解しきれてない？）、です。また、質問に

対して Vague Wordいっぱい混ぜて答える人もいますね。そんなプレゼンされたら
聞き手はポカン状態になります。いつでも聞き手のことを第一に考えてください。

聞き手が分かるように説明できるためには、最低限自分の伝えたい内容は理解した

うえで、相手の様子を見ながら伝えたい内容を取捨選択し、わかりやすい構造と単

語を使いましょう。もうずっとおんなじこと書いてる気がします。僕自身アーギュ

ほぼしないので理解が不完全です。眠いです。ここは具体例あった方がいいんで、

聞きたければ実際のディスみてコメントします。 
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III. Suggestion 
ぺーたーのレクチャー聞いてみて笑 
Sに載せるためにはそれを理解するための土台が必要で、それを Confirmationで示
しておかなきゃだめですよ、そしてそのCに必要な情報はquestionで引き出してね、

って感じです。Sのプレゼンの仕方は浸透率に大きな影響を与えます。ここは S思
いつけるんだけど通らないなーって段階になったら聞いてください。もう眠いっす

www 

 
IV. Problem Solvency Format  

(Narrowing, Decide Opinion Presenter, Disadvantage) 
! Narrowing 
ナローはそのディスカッションのテンポを決める重要な役割をもっています。

急いで読むことはしないでください。緊張すると早くしゃべりがちなので注意。

ナロー読めると３分間ぐらいは自分がしゃべり続けられます。自分がしゃべり

やすい空気、仕切る空気が少しずつ作られていきますし、口慣らしにもなるの

でおすすめです。ナローくらいはしっかり覚えて、周りの目を見ながらしゃべ

れるようになるといいんじゃないでしょうか。オピメ決める時もちゃんとプロ

シ引いてスムーズにテーブルをまわせるとオーソリは高まりますね。自分がオ

ピメになりたければこの流れを完璧にしておくといいでしょう。 

! Decide 1 opinion presenter 
オピメになるためにプレゼンにまで気をまわしたことがある人がどれだけいる

でしょうか。テーブル前からオーソリティに差がない限り、オピメを決める段

階ではだれもが平等にオピメになる確率をもっています。ここで自分のオピシ

の紹介および QAで、プレゼンを意識しない人はオーソリが下がっていき、プ
レゼンがまともな人は相対的にあがっていって最終的にボートされる確率が高

まるんですね。自分がオピメボートするときを考えてみてください。オピシの

説明がザツな人、QAに対してきょどりだすヤツにボートしたくないですよね？
というわけで、ここでみんなの票を自分に集中させるためにも全力を注ぎまし

ょう。ニュープロで順位のつく大会ならこれであなたの順位は大きくかわるこ

とになるのですから。 
プロソルのオピメであれば、プレゼン以前にアピールポイントをしっかり固め

ておいてください。Good atmosphereとか proceed smoothlyとか言うのはや
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めましょう笑	 どんなことを話したいのか、自分のやりたいことを明確にして

おきましょう。その上で、プレゼンの際には、自分が大事だと思っている論点

やエリア、およびその理由をしっかり示した上で、ここに時間をかけたい、な

どまで言えるといいでしょう。 

ニュープロのオピメであれば、分かりやすいプレゼンのモデルは、話したい論

点およびそれをどう話すのかという大枠を簡単に説明したうえで、プロソルで

はそれが話せない（または話しにくい理由）理由を示し、ニュープロを見せて、

ここでこういうこと話します、ここが一番大事で時間かけたいところです、と

いう点をプレゼンしましょう。適宜質問を受け付けましょうね。話したいこと

とどう話すかのイメージを全員に植え付けてから、具体的なプロシを説明する

と頭に入りやすいのかなと思います。プレゼン時間は限られてるので話すこと

を取捨選択しましょう。伝えたいことを簡潔に伝える練習を！ 
 

! Disadvantage 
オピメになるときと意識すべきことは似ています。ストラテ Qの話は置いてお
くと、選ばれるためには自分の DAの妥当性をわかりやすく周りに浸透させて

いく必要があります。他の人との違いはどこで、どうして他の DAよりこの DA
の方が重要で、これを選ぶとこんな話が出来て、テーブルメンバーがそれまで

に議論したこの話も話せます、というところが意識すべきポイントかなと思い

ます。ここで自信満々でプレゼンして Qにもしっかり Aできれば、DAの内容
が本当にいいかどうかはおいといて、よく見えるので選ばれやすくなります。

内容が良くてもプレゼンがダメだとなかなか選ばれませんね。 

 
 
 

4. How to practice presentation 
 
さて、最後にプレゼンの練習方法でも書いておきます。ちなみに僕はプレゼン上達

させよう！と思ってなにかしたことはないので笑、こうやったらよさそうだなーっ

ていうのだけ書いておきます。 
 

! 自分の伝えたいことを言語化してみる。しっくりくるまでふさわしい日本語を
探してみる。英単語やセンテンスも考えてみる。 

! アーギュとかオピメ立候補するならべた書きと書く予定のチャートをつくって

誰かにみてもらう 
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! とりあえず英語しゃべる。伝わるまで説明してみる。 

! テンプレはマスターする。 
 
これくらいですかね。 

自分が頭の中で考えていることを文字に起こしてみる。それを人に説明できる形に

ブラッシュアップしてみる。これはなかなかいい練習かと。書いてみると、どこが

分かりにくいかが見えてきます。レポート書くときとか、飲み会でしゃべってると

きとか、いつでも出来ると思うのでやってみてください。 
また、予めプレゼンする内容がある程度決まっているものに関しては、どう説明す

るか準備できるんですから、やって損はないでしょう。考えてみて、先輩捕まえて

みてもらって、ここが分からないとか、指摘してもらって直すといいんじゃないで

しょうか。また、しゃべってみて伝わらなかったものを後から見返して、どう説明

すればもっと伝わったかをしっかり考える作業もしましょう。これはぼくはやって

ました。どんな順番で、どんなチャートを書いていけばいいかなどをリフレするん

です。 
英語は語学なんですから、喋る機会が少なければうまくなるはずがありません。一

年生のときとかはなかなかひどかったですね僕も。なんやかんやとりあえずしゃべ

ってみるのが大事です。地蔵ってると練習するチャンスが失われるわけですから、

もったいないですね。みんな汚い発音なんですから、自分だけそこを気にする必要

はありません。 
テンプレ表現は覚えておきましょう。これも暗記というか使いまくってカラダで覚

えるて感じです。May I confirm? なんてディス入るまで絶対使わなかったはずです

が、いつの間にか覚えて使っている便利な表現ですよね？こういうのはスッと言え

るようにしておきましょう。練習で使いまくる以外方法はないです。 
振り返れば全部当たり前っぽい内容ですね。語学は練習すればだれでも出来ますが、

しなかったら出来るようにならないでしょう。ラクしてうまくなることはないと思

います。でもディスが好きなら楽しみつつマスターできると思いますので、頑張っ

てみてねー。 

 
以上！ 


