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平成28年６月に，中央教育審議会専門部会より高校の次期学習指導要領の科目構成等が公
表され，公民科では「公共（仮称）」の新設と学習内容等が示された。その改訂のポイント
の一つが，選挙権年齢の18歳への引き下げを踏まえた主権者教育の充実である。
平成27年６月17日に公職選挙法が改正され，公職の選挙の選挙権を有する者の年齢が満18
歳以上に引き下げられた。総務省及び文部科学省は，平成28年７月に予定されていた参議
院議員選挙に間に合わせるべく，『私たちが拓く日本の未来【活用のための指導資料】』（平
成27年）を作成した。また，各都道府県教育委員会，高等学校，各種研究団体および高校
生・大学生も様々な取組みを行ってきた。日本社会科教育学会でも，全国研究大会の課題
研究等で，新科目「公共」のあり方と「18歳選挙権」を踏まえた主権者教育に関するテー
マを設定してきた。
そこで，参議院議員通常選挙を終えた今，主権者教育に関わるこれまでの各種取り組み
を踏まえ，新科目「公共」と主権者教育のあり方について検討する。
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テーマ

高等学校新科目「公共」と「18歳選挙権」
－参議院議員選挙を振り返って－

期
場

日
所

日

程

2017年(平成28年)3月12日 日曜日 13:00～17:00
同志社女子大学今出川キャンパス純正館302号教室

開会行事

13:00～13:15

第Ⅰ部

座談会

13:15～14:15

「18歳選挙権」について若者と語る－参議院議員選挙を振り返って－
ゲスト

関西地区の18～19歳高校生及び大学生

司会
田中

第Ⅱ部

暁龍

（桜美林大学）

シンポジウム

野口

剛

14:30～17:00

高等学校新科目「公共」と「18歳選挙権」
シンポジスト
・藤原

孝章

（同志社女子大学）

・長瀬

拓也

（同志社小学校）

・杉浦

真理

（立命館宇治中高校）

・宮崎

三喜男（都立国際高等学校）

・林

大介

（東洋大学）

司会
戸田

閉会行事

善治

（千葉大学）

17:00～17:10
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（帝京大学）
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ᎥƍƨƜƱưŴǑǓᐻԛǛਤƯƨƷưƸƳƍƔƱ࣬ƍǇƢŵᅶ
ᐯ៲ƱƯǋѠࢍƴƳǓŴᢠਫƴᝧ˓ǛਤƬƯƍƜƏƱ࣬ƍǇƠ
ƨŵſ

ʮᣃࠊᧈલᢠਫǷȟȥȬȸǷȧȳ 
ӷ࣓ᅈܖݱఄưƷલᢠਫᲴ᧓ƷಅƕƋƬƱƍƏ᧓ƴ

19

20

ܖ፼ਦݰᙲ᪸ોᚖƷ૾ӼࣱᲢɶݙᙀឱ૰
Ĭ˴ǛჷƬƬƯƍǔƔƩƚưƸƳƘ˴ƕưƖǔǑƏƴƳǔƔ
ĭ˴ǛᲢᅹȷᅹႸᲣŴƲƷǑƏƴܖƿƔ
ĮǢǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢɼ˳ႎŴݣᛅႎŴขƍܖƼᲣ

