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要約 
本稿は、18 歳への選挙権年齢引下げを受け、子供の政治的リテラシーや社会参加意識を

育む「主権者教育」2について取り上げる。これは、国や社会の政治的課題に対し当事者意

識を持ち、自ら考え、判断して行動することができる人材を育成することを目的として、現

在、総務省や文部科学省が推進している取り組みである。 

選挙権年齢引き下げに際して、「主権者教育」の議論は加速しており、2015 年 8 月 5 日

に文部科学省は、次期学習指導要領に「公共」を組み込み、主権者教育の中核を成す新必修

科目として設置することを決定した。小学校は 2020（平成 32）年度。中学は 2021（平成 33）

年度、高校は 2022（平成 34）年度より順次実施することになる。 

しかし、こうした主権者教育の議論は、大学教育については言及されておらず、特に 22

年度からの導入から漏れてしまった「狭間の世代」をどうキャッチアップしていくのか、と

いう点で課題が残っている。総務省でも「若者から高齢者まで、常に学び続ける主権者教育」

が必要であるとしながらも、副教材も小、中、高に限られたものしか用意が無い。   

大学全入時代といわれる今、大学生の総数は約 288 万人3にのぼり、それらに主権者教育

を施すことは、「主体性のある主権者」の育成として見落とすことのできない課題である。

以上のような問題意識から、本稿では実際に我が国の中学、高校で行われてきた主権者教育

や、他国の主権者教育を先行研究とし、それを基に、大学生への主権者教育における効果に

ついて、西村万里子研究会出身である主権者教育を専門とする NPO法人 Rights副代表理事

の西野偉彦氏（松下政経塾政経研究所研究員、慶應義塾大学大学院・メディア研究科修士課

程)が考案した新型プログラム「社会的意思決定学習」に注目し、実際に西野氏が大学でプ

ログラム実施を行う際、協力・参与観察をすることにより、定量・定性分析で得られたデー

タを分析し、主権者教育の導入を提言する。 

本稿は以下の４章により構成される。第 1章では、日本人、特に若者に焦点を合わせて、

政治参加の現状を考察したうえで、我が国における政治教育の歴史、主権者教育の意義・概

要・課題、他国の主権者教育についての現状分析を行う。この現状より、なぜ日本の主権者

教育の遅れが問題となりうるのか、また、なぜ日本の主権者教育は敬遠されてきたのかとい

うことについて問題意識を明確にする。 

 第 2 章では、我が国で行われてきた主権者教育に関する先行研究および主権者教育の大

学導入に関する必要性を説いた先行研究、本研究の独自性について述べる。日本において主

権者教育は行われてきたが、我々は、西野氏が考案した上記プログラムの大学での実施に協

力および参与観察することで、新しい主権者教育の可能性を提示する。また、大学教育での

主権者教育の議論が少ないことから、本研究の独自性について述べる。 

 第 3 章では、主権者教育の普及を目指す提言を述べるために、文部科学省が 9 月に発表

した「政治や選挙等に関する高校生向け副教材」と、私たちが参与観察した西野氏による「社

会的意思決定学習プログラム」を比較分析した後、明治学院大学で行った主権者教育プログ

ラムをアンケート調査による定量分析によって分析する。 

                                                   
2 西野偉彦（2015） 
3 文部科学統計要覧 
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第 4 章では、第 3 章の結果と主権者教育の普及に向けた提言を述べる。第 3 章で分析し

た、高校教育における主権者教育の分析を踏まえ、大学教育における普及方法についての提

言を行う。 

 我々は、日本の若者の投票率が極めて低い現状に危機感を覚え、若者の意見・主張が政治

に反映されない懸念があることに問題意識を見出して、小・中・高校における主権者教育の

議論だけでなく全国に約 288 万人4いる大学生にも主権者教育を行う必要があると考えた。

高等教育での主権者教育の導入は、議論するべき喫緊の課題であると判断し、本稿の実現が

若者への主権者教育普及の一助となれば幸いである。 
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4 文部科学統計要覧 



ISFJ2015 最終論文 
 

4 

 

目次 

はじめに 

第１章 現状分析 

第 1節（１．１）日本人の政治参加の現状 

第 2節（１．２）戦後政治教育の歴史 

第 3節（１．３）主権者教育のはじまり 

第 4節（１．４）主権者教育の課題（政治的中立性） 

第 5節（１．５）日本と他国の主権者教育の比較 

第 6節（１．６）問題意識 

 

第２章 先行研究および本稿の位置づけ 

第 1節（２．１）先行研究 

第 2節（２．２）本稿の位置づけ 

第３章 分析 

第 1節（３．１）主権者教育の新プログラム 

第 2節（３. ２）新プログラムの内容 

第 1項（３．２．１）概要 

第 2項（３．２．２）文部科学省・総務省の「副教材」との比較 

第 3節（３．２）事前・事後アンケートのクロス集計結果 

第 4節（３．３）結果の解釈 

第４章 政策提言 

第 1節（４．１）政策提言の方向性 

第 2節（４．２）政策提言 

おわりに 

先行論文・参考文献・データ出典 

 

 

 



ISFJ2015 最終論文 
 

5 

 

はじめに 
わが国では従来から若者の投票率の低下が問題となっている。投票率はどの年代におい

ても減少傾向にあるが若者の投票率の減少は極めて大きく、20 代の投票率と 60 代投票率

を比べると約 2 倍の差がある。少子高齢化にある現代日本において年金制度等の社会保障

を担う世代にもかかわらず若者の投票率の低さは非常に問題である。加えて間接民主制を

採る日本にとって主要な政治参加の方法は投票である。その投票を放棄することは民主主

義の崩壊にも繋がりかねない緊急の問題である。 

そのような現状の中今年 6 月に公職選挙法の改正に伴い、選挙権年齢が 20 歳から 18 歳

に引き下げられたことにより「18 歳選挙」が実現した。 

 選挙権年齢の拡大により主権者教育の必要性が高まった。近年では従来に比べ積極的に

主権者教育の研究および実践が行われてきた。しかしそれは一部で行われており、未だ研究

中である。文部科学省からは主権者教育の副教材が出され、将来的に高等学校に新しい科目

「公共」が導入されるが政治的中立性の確保など未だ多くの障壁が存在している。 

それを踏まえ、主権者教育を行いやすい環境づくり目的とした政策提言を行うことで主

権者教育が全国へ普及していく事を目指す。 
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第 1章 現状分析 

第１節 日本人の政治参加の現状 

近年、我が国では主権者意識が低いと報道されることが多々ある。日本国憲法では、

「主権者とは国民である。」と定義されており、主権者意識とは言い換えると国民意識で

ある。主権者意識を表すものとして頻繁に利用されるのが投票率である。すると、若者の

政治参加が急激に落ち込んでいるのが分かる（下図参照）。20代の投票率は有権者平均を

大きく下回り、私たち大学生の年代である 20歳代の投票率は 1990（平成 2）年から 2014

（平成 26）年までの 24年間で 25ポイントの減少が見られる。 

 

公益財団法人・明るい選挙推進委員会 HP

（http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071syugi/693/）2015/11/2アクセス 

 

上図を見てもわかるように、20代と 60代の差が大きい。第 45回(2009（平成 21）年)

の衆議院選挙投票率で、参加の程度を比較してみると、投票率は、20代で 49.45％、60代

で 84.15％であり、その差は 34.7ポイントとなる。これを人数で比較すると、有権者数で

は、20代が 1441万 8 千人と 60代が 1779万 8千人であり、その差は約 338 万人である。

有権者に占める割合で比較すると、20代が 14％、60代が 17％でそれほど差がない。これ

を投票者数で比較しなおすと、有権者数に投票率を掛け合わせて、20代の投票者数の推計
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は 665万人、60代の投票者数は 1467万人となり、その差は 800万人以上となる。投票者

数の比率で比較すると、20代は 9％、60代は 21％となり、若者の投票率の低さが分かる
5。 

また同世代の諸外国の若者と比べてみると、より顕著に現れる。次のグラフ（図 2）を

見るとわかるように世代間の投票率の差は OECD平均 12ポイントだが、日本は２倍以上の

25.2ポイント（2005（平成 17）年）だ。 ここで、イギリスの投票率の差に注目する

と、2005（平成 17）年において 38.２ポイントとなっている。イギリスが主権者教育を必

修化したのが 2002（平成 14）年になるので、効果が現れていないように思うが、その後

に行われた 2010（平成 22）年のイギリスの総選挙では若者（18～24歳）の投票率が 2005

（平成 17）年の 38％から 51.8％と上昇している6。このときイギリス国内では自民党の党

首クレッグによるクレッグブームで若者の投票率が上がったことに配慮した上で、主権者

教育(シティズンシップ教育)に一定の効果があったと捉える。 

 

OECDの報告書（Society at a glance 2011）を基に筆者作成
http://www.oecdilibrary.org/sites/soc_glance-2011-
en/08/04/index.html?contentType=&itemId=%2fcontent%2fchapter%2fsoc_glance-
2011-29- 
 

投票率は、主権者意識を表す一つの指標に過ぎないが、若者の投票率を改善するた

めの主権者教育の普及は、我が国の喫緊の課題である。 

 

