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まえがき 
 
	 どーも、みなさん BabyStepJointに来てくれて、そして数あるレクチャーの中から僕のレクチャーを選んでく
れてありがとう！東京大学 3 年のぺーたー（本名：廣田）といいます。HammerBeat って大会の実長をやって
ました！2年の時はアーギュメンターだったけど、3年の春セミアッセンは Suggestionと doubtを中心に、ハン
ドリングすることが多かったかな。よろしく！ 
 
	 さて、今回 Suggestionをテーマにした理由は３つあります。１つ目は単純に「みんな Suggestionが苦手」と
僕が感じたから。２つ目が Suggestion という技術は後期にはおろそかにされがちで、意識していないと伸びな
いから。そして３つめが、そんな Suggestion の技術が、春セミアッセンの結果を大きく左右してしまうからで
す。 
	 そんな Sの性質上、9月の今読んでもピンとこない部分は正直あるでしょう。しかし Suggestion＝議論を進め
る行為 を意識しながら後期を過ごすのとそうでないのでは、S とハンドリングの伸びが違うと思います。この
レクチャーは、その手助けになるように、Sの基礎とテクニックについて書きました。 
 
	 そんなわけで来年高いランクが欲しい人、今年悔しい思いをして来季は雪辱したい人、役職に就くので真剣に

ディスをがんばりたい人は、ぜひ頑張って読んでみてください。文字ばっかですが笑 
 
【目的】みんなに Sを「思いついて」「それを通し」「よりよいハンドリングをする」ようになってもらうこと。 
【対象】Sやハンドリングのやり方が分からない人と、来年良いランクが欲しい人。 
【構成】：S の基本の考え方、出し方、通し方について書きました。具体例や方法論も登場しますが、あくまで
一例で、basicではあるが bestではない、と心得ておいてください。 
 
第一章．	 Suggestion（以下、S）とは？…このレクチャーにおける Sの定義と着目点について 
第二章．	 Sの発想法とパターン…Sを思いつくための考え方と、よくあるパターンについて 
第三章．	 Sのプレゼンテーション…Sを打つまでの下地、QCS、チャートについて 

 
Sが上手くなると、いつものディスがまた違ったものになります。ディス界の外でも非常に役に立つスキルです。
それではいってみよー！ 
 

第一章．Suggestion（以下、S）とは？  
【まずは PDDから離れて】 
まず、PDD から離れて「Suggestion＝提案、提言」という行為から考えていこう。皆の日常には提案がそ
こらじゅうに転がってるよね。ごはん食べに行こう。とか、今日飲みに行こう、とか。そして、提案相手に
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了承されれば、相手とごはん食べに行ったり、飲みに行ったりするわけだ。じゃあもし断られたら？そうな

ればもちろんそこで終わりだよね。どんなに向こうがお腹がすいていても、酒を欲していても（＝妥当な提

案であっても）、何らかの理由で拒絶されたら提案は意味をなさない。つまり、提案とは、常に誰かへの「呼

びかけ」であり、正しいことである以上にその誰かに賛同され、受け入れられる必要がある。 
【PDDにおける提案とは】 
じゃあ PDD における S の定義とは？……難しいよね。でも僕たちが disをするときに、必ず目にする S

が一個だけある。Narrowingだ。春セミの時とかみんな競って言いたがるでしょ？I have a suggestion. Why 
not decide the purpose of this discussion?	 とかって。あのナローという名の Sが示しているのはこれから
の dis の進行方法ですね。AD と DA でコンパリしようとか、オピメは投票で決めようとか。なんでナロー
が必要かというと、単純に、進行方法を決めておかないとこの先何も効果的なことができない（≒停滞する）

からだ。 
ナローがすべてじゃないけど、PDD の S はこんな風に、停滞を解決、回避するための進行方法の提案で

あることがほとんどです。 
 

まとめると…Sとは 
・目の前の、あるいは未来に予想される、停滞を解決するための進行方法の提案。 
・テーブルメンバー全員を納得させ、賛成させることで初めてテーブルに影響を及ぼす→心理的要素が大事。 
・ゆえに論理的に絶対正しい S、というのは存在しない。良い S（通った、ニーズを汲んだ）があるのみ。 

 
 
	 （補足１：何のために Sを打つのか） 
Sは停滞を解決するためのもの、と書きましたが、じゃあなんで停滞を解決する必要があるのでしょうか？それ
は、停滞が速やかに解決されることで、節約できた時間の分ディスカッションの質（＝深く議論できた idea の
数）が上がるからですね。 
逆に言えば、停滞の解決に時間をかけすぎたり（特にセオリーに関連した、話す、話さないという停滞にあり