ᇹᲬᢿ ɼೌᎍᏋƱܖఄ
લᢠਫƱᅈ˟ᅹȷžπσſ

21

22

ܖ፼ਦݰᙲ᪸ોᚖƷ૾ӼࣱᲴឋȷᏡщƷᏋƱǢ
ǯȆǣȖȩȸȋȳǰᲢɶݙᲴᙀឱ૰Უ

ɼೌᎍᏋưᏋǛႸਦƢឋȷᏡщ䠄୰ᩍᑂ䠎䠌䠍䠑䚸
ู⣬䚸䠎䠐䚸25䝨䞊䝆䠅

Ĭჷᜤȷ২Ꮱ
ȷ ྵܱᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆ ŴኺฎŴඥƳƲƴ
᧙ƢǔྵཞǍСࡇӏƼಒࣞƴƭƍƯƷྸᚐ
ȷ ᛦ௹Ǎᜂ૰ƔǒऴإǛјௐႎƴᛦǂǇ
ƱǊǔ২Ꮱ
ĭ࣬ᎋщȷЙૺщȷᘙྵщ
ȷ ྵܱᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆ƴƭƍƯŴʙܱǛؕƴ
ٶ᩿ႎȷٶᚌႎƴᎋݑƠŴπദƴЙૺƢǔщ
ȷ ྵܱᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆ƷᚐൿƴӼƚƯŴң
ႎƴᡙᆮƠఌਗǛǋƬƯɼࢌƢǔƳƲƠƯӳ
ॖ Ǜ࢟Ƣǔщ
ĮܖƼƴӼƔƏщȷʴ᧓ࣱሁ
ȷ ᐯᇌƠƨɼ˳ƱƠƯŴǑǓǑƍᅈ˟Ʒܱ
ྵǛᙻƴܼȷᅈ˟Ʒ࢟ƴɼ˳ႎƴӋဒ
Ơ ǑƏƱƢǔщ
23

Ჶܼࡊȷ؏עƱᡲઃᲸ
ᲶܖఄᲸ
ᅹሁ್ૺႎƳᙻໜƔ
ǒƷᏋᛢᆉƷዻ
࠷δᏋŴဃᅹ
ᅈ˟ȷྸעȷπൟŴܼ
ࡊᅹŴཎКѣŴዮӳ
ႎƳܖ፼Ʒ᧓ŴཎК
Ʒᅹᢊࣈ

ܼӏƼᅈ˟Ʒ࢟
ᎍƱƠƯɼ˳ႎ
ƴᅈ˟ƴӋဒƠǑ
ƏƱƢǔឋȷᏡ
щƷᏋ
24

－4－
<6>

ᅈ˟ᅹᲦྸעഭӪᅹᲦπൟᅹƴƓƚǔᏋƷǤ
ȡȸǸƱឋȷᏡщƷૢྸᲢɶݙᲬᲪᲫᲯКชᲭỻŴ
ᲭỻᲬᲣă žπσſ

ĭ࣬ᎋщȷЙૺщȷᘙྵщሁ
ȷᢠ৸ȷЙૺƷੑƔǓƱƳǔᎋƑ૾ǍπσႎƳᆰ᧓ƴƓƚǔؕஜ
ႎҾྸǛဇƠƯᲦྵˊƷᅈ˟ႎʙᝋǍ ྵܱᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆Ʒᚐൿƴ
ӼƚƯʙܱǛؕƴٶ᩿ႎȷٶᚌႎƴᎋݑƠƨǓᲦನेƠƨǓƢǔщ
ȷӳॖ࢟Ǎᅈ˟ӋဒǛᙻƴλǕƳƕǒᲦᅈ˟ႎʙᝋǍᛢ᫆ƴƭ
ƍƯನेƠƨƜƱǛᲦࣱ࢘ڲǍјௐᲦܱྵӧᏡࣱƳƲǛਦƴƠƯ
ᛯਗǛؕƴᜭᛯƢǔщ

ᅈ˟ႎƳᙸ૾ȷᎋƑ૾ǛƔƤᲦᛢ᫆ǛᡙᆮƠƨ
ǓᚐൿƠƨǓƢǔѣǛᡫƠƯᲦ࠼ƍᙻƴᇌƪᲦ
ǰȭȸȐȫƢǔᨥᅈ˟ƴɼ˳ႎƴဃƖǔԧư
ൟɼႎƳܼӏƼᅈ˟ƷஊໝƳ࢟ᎍƴ࣏ᙲƳπ
ൟƱƠƯ ƷឋȷᏡщǛᏋƢǔ

ĮܖƼƴӼƔƏщȷʴ᧓ࣱሁ
ȷᅈ˟ƷנǓ૾Ǎʴ᧓ƱƠƯƷנǓ૾ဃƖ૾ƴ᧙ǘǔʙᝋǍᛢ᫆ƴ
ƭƍƯɼ˳ႎƴᛦǂЎƔǖƏƱƠƯᛢ᫆ǛॖഒႎƴᡙᆮƢǔ७ࡇ
ȷǑǓǑƍᅈ˟ƷܱྵƷƨǊƴྵܱᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆ǛᙸЈƠᲦƦƷᚐ
ൿƴӼƚƯ˂ᎍƱңƠƯॖഒႎƴᎋݑȷನेƠᲦᛯਗǛؕ ƴᛟ
ଢȷᜭᛯƢǔƜƱǛᡫƠƯᲦᅈ˟ƴӋဒƠǑƏƱƢǔ७ࡇ
ȷٶ᩿ႎȷٶᚌႎƳᎋݑǍขƍྸᚐǛᡫƠƯ෪ƞǕǔᲦྵˊᅈ˟
ƴဃƖǔʴ᧓ƱƠƯƷנǓ૾ဃƖ૾ƴƭƍƯƷᐯᙾᲦᐯǛग़ƠƦ
ƷԧƱጛǛǔƜƱǍᲦӲƕႻʝƴɼೌǛݭƠ Ӳൟƕң
щƠӳƏƜƱƷٻЏƞƴƭƍƯƷᐯᙾሁ