第２節 戦後政治教育の歴史（昭和 44年通達） 

                                                   
5 中谷美穂 （2011） 
6 The guardian「UK election2015」 
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 教育基本法が制定された時、「政治的教養の尊重」や政治教育は、民主主義の発展の理

想をめざすという意味を持っていた。そのためには、学校において様々な現実の政治問題

をテーマとして取りあげることが不可欠になる。この政治的テーマの取りあげに対して、

旧 8 条の 2 項で、学校は「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育そ

の他政治的活動をしてはならない」と政治的中立性の確保が要請されたのである。しか

し、1950 年代以降日本の現実政治は、憲法改正や安保改定などをめぐって、保守・自民

党と革新・社会党などの対立に翻弄される。そしてその対立が、全国的には自民党・文部

省と社会党・日本教職員組合（以下、日教組）、学校現場では学校管理者と一般教師の抗

争として展開されたのである。例えば 1957（昭和 32）－1958（昭和 33）年に教員の勤務

評定をめぐって、そして 1959（昭和 34）－1960（昭和 35） 年には安保条約改定をめぐ

って大きな紛争が全国的に広がった。この紛争の問題点は、教育施策をめぐる対立だけで

なく、平和問題のような政治問題までもが争点となったことと、さらに問題を深刻にした

のが、日教組の闘いを生徒が支援する様々な動きが出てきたことであった。高校生が生徒

総会で安保反対の決議をあげたり、大挙して日教組系のデモに参加したりする事件などが

起こった。 

また、1960 年代後半には、大学生に広がった新左翼的な運動や紛争が高校生に大きな

影響を与えたことが問題をより悪化させた。現実の政治問題をテーマとして、校長や教

員、生徒が議論を交わすことは「政治的教養の尊重」の意味から悪いことではない。しか

し、生徒会は、様々な思想を持つ、あるいはまだ十分に意見の深まらない生徒が多く集ま

った集団である7。 

こうした生徒会が、集団として政治的な決議をあげたり、特定の政治的な行動を呼びか

けてそれに参加したりするのは、公教育が目的である学校という組織にとって、深刻な弊

害を生むことになる。とりわけ日本では、学校が単なる学習の場を超えて、家族と似たよ

うな生活の場となっている。こうした学校社会に政治問題による対立が入り込むと、学

習・教育の場という学校の本来的な存立が危うくなる、つまり生活の場における相互の信

頼関係が壊れるという問題が起こるのである。 

 そんな状況で発表されたのが、当時文部省による、「昭和 44 年通達」8である。これ

は、各都道府県教育委員会教育長・各都道府県知事・付属高等学校をおく各国立大学長・

各国立高等学校長あてに送られたもので、大学紛争や高等学校生徒が、政治的活動に参加

したり、授業妨害や学校封鎖などを行なったりする行為を未然に防止する目的で通知され

た。内容は、特に政治教育を規制するものである。これにより、旧教育基本法第 8 条 1 項

「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」と

いう政治教育に対して積極的な姿勢よりも 2 項「特定の政党を支持し、又はこれに反対す

るための政治教育その他政治的活動をしてはならない」という規制条文が、特に尊重され

るようになった。 

これにより、政治教育の忌避や否定という形をとらざるを得ない状況となり、政治的教

養を扱う「公民」系の科目では、現実政治と結びつかない形式的な制度の知識が教えら

れ、授業や学校の中で現実政治について議論することがほとんどなくなった。学校現場で

                                                   

7杉浦正和（2012） 

8文部科学省 「高等学校における政治的教養と政治的活動について」 
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は現実の政治・社会問題に関わることを避けるという雰囲気、政治教育忌避のムードに支

配されるようになったのである。 

第３節 「主権者教育」のはじまり 
 「昭和 44 年通達」により政治教育が敬遠されてしまったことを第 2 節で述べたが、改

正教育基本法(政治教育)第 14 条 1 項「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊

重されなければならない」を尊重し直す動きが現在みられる。それは、18 歳選挙権成立が

最大要因ではあるが、以前から議論はなされていた。 

まず、2009（平成 21）年に若者の育成支援を目的に「子ども・若者育成支援推進法」

が制定され、内閣府に「子ども・若者育成支援推進本部」が設置され、翌年 2010 年に、

同本部は「子供・若者ビジョン」を発表した。その内容で子供の社会支援のひとつとし

て、「主権者教育」の推進が日本では始めて述べられた。 

この発表を皮切りに、主権者教育の議論は加速していく。2011（平成 23）年に総務省

の「常時啓発事業のあり方等研究会」における最終報告書で、主権者教育を「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を育てる教

育」と初めて定義し、若い有権者の投票率が低いのは、有権者になる前の学校教育におい

ては、政治や選挙の仕組みは教えても、政治的・社会的に対立する問題を取り上げ、政治

的な課題に関心を持つように促したり、判断力を養成するような教育がほとんど行われて

いないことが挙げられ、若者の選挙離れは学校教育と深く関わる問題であると指摘した9。

そして、主権者教育主権者教育に求められているのは、「社会参加」の促進と「政治的リ

テラシー」の向上であるとした。 

まず「社会参加」について、知識を習得するだけでなく、実際に社会の諸活動に参加

し、体験することで、社会の一員としての自覚は増大し、主権者としての能力・資質が高

められると報告書で述べられており、早いうちからボランティアやインターンシップなど

を通して社会に参加し、その中で社会の一員であるという自覚を持たせることが、主権者

教育につながるとされている。  

次に「政治的リテラシー」は政治的判断力や批判力のことを指し、本稿ではこの「政治

的リテラシー」を高める主権者教育の提言を後述している。政治的・社会的に対立する問

題について判断し、意思決定をしていく資質は社会参加だけでは十分に育たないので、情

報を収集し、的確に読み解き、考察し、判断する訓練が必要である。 

 2015（平成 27）年に「選挙権年齢引き下げ」に関する公職選挙法改正案が可決され、

2016（平成 28）年夏の参議院選挙から、18 歳選挙権が実現される。そこで、2015（平成

27）年 10 月に、政治教育を抑制した「昭和 44 年通知」を見直す動きが見えた。新たに

「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について

の通知」を作成中で、これが実行されることになると、「昭和 44 年通知」は廃止にな

る。 

 新通知案の中にも、もちろん教育基本法第 14 条 2 項に基づいた政治的中立性を確保す

ることが求められているとともに、教員については、学校教育に対する国民の信頼を確保

するため公正中立な立場が求められ、法令に基づく制限などがあることは記載されてい

る。しかし、選挙権年齢の引下げが行われたことを契機に、習得した知識を活用し、主体

的な選択・判断を行い、他者と協働しながら様々な課題を解決していくという国家・社会

                                                   
9 総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011） 



ISFJ2015 最終論文 
 

10 

 

の形成者としての資質や能力を育むことが、より一層求められ、政策形成の仕組みや選挙

の仕組みなどの政治や選挙の理解に加えて現実の具体的な政治的事象も取り扱い、生徒が

有権者として自らの判断で権利を行使することができるよう、具体的かつ実践的な指導

（主権者教育）を行うことが重要であると述べられた。10 

また、主権者教育の実施に先立ち、2015（平成 27）年 6 月に文部科学省から「政治や

選挙等に関する高校生向け副教材」が発表された11。これは、主権者教育として効果があ

る実際の例（模擬選挙・模擬請願・模擬議会）の資料を生徒配布用と教師用の二つが作成

され、学校側が判断すれば、すぐに主権者教育が行えるようになっている。また教師用の

資料には、「政治的中立性」を担保するために必要な注意事項が例ごとに記載されてお

り、教師の負担軽減にもつながるであろう。 

 

第４節 主権者教育の課題（政治的中立性） 
我が国の現行教育基本法の第 14 条第 1 項には、「良識ある公民たるに必要な政治的教育

は、教育上これを尊重しなければならない。」と規定があるが、学校教育においては、社会

科に占める公民の時間自体が極めて少なく、その内容についても、政治的テーマ等を取り扱

うこと自体、「政治的中立性」ということからタブー視されてきた傾向がある。それは、同

じく教育基本法第十四条第二項にある「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこ

れに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」という条文を根拠に、我

が国では政治的中立性の要求は非政治性の要求とされてきたのである。 

一方で諸外国では政治的中立性を克服している。イギリスにおいては、1998 年に｢クリッ

クレポート｣が発表され、それを基に 2002（平成 14 年）年から中等教育において｢シティ

ズンシップ｣という教科が必修となった。ここでは、学校における政治教育の鍵は｢争点を知

る｣ことにあるとされ、制度や仕組みの学習ではなく、時事的、論争的な問題に対する意見

の発表、議論を中心としている。 

また、ドイツにおける政治的中立性とは、対立する立場をフェアに紹介することと理解さ

れており、それぞれの立場について正確な情報を伝えることが重要とされている。そしてこ

うした考え方を政治教育の原則として明確にしている。 

常啓発研究会の報告書にもあるように、我が国において学校教育のカリキュラムに政治教

育を位置づける場合には、こうした諸外国の事例も参考に、その大前提として、政治的中

立性の原則をしっかり議論し、明確にする必要がある 

 

