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０：イントロダクション 

こんにちは。早稲田大学政治経済学部政治学科 3 年の有賀啓佑と申します。 

ディスカッションでは「ありえってぃ」という名前でやっています。 

気持ちわるい名前なので憶えてね！早稲田大学英語部（WESA）のディスカッシ

ョン活動チーフです。 

チャートを軸にしたトリートやハンドリングが得意だったかな。Discussion は楽

しいし、学ぶことも多いし、役に立つし、おすすめですね！ 

 

このレクチャーブックは、前半と後半で内容を分けます。 

前半は、ディスカッサントの誰もが一度は抱くであろう「なぜ僕らは Discussion

をするのか」という疑問を出発点にして、キミの Discussion への姿勢をもう一

度考えるきっかけになればいいなと思っています。Discussion Activity を始めた

ばかりの一年生に関しては、自分がどう Discussion に関わっていくかを考える

指標となればいいなと思います。 

 

後半は、最近の PDD 界において、「議論フォーマットへの考え方」について日々

疑問に思うことを僕なりの一つの考えとして述べてみようかなと思います。 

 

あまり技術的なことは書かないつもりなので、あしからず。 

それでは、始めましょう！ 

１：初心に戻ってみてはいかがだろうか？ 



キミが Discussionを初めて経験した時、キミが Discussion Sectionに決断した時、

キミが PDD 界に初めて足を踏み入れた時、キミが Discussion を初めて好きにな

った時、キミが Discussion を初めて楽しいと思った時のことを覚えているでし

ょうか？ 

 

自由にアイディアを言いたい、人の価値観を聞きたい、英語を話したい、など

様々な希望を持っていたと思います。キミが Discussionに熱中していくにつれ、

だんだんと余計なものがキミを支配し始める。PDD というディスカッションの

ルールやセオリー、慣習に縛れてキミが最初に持った希望がだんだんと色褪せ

ていく。 

 

そんなとき、僕らは一つの疑問にぶつかる。 

 

「なんで Discussion をやっているんだろう？」 

 

この疑問は Discussion を上手くなりたいと努力している誰もが一度は経験する

ものだと思います。この疑問にぶつかった時には目を背けず、とことん自分の

中で答えを探してみてください。この疑問の答えを見つけるために、一度初心

に戻ってみてはいかがでしょうか？そこには忘れてはいけない何かがあるはず

です。 

 

おそらく、PDD・プロソルという Discussion スタイルを求めて Discussion を始め

たわけではないと思います。純粋に、ある論点について意見を言いたかった、

意見を聞きたかった、そして何か答えを出したかったんだと思います。 

 

 

しかし、いまの PDD 界には PDD のルールや慣習にのみ適応してしまった、いわ

ば PDD から一歩外に出ると何の実力もないようなディスカッサントが存在しま

す。そのようなディスカッサントに対して、僕から疑問を投げかけたい。 

「なぜキミは Discussion をするのか」 

この疑問にぶつかった時には目を背けず、一度初心に戻ってみてください。 

 

本当にそんなディスカッサントになりたかったのですか？？ 

一応誤解のないように言っておくと、僕は決して PDD・プロソルというスタイ

ルを否定しているわけではありません。むしろ、プロソル信者です。しかし、



プロソルというスタイルに縛られて、Discussion を始めた時の思いや考えからキ

ミの Discussion が乖離してしまうのはナンセンスだと言いたいわけです。一年

生の僕は当時、PDD のセオリーにおける論理的な整合性に最も魅力を感じまし

た。そのため、セオリーを批判的に見てどこか論理的に間違っているところは

ないか探し出すことに楽しみを見出しながら、セオリーを理解し、結局のとこ

ろセオリーの論理的な美しさに完敗する自分がいました。しかし、それは PDD

という思考の枠組みを習得したかったからであって、PDD というルールに縛ら

れたかったわけではありません。キミが Discussion を始めた時のイメージを大

切にして Discussion Activity と向き合ってほしいと思います。 

 

 

