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1. テーブルメンバーと順位 

1 位	 遠藤(早稲田 2) 
2 位	 山川(芝工 2) 
3 位	 石井(法一 2) 
4 位	 渡辺(法一 2) 
5 位	 野村(日大 3) 
6 位	 高橋(東洋 2) 
7 位	 谷井(学習院 3) 
8 位	 杉野(聖心 2) 
8 位	 柏田(聖心 2) 

 
2. 議論の全体の流れ(なんとなく) 
まず謝りたい事があります。家で総評書いている時にディクテ(議論の流れを書く紙)にコーヒーをこぼし
てしまって見えない所が出来ちゃったの！泣 
ごめんなさい！だから議論の流れが見えない所があって、記憶に無いところは書けないかもしれないけ

れど、順位、点数に関しては春セミできちんとやったので大丈夫です！！ 
 
 
<Narrowing> 
通常の Narrowing から始まる。遠藤(早稲田 2)による「ディスカッションを日本語でやろう。なぜなら
我々は日本人だから。そして日本人なら母国語の日本語ですべきだろう。そして日本語でならスムーズ

に、confuse することなく conclusion を得れるよ」というアイディアから議論は狼煙をあげた。テーブ
ルメンバーは呆気にとられ、遠藤(早稲田 2)の提示した logic を検証する。しかし誰もクリティカルな Q
や Obを出すことなく議論が停滞するが、ここで渡辺(法一 2)の「私たちが英語か日本語でやるかを決め
る必要はない。OP に決めさせればよいのでは？だから 1.OPに決めさせる	 2.今ここで日本語でやると
決める	 かのどちらかで votingしよう」という提案で議論は動く。そこに野村(日大 3)が「選択肢を追加
したい。僕は JIDMに所属している。そして JIDMの役割は英語能力の向上心を持つ人を推進すること
だ。僕は JIDM を follow したい。だから英語で議論しよう。」という提案を JIDM パーカーを掲げなが
らする。その結果テーブルに 1.OP に決めさせる	 2.日本語でやると決める	 3.英語でやると決める	 	 
という 3 つの選択肢がテーブルに提示され、voting されることとなった。そしてほぼ満場一致で	 3.英
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語でやると決める	 が選ばれ、英語で議論がなされる事が決定した。 
 
その後、遠藤(早稲田 2)と山川(芝工 2)が OP に立候補したが山川が OP に選ばれ、Narrowing は終了す
る。 
 
<Problem ･ Harm ･ SOH> 
山川(芝工 2)のオピシは PSF のもので、臓器移植が得られず精神的苦痛をしてる患者を救うという通常
のオピシだった。議論は rsn for willや kinds of organなどよくある Qのみでスムーズに進んでいった。 
 
<NFC> 
遠藤(早稲田 2)と高橋(東洋 2)と野村(日大 3)が warrant への反対意見を提示する。しかし主に山川(芝工
2)の質問や提案によりすべての反対意見は収束をみる。ちな、ごめんなさい。ここです。コーヒーこぼし
てしまって見えないです。ごめんなさい。 
 
<Direction ･ Mandate> 
何事もなく進行する。 
 
<Solution> 
第 1Linkage、プラカに石井(法一 2)と渡辺(法一 2)が反対意見を提示する。石井(法一 2)と渡辺(法一 2)は
それぞれ、「日本政府は全く逆方向の政策を施行することはできない。」、「臓器移植は国民を殺す行為で

ある。政策によって国民が政府を恐れ、クーデターなどを起こす。そしてそれを止めるために政府は国

民を殺す。その結果日本という国家は崩壊する。」といった意見を提示した。このエリア、主に石井(法一
2)の意見に議論の大半の時間を費やす事になり渡辺の意見の検証中に議論は終了した。 
 
	 ・石井(法一 2)の意見 

	 	 	 	 	 	 まず理解に時間がかかった。彼の意見は「臓器移植は人を殺す行為である。それは人を殺す事を禁

止する法律と全く逆方向の政策であり、施行できない。」といったものである。その後山川(芝工 2)
の「現状、政府は憲法で禁止していることを法律で許している例がある」という指摘に「その通り

だが、しかし憲法と法律とは全く別物である。俺の意見は法律と法律の話であるので indirectであ
る」と返し石井(早稲田 2)のアイディア検証は続く。渡辺(法一 2)の意見によって話は「『死んでい
る者と生きている者』と人を分類するとき、OP の定義に従えば脳死の者はいま unclear の状態に
ある」ということが問題であることが分かった。しかし Causeで OPが答えた死者と生者違いは①
脳が動いている or × と②心臓が動いている or ×であったのと、また OPは脳死者を生者である
と言ったため、テーブルメンバーには混乱が生じる。渡辺(法一 2)は「この 2 つの差異を使えば脳
死者は生者に分類できる。なぜなら OP の定義に従えばこの 2 つを満たす脳死者は生者だから。」
という意見を提示するが、石井(法一 2)には浸透しなかった。 

	 	 	 	 	 	 「差異を 1個 1個見ると脳死者は死者にも生者にも分類できない。」という石井(法一 2)と「2つ同
時に見れば生者に分類できる。」という渡辺(法一 2)の意見がぶつかりあい、議論は停滞するが、遠
藤(早稲田 2)のトリートと提案によって議論は収束した。 

 
 
 