第５節 日本と他国の主権者教育の比較 
我が国の主権者教育がどの程度遅れているのかを把握する上でも他国の現状を分析する

ことは大変重要である。特に 1990年代以降のシティズンシップ教育の新展開には、政治

的な市民の育成を目指す政治教育の要素が強く反映されている。そこでまずは他国で行わ

れている主権者教育の一例をここに並べたいと思う。 

 

                                                   
10「高等学校における政治的教養と政治的活動について」 
11 文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
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① イギリスの主権者教育12 

まずイギリスでは、政治学者のバーナード・クリックらが中心となって、シティズンシ

ップ教育に関する政策文書「クリック・レポート」が発表され、これに基づき、ナショナ

ル・カリキュラムの中にシティズンシップという教科が設定されて、２００２年から中等

教育段階で必修となっている。「クリック・レポート」では、「社会的道徳的責任」、

「共同体への参加」、そして「政治的リテラシー（政治的判断力や批判力）」というシテ

ィズンシップを構成する三つの要素が挙げられ、その中でも「政治的リテラシー」が重視

されており、政治文化の変革を担うアクティブ・シティズンの育成のためには、「政治的

リテラシー」を中心にした政治教育を、シティズンシップ教育のコアに位置づけることが

必要とされている。また、「クリック・レポート」においては、論争的課題を扱う場合の

教育手法として、教師が中立的なチェアマンになる「Neutral Chairman approach」、バ

ランスのとれた議論になるように教師が均衡をとる「Balanced approach」教師が明示的

に自分の意見を言う「Stated Commitment approach」という、３つのアプローチを組み合

わせて行わなければならないとされている。これにより、学校における政治教育では、時

事的・論争的な問題に関する意見の発表や討論への参加が中心であり、単なる制度や仕組

みの学習ではなく、対立を解決するためのスキルを身につけることを目的としている。そ

の他、学校教育以外の活動としては、全国から選出された１１歳から１８歳までの若者議

員等で構成する若者国会があり、年１回、下院議会の議場で会議を行う。若者議員の選出

母体は学校単位で、ユースセンターが中心になって選挙活動が行われており、議員の構成

は、男女ほぼ半分ずつで、多様な人種、民族的なバックグラウンドが反映され、特定の層

に極力偏らない配慮がなされている。 

 

② ドイツの主権者教育13 

ドイツの政治教育においては、戦後民主主義の擁護という目的のもと、１９５２年に連

邦政治教育センターが設立され、民主主義教育が進められた。政治教育機関である当セン

ターでは、各州の政治教育センターや民間の政治教育機関などと連携して、政治情報に関

する刊行物や教材等の出版、教員やジャーナリスト、政治家などを対象にしたセミナー、

児童生徒による政治教育コンクール等を展開している。また、当センターは国会の監督を

受けており、連邦議会議員により構成された理事会が活動をチェックしている。また、ド

イツでは、１９９８年にベルリンの大学生を中心に結成された「クムルス」というグルー

プが、アメリカで開発された模擬選挙である「Kids Voting」を参考に、「ジュニア選挙

(Juniorwahl)」を考案した。ジュニア選挙は、政府の財政的な補助のもと、国家機関の積

極的な協力により行われており、内容的にもその中立性と公開性が保障されている。ジュ

ニア選挙では、単に選挙の重要性を抽象的に訴えるのではなく、クルムスから送られた教

材を基に、いま実際に行われている選挙での争点、各党の政策や戦術を学校の授業で学

び、良く理解した上で投票をすることを求めている。その目指すところは、選挙を手がか

りにして現実の政治について学ぶことである。一方、学校教育においては、反ナチズムの

不徹底等に対する批判と、政治教育を学校教育で行う際の中立性確保の問題意識から、ボ

イテルスバッハ・コンセンサスと呼ばれる政治教育の原則が確立された。この原則におい

て、①生徒を圧倒することの禁止、教師は自分の考えを生徒に押しつけてはならない、②

学問的、政治的に論争がある事柄は、論争があるものとして伝えなければならない、③政

                                                   
12総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011） 
13総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011） 
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治教育は生徒一人ひとりが自分の関心や利害に基づいて、政治に影響を与えることができ

るような能力を身につけさせる、ということが定められている。これにより、生徒に自分

の意見や政治的ポジションをもたせることが、政治教育の目標とされている。また、この

原則は、各州の学習指導要領等においても取り込まれ、ベルリン他３州で使われている小

学校の政治教育の学習指導要領には「教員は、議論の中で個人的な見解として自らの意見

を表明することができるが、それが生徒を圧倒し、唯一の意見や理解として受けとめられ

たり、成績評価の基準となってはならない」との旨が規定されている。これらのことか

ら、ドイツにおける政治的中立性とは、対立する立場をフェアに紹介することと理解され

ており、政治的論争においては、厳密に中立であることは必ずしも要求されず、特定の党

派性に立たず、それぞれの立場について正確な情報を伝えることが重要とされている。 

 

③ アメリカの主権者教育14 

 アメリカの政治教育においては、小学校の段階で、情報源の必要性を徹底的に教え込

み、自分の意見を決める判断力の訓練が行われており、情報を確認することなく投票する

ことによって陥る結果（投票の罠）や投票行動決定の手順を学ぶ。また、時事問題に関す

る争点学習は有権者教育の基本と考えられており、具体的な争点について議論する際に

は、教師は争点学習が円滑に進むよう賛成・反対のガイドラインを提供し、生徒にその立

場を明確にさせ、生徒自らがマスメディア等から情報を収集し判断するといった、共通原

則に基づき行われている。争点学習は、子どもにとって受け身の教育であってはならず、

自らが情報を集め、考え、そして論理を組み立てて判断しなければならないとされている

ため、アメリカの各マスメディアはそれぞれのスタイルで、政治教育や争点学習に貢献し

ている。ＭＴＶやＣＮＮなどでは、若者や子供向けの選挙に関する報道番組がテレビ放映

され、全米公共ラジオ（ＮＰＲ）でも、政治的な争点を取り上げ専門家が議論を行う、若

者向けのラジオ番組が放送されていた。また、ニューヨーク・タイムズ紙では、十代の子

どもを対象としたニュースや争点を提供する雑誌を発刊している。このため、アメリカで

は、マスメディアが提供する子供ニュースやデータベース等が、有権者教育において必須

の手段となっており、政治に関するメディアリテラシー教育が重要となっている。また、

学校教育以外の活動としては、大学が運営する高校生向けの模擬国会があり、東海岸の多

くの有名大学で実施されている。その１つであるプリンストン大学の「モデルコングレス

（模擬国会)」では、各校を代表する高校生約１千人が連邦議員として参加し、大学が用

意したマニュアルに沿って、各自が持ち寄った法案を委員会や本会議で審議する。 

その他に、アメリカでは、「Kids Voting」と呼ばれる非営利団体が運営する模擬大統領

選挙プログラムがあり、２００４年１１月の大統領選挙において、約１５０万人の子ども

たちが、１１万ヵ所の模擬投票所で投票した。また、２００８年の大統領選挙において

は、「NSPME（全米親子模擬選挙）」という団体が主催した子ども模擬選挙に５１２万人

が参加している。選挙自体が有権者教育にとって最大のイベントであり、将来の有権者に

とっても最良の教材と考えられている。 

 

④ スウェーデンの主権者教育15 

最後にスウェーデンの主権者教育を紹介する。スウェーデンでは、１９７０年代後半以

降、若者の政治離れが進み、青少年を対象とする各種のプログラムは変更を迫られた。そ

                                                   
14総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011） 
15総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011） 
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のような中で、１９８６年に若者の中から青年大臣が任命され、若者に関連する諸問題に

対する特別の任務が与えられた。１９８９年に全国青年委員会が提出した最終報告書で

は、若者の意思決定への参加を進め、社会に対する影響力を高めるために必要な提案をし

ており、その後、若者政策法の制定、国立青少年庁の設置、ユースレポートの公表などが

行われた。地方自治体（コミューン）においても、国の青年政策と連動させながら政策を

実施しており、街づくりに子どもや若者を積極的に参画させるなど、独自の青年政策を策

定し実現に向け動いている。また、１９４７年に全国青少年協議会（ＬＳＵ）が設立さ

れ、体 

験の共有と相互学習のためのミーティング・スポットとして研修や情報提供を行い、若

者の社会的影響力を増すための活動を行っている。運営費は国費でまかなわれており、プ

ロジェクトごとにともなう助成金という形態で獲得している。一方、学校教育において

も、学校教育法で学校民主主義の思想が明確に条文化されているため、教職員と生徒によ

って構成された評議会で、予算や科目編成、教職員の勤務形態まで、学校にかかわる重要

事項を決定している高校もある。その他に、スウェーデンでは中高生が投票参加できる学

童投票（模擬投票）があり、政府と若者団体が一体となって実施している。学童選挙の期

間中は、グループワークとして、生徒に政党や立候補者の政策等を調査させるなどの関連

した授業やディベートのほか、政党を学校に招いての討論会が行われることもある。数十

万人の生徒が国政選挙に先立って投票しており、国内の多くの学校が参加するイベントと

して教育の一環に位置づけられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 政治教育の捉え方 政治的中立性、 