がち）いくらスムーズに進行ができたところで、その分の時間を ideaの検証に使うことができなければ、Sやハ
ンドリングには意味がないわけです。 

Sをよりディス全体にとって実りあるものにするために 
・Sは極力迅速に（一発で通すように、ごちゃらせないように、ゴネにならないように） 
・Sを打つなら話すコンテンツを持つように（アーギュでもコンパリでも構いません） 
	 	 という二点を意識しておいてください。 

 
（補足２：なぜ Sを通せる人が少ないのか） 
Sを打って通せる人は、三年生も含めて意外と少ないんだけど、それはロジックの持つ「論破」という解決法を、
Sにまで引っ張ってきているからだと僕は感じています。 
 
上述したように、Sには周りの賛同が必要であり、賛同は妥当性以上に、心理的なものによって得られます。 
一方論破というのは、論理的妥当性さえあればいいのです。つまり、Sは「こうするのが良いよ、一緒にこうし
よう？」という呼びかけで、ロジックは「お前は～だから間違ってる、俺の～が正しい」という主張	 なわけで

す。ところが、Sでも「俺の進行方法が正しい」と、相手に呼びかけることなく、自分の意見の主張で終わって
しまっている人をよく見ます。これでは冒頭の「提案」とはかけ離れてしまっていますね。 
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	 いい S を打ったと思ったのに通らなかったときは、そのプレゼンが呼びかけでなく主張になっていなかった
か、を見直してみましょう。 

 
（補足３：停滞を解決する以外の Sはないの？） 
いや、停滞の解決以外の Sもあるやろ、と思うかもしれませんが、停滞がない状況での Sというものはあまり通
りません。なぜなら、PDD においては例えばプロソルのように、大まかな進行方法が予め決められています。
その状況下で停滞していないのに Sを打つというのは、基本的には回り道でしかなく、基本的に賛同してもらえ
ないのです。停滞がないのに Sを打つ場合、大事なのはその Sによるメリットを最大限アピールすることです 

 

第二章．S の発想法とパターン  

 
	 さて Sの発想法ですが、3つのステップに分けられます。 

A.「うわ、停滞してるな」と気付く 
B.difficulty(困難、停滞要因)を見つける 
C.difficultyの解消方法を見つける 

	 	  
	 	 それぞれ説明していきます。 
 
A「うわ、停滞してるな」or「このままだと停滞しそうだな」と気付く 
 
	 	 S を打つためには、S の打ちどころ＝停滞を発見するのが第一段階です。よく春セミの総評とかで「停滞」
って単語を目にしますよね？そもそも停滞ってなんなんでしょう？例えば、「×NFCが 5個も出てきて、どんな
順序で検証するかを決めるのにもう 30分もかけてる…」これは文句なしに停滞ですね。じゃあもうひとつ。「×
NFC のロジック検証でリフュート合戦が盛り上がり、結果として 30 分使った。」これは停滞でしょうか？人に
よって意見が分かれるでしょう。難しいですね。 
 
結論として停滞とは、少なくとも「同じ話が続いてるんだけど、だれもその収拾方法がわからなくて困

ってる」状態を満たしていると僕は考えています。特に後半が重要ですね。テーブルメンバーの多くが「やべ

え」とか「困ったな…」という雰囲気や表情を出していたらそれ は文句なしに停滞＝Sの打ちどころ	 です！ 
目の前の停滞を発見するのではなく、将来の停滞を予想するというのはやや難しいのですが、経験を積めばで

きるようになります。後述するように、停滞にはお決まりのパターンがあるからです。 
	 ちなみに上のふたつめの例でいえば、まともなリフュート合戦が行われている時点で、ロジックという収拾方

法が分かっているということなのでひとまずは停滞ではない、と僕は判断します。 
 
B．difficulty(困難、停滞要因)を見つける 
 
	 じゃあ次は、どうして議論が停滞しているのか考えてみましょう！…と言ったって難しいよね。とりあえず、

ありがちなパターンを列挙してみましょう。 
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①人の意見が理解できない  
②進め方で対立している  
③テーブルに 3 つ以上の意見が同時に存在している  
④その他  

