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０．今日のお話の主な内容

（１）高校生（若者）の現状

（２）主権者教育の提案

（３）主権者教育教材作成上の注意

（４）最後に
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１.若者の政治・選挙に対する関心
（１）若者の政治的関心は低いのか？

（内閣府「平成25年度 我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」）
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（２）では、
若者は

選挙に
行くか？

（明推協
「第46回衆議院

議員総選挙
全国意識調査」より）
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☆昔から
選挙に

行かないのか？

（総務省「衆議院議員総選挙
における年代別投票率の推移」
より）

4



（３）若者が棄権する理由は？

（明推協「第46回衆議院議員総選挙全国意識調査」より）
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①棄権理由

第１位 仕事があったから････････････････････３０．７％  課題１

第２位 適当な候補者も政党もなかったから･･･２４．８％

第３位 選挙にあまり関心がなかったから･････２３．２％

第４位 政党の政策や候補者の人物像などの違いが

よくわからなかったから･･･２１．３％

②本当の「１位」は？

  第２位の「適当な候補者も政党もなかったから」と第４位

の「政党の政策や候補者の人物像などの違いがよくわ

からなかったから」は、「政党などの知識が足りないか

ら」とくくることが出来る。

  合計４６．１％で、堂々の第１位！
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☆「主権者教育」の必要性

  国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自

ら判断し、行動していく主権者としての自覚を促し、必要な

知識と判断力、行動力の習熟を進める教育。シティズン

シップ教育（社会の構成員として市民が備えるべき市民性

を育成するために行われる教育であり、集団への帰属意

識、権利の享受や責任・義務の遂行、公的な事柄への関

与などを開発し、社会参加に必要な知識、技能、価値観

や傾向を習得せる教育）の一翼を担う。

（明推協ＨＰより）

☆現実の政治を学ぶ必要性がある！
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（４）政党や候補者のことがよくわからないと、
なぜ投票に行かないのか？

  青年期特有の

「潔癖感」 「完璧主義」
 

「まだ社会のことが分からないのに」
「政党の提案していることがよく分からないのに」
「社会経験がないのに」・・・・・

☆課題２
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☆「選挙権をあげる」と 言われても 「いらない」と 言っている！

（明推協「第46回衆議院議員
総選挙全国意識調査」より）
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（５）その他の棄権の理由

①政治への不信感が強い  青年期の「潔癖感」

②自分が投票しなくても変わらない

  有効感が上がらない。

  模擬選挙や請願活動を経験すると変わる？？

☆課題３
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③マスコミが「政治ネタ」を減らしたため、知識・関心が高まらない。

 
教育を行うと変わる？ ｃｆ．ivote、神奈川県立湘南台高校

④日本特有の「専門家信仰」がある。

  難しいことは「お任せ」民主主義

  争点を簡単にした経験をさせると変わる？

ｃｆ．ＳＥＡＬＤｓ
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２.課題から考える主権者教育の提案
（１）主権者教育の提案

①選挙そのものの説明  知識理解は必要

②課題１：「仕事があったから」＝「面倒くさい」

 
模擬選挙などで、「たいしたことはない」を実感させる。

③課題２：「よくわからない」

 
○を付けて投票先を選ぼうなどで「選択は難しくない」を

実感させる。
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④課題３：「有効感がない」「関心がない」
 

「投票に行かないと損をする」教材を考案中！

⑤政治などを身近に感じるプログラム

（例）生徒会選挙、模擬選挙（体験は重要）、校庭や体育館の使い

方、知事や市長を選ぼう、請願活動 など

⑥主権者として必要な力を身に付けるプログラム

  模擬裁判、模擬議会、ディベート、グループ・ワーク など

⑦政治的な行動につながるプログラム

☆「主権者教育」を行っているという意識付けが必要。

  何を目的として、その手法などをとるのか？

☆義務教育から主権者教育を始めたい。
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（２）高等学校の「模擬選挙」例（１，３年実施）  課題１対応