および主権者教育の学習の仕方 

日
本 

・教育基本法(政治教育)第 14 条 1 項「良識ある
公民として必要な政治的教養は、教育上尊重され
なければならない」という条文をもとに、選挙制
度や政治の仕組みを学ぶ。 

・「昭和 44 年通達」、教育基本法第 14 条
2 項「特定の政党を支持し、又はこれに反
対するための政治教育その他政治的活動
をしてはならない」という規制条文のも
と厳しく規制。 

英
国 

・時事的・論争的な問題に関する意見の発表や討
論への参加が中心、単なる制度や仕組みの学習で
はなく、対立を解決するためのスキルを身につけ
ることが目的。 

・「クリックレポート」をもとに教師が中
立的なチェアマンになり、バランスのと
れた議論になるように教師が均衡をと
り、また教師が明示的に自分の意見を言
うという、３つのアプローチを組み合わ
せて行うことによって政治的中立性を保
つ。 

ド
イ
ツ 

・生徒一人ひとりが自分の関心や利害に基づい
て、政治に影響を与えることができるような能力
を身につけさせ、生徒に自分の意見や政治的ポジ
ションをもたせる。 

・政治的論争においては、厳密に中立であ
ることは必ずしも要求されず、特定の党
派性に立たず、それぞれの立場について
正確な情報を伝えることが重要とされて
いる。 

米
国 

・情報の必要性を徹底的に教え込み、自分の意見
を決める判断力の訓練が行い、情報を確認するこ
となく投票することによって陥る結果（投票の
罠）や投票行動決定の手順を学ぶ。 

・生徒自らがマスメディア等から情報を
収集し判断するといった、共通原則に基
づき行われている。争点学習は、子どもに
とって受け身の教育であってはならず、
自らが情報を集め、考え、そして論理を組
み立てて判断しなければならない。 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン 

・民主主義の教育が小学校の段階から徹底され
ている。自己主張できる自主的な人間を育てる教
育、そして平和や人権や民主主義について深く学
ぶ。 

・学校教育法で学校民主主義の思想が明
確に条文化されているため、教職員と生
徒によって構成された評議会で、予算や
科目編成、教職員の勤務形態まで、学校に
かかわる重要事項を決定している高校も
ある。 

（総務省・常時啓発事業のあり方等研究会（2011）を基に筆者作成） 
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以上のように他国では政治的中立性を確保しながら主権者教育が行われてきた。(上図

参照)日本においては、他国に比べると積極的な主権者教育は行われてこなかった。主権

者教育がなされなかった大きな原因は、教育基本法第十四条第二項にある「法律に定める

学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をし

てはならない」という条文を根拠にした「政治的中立」の問題である。これは、戦後日本

のイデオロギー対立の中で、教育の政治的中立が過度に強調された、ということが挙げら

れる。そのため教育の現場でも、扱うのが難しい政治教育は敬遠されていたのが現状であ

る。しかし他国では主権者教育がかなり前から盛んに行われており、また学校教育の現場

の中でも特別扱いされることもなく、すでに日常の中で当たり前に行われているのであ

る。このように、日本の主権者教育はかなり遅れをとっていると言える。 

第 6節 問題意識 
「第一節 日本人の主権者意識」でも触れたが、我が国では、投票率の低迷状況、とり

わけ 20代の投票率の低さが問題視されている。投票率が低いことが、それほど問題なの

かという疑問が生まれる恐れもあるが、私たちの生活の中には、ありとあらゆる場所に政

治がいる。例えば、歩行者や車は交通ルールにのっとり動く。小学校・中学校で習う内容

においても政治に深く関係しており、政治で決定された沢山の法律の下で社会は動いてい

るのである。こうした決定を誰が担っているかといえば政治家であり、政治家が決定を担

う正統性がどこから与えられているかといえば、いうまでもなく主権者としての国民が代

表を選出する手段である「選挙」にある。 

 では、若者の投票率が低いとどうなるか。政治家・政党は、当選あるいは政権奪取のた

めの行動に出る。すると、投票に行ってくれる層、自分たちを支持してくれる層を狙って

政策を提示することになる。言い換えると、政治家にとってみれば、必ず投票に行ってく

れる層に比べて投票に行かない層の政策での優先順位は劣ることとなり、政党が多くの議

席を確保すれば、予算という形で投票行に行く層に配慮された予算配分が導かれることと

なる16。 

 超少子高齢社会となりつつある日本は、今後も若者の人口が減少していくことが予想さ

れる。その流れに逆らわずに、若者が選出する代表者が選出されて行かなければ、上述し

た傾向は強まる一方であろう。そこで、18歳選挙権を受けた今、若者の投票率および主権

者意識を向上させる絶好のタイミングであると考える。若者の意見が政治に反映されにく

い現状であることを問題意識とし、次章以降で、教育が主権者意識、投票率に与える影響

を検証していく。 

 

 

 

 

 

                                                   
16 中谷美穂（2011） 
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第 2章 先行研究および本稿の位置づけ 

第１節 先行研究 

本章では主権者教育の大学導入に関する必要性を説いた研究と、主権者教育の主な教材

として挙げられる模擬選挙に関する研究を本研究の先行研究とする。先行研究ではシティ

ズンシップ教育の枠組みとして研究されている。本研究では主権者教育をシティズンシッ

プ教育の政治参加教育に内包された、ニアリーイコールの関係であると捉えているため、シ

ティズンシップ教育についての研究を先行研究として選出した。 

まず、高橋（2014）では 70 年代の T.マーシャルのシティズンシップの定義からこれまで

のシティズンシップ教育論の背景についてと、日本におけるその教育論の議論状況とこれ

までの実践では「政治的シティズンシップ」決定的に不足しているなどの問題点について紹

介している。小中高までのシティズンシップ教育の研究と実践は存在するが大学教育に関

しては存在せず、また若者の投票率の低下は問題とされるも大学での大学におけるシティ

ズンシップ教育については述べられてこなかったことを指摘する。大学大衆化時代におけ

る大学教育が果たすべき社会的責任として「市民教育」あるいは「政治的シティズンシップ

教育」を位置づけ、教育実践を通じてその具体的な内容を構想することは重要である（高橋

2014 p187）として大学での導入の必要性を述べている。加えて大学でのシティズンシップ

教育を行うにあたってなすべき点についても述べられている。 

次に、松田（2014）では、近年市民参加への期待が大きくなる中で、能動的シティズンシ

ップを備えた市民育成が重要であり、その市民育成にシティズンシップ教育が寄与し得る

ことを指摘。さらに市民育成で初等・中等教育だけだは不十分とも指摘し、市民参加の当事

者である成人へのシティズンシップ教育が必要だと主張。成人へのシティズンシップ教育

を担う機関として NPO との対比により哲学的視点の醸成と論理的思考の能力育成という

点から大学の可能性を描出している。その上で大学が担うシティズンシップ教育の役割を

「普通の知識」の提供者としての市民と能動的市民の２つの市民像に焦点を当てて整理し

ている。 

そして、林（2013）では主権者教育の主な教材として扱われる模擬選挙について述べら

れている。模擬選挙に参加者数が増加していること、先行研究分析として模擬選挙の実践の

例を大別、模擬選挙の現状について紹介。意識調査を行い、模擬選挙の参加の有無で政治関

心が変わることをクロス集計から導き出している。模擬選挙の役割として（1）政治への興

味を深めるきっかけ（2）投票で民主主義や政治を体感する（3）意思決定を学び政治への関

心が深まる（4）将来的な投票率増加と家族地域への増加効果（林 2013 p74）と整理し模

擬選挙が未成年への主権者意識を高めることが可能であり、その効果は高いと主張してい

る。 

高橋（2014）松田（2014）では大学でのシティズンシップ教育の必要性を唱えるもので、

大学での実践は少ないのが現状である。また林（2013）では高校での実践が多い。一方で大

学についての実践は数少ない。 
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第２節 本稿の位置づけ 
本稿では主権者教育の実践を明治学院大学で行い事前、事後のアンケート調査を実施す

る。実践でのプログラムは、NPO 法人 Rights 副代表理事の西野偉彦氏（松下政経塾政経

研究所研究員、慶應義塾大学大学院・メディア研究科修士課程)17が考案した「社会的意思

決定学習」について、新たな主権者教育プログラムの事例として紹介する18。また、その

プログラムの一環として、実施前後のアンケート調査で得られたデータをクロス集計し、

プログラムの効果と高校生と大学生の主権者教育実践前後での政治的リテラシーの獲得度

の違いや政治意識についての比較など行い、主権者教育としての効果を検証する。  

また、先行研究より、小中高校においてシティズンシップ教育、主権者教育研究の枠組み

として過去多く存在する一方で大学での取り組みは少ないことがわかった。私たちが提言

する主権者教育の研究については非常に少ないのが現状である。そのため本研究では我々

が実際に実践した記録を基に書いた本稿を、大学における主権者教育の数少ない研究とし

て位置付け、主権者教育の大学への導入を提言する。加えて、１８歳選挙権を受けて、主権

者教育が国内で広く普及していくことを、将来のビジョンとして提言する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 西野氏は西村万里子研究会出身で、2011 年度（平成 23 年度）神奈川県立湘南台高等学