…パターンといったのに④その他 を挙げているのは、漏れぬけのない正確なパターン化は不可能で、その議
論のコンテンツ、プロシ、流れに起因する特殊な difficulty が存在しうるということを強調しておきたかったか
らです。型にはめこみすぎず、その場その場で difficulty を探っていってください。とはいえ、①～③、もしく
はその組み合わせが difficultyとなっているケースで 8割を超えると思ってもらって構いません。 
 
C．difficultyの解消方法を見つける 
  
	 上で挙げたパターンへの対応法を述べておきます。繰り返しますが、鵜呑みにしないでね。 
 
① 人の意見が理解できない場合 

 
これはもう、テーブルにその人の意見をシェアしてあげるしかないですね。Qや Cについては道端君のレ
クチャーを参考にしてほしいので、ここでは Suggestionに関連したポイントだけ。 
【ポイント】 
この①のパターンが厄介な停滞を生むのは、「理解できない」というよりは「理解が曖昧なまま検証に移

ってしまったケース」です。ここでいう検証とは、アーギュなら examine、プロシなら voteか agreement
を指します。 
例を挙げると、意見の出し手、受け手間で理解が曖昧なまま統一されていないせいで「アーギュに

objectionを出したのに、なぜかお互いにミートしてなくてごちゃる」とか「なんとなく良さげなニュープ
ロに乗ったはいいが、各エリアのタスクが個人個人でずれていてごちゃる」ってケースですね。 

 
こういった事態を未然に避けるためには、出現したアイデアやプロシが、「複雑である or 見たことのな

い類のものである or プレゼンが下手である」と判断した瞬間に、「OK、this opinion seems	 a bit 
complicated. In order to avoid confusion,we have to understand his idea completely,before we examine 
this opinion」などと言って「1.understand 2.examine 3.conclusion」というシンプルなプロシを引いてや
り、one by oneで話していくのがいいでしょう。 
しかし、万が一理解が曖昧なまま、既に検証に突入してしまい停滞しているときは、Suggestionとして

は「どうやら、全員の理解は完璧ではない。そのため、このまま先に進んでもおそらくまた停滞する。そ

こで、もう一度出し手に意見をはじめからプレゼンしてもらい、再び Qを受けつけてもらうことで理解を
完璧にしよう。」といった〝もう一回〟の Sが有効です。 

 
② 進め方で対立している場合（プロシ争い） 

 
	 さて、不毛の代表格、プロシ争いですね。まず二つの対立するプロシを“内容”“Goal”を中心に、ま
とめて Cしましょう。この時、最初に考えるべきことは「この二つのプロシは本当に対立しているのか？」
ということです。対立関係になければ、どちらかのプロシのみを選ぶ、というある種苦肉の策は取らなく

ていいわけですからね。プロシ争いは、第三者としてなるべく双方の意見を立てるのがベストと覚えてお
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きましょう。 
 
【プロシ争いのパターンと解決法】 
プロシ Aと Bがあるとして… 
・「実は Aも Bも変わらない」→時間の無駄なので voteで選ぶなりして話し始めよう 
・「Aが Bを含んでいる」→Bを話そう 
・「Aを話すために Bが必要」→Bのあと Aを話そう 
・「Aと Bは、内容もしくは goalが異なり、かつ上記の関係にない」→Bと Aに優劣をつけ、どちらかに

決めよう 
	 	 	 という Sが考えられます。 
 
	 	 	 【プロシの優劣のつけ方】 

プロシの関係を整理した結果、どっちかを選ぶほかないとなったら仕方ありません。優劣をつけます。

そのために、まず特に各々のプロシの“内容”“Goal”の違いを強調してください。その上で 
・Aのプロシのゴールが、テーブルの状況にそぐわないとき 
→「今は Bのプロシのゴールの方が、このテーブルに沿ってるので、こっちのプロシに乗ろう。Aのプ

ロシのゴールはどこそこ（別のエリア）で達成できるよ、させてあげるよ」という S 
 
・ゴールは共通だが Aのプロシの内容に不備があるとき 

	 →「A のプロシだと、～という理由でそのゴールには辿りつけない。B のプロシは妥当性があるのであ
っちに乗ろう」という、ダウトを絡ませた S 

 
状況によりけりですが、大別するとプロシの優劣のつけ方はこの二種類です。 
スペースの関係上、雑になってしまいました（もっと詳しく知りたい場合はまた聞いてね） 
 
【ポイント】 
プロシ争いを解決する時は、争っている二人の感情を逆なでしないように落ち着いて、マクロな視点から

正確な Cをすること、つまり、介入のしかたと Cの質に注意してください。プロシ争いに陥っているとき
は、基本的に感情的にヒートアップしていて、視点もミクロになっています。そこで、落ち着いて介入し