Ĭჷᜤȷ২Ꮱ
ȷྵˊᅈ˟Ʒᜂᛢ᫆ǛਵƑᎋݑƠᲦܼӏƼᅈ˟Ʒ࢟ᎍƱ
ƠƯ࣏ᙲƳᢠ৸ȷЙૺƷੑƔǓƱƳǔಒࣞႎኵ ǈƷྸᚐ
ȷ͒ྸႎᲦඥႎᲦႎᲦኺฎႎɼ˳ሁƴ᧙Ƣǔྸᚐ
ȷᜂ૰ƔǒᲦ͒ྸႎᲦඥႎᲦႎᲦኺฎႎɼ˳ሁƱƳǔ
ƨǊƴ࣏ᙲƳऴإǛјௐႎƴӓᨼƢǔȷᛠǈӕǔȷǇƱǊ ǔ
25
২Ꮱ
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ɼೌᎍᏋƷᛢ᫆
લᢠਫưɼೌᎍॖᜤƸᏋƭƔ

ᅈ˟ᅹᏋȷžπσſƷᛢ᫆
લᢠਫưᅈ˟ᅹπൟȷࠊൟᲢ࠼ƍᙻƴᇌƪᲦǰȭȸȐ
ȫƢǔᨥᅈ˟ƴɼ˳ႎƴဃƖǔԧưൟɼႎƳܼӏƼ
ᅈ˟ƷஊໝƳ࢟ᎍᲣƸᏋƭƔ

ᲫᲣલᢠਫƸŴᢠਫƱ৲ᅚᘍѣǁƷ᧙࣎ŴᲫᲲബ
ᢠਫೌǁƷ᧙࣎ǛŴδᇜŴܖဃƱǋƴ᭗Ǌǔŵ

ᲫᲣલᢠਫƸŴᅈ˟ᅹπൟȷࠊൟᏋƷᲫƭƷെ
ᲬᲣᚃ݅חƔǒπσחǁƷǛӧᏡƴƢǔŵƠƔƠŴμƯ
ưƸƳƍƠŴɢᏡưǋƳƍŵɼೌᎍᏋǛલᢠਫƩƚƴ᫂
ǔүᨖࣱƕƋǔŵ
ᲭᲣٳቔδᇜȷဃࢻŴٳቔՃƷžൟ৲ᅚſƔǒƷ
ᨊ
ᲮᲣബᢠਫೌƔǒᲫᲲബࠊൟೌǁ
ʴ࠰ᱫƷࡽƖɦƛƷᜭᛯǛƠƯƍƘᲢࠊൟႎᜂೌМƷɼ˳Ŵ
ൟඥɥƷڎኖɼ˳ᲷཛፕŴෞᝲᎍƷڎኖŴ۟ۊŴኺฎѣƷ
ɼ˳Ჷ͒ྸႎෞᝲᎍŴऴإႆ̮ȷӖ̮Ʒɼ˳ŴǰȭȸȐȫƳ
ᅈ˟Ʒɼ˳Უ
ᲯᲣɼೌᎍॖᜤƷਘٻ
28
ƩƚưƸƳƘᅈ˟ဃƷƋǒǏǔƱƜǖưɼೌᎍᲷʴೌ
Ʒɼ˳Ŵܼᅈ˟Ʒ࢟ᎍƱƍƏॖᜤǛᏋƯǔ

ᲬᲣᲢ૾עᐯǍᲣǛ៲ᡈƳǋƷƴƢǔŵ
؏עǍܼᅈ˟ǁƷӋьॖᜤǛ᭗Ǌǔŵ
ᲭᲣ؏עƷᛢ᫆ǍܼƷᛢ᫆ƴƭƍƯሊႎƳŴφ
˳ႎƳ౨᚛ǛӧᏡƴƢǔᲢݲƳƘƱǋӸЭƷᡲԠƩ
ƚưƸƳƍᲣ