校シチズンシップ教育アドバイザーを務めるなど、主権者教育を専門としている。

http://www.mskj.or.jp/profile/nishino.html（松下政経塾 HP の西野氏紹介）参照。 
18 西野偉彦（2015） 

http://www.mskj.or.jp/profile/nishino.html
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第３章 分析 

第１節 主権者教育の新プログラム 

本実践では、前述の西野氏が考案した｢社会的意思決定学習｣を分析モデルとして扱う。

その理由として「①政治的中立性に留意する必要がない②実際の教育現場で懸念されてい

る授業時間の兼ね合いを解消できる」19可能性があるという点である。 

① 政治的中立性 

これは後述する「主権者教育」の副教材と｢社会的意思決定学習｣の比較で指摘する点で

はあるが、副教材ではテーマ設定において、知事選という、地方自治に関わる政治的なテ

ーマを取り扱う(ただし、架空の候補者や政党を設定し、公職選挙法に抵触しないレベルで

は、中立性が担保されている)ため、担当教諭の個人的な政治的信条、主義主張が含まれて

しまう可能性がある。他方、｢社会的意思決定学習｣は、政治的なテーマ設定を避け、生

徒、学生にとってより身近な課題を中心に取り扱うため、政治的中立性が確約されている

と考えられる。 

② 授業時間との兼ね合い 

教育現場では｢時間の確保｣が導入において大きな障壁となっている。18 歳への選挙権引

き下げをうけた NHK によるアンケート調査では、主権者教育のために新たに配布される

副教材を教える時間を確保できるか尋ねたところ、｢確保できる｣が 41％、｢確保できない｣

が 59％20で、多くの高校で｢時間｣との兼ね合いが懸念されている。その点で、｢社会的意

思決定学習｣は 1 コマ、あるいは 2 コマでの実践、完結が可能であるため日をまたいでカ

リキュラムを遂行する必要がなく、生徒、学生にとって身近なテーマ設定をしたことで、

事前学習にかける労力を省くことができていると考えられる。 

 

第 2節 新プログラムの内容 

第１項 概要 

主権者教育プログラム｢社会的意思決定学習｣は、公職選挙法の改正に伴い、選挙権年齢

が 18 歳以上に引き下げられ(18 歳選挙権)、来年度の参議院選挙から選挙権を有すること

になる(もしくはすでに選挙権を有している)高校生、大学生を対象に｢社会の意思決定｣と

しての役割を担う｢政治｣に参加する意義について学ぶものである21。今回は、明治学院大

学の学生を対象として実施した。プログラムの特徴は、実存する政党、政策の使用を避

け、対象者にとってより身近なテーマ(今回の実施においては、大学から各サークルに分配

される補助金をどのような基準で分配するか)を争点に設定することで、より当事者意識を

                                                   
19 西野偉彦（2015） 
20 10 月 25 日 NHK ニュース 
21 本論文参考資料の｢社会的意思決定学習｣ワークシート（西野氏考案）参照 
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持ってテーマに取り組むことができる22。このプログラムの流れは、テーマに関するグル

ープ討論を行う前に、自分が良いと思う選択肢（A）、（B）、（C）を選び１回目の模擬

投票を行う。その後、自分が選んだ選択肢と関係なく、自動的に選択肢（A）、（B）、

（C）の担当を生徒に振り分け、自分が担当する選択肢の長所や短所について、グループ

討論やミニ立会演説会を経て、３つの選択肢をより深くかつ多角的に考えた上で、最後に

2 回目の模擬投票を実施するというものだ。このプロセスを通じて、2 回の投票での各生

徒の意見の変化を観察するのである。 

また、プログラムの実施にあたって、事前事後のアンケートを行う。これは生徒個人の

政治信条、主義主張に触れたものではなく、単純に政治への興味、関心について、プログ

ラムがどのような変容を及ぼすかを分析するものである23。 

 

第２項 文部科学省・総務省の「副教材」24との比較 

ここで、文部科学省と総務省が発表した「政治や選挙等に関する高校生向け副教材」と「社

会的意思決定学習」の比較分析をすることで、実践に向けての理解を深めるとともに、２つ

の相違点をまとめる。 

文科省発表の副教材は①模擬選挙②模擬投票③模擬請願④模擬議会の四つである。以下

に特徴と相違点をまとめ、最後に社会的意思決定学習との違いを検証する。 

 

  文部科学省と総務省による副教材  

社会的意思決定学習 模擬投票・選

挙 

模擬請願 模擬議会 

 

 

特徴 

地方自治に関
わる課題をテー
マとして採用し、
グループ内での
意見交換を行い、
個人演説会を経
て投票に移る。 

直接民主制の
表れである「請
願」について学
び、「請願」という
形で解決策の提
案を行う 

我が国の国会
の議案審査過程
を用いて、争点的
に学習を展開す
る。 

・副教材との大きな差は
設定テーマとして政治的
問題を一切用いないとい
う点である。また、既存
の 3 つの投票対象となる
解決策とは別に「第四の
策」の提示を行う。 

政治的中立

性をめぐる

問題につい

て 

・テーマとし時事問題を扱うため事前学習の段階で、親
や教員の政治的信条や主義主張が刷り込まれる可能性が
あり、政治的中立性の確保が難しい。特に、模擬請願は、
直接、議員の話を聞く機会もあるため、生徒や学生が議員
の意見に流される危険性も指摘される。 

・いわゆる政治問題では
なく、身近なものに置き
換える（例、生徒会予算
の分配方法など）ため、
政治的中立性の確保がで
きる。 

                                                   
22西野偉彦（2015） 
23本論文参考資料の｢社会的意思決定学習｣ワークシート（西野氏考案）参照 
24文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
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効果 

 

・実際の選挙を
想定したリアル
な授業が展開さ
れるため、授業で
習得した思考プ
ロセスを実社会
において反映さ
れやすい。 

・模擬請願を通
して政治がより
身近なものにな
る。地域の人々と
交流し、社会参加
についても肌で
感じることがで
き、多くの人から
聞くことで多種
多様な意見、価値
観を受容する力
を育成する事が
できる。 

・議会における
法案成立までの
審議過程を体験
し、選挙制度や議
会制度を学び、社
会の課題につい
て考えるととも
に、政治参加の重
要性について考
察させ、生徒一人
ひとりが積極的
に社会に参加し
ようとする意欲
と態度を育成。 

・時事的政治問題とはか
け離れたものを扱うた
め、実社会における政治
的意思決定のプロセスが
わかりにくく、即応性は
ない。 

 

 

教育現場で

の適応性 

・選挙管理委
員会との合同で
行うため、長い連
続した授業にな
り、学校側の判断
だけで進めるこ
とはできない。 
【必要授業時間
数 4~5】 

・事前準備（仕
組み、制度の学
習）を行ってか
ら、請願書の作成
に取り掛かる。そ
の後地域の議会
事務局からアド
バイスをもらう、
など段階を踏ん
だ学習を必要と
する。 
【必要授業時間
数 4】 

・議会におけ
る法案成立まで
の過程を学ぶた
め、当然連続した
学習が必要とさ
れる。 
【必要授業時間
数 5】 

身近なものを取り扱う
ため、選挙管理委員会な
どとの協力は基本的に必
要ない。また一つの授業
で完結できるようになっ
ているため、学校側はこ
のプログラムのために大
幅なスケジュール変更を
強いられない。 
【 必 要 授 業 時 間 数
1~2 】 

（文部科学省 HP より筆者作成） 

 

①模擬選挙25 

模擬選挙は，実際の選挙ではなく，架空の選挙として行うものである。架空の選挙として

行うことにより，学校の計画に基づき自由な時期に行うことが可能となる。また，架空の候

補者や政党を設定し行うことから，公職選挙法にとらわれず，より自由な学習活動を行うこ

とができるという利点がある。 

 まず、投票にあたって個人とグループによる事前学習を行う。方法は、新聞記事等から各

個人が、自分が考える自らの地域の課題を 3 つ選択し、グループ内で各課題の選択理由、現

状、自分の意見を提起し合う(意見交換)。生徒に自分の意見を明確化させた上で，候補者の

選挙公報等を配布する。選挙公報は選挙管理委員等が作成したものを利用し、生徒に自分の

意見と候補者の政策を比較させ，候補者を評価させる。また、同時に実際の選挙のスケジュ

ール，投票方法，選挙運動の種類，候補者の政見を知る方法等の実践的知識も事前学習に入

れ込む。 

 次に各候補者が独自の政策についての合同個人演説会を行う。選挙公報等の文章では伝

わらない候補者の「表情，声，雰囲気，表現力等」を感じることができ，選挙公報等の文章

だけでなく，あらゆる観点から候補者を評価しなければならないことを実感する事が目的

である。以上の事前学習と、合同個人演説会を終えた後、実際に投票するという流れである。 

 模擬選挙では、実際の選挙を想定したリアルな授業が展開されるため、授業で習得した思

考プロセスを実社会において反映されやすいという利点の一方で、実際に起きている時事

的社会問題について触れることから、親の政治的価値観が子どもに刷り込まれる可能性が

あること、教師側の政治的中立性をどう担保するかが課題になる。また、選挙管理委員会と

の合同で行われるものなので、学校だけで全過程を行えないことから、学校と専管の協力体

                                                   
25文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
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制が必須である。 