て Cしてやることで、この議論がいかに無駄なものか気付かせることが肝要です。そのことに成功すれば、
多少雑な S でも通る可能性は十分にあります。ですが、逆に争っている二人と同じトーン、テンションで
で介入してしまっては、ヒートアップした彼らの目には、あなたは敵としか写りません。その状況では、

どんな Sも通らないでしょう。 
 
※便宜上プロシ扱いと書きましたが、上記の対処法は［進め方の対立］全般に応用できます。たとえば、

×NFCのアーギュを流す、流さないで対立しているときは、双方が流すべきだと思う理由、流せないと思
う理由をしっかり確認したのち、どちらかの穴を指摘して片方に乗る、などが考えられます。また、あま

り多くはありませんが、コンパリなどでアイデアが乱立し、話す順番を決めたいときなどにも応用できま

す。 
 

③ テーブルに 3つ以上の意見が同時に存在している場合 
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	 	 	 一つの意見に対し、メンバーがそれぞれ違う質問やダウトを持ち、それらが一斉にテーブル上に出てくる

がために生まれる混乱です。Aさんの質問に決着がつかないまま、Bさんが自分のダウトを見せ始め、そ
れも終わらないのに C さんが…という風に、いったんはまり込むと長引きかねません。対処法としては
「one by oneでやろう」という他ないのですが、それにもポイントがあります。 

	 	 	 【ポイント】 
この手の停滞は、A,B,Cが自分の話がしたくて焦っていることで起きている場合が多いです。そこで、ま
ず「いまテーブル上に、A さんの話と B さんの話と C さんの話があって、それぞれまったく別物だから
ごちゃってるんだよね？」「A の話はこんな感じ、B のはこう、C のはこうで…」と、大雑把でもいいの
で現状を整理してあげましょう。ちゃんと聞いているよ、無視してないよとアピールすることで、彼らの

焦りを解消してやるのです。そうすると、その後の S が通りやすくなります（後述の心理的要因参照）。
そして順番に話そうよという Sを打つわけですが、そこで大事なのが話す順番です。Qを先に、ダウトや
オブジェクションなどを後に、なるべく簡単なもの（＝早く終わりそうなもの）から並べてあげましょう。

最初に長引きそうな話をもってきてしまうと、他の人は自分の番を長時間待つことになり不満や焦りを感

じ、円滑な議論が阻害されてしまうためです。 
 

 
	 	 	 ―――――――さて、長々書きましたが、上記の３つのステップで最大のキモは difficulty の発見です。
これを上手に発見できれば、解決策＝S の中身はおのずと絞られてきます。プレパ方法の部分でも書きますが、
上手に difficulty を見つけられるようになるためには、とにかく本気のテーブルを組んで、停滞に出くわし、そ
の都度自分で考えることが大事です。 
 
【とても大事な補足：心理的要因】  
ここまで読んで「なんか…Sってかっこいいこと言ってるイメージだったのに、普通のことしか言ってないな 
…」と思った人もいるのではないでしょうか。そうです、たいていの停滞は高いレベルのテーブルであっても、

意見をまずは理解しようとか、one by oneでやろうとか、当たり前のことを言ってれば何とかなります。つまり、
停滞ってのは当たり前をテーブルメンバーが忘れたり、無視したりしてしまったから起きてるんですね。じゃあ

なんで当たり前を忘れてしまうのか。それは、心理的な要因によるものです。理解できなくて焦ったり、話を聞

いてくれなくて怒ったり、話に入れなくて不安だったりといった、メンバーの負の心理が基本を忘れさせてしま

うのです。difficulty を探すときは、①～④といった表面上のものを探すと同時に、誰がどういう心理状態で基
本を見失っているのかまで考えられれば完璧です。そして、その負の心理を解決するようなアトモスやリー