①準備

Ａ．選管：記載台（２セット）、投票箱（２箱）、集計用機械、発

表用模造紙他、投票用紙、有権者台帳、入場整理券、投

票率資料印刷

Ｂ．高校：生徒氏名データ、たすき三人分

②授業（現代社会、政治・経済）での事前準備

Ａ．１８歳選挙導入の新聞記事、人口ピラミッドなどを使った

授業を実施

Ｂ．保護者などに模擬選挙について助言をもらう課題実施
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③当日の流れ（２時間連続授業）

Ａ．趣旨説明

Ｂ．候補者による演説（５分×３人）

Ｃ．質疑応答

Ｄ．候補者による相互反論タイム・・・時間の関係で未実施

Ｅ．投票についての解説と諸注意（選管）

Ｆ．投票（人数の関係で２カ所で実施）

☆生徒が受付事務を担当

  投票箱中の確認、台帳確認後、投票用紙を渡す作業

☆投票立会人は職員
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Ｇ．開票作業

☆開票作業は生徒１０人

Ｈ．当選者発表と当選の挨拶

Ｉ．弁護士と選管による講評

☆この模擬選挙の目的はなにか？

  選挙を体験してもらう！！

この目的を達成できれば十分！
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（３）投票先の政党を見つけよう！

☆別紙

☆注意事項

①現場の教員は、選挙期間以外はＯＫ

ただし、政治的中立に注意

②教員が新聞のまとめを提示する

  選挙期間も含め、いつでもＯＫ
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（４）「私たちが拓く日本の未来
－有権者として求められる力を身に付けるために－」

（総務省、文部科学省－平成２７年９月２９日発表）

 
①「ガイドライン」を示している。

☆「ここに注意して下さい」と具体的に書いてある。

  「べからず集」との批判があるが

「ここまでＯＫ集」と読んでください。

②「具体的ではない」との批判もあるが、「実践例」は示してある。

  これからは現場が実践を積み上げて、学校にあった「主権者

教育」の教材開発を行う時期。
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（５）高校生の政治活動

①「高校の生徒会が学校外の問題を扱うことを不適切とみな

す」（文部次官通達）

②「高校生が個人として政治的な活動に関わることを望ましく

ないとみなす」（文部省初等中等局長通知）

☆前提の変化で変更される予定です。

  内示されました。

ａ．授業中・・・・・・・・・・・・×ｏｒ△

ｂ．休み時間・放課後・・・△

ｃ．学校外・・・・・・・・・・・・○
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３．主権者教育教材作成上の注意
（１）「棄権の理由」から考える主権者教育

  「現実の政治」を理解させることが必要！

「政治的中立」をどのように確保するか？

①政治的対立がある問題を扱う際は、「Ａ説」「Ｂ説」のよう

に両論を併記し、生徒自らに考えさせるようにする。

☆これまでも、政治経済などでは、「自衛隊の違憲合憲」に

関して、双方の根拠をきちんと教えることで対応してきた。
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②政治的対立がある問題を扱う際は、新聞などを利用して、

対立点やその根拠などを、生徒が自ら調べ、まとめ、発表し、

討論して判断させるようにする。ただし、教員による知識面

の手助けは必要である。例えば、対立する新聞から対立点

を取り出させる。選挙公示日の「党首の第一声」から、各党

の一番の主張を取り上げ比較させる。

☆これまでも、生徒の調べ学習などでは、（例えば、「個別的

自衛権」と「集団的自衛権」の定義上の違いなどのような）定

義などの知識面は教員が補ってきた実績がある。

☆生徒の「メディアリテラシー」育成の必要がある。
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③中立的な問題設定