 

③ 模擬投票26 

 模擬投票は、①模擬選挙と違い、実際の選挙を題材とした模擬選挙を行う。実際の選挙に

おいて発信されるまさに現実の情報に生徒が触れ，自分の考えを深め，判断していくという

活動が、選挙や政治をより身近なものに感じさせるとともに，将来の主体的な投票行動へと

つなげていくことができる。しかし、①模擬選挙以上に、政治的中立性の確保が難しく、円

滑な実施のためには選挙管理委員会等の協力を得ることが不可欠である。特に選挙期間中

に合わせて実施する場合、公職選挙法に抵触しないよう細心の注意を払う必要がある。 

 

③模擬請願27 

 間接民主制をとる日本では投票することが主な政治参加の手段であるが、直接民主制の

現れである請願を学ぶ。模擬請願を通して地域の願いを知る、公益を考えて書面に仕上げる、

振り返るという流れを通して生徒が課題を把握するとともに、請願という形で解決策の提

案を行うことについて学習する。模擬請願を通して政治がより身近なものを実感させるこ

とが本学習のねらいである。 

事前準備として間接、直接民主制、地方自治の仕組み（首長と議員の役割）について学ぶ。

特に地域の政治制度について学び、国政でなく地方自治について学習することでその地域

の「当事者」意識と地域の政治を身近に感じることができる。次に模擬請願の作成では、保

護者または地域の人々にインタビューを行うことで、その地域の課題に着目する。その後、

グループワークで優先順位を決め、実際に請願書を記入し、議会事務局を通じて直接議員と

会い、製作した請願書を見てもらい改善点や実現への方法などを聞いて実際に議員から話

を地域について聞くことで投票するだけでなく、積極的に地域について考えるような市民

の在り方を学ぶことができるものとなっている。 

地域の人々と交流することで社会参加についても肌で感じることができ、多くの人から

聞くことで多種多様な意見、価値観を受容する力を育成する事ができる。また、議員と直接

会うことで、政治、政治家を身近に感じる。直接議員から助言をうけることでさらによい教

育効果が期待でき、議員から話を地域について聞くことで投票するだけでなく、積極的に地

域について考えるような市民の在り方を学ぶことができる。 

一方で、模擬請願は直接民主制の表れとしているが、実社会においては請願よりむしろ投

票することが政治参加の手段としては主要でるため模擬投票や間接民主制における議員側

の立場を学ぶ模擬議会のほうが実効的だと考える。また、政治的中立性についても、生徒が

自主的に活動するので偏った意見だけに縛られないよう促す必要性がある。加えて、議員か

ら指導を受ける際にも中立性の確保を留意するように多くの異なる会派の議員を呼ぶ必要

があることや、支持の呼びかけを行わないようこの授業の内容をあらかじめ議員に伝える

ことも必要となり、政治的中立性を確保するプロセスがより複雑となる。 

 

 

 

 

                                                   
26文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
27文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
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④ 模擬議会28 

 模擬議会は平成 23 年度より神奈川県立湘南台高校29が実践しており、文部科学省の副教

材にも参考とされている。湘南台高校では高校一年生を対象に、政治参加意識を高める目的

で行われている。 

この単元の目指すべき目標は、模擬議会を通して、議会における法案成立までの審議過程

を体験することで、選挙制度や議会制度を学び、社会の課題について考えるとともに、政治

参加の重要性について考察させ、生徒一人ひとりが積極的に社会に参加しようとする意欲

と態度を育成する目的で行われ、政治参加に対する関心を高めるだけではなく、自分の意見

と他人の意見の根拠を比較することで、現実社会において様々な意見や立場があることも

理解することができる。 

 模擬議会における議会とは，有権者による選挙で選ばれた議員が法律などを制定する合

議制の機関の総称とし，形式的には我が国の国会をモデルとする。我が国の議会には，国会

のみならず，都道府県議会や市区町村議会が存在し，両者には議院内閣制と二元代表制とい

う違いがあるものの，議案の審議過程において大まかな流れは共通している。国会の形式を

採用する理由としては，議院内閣制において生じる与党と野党という対立構造が，争点を理

解する学習の上で役立つためである。 

 また，模擬議会において扱う議案に関しては，国会で扱うものと限定するのではなく，柔

軟に様々な範囲の議案を設定したい。後述のとおり「身の回り−地域（ローカル）−国（ナシ

ョナル）−国際（グローバル）」という異なる範囲の課題を議案として採用することによっ

て，生徒の視野を広めることが可能となる。 

 平成 23 年度に行われた県立湘南台高校での模擬議会では「太陽光発電、消費税の増税、

ゴミ袋の有料化」というテーマで行われ、当時メディアでも多く報道されていた政治的争点

で行われ、同時に湘南台高校では、授業の際に生徒への理解度を調査するためにアンケート

調査を行った。 

まず、政治に対する「意識」を見るための、「政治を身近に感じていますか」の問には、

肯定的な回答が事前と事後で 22％から 51％に上昇した。また、「政治に関して興味や関心

を持っていますか」の問には、肯定的な回答が 37％から 67％に上昇し、「自分の意見を政

治に反映させることができると思い 

ますか」の問には、肯定的な回答が 18％から 44%に上昇した。これらはいずれも大きな変

容が見られた。さらに、「20 歳になって選挙権を得たら、投票に行こうと思いますか」の問

には、事前は肯定的な回答が 73％と非常に高く、事後も 82％とさらに上昇した。 

次に政治に対する「意見」を見るための、「選挙権を 18 歳に引き下げるという議論があ

りますが、この議論に賛成か反対ですか」と「被選挙権の年齢を引き下げるという議論があ

りますが、この議論に賛成か反対か」の問には、前者は肯定的な回答が 49％から 67％へ大

きく上昇し、政治に関する「活動」を見るための、「政治に関して家族や友人と話をします

か」の問に関しては、25％から 43%へはっきりした変容が見られた。 

 アンケート調査から、「模擬議会」を通じて、「政治への興味・関心」と「政治への有効性

感覚」について、事前と事後で大きな変容を見取ることができ、模擬議会の授業を通して、

これら育むことに大きな効果があったとし、グループで討議したり、根拠となる資料を集め

たりすることで、よりよく問題を解決する資質や能力を身につけさせ、主体的、協同的に取

                                                   
28文部科学省「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等について」 
29 「社会的意思決定学習」の考案者である西野氏が、平成 23 年度同校シチズンシップ教

育アドバイザーとして「模擬議会」の立案実施に参画。 
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り組む態度を育てることができたと成果を報告している。 

 確かに湘南台高校発表の成果を見ると、主権者教育の一環として採用価値は十分にある。

しかし、実際の政治問題・社会問題を取り上げることで、一つの意見に議論が集中し、有権

者の一票を誘導することになりかねず、政治的中立性の問題が指導者への負担へとつなが

る。学校が政治的中立性を保ちつつ、教員には中立かつ公正な立場で指導することが必要で、

特定の事柄を強調しすぎたり、一面的な見解を十分な配慮なく取り上げたりするなど、特定

の見方や偏った取り扱いを避けなければならない。 

 

 以上が、文部科学省が発表した「政治や選挙等に関する高校生向け副教材等」である。次

に西野氏考案の「社会的意思決定学習」についてであるが、プログラムの特徴は、実際の政

党や政策を題材として扱うのではなく、学校や家庭など、身近な社会における「正解がない

課題」30をテーマに設定している点である。これにより、副教材で問題点として必ず挙げら

れた「政治的中立性」が確実に確保でき、学校側だけでプログラムを実施できるので、ハー

ドルが低くなると考える。 

 一方で時事的社会問題を取り扱わないことで、果たして実社会においての政治的意思決

定のプロセスを学べるのかについては疑問の余地がある。これについては、事前事後のアン

ケート調査等で検証する。 

 

第３節 事前・事後アンケートのクロス集計結果 

実施は、2015（平成 27）年 10 月 27 日に明治学院大学の学生 107 名(大学 1 年生 12 名、

大学 2 年生 95 名)を対象に行ったもので、西野氏の考案した「社会的意思決定学習」の実践

的取組に、我々が協力・参与観察し、事前事後でアンケートを行った。 

 

以下分析では、「社会的意思決定学習」が政治的有効性感覚、主体性、政治的関心にどのよ

うな影響を与えたかについて、さまざまな視点で分析を行う。(総計 107 名うち無回答 3 名) 

 

【表 1-1】事前事後アンケート 

 政治的有効性感覚、主体性、政治的関心の変容 

  
政治的有効性感覚 主体性 政治的関心 

事前 事後 事前 事後 事前 事後 

点数 2.78 2.31 1.77 1.88 2.21 2.07 

上記は、選択肢を点数化したうえで、各項目に関する平均値を取り、事前事後アンケート

の変容について分析したものである。｢１｣に近づくほどプログラムの実施後に、該当項目に

                                                   
30 本論文参考資料の｢社会的意思決定学習｣ワークシート（西野氏考案）参照 
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おいて向上が見られたと判断され、「４」に近づくほど低下がみられたものとする。 