	 	 	 	 ・渡辺(法一 2)の意見 
	 	 	 	 	 	 「臓器移植は国民を殺す行為である。政策によって国民が政府を恐れ、クーデターなどを起こす。

そしてそれを止めるために政府は国民を殺す。その結果日本という国家は崩壊する。」意見であっ

た。遠藤(早稲田 2)によって収束しそうになるが、渡辺(法一 2)が本当のアイディアを言い議論は再
度渡辺(法一 2)に戻る。ちなみにその意見とは「日本が崩壊すれば医療システムはなくなる。そう
したら ADも DAもない」といったアイディアであった。このアイディアは理解している途中で時
間が来て議論は終了した。 

 
 

3. 石毛による全体に関する感想とアドバイス 
5thという疲れが溜まっていると思っていた。実際俺はすごい疲れてて重い気持ちで部屋に入った。しか

し遠藤(早稲田 2)をはじめ野村(日大 3)、などのおもしろいアイディアによってその疲れは吹き飛んだ！！ 
テーブルメンバーも終始にこやかで、なにより相手の意見に耳を傾ける姿勢には非常に、非常に好感が

持てた。 
 

・遠藤(早稲田 2)の Narrowでの意見について 
みんな！遠藤(早稲田 2)君は confuseを避けるために日本語でやろうっ提案してたのね！俺だったら 
「今、遠藤(早稲田 2)のアイディアのせいで逆に confuseしている。だからとりあえずこの話やめて次
進もう。もし confuse起こったらやろう。」って言うか、もっと早く英語でやろうって決めてた！！ 
英語部だし！笑 
相手の意見を流す時とか、その理由とかを考えてやるようにするといいよ～ 

 
4. 個人総評 
順位および選定理由 
1 位	 遠藤(早稲田 2) 

	 	 	 	 	 Narrowや NFCなどでの意見提示。及び多くの他人への介入とその質を評価した。俺的には 
とても良かったと思うよ！1番上手に色々な話を収束させていた。また、自分の意見に固執すること
ない柔軟な姿勢にも好感を持てたよ！直してほしいところは 2つあるよ！1つは柔軟すぎるところ！
もうちょう自分の意見についてしゃべれるようにしよう！2 つ目は Narrow におけるアイディアの
話！きっと遠藤君は全部日本語で話そうってことじゃなくて、ほんとに困ったときに、日本語を使お

うって事だよね？きっとテーブルメンバーはそれを理解してなかったよ。これからは自分のイメージ

する事がよく伝わるようなプレゼンをしよう！！！ 
2 位	 山川(芝工 2) 

	 	 	 	   OP としての仕事をこなしていたこと。及び他人への介入を評価した。1 番議論を先に進めようとて
いたのはとても良かったし、またその為にした質問もとてもクリティカルだと思った！しかし、自分

でその先に繋げる力が欠陥していると感じたよ！泣 
	 	 	 	 	 ほかにも反論もちょっと言い返されたら引くという場面が多かったように感じたよ！泣 
	 	 	 	 	 質問をするときは effectも言うようにしよう！ここがこうなら流れるし、ここがこうなら OKなんで

すよーって！そうすれば自然と自分の話が続くと思うよ！ 
3 位	 石井(法一 2) 

	  	 	 	  自身のアイディア、およびそれに際する他人へのリフュートなどを評価した。ASQ ではちょくちょ
く介入していたが APA、特に自分のアイディアを話している時は石井君の独壇場の感じがするほど



秘められた力を感じたよ！！！改善点は ASQ でも介入すること！！あとは自分のアイディアは落と
しどころは考えておこう！すごいかっちぇーーんだ！！ 

4 位	 渡辺(法一 2) 
	  	 	 	  自身のアイディアを理解した。俺の感想では、テーブル内で一番冷静に話の流れを理解していたよう

に感じたし、そう思わせる質問をしていた。しかしその頻度はとても高いとは言えないのが残念だっ

たよ！！泣 
	 	 	 	 	 後、壮大なアイディアはプレゼンテーションが非常に大事になってくるよ。もうちょっとプレゼンテ

ーションを頑張ろう！！かっちぇーんだ！ 
5 位	 野村(日大 3) 
	  議論当初における他人への介入と自身のアイディアを評価した。このテーブルの中で一番質の高い 
介入をしていた事は評価できる。しかしそれが最初だけで終わってしまったのは見ていて悲しかった

です！泣 
次は野村君にとって最後の大会アッセンブリーが待ってます。頑張ってください。 

6 位	 高橋(東洋 2) 
   議論に介入しようとしていた点と自身のアイディアを評価した。その姿勢は非常に評価できたが、 
質問などをするときにいきづまっちゃうようにするのはやめよう！！なにかしゃべらないと周りは

なにもわかりません。拙いながらもしゃべって理解してもらうようにしような！！ 
7 位	 谷井(学習院 3) 

   	 	 	  非常にいい笑顔でした。何度かの介入を評価しました！3時間、せっかくディスカッションをするの
だから自身のアイディアを持つようにしよう！！それはオピシだったり、アーギュだったり。そうす

ればもっとディスカッションが素敵な時間になると思うよ！！笑 
8 位	 杉野(聖心 2)･柏田(聖心 2) 

	 	 	 	 	 谷井さんとの順位の違いは単純な介入量の差です。谷井さんと同じリフレになってしまうけど、自身

のアイディアを持とう！まだ 2年生だからまだ 1年あるよ！頑張ってね！！ 
 
 
みんなたのしい議論をしてくれて本当にありがとう！！おれもとってもたのしい春セミになりました！ 

3年生は次のアッセンブリーが最後です！悔いの残さないよう、頑張ってね！ 
2年生はまだまだ時間あります。まだまだこれから！頑張ってね！！！ 

本当におつかれさまでした～～～！笑 
文責・げーいし 