ズニングで S を打ってやることで、通る確率は飛躍的に向上します。  

 
【補足：発展的な例～深刻な停滞～】 
上記の例は、①、②、③がそれぞれ単体で起きているときの対処法の例ですが、えてして深刻な停滞は、①、

②、③、④が同時に発生することによって起きています。以下の例を見てみましょう。 
 
例）ちょっと変わったアーギュであるケース～死刑論題編～ 
オピメ「NFCのWarrantは通常のものだよ！objある？」 
Mくん「ある！君の Mandateだと死刑廃止の代わりに絶対終身刑を導入してるけど、それでも After planで
犯罪抑止力が下がる！これは普通の AD より確実にスケールの大きい DA だ！ゆえにこの plan だとコンクルは
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not take planだから touchすべきでない！」 
Aさん「（え？絶対終身刑を導入してるんだから、犯罪抑止力は保たれるでしょ。どっちも宣告された人間は二
度と外へ出てこれないんだし…）」 
Bさん「（は？planの採用後のことを NFCで話してんじゃねーよ！）」 
Cさん「（スケールが違うってなに…？）」 
M くんはこのアーギュに命かけてる様子です。簡単に流されてくれそうもありません。A,B,C はアーギュが出
てきて焦ってます。 
あなた「やべえ…」 

 
Q．さて、このまま進むと起きるであろう difficultyは何個でしょう？ 
A．４個。 
1.犯罪抑止力という単語の理解のズレ 2.流したい Bと、ここで話したい Mくんの対立 3.スケールという単語の
理解のズレ 4.A,B,Cが自分の疑問やダウトを一気に出してくることによる混乱。 
 
（問題）.さて、あなたならどんな Sを打って（どうハンドリングして）停滞を打破、回避する？考えてみよう！ 

 
 

第三章．S のプレゼンテーション（通し方）  
さて、S を思いついたのなら、あとはそれをプレゼンして通すだけです。「目を見て、簡潔に」とか「議論
に入れてない人をうまく使う」というプレゼンそのものの基本はじゃっぴーのレクチャーに譲るとして、こ

こでは、S を通すためのプレゼン技術にフォーカスし、「S を通すための下地」「QCS」「チャート」につい
て書きます。 
 

【Sを打つまでの下地】 
前章で述べたように、Sは通って初めて意味を持ちます。しかし Sを通すためには Sそのものの質と同じくらい、
「S を打つまでの言動」が大事なのです。それは（これまでしつこく書きましたが）S が、ディスの中でも特に
テーブルメンバーの感情、心理、心証にその成否がかかる技術だからです。難しく書きましたが、要はそれまで

ずっと寝てたり、アトモス悪かったような人にいきなり Sを打たれてもまず通そうって気にはならないよね、っ
てことです。そうならないために 
・介入量を保つ 
・敵を作らない 
・傾張力をアピールしておく（レスポンスをしっかりする、人の話を遮らない）	  

等を心がけましょう。 
	 もっとも、露骨に作ったアトモスも逆にキモかったりするので、最低限で構いません笑 
 

【QCSについて】 
① 何を Cするの？ 

 
	 S の基本として、QCS なるものを聞いたことがあるでしょう。S する前に、Q と C はいれておけよ、と。で
すが、何をどう C すればわからないまま QCS をする人が多いように思います。C すべきことは 2 つあります。



BabyStepJointレクチャー 「一撃必殺 Suggestion」by Peter 
 
Goalと difficultyです。「○○すればこの話は終わりなんだよね（goalの C）。でも××なせいでそれができない
んだよね（difficultyの C）じゃあ、こうしよう！（Suggestion）」という感じです。 
 
②QCRSでプレゼンしよう！ 
  
	 よし、goalと difficultyは華麗に Cした！そんで Sを打った！けど…何故か Sが切られた（メンバーに反対さ
れ、通らなかった）ぞ？？？なんでやねん！いい Sやろ！ 
	 春セミとかでよく見る光景ですね。もし本当にこの Sが妥当なもので、あなたの印象も悪いものでないのなら
ば、切られた理由は「なぜこの Sで、現状の difficultyが解決されるか」が伝わってなかったのでしょう。巷で
よく言われる QCSは、とりわけ複雑な Sを通すには不足なものだと考えます。Cと Sの間か、Sの後に「この
Sが有効な理由」＝Reasoningを入れて「QCRS」「QCSR」でプレゼンしましょう。Rが長くなる時は後者がお
すすめです。 
 
③イメージは三角ロジック 
	 QC（R）Sのプレゼンもロジックの一種、と覚えておくと良いかもしれません。僕はこのイメージで Sを打つ
ことが多かったです。この１，２，３が全員に１００%伝わるようにプレゼンすることが、S を通すための必要
条件です。 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3．Suggestion(こう進めよう！) 
 