  

【表 2-1】事前・事後アンケート 

｢政治的有効性感覚変容に対する課外活動経験有無の関係性｣ 

  政治的有効性感覚・あり なし 総計 

課外活動あり 
25（33.7％)→53

（71.6%) 

49(66.3）→

21(28.4%) 
74(100％） 

なし 5（16.6％）→12(40.0%) 
25(83.4%)→18（60．

0％） 

30

（100％） 

総計 30(28.8%)→65(62.5%) 
74(71.2%)→

39(37.5%) 
104(100%) 

 

【表 2-2】事前・事後アンケート｢主体性変容に対する課外活動経験有無の関係性｣ 

    

  主体性あり なし 総計 

課外活動あり 62(83.8%)→64(86.5%) 12(16.2%)→10(13.5%) 74(100%) 

なし 21(70.0%)→24(80.0%) 9(30.0%)→6(20.0%) 30(100%) 

総計 83(80.7%)→88(84.6%) 21(19.3%)→12(15.4%) 104(100%) 

    

【表 2-3】事前・事後アンケート｢政治的関心変容に対する課外活動経験有無の関係性 

  政治的関心あり なし 総計 

課外活動あり 47(63.5%)→56(75.6%) 27(36.5%)→18(24.4%) 74(100％） 

なし 21(70%)→23(76.7%) 9(30.0%)→7(23.3%) 
30

（100％） 

総計 68(65.3%)→79(75.9%) 36(24.7%)→25(14.1%) 104(100%) 

 

 

【表 3-1】事前・事後アンケート 

｢政治的有効性感覚変容に対する課外活動 部長経験有無の関係性｣ 
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  政治的有効性感覚あり なし 総計 

部長経験あり 11(37.9%)→24(82.7%) 18(62.1%)→5(17.3%) 29（100%) 

なし 20(26.6%)→43(57.3%) 55(73.4%)→32(52.7%) 75(100%) 

総計 31(29.8%)→67(64.4%) 73(70.2%)→37(35.6%) 104(100%) 

  

【表 3-2】事前・事後アンケート｢主体性変容に対する課外活動 部長経験有無の関係性｣ 

  主体性あり なし 総計 

部長経験あり 23(79.3%)→28(96.6%) 6(20.7%)→1(3.4%) 29（100%) 

なし 63(84.0%)→61(81.4%) 12(16.0%)→14(18.6%) 75(100%) 

総計 86(82.6%)→89(85.5%) 18(17.4%)→15(14.5%) 104(100%) 

 

 

【表 3-3】事前・事後アンケート｢政治的関心変容に対する課外活動 部長経験有無の関係性｣ 

  政治的関心あり なし 総計 

部長経験あり 19(65.5%)→21(72.5%) 10(34.4%)→8(27.5%) 29（100%) 

なし 54(72.0%)→60(80.0%) 21(28.0%)→15(20.0%) 75(100%) 

総計 73(70.1%)→81(77.8%) 31(29.9%)→23(22.2%) 104(100%) 

 

 

【表 4-1】事前・事後アンケート 

｢政治的有効性感覚変容に対する生徒会活動経験有無の関係性｣ 

  政治的有効性感覚あり なし 総計 

生徒会役員あり 9(24.2%)→29(78.3%) 28(75.6%)→8(21.7%) 37(100%) 

なし 21(31.4%)→31(46.2%) 46(68.6%)→36(53.8%) 67(100%) 

総計 30(28.8%)→60(57.6%) 74(71.2%)→44(42.4%) 
104

（100%） 

 

【表 4-2】事前・事後アンケート｢主体性変容に対する生徒会活動経験有無の関係性｣ 

  主体性あり なし 総計 
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生徒会役員あり 30(81.1%)→29(78.4%) 7(18.9%)→8(21.6%) 37(100%) 

なし 55(82.1%)→62(89.6%) 12(17.9%)→7(10.4%) 67(100%) 

総計 85(81.7%)→91(87.5%) 19(18.3%)→15(12.5%) 
104

（100%） 

 

【表 4-3】事前・事後アンケート｢政治的関心変容に対する生徒会活動経験有無の関係性｣ 

  政治的関心あり なし 総計 

生徒会役員あり 25(67.6%)→29(78.3%) 12(32.4%)→8(21.6%) 37(100%) 

なし 50(74.7%)→51(76.2%) 17(25.3%)→16(23.8%) 67(100%) 

総計 75(72.1%)→80(76.9%) 29(17.9%)→24(23.1%) 
104

（100%） 

 

第４節 結果の解釈 

以上、事前事後アンケート結果の集計、「社会的意思決定学習」実施による変容を整理す

ると、本プログラム実施後、政治的有効性感覚において 0.47 ポイント、政治的関心におい

て 0.14 ポイントの向上がみられる。政治的有効性感覚が向上した要因としては、2 回のグ

ループ討論、一度の立会演説を経て、全体として意見の変容がみられた(事前投票 A31 票

B42 票 C21 票→最終投票 A14 票 B46 票 C 28 票)ことが実体験として刷り込まれたことが

大きな要因となっており、事後アンケートの自由記述欄でも、「グループ討論で、課題に対

して様々な視点でとらえることで自分の意見が変化した」という回答が多くみられた。 

 本プログラムは政治への興味関心や、有効性感覚には効果を見せた一方で、政治参加に対

する主体性という点では、効果が薄いと言える。アンケート結果を見ても、全体としては

0.11 ポイントと主体性意識が減退しており、学生の性質(課外活動に入っているかいないか、

部長経験の有無、生徒会役員経験の有無)ごとに分類した結果をみても、多く性質において

主体性意識は減退あるいは、変化が少なかった。 

 先に挙げたように、「社会的意思決定学習」では、設定テーマとして学生、生徒にとって

より身近なテーマを用いている。このことが、政治関心や、政治的有効性感覚の上昇、下降

にはつながらないという成果を得た一方で、主体性(政治に積極的に参加する姿勢) に関し

ては成果を得られなかった。その要因としては、大学生を対象に身近なテーマを設定した場

合、高校生に比べて抽象的な思考能力が発達しているため、より現実的な課題と向き合って

取り組みたい、という意識が強いという点が挙げられる。 

 最後に、西野氏の「社会的意思決定学習」の実施の際の参与観察を通じて考えたのは、主

権者教育の実施にも段階があるということである。主権者教育を行う目的は「政治的リテラ

シー」（政治的判断力や批判力）を高めることであり、その結果として投票率が向上する。 

 今回、大学生に向けて「サークル活動への予算配分」という非政治的なテーマで実践する

にあたって、我々は成人し、選挙権を得た年代にこのテーマで行っても、議論は滞り、いい
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結果は得られないのではないかと懸念していた。しかし、参与観察という立場で、学生たち

の議論を見ていると、予想もしてないほどの盛り上がりを見せていた。違う意見を納得させ

るために、論理を組みたてたり、他者の意見と同調したりと、身近なテーマにも懸命に考え、

自分の意志を決定させていた。それを裏付けるものとして、事前・事後で投票が変わったも

のの割合が約半数(49/107/・45.8%)であった。そして、投票に変化があった回答者の理由と

して「他人の意見を聞いて、他の選択肢の長所を見つけることができたから」という記述か

ら、他者の意見を聞いて意見を変えるという、意思決定のプロセスを身につけることができ

ていると判断でき、また授業の感想として「自分の考えだけが正しいのではく、色々な考え

方があるのだと思い、だからこそ合意が難しいのだと思った」というものがあり、アンケー

ト調査からも、主権者教育の目的である「政治的リテラシー」(政治的判断力や批判力)が向

上したと判断する。 

 明るい選挙推進協会が 2007 年の参議院選挙後に、全国の有権者 3000 人を対象に実施し

た意識調査で、「政党の立場の違いがはっきりしていたか?」という項目の解答を年代別に見

てみると、否定的解答は 20 代で最も多く、肯定割合は年齢に伴って増加する。さらに「候

補者についてよくわからなかった」という項目についても、肯定割合（よくわからなかった

とする回答）は 20 代で最も多く、73.2％であった。この結果からわかることは、20 代では

特定の支持する候補者や政党が無く、また候補者のちがいや政党の立場の違いを十分に認

識していないということである。この背景として、20 代の社会との接点の少なさが挙げら

れるだろう。政治とのつながりが生まれる社会集団への帰属も少なく、また投票以外の参加

経験もない。また社会の一員として政治のことを考える、すなわち公的問題を自身の問題と

して考える程度が若い世代ほど低くなるからと考えられる31。 

 以上の事を踏まえて、文部科学省と総務省による「副教材」を見ると、政治的中立性や時

間の確保といった問題以前に、主権者教育を初めて受けるものに公的問題をテーマとして

投げかけて、果たして自分の事と捉えて受けることができるのだろうか。 

 大学生（明治学院大学は中堅大学であるので、レベルの高低については留意する必要があ

る）においても、身近なテーマを自分の問題として考えていたことを考慮すると、主権者教

育も、対象者または習熟度によって変える必要がある、段階を踏んで実施していく必要があ

る。 

したがって、本プログラムは、対象年齢が上がっていくにつれてテーマ設定をより政治的

なものへと高度にしていく必要性があると同時に、その場合どのようにして政治的中立性

が担保されるべきかについて再度十分な議論がなされるべきである。 

 以下第 4 章では、ここまでの研究をふまえ、若者の主権者教育の提言に移る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
31 中谷美穂（2001） 
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第４章 政策提言 