２：どうして大学生が Discussion なのか？ 

僕たちは大学生であり、その時間は有限である。もし、同じ 4 年間という年

月を過ごすのであれば、より有意義な時間を過ごすべきです。Discussion Activity

には様々なチャンスがあります。普段の大学生活では、あまり意識しないかも

しれないような問題に関して考えたり、自分の意見をよりわかりやすく伝える

ためにはどうしたらよいかを考えたり。Discussion Activity がもつ様々なチャン

スを最大限利用して、初心を忘れない Discussion を意識すれば、キミは多くの

ことを学び習得することができるでしょう。そして、それは大学生が Discussion 

Activity に励む一番大きな理由になるべきなのではないでしょうか。一方、

Discussion を作業のようにこなしていっても、それはキミの実力にはなりません

し、Discussion を作業のように捉え、その「茶番」に 4 年間という貴重な大学

生活を費やすのは本当にもったいないことだと思います。せっかくの生の議論

が身近にあるわけですから、自分の頭で考えて、実行してみて、また考えてみ

ることを勧めます。 

 

では、Discussion Activity を有意義なものにするコツは何なのでしょうか。僕

は２つのことが重要だと思います。1 つ目は「自分を知ること」、2 つ目は「他

者を知ること」です。正直、これは全てに通ずるものだと思いますが。 

 

1 つ目の「自分を知ること」ですが、これはこのレクチャーブックの軸となる

疑問「なぜキミは Discussion をするのか」に答えることも一つだと思います。

自分がどういう方法でどういう傾向で物事を考えたり捉えたりするのか、自分

の得意なことはなんのか、苦手なものはなんなのか、自分自身に対して疑問を

投げかけ、それに自分なりの答えを出し、長所であればそれをどう Discussion



に生かすか、短所であればどう Discussionで補っていくかを考え実行すること、

そして、その反省をする。これを繰り返していけば Discussion Activity は自然と

有意義なものになっていくのではないでしょうか。 

 

2 つ目の「他者を知る」ということですが、僕らは自分 1 人の世界で生きて

いるわけではありません。自分と他者との関係で世界が成り立っているわけで

す。では、その世界で自分をより上手く生かしていくには、自分を知るだけで

はなく、他者を知り、その他者との関係を円滑にしていくことが必要なのでは

ないでしょうか。そして、Discussion は他者との関わりを試す最高の機会だと僕

は思います。つまり、Discussion はコミュニケーションの場であるわけです。そ

の人の振る舞い、発言、思考、仕草、表情など様々なものを観察し、その人が

どんなことを考え、どんなことを望み、どんなことをしたら嫌がり、どんなこ

とをしたら喜ぶかを考える機会として Discussion に望めば、キミの挑戦と反省

に限度のない、より有意義なものとなるのではないでしょうか。 

 

Discussion Activity に用意された機会は膨大なものです。その機会を上手く利

用し努力と挑戦を繰り返せば、PDD から一歩外に出ても用いることのできる実

力が身についているはずです。揺るぎない実力を得る機会を生かすも殺すも腐

らせるもキミ次第です。生かす努力もしない奴が Discussion Activity に対する不

満を口にするのを見るのは、不愉快極まりないことです。 

 

 

３：批判には代替案が伴う。 

ここからは後半です。議論フォーマットに関して僕の意見を述べようと思い

ます。はじめに入っておきますが、これは一意見です。自分で考えるときの参

考にしてください。 

 

 まず時間内に結論を得なければならない類の議論において、議論フォーマッ

トは非常に重要となってきます。なぜなら、時間内に結論を得るということは、

議論に一定の制限を加え効率的に議論が進むことが求められます。また、どん

な人でも議論に参加することができるというのを大きな理由なのではないでし

ょうか。たとえば、Discussion Section に属さない人に「死刑問題に関して議論

して」といきなり言ったところで、なにを、どういう順序で、どうやって話し

ていけばよいかわからず、手探り状態で議論が進んでいくこととなります。 

 