ᲮᲣᬍᧈͅᙀᎍƷ˺Ǎࠊᜭ˟ᛪᫍƳƲሊᇌకƷ
౨᚛ƸŴཋʙǛφ˳ႎƴᎋƑǔ২ᏡǛᏋƯǔ
27

ᏋƷᛢ᫆ỻȝȔȥȪǺȠƱᘍѣ
ᲫᲣൟɼɼ፯ƴƓƚǔྸࣱƱज़ऴ
ൟɼɼ፯ƸŴӳྸࣱǍዓƖŴᅹࣱܖŴηŴˊᜭСŴ
᧓ࣱŴᲶܼÜࠊൟᲸƱƷႺႎ᧙̞ǛఌਗƴƢ
ǔ૾ӼƱŴज़ऴǍऴࣞŴμ˳ࣱŴႺࣱŴʴൟƷМႩŴ
ᲶܼÜࠊൟᲸƷ൦ႎŴሁႎ᧙̞ǛఌਗƴƢǔ
૾ӼࣱƷʚƭƕႻǇƬƯೞᏡƢǔŵ

ᇹᲭᢿ ᏋƷᛢ᫆
ȝȔȥȪǺȠƱᘍѣ

ᲬᲣƷȝȔȥȪǺȠ
ƠƔƠƳƕǒŴᅈ˟ႎŴ൦ႎ᧙̞ƴžɧ̮ſž̮᫂
ࣱƷഎڦſƕƋƖǒƔƴƳǔƱŴૣǍཋᛖᲦ࠶ेႎƳ
σӷ˳Ǜ˺ǔफƠƖȝȔȥȪǺȠƕưƯƘǔŵ
30
Ӵဋ࣋ᲢᲣƀज़ऴƷܖƁᜒᛩᅈ
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－5－
<7>

ᡈˊƷӳྸࣱƱᲢϐ࠙ႎᡈˊƷᲣ
ƴƓƚǔ᩼ӳྸࣱ

ᲭᲣૼᐯဌɼ፯ƱǉƖЈƠƷ̾ʴɼ፯
ƦƷɶưưƯƖƨƷƕŴ̾ʴǛșȸǹƴƠƨૼᐯဌɼ፯
ႎƳᅈ˟ᚇưƋǔŵ̾ŷʴƕਤƭ̾КႎƳМܹŴƦǕǋ
ᡢଢࣱƱ්ᡫࡇƷ᭗ƍኺฎႎᚸ̖ƱŴƦƷӒݣƴǉƖЈ
ƠƷज़ऴႎƳ७ࡇǛఌࡁƴƠƨМܹॖᜤŴƜǕƕŴᣁ
ൟփ҄ˌஹƷȝȔȥȪǺȠᲦȆȭȪǺȠƱȘǤȈǹ
ȔȸȁƱƳƬƯྵǕǔ
ᲮᲣज़ऴƷᘙЈƱ˂ᎍƴӼƔƏૌએࣱ
ଐஜưƸŴǰȭȸȐȫ҄ƸࠊئҾྸɼ፯ƷᝋࣉƱƠƯ
ЙƞǕŴנଐǳȪǢȳƸᢃѣƷݣᝋƱƳǓŴᨽဇɧ
ܤǛƔƔƑƨᒉᎍƸȖȩȃǯ˖ಅƱƍƏᚕᓶǛܭბƞƤ
ƨŵƜƏƠƨᒃᇌǍওǓƸŴᒉᎍƷჷǍᅈ˟Ʒӫͼ҄
ưƘƘǕƳƍŵέᘍƖƕᙸƑƣŴƦƷɧᡢଢƞƴᐯǒƕ
щưƋǔƱज़ơǒǕƨŴಊᇢƳᘍѣǍᚕᛟƕဃǈЈ
ƞǕƯƍƘŵ
ྜྷ⏣ᚭ䠄2014䠅䛄ឤ䛾ᨻᏛ䛅ㅮㄯ♫