 
                                 2．Reasoning（こう進めれば、××が解消できるから） 
 
1．Question→Confirmation（この話の目的は○○で、でも××のせいで進まないんだよね） 

Sは心理的要素が大きい、と説明しましたが、もちろん論理的に妥当であることは大前提です。このように三
角ロジックをイメージしつつ Sを考え、プレゼンできれば、論理性は担保できると思います。 
 
【Sに使うチャート】 
さて、チャートです。僕はチャートがとても苦手で基本的に口プレでディスするのですが、そんな僕でも S用の
お気に入りのチャートがあったのでそれを紹介したいと思います。 
 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （上半分カンファメ） 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 〈choice〉                                                   〈effect〉 
My Suggestion       (選択肢１)	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	   （選択肢２）…☆my recommendation 
 
                     (選択肢３) 
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これだけだと、なんやねん意味わからん	 ってなると思うので説明すると、見たまんま上半分がカンファメ、下

半分が S です。カンファメは状況に応じて数種類の型を使い分けます。そして最大のポイントは S を choice で
出し、自分のおススメの選択肢も述べることです。 
普通に Sを打つと、基本的にはその Sが切られてしまったら、テーブルは元の停滞に逆戻りです。しかし自分の
本命の S以外にも選択肢を提示してやると、もし自分の Sが結果的に選ばれなくとも、他の選択肢がテーブルに
選ばれ、停滞が打破されることが望めます。本命以外の選択肢は、自分で考えるよりも、テーブルに落ちている

（≒他人が望んでいる）を選んでやるとベターです。 
 
カンファメの型としては、 
流し用	 	 	 or	 	 プロシ争い用	 	 or 	 汎用 
Clear)	 	 	 	 	 	 	 Common)	 	 	 	 	 Goal)	 	 	 	 	 	  
Unclear)           	 Clash）	 	 	 	 	 Difficulty) 
Task) 
を良く使っていました。もっとも、僕は Cはあまり得意ではなかったので、自分でより良いものを考えてみてく
ださい。 
 
ちょっと大事なおまけ：Sのプレパ方法 

Sの上達には実際に本気のテーブルを組むのが一番です。そこで Sを打って、通ったならその理由、通らなか
ったならその理由をしっかり分析しましょう。 
そうして自分なりに「difficulty→解決策」をパターン化するのがいいと思います。 
これは Sに限った話ではありませんが、結構な頻度でテーブルを組む大学の人は、漫然とディスするのではな

く、常に何らかの「実験」を持ち込むようにしましょう。アイデアにかぎらず、今日はゆっくりプレゼンしてみ

よう、とか、今日はカンファメだけでやってみよう、とかそんなことで構いません。そして、ディスが終わった

らその実験の結果をしっかり分析しましょう。思うに、テーブルをあまり組まないのに上達していく人は、実験

と分析で、少ない機会を有効活用できる人です。逆に、テーブルを組んでいるのに伸び悩む人は、実験と分析が

足りないのだと思います。ぜひ実験と分析を、普段から心がけて下さいね。真剣にやれば、一か月で自分でもび

っくりするくらい変わりますよ。 

 
あとがき 
 
いやー、ここ読んでくれてるってことは、この長ったらしいレクチャーを読み切ってくれたってことだよね。

凄いよ。俺こんな文字だらけの長ったらしいレクチャー、よっぽどじゃなきゃ読まないもの。笑。 
	 その熱意があればきっと君の未来は明るいから頑張って。 
さて、今回は PDDの技術としての Sをレクチャーしたけど、この物事を取りまとめて前進させる技術っていう
のはディス以外でも必ず役に立ちます。インナーの運営にも、就活にも、社会に出てからも。なぜなら、大事な

物事を決めるのは、常に人と人との議論だからです。議論があるところには必ず停滞や衝突があり、ゆえにそれ

らを解消する能力は常に求められます。 
まぁちょっと就活かじってる程度だからあんま偉そうなことは言えないけれど、要するに「ディスカッション

の腕を磨くことは必ず将来役に立つ」って言いたいのです。だから、ディスをする意義について悩んでる人は 
	 、一度、ディスで学んだことを日常で使ってみてください。ディスにも、日常生活にも新しい発見があると思
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いますよ。 
 
最後に、僕結構ディスもディス界も好きなので、プレパ見てほしいとか相談あるとか、飲みに行きたいとかあっ

たらいつでもラインするなりして声かけてください。たぶん二つ返事で OKなので（笑） 
	 それでは、どこかのテーブルで会いましょう！ 
 
東京大学三年	 廣田尭史 
Mail: aki.yhat@gmail.com 
LINE ID: 199209282778 