一方、フォーマットが置かれ、「ここでは A に関して話してください」「ここ

では B です」のように、いつ、何を話せばいいかわかっているというのは

Discussion 初心者（ディスカンサント全員）にとって丁寧でやさしいことですね。

これだけではないですが、議論フォーマットは Discussion をするにあたって非

常に大切なわけです。 

 

 Discussion 界で最も主流なものは Problem Solvency Format（プロソル：PSF）

と呼ばれるものですよね。これについて、みなさんはどう考えていますか？僕

は、プロソルに敵うものはないと思っているんです。もし、きちんとプロソル

（セオリー）を理解すれば、プロソル上で話せないことはありません。もちろ

ん、適している・適していないというものはあります。僕がここで言いたいの

は、「自分のアイディアが適していない＝プロソル使えねぇ」っていう短絡的な

人が多すぎやしませんか？ってことなんです。別にプロソルに関してしっかり

理解して、いろいろ工夫した結果であれば構いません。Discussion の度に新しい

ことに挑戦しているような人はむしろ尊敬の対象です。でも、現状の PDD 界に

おいて、なぜ大して Discussion の場数も踏んでない人がプロソルを否定したよ

うなことを言えるのか不思議でしかありません。 

 

 プロソルは論理的に綻びのない完成度の高いフォーマットです。これが PDD

界の主流でなくなることは PDD 界の衰退に大きく繋がると思います。PDD 界を

発展させ、かつ、プロソルを否定したい方は是非プロソルを越えるフォーマッ

トを提示すべきです。（僕にはできません）そして、そのフォーマットは「ある

論点を話すため」だけのものであってはあまりにも不十分です。あらゆるアイ

ディアに対応するフォーマットを提示してくださいね。 

 

 正直なところ、プロソルは PDD 界の主流であるべきだと思います。それを変

える必要がないと思います。というのも、Discussion 中はもちろん、日常におい

てもプロソルを基にした考え方というのが非常に役立つためです。では、僕が

キミたちに何を望んでいるかというと、どんなアイディアもプロソルで話せる

ようにするだけのプロソルの理解とスキルを身につけてください。どんなアイ

ディアもプロソル上のどこかで話すことができます。Discussion 中に出てきたア

イディアを「それ、話せないよー」なんて奴はまだまだ未熟も未熟です。「どう

やって話すか」を示せるようになってぼちぼち、「みんなを納得させて、実際に

話しちゃう」奴が一緒に Discussion をしていて楽しい奴ですし、将来の PDD 界

を担っていく奴なんじゃないでしょうかね。それを実現するためには、多くの

経験と柔軟な思考が求められますし、それができるようになった時には必然的



にディスカッションのスキルが向上していると思います。 

 

アイディアを流しまくっているようじゃ、ディスカッサントの思考停止って

言われても仕方ないですね。Discussion でアイディアが提示された時に生まれる

３つの選択肢、「乗る・切る・流す」っていうのを上手く使ってみてくださいね。

僕は基本的に「乗って、切る」ってのが一番好きでしたよ。 

 

 

４：エンディング 

ディスカッションにおいて、もちろん技術は大切ですが、上位層で差がつく

のは「技術」ではなく「心」です。「キミと Discussion をすると楽しい！」「キ

ミと Discussion をすると勉強になる！」「キミの Discussion を見習いたい！」そ

んなことを言われるディスカッサントになってください。紳士的で優しいディ

スカッションをしてください。そして、ディスカッションという活動に誇りを

もって、後の代にディスカッションの魅力を伝えていってください。 

 

ディスカッション活動には知的な教養を養う機会があるとともに、日常生活

をより円滑にし、活躍するための秘訣が凝縮されています。それは、キミにと

って一生の宝となるでしょう。ディスカッション活動は大学生活を賭けて熱中

する価値のある活動だと思います。そして、その活動をより有意義にするため

にも、基礎を忘れずに。初心を忘れずに。経験上、基礎をおろそかにする奴の

Discussion は“うすっぺらい”or“不愉快”かのどちらかです。努力によって積

み上げた基礎力を基に、いろいろな挑戦をしてみてください。そして、成長し

たキミたちに出会うことを楽しみにしています。 
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