第１節 政策提言の方向性 

前章では文部科学省が出した主権者教育の副教材と「社会的意思決定学習」のプログラム

の比較分析を行いそれぞれの特徴を把握した。さらに西野偉彦氏と共同で「社会的意思決定

学習」を大学において実践し、アンケートからその効果について検証した。その結果 

政治的リテラシーの向上においては、テーマ設定に政治的テーマを設定することは要素で

はないことが分かった。 

 そして、主権者教育の内容を、対象者の段階によって変える必要があると判断した。そこ

で、具体的に以下の 3つの政策提言を行う 

提言 1「実践しやすいプログラムの立案」 

提言 2「主権者教育の大学導入」 

提言 3「主権者教育の時間確保」 

次節では、3つの政策提言についてその効果に触れながら、詳述する。 

 

 

第２節 政策提言 
  

【提言１】実施しやすいプログラムの立案 

副教材として提示されたことは主権者教育の分野において前進と言えるが、未だ実施ま

で至るには課題が残る。そこで「社会的意思決定学習」を例に学校現場において実施しやす

い主権者教育のプログラムに必要な要素を提言する。 

比較分析から副教材の授業プログラムは授業時間の多いことが分かる。「社会的意思決定

学習」の実施をある高校へ依頼をしたが、授業時間の確保を理由に断られた。加えて他の高

校においても授業時間の確保は難しい問題と言える。「社会的意思決定学習」を例にとれば

授業時間は 2 時間、短縮すれば 1 時間で実施することができる。今後のプログラムとして

は授業時間の少ないコンパクトなプログラムが必要である。 

続いて政治的中立性の確保が必要である。従来から学校現場において最も懸念する課題

である。NHKのアンケート調査では政治的中立性について不安があると答えた教師は 7割に

のぼり32、副教材が出たとはいえ未だ主権者教育実施の最大の障壁である。今回の論文で紹

介した西野氏が考案した「社会的意思決定学習」では、あえて政治的なテーマでなく、身近

なテーマを扱うことで政治的中立性を確保することができた。この例を活かし、プログラム

立案において政治的中立性の確保が必要な要素である。 

以上から今後のプログラム立案として「社会的意思決定学習」を例に授業時間、政治的中

立性の確保に重点をおいた、学校現場で実施しやすいプログラム立案を求める。 

 

 

 

                                                   
32 10 月 25 日 NHK ニュース 
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【提言 2】「主権者教育の大学導入」 

主権者教育の実践は未だ小、中、高校のみであり、大学ではなされていない。と言うのも

高校までの初等中等教育の役割について、文部科学省は「人間として、また、家族の一員、

社会の一員として、更には国民として共通に身に付けるべき基礎・基本を習得した上で、生

徒が各自の興味・関心、能力・適性、進路等に応じて選択した分野の基礎的能力を習得し、

その後の学習や職業・社会生活の基盤を形成すること33」とあり、国民として共通に身につ

けるべき基礎という一文から、主権者教育をこの段階で導入することは必須であろう。しか

し主権者教育は生涯学習が必要であり、有権者である大学生においても必要と考える。むし

ろ大学大衆時代において大学は社会人となる最後の教育機関として主権者の育成が必要だ

と考える。 

大学教育における主権者教育の導入について必要なこととしては社会性の高いテーマを

扱うこと、アクティブラーニングと兼ねて行うこと、また大学教育で普及させるためには GP

制度の活用が挙げられる。 

社会性の高いテーマを扱うことについては中等教育で扱うテーマよりもより高度で社会

性の高いテーマを扱うことが有用であると考える。「社会的意思決定学習」を例にすれば具

体的なテーマとして社会保障制度や沖縄の米軍基地の移設問題、福島原子力発電所の放射

性廃棄物をどうするか等が挙げられる。また各レベルに合わせてテーマを変えることも有

用である。ここで言うレベルとは大学において学年、地域、学力レベル、に分けてそれぞれ

地域の身近なテーマから段階的にレベルを上げていき、最終的には国の問題へと段階を踏

むことでより教育効果が定着すると考える。 

アクティブラーニングについては、現在文部科学省が推進している教育であり、主権者教

育と兼ねて行うことでその教育のより良い効果を期待できる。具体的な例としてはグルー

プ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等行うことでその題材として社会性

の高いテーマを扱う。 

GP 制度は大学教育改革を進めることを目的とした取組であり、優れた取組の支援と社会

への情報提供を行うものである。GP 制度の活用により今後の主権者教育の普及が期待でき

る。 

 

 

【提言 3】主権者教育の時間確保 

2020 年度から「公共」が新しい科目として導入されるため将来的には授業時間の確保は

可能である。しかし、それまでの時間、特に高校では 2023年度からの導入であり、来年夏

の参議院選挙が到来し、18 歳選挙が実施されるため主権者教育は早急に実施する必要があ

る。そこで必修化される前の段階での授業時間の確保が問題となる。しかし、NHKのアンケ

ート調査によると来年の参議院選挙で有権者となる今の高校 3 年生に、主権者教育のため

に新たに配布される副教材を教える授業時間を確保できるかどうか尋ねたところ、「確保で

きる」が 41％、「確保できない」が 59％であった34。このように副教材は出版されたが実践

の時間がない。加えてある県立高校に対して教育の実践を依頼したところ当初は前向きな

姿勢であったが、「授業時間の確保」を理由に断られてしまった。 

 県立高校ではカリキュラムが事前に組まれているので、主権者教育を行う時間の確保が

困難である。将来的に「公共」が導入されるまでの主権者教育の時間確保が問題となる。 

                                                   
33 文部科学省「初等・中等教育の役割」 
34 10 月 25 日 NHK ニュース 
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そこで「主権者教育の時間確保」のため文科省、各教育委員会に対して来年度から各学校

のカリキュラムに主権者教育を行う時間を事前に確保させるように強い権限を持って指示

する。 

 

 

【補足提言】主権者教育の普及に向けて 

 我々の大学における実践分析は、西野氏の協力なくしては不可能であった。また、実際

に主権者教育プログラムを実施した神奈川県立湘南台高校でも西野氏は関わっており、教

育者だけでは主権者教育の実施に限界があると考える。 

そこで、教師たちの負担を軽減するためにも、学校団体、明るい選挙推進委員会、選挙管

理委員会、NPO法人との連携体制が必要である。連携体制を作ることで、アドバイザーの

立ち位置で学校側をサポートし、負担を軽減できるだろう。明るい選挙推進委員会では以

前から出前授業として模擬投票などを学校へ出向いて行っている。政治的中立性の確保、

どのようにしてよいか分からない教師たちの負担が多い中、明るい選挙推進委員会が行う

出前授業を行うのは有用である。また NPO法人でも出前授業を行っている団体もある。そ

れら団体との連携、協力関係をつくることで主権者教育の定着を狙う。 
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おわりに 
 

本稿では我が国における若者の投票率の低さに問題意識を持ち、改善するための主権者

教育について各国と比較も行い現状分析をした。西野氏考案の主権者教育プログラムの大

学での実施に協力・参与観察することで、大学生の主権者教育の効果をクロス集計によっ

て検証した。そして日本における主権者教育の大学への導入と盛り込むべき要素について

政策提言した。 

 現在の 18 歳選挙権、文科省からの副教材と通達、「公共」の導入等政府からの主権者教育

の高まり。とりわけ若者の参加も目立った安保法制をめぐるデモ等での国民のデモクラシ

ーが高まっている中、スクデモ京都35を立ち上げた高校 2 年生の男子生徒は模擬投票を企画

するために参考にしたいと副教材を読んでいる36。 

 本稿の執筆に当たっては、新型の主権者教育プログラム「社会的意思決定学習」を考案・

研究・推進している、西村万里子研究会の先輩である西野偉彦氏、大学での主権者教育の実

践の場を設けて頂いた西村万里子氏、大野泰資氏に感謝の意を表したい。なお、本稿の提出

には間に合わなかったが、今後は東京都内の私立高等学校でも、西野氏の「社会的意思決定

学習」を実施協力・参与観察を行うことが決定したため、2015 年 12 月の政策フォーラムで

はその結果も発表する予定である。当該高校にも厚く御礼を申し上げたい。 

 本稿は未だ模索中である主権者教育の一例として貢献すること。そして更なる主権者教

育の契機になることを願い、本稿を締めくくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 SCHOOL OF DEMOCRACY IN KYOTO の略 戦争法案に反対する京都の高校生がデモをする団体 

36 朝日新聞 2015年 10月 19日 朝刊 31ページ 大阪本社 
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