「原子力発電を再開してよいか」というテーマ設定

 
「これからの日本における電気エネルギーの供給はどのよう

にしたらよいか」というテーマ設定

☆テーマ追究の過程で、「原子力発電のデメリット・メリット」を考

察したり、「世界の原発の状況も検討する」ことができる。

 
原発を含むエネルギー問題を広く、深く学習でき、また、自分

自身の意見を述べやすくなる。
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Dale, Edgar(1946)「The “Cone of 
Experience”（経験の円錐）」
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高校生が政治や選挙に関心を持つためには、何をす
ればよいと思いますか？（明推協「１８歳選挙権認知度調査）
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（２）選挙に関心を持たせる。

  「何を学ぶか」も重要だが、「どのように学ぶか」も重要

  アクティブ・ラーンニングを取り入れる。

例）模擬選挙、知事に立候補してみよう、政党を作って政

策論争をしよう

☆教える側に「発想の転換」が必要！

「教える」「知っている」から

 
「することが出来る」へ

☆指導者の役割は、「教える存在」から「ファシリテーター」へ
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☆アクティブ・ラーニング

  教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の

能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修

者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的

能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発

見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、

教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・

ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

（文科省ＨＰより）

☆５０分、すべて動かす必要はない。
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（３）授業時数をどのように確保するか？

☆学校全体で、教員全員でが原則。

①総合的な学習の時間、ＬＨＲなど特別活動の時間などの活

用

②「キャリア教育の一環」と位置づける。

☆キャリア教育

  子ども・若者がキャリアを形成していくために必要な能力

や態度の育成を目標とする教育的働きかけである。そし

て，キャリアの形成にとって重要なのは，自らの力で生き

方を選択していくことができるよう必要な能力や態度を身

に付けることにある。（文科省ＨＰより）
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（４）「主権者教育」＝「模擬選挙」？？

☆主権者教育：国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、

自ら判断し、行動していく主権者としての自覚を促し、

必要な知識と判断力、行動力の習熟を進める教育。

  模擬選挙だけが「主権者教育」ではないし、投票率を上げること

だけが目的ではない。

☆必要な知識に基づいた問題意識、考察力・判断力・行動力を養う

 
資料を集める、考える、まとめる、討論する、説得する、体験する、

合意形成する・・・・・・。
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（５）主権者教育実施上の注意

①「選挙期間中」と「選挙期間外」を区別する。

（例）マニフェストの要約

Ａ．選挙期間中：教員が行う・・・・・・・・・・・×

生徒が行う・・・・・・・・・・・〇

☆マニフェストは生徒が用意する。

新聞記事を配布する・・・〇

Ｂ．選挙期間外：教員が行う・・・・・・・・・・・〇

生徒が行う・・・・・・・・・・・〇

新聞記事を配布する・・・〇
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②新聞など資料の活用（新聞の複数利用）

  政治的に対立する見解がある現実の課題については，現実の

利害の関連等もあって国民の中に様々な見解があり，取り上げ

る事象について異なる見解を持つ新聞が見られる場合には，異

なる見解を持つ複数紙を使用することが望まれます。

（「私たちが拓く日本の未来」指導資料91頁Q＆Aより）

 
対立がなければ、資料提示は１紙でよい。

32



③教員の発言

  現実の具体的な政治的事象について指導で取り上げる場合に

は，教員が複数の観点について解説し，生徒に考えさせることが

求められる。そのため，生徒の話合いが一つの観点についての

み終始し議論が広がらない場合などに，教員が特定の見解を取

り上げることも考えられる。さらに，議論の冒頭などに，個別の課

題に関する現状とその前提となる見解などを教員が提示すること

も考えられる。

（「私たちが拓く日本の未来」指導資料21頁より）
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４．終わりに
（１）これからは現場が実践を積み上げて、学校にあった「主

権者教育」の教材開発を行う時期。

（２）主権者教育の先例はありません。

  開発した教材を交換し、相互に授業を公開して検証して

いく時期。
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ご清聴ありがとうございました。
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