㏆௦䛾ྜ⌮ᛶ䞉ᩍ⛉᭩䛾Ꮫ䜃䜈䛾ၥ䛔
ṇ䛧䛔ᐇ䜢▱䜜䜀ṇ䛧䛔ឤ䜔ᚨ䛜㌟䛻䛟䚸♫䛻ཧຍ
䛷䛝䜛䠄ᩍᖌ䛾ᛮ䛔㎸䜏䠛䠅䚹
→ྑ䜒ᕥ䜒ྠ䛨䚸⮬ྐほ䛷䛒䜜⮬ྐほ䛷䛒䜜䛚䛺䛨
ƴƓƚǔ᩼ӳྸࣱ
ȷܼƱࠊൟƷᅈ˟ႎȷ൦ႎ᧙̞ƴɧ̮ƕဃǇǕŴ
ࣱ̮᫂ƕഎڦƢǔƱŴǉƖЈƠƷ̾ʴɼ፯ƕƋǒǘƴƳ
ǓŴႺႎ᧙̞ƷӳྸࣱŴᅹƷദƠƍჷᜤŴʙܱƸ
ʚƷഏƴƳǔŵ
ȷ䜽䝸䝔䜱䜹䝹䛺䝅䞁䜻䞁䜾䚸ᨻ⟇ศᯒ䛛䜙㞳䜜䚸䛂༢⣧᫂ᛌ
䛺䛃䛂䝅䞁䜾䝹䜲䝅䝳䞊䛃䛾ゝື䜢Ⴔዲ䛧䚸ኚ㠉ᚿྥ䛾䝸䝇䜽䜢
క䛳䛯ᢞ⚊⾜ື䛻䛺䜛䚹
→䝫䝢䝳䝸䝈䝮䠄ᑠἨᨻ䚸ᶫᮏ⌧㇟䚸䝖䝷䞁䝥⌧㇟䠅
31
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ଐஜƷᏋƱȑǿȸȊȪǺȠᲢภऴɼ፯Უ

ƷȝȔȥȪǺȠǛӧᏡƴƢǔŴǉƖЈƠ
Ʒज़ऴǛӖƚഥǊǔȍȃȈƷžπσſᆰ᧓

Ⰻ䛔Ꮚ䛾䛯䜑䛾ᨻᩍ⫱

䞉ᨻᩍ⫱䜢ᨻⓗᩍ㣴䛻␃䜑
䜛䚸ᯟ䜢䛿䜑䜛䚹

ȷ505 VYKVVGTȖȭǰŴHCEGDQQMŴᲬƪǌǜƶǔƳƲᲣ
[QWVWDGŴǇƱǊǵǤȈ
ȷ̾ʴƷǉƖЈƠज़ऴŴȫǵȳȁȞȳŴᚃ݅חƕΟέƞǕŴ
̾ʴƷǳȡȳȈƕʙܱƷᄩᛐƳƠƴႺਘƢǔ
ȷž໒ɥſǛॖƠƨƖᡂǈŴ᧠ᚁૠƕ࠼ԓӓλƴኽƼ
ƭƘ
ȷȘǤȈǹȔȸȁƷᇌ
ăӳྸࣱŴЙႎ࣬ᎋ৷ƖƴŴȝǹȈჇܱ RQUVVTWVJƕ
ᛖǒǕŴǪȫǿȊȆǣȖȷȕǡǯȈ CNVGTCPCVKXG HCEVU
ƕᅆƞǕǔŵᖎͬ HCMGƷࣖᣛ
ȷȕǡǯȈȁǧȃǯŴȪȸǬȫȁǧȃǯƷ࣏ᙲࣱŵദƠƍ
ज़ऴǛᏋƯǔ

䞉ᶒ䛿ᅜᐙ䜔䛚ୖ䛛䜙䛘䜙
䜜䜛䜒䛾䠄paternalism)
䞉␗㆟⏦䛧❧䛶䛩䜜䜀䝞䝑䝅䞁䜾
䠄䛚䛝䛺䜟䚸䛦䛔䛻䛱䚸⏕άಖㆤ䚸
㞴Ẹ䚸Ꮚ䛹䜒䠅
䠍䠔ṓᕷẸᶒ䚸U-18♫⛉
ே㛫䛾ᑛཝ䜢Ᏺ䜛䛯䜑䛻ᅜᐙ䛜
䛒䜛䚹ᶒ⪅䛸䛿ᅜᐙ䛾ᙺ䚸
ᅜᐙ䛾䛣䛸䜢Ỵ䜑䜛᭱㧗ᶒຊ⪅

I said today we would
learn about democracy.
I did not ask for your
opinion!

33

34

πσࣱƷϐܭ፯Ʊ༌ᜭƷᆰ᧓
ぶᐦᅪ䛛䜙බඹᅪ䜈䛾ᯫᶫ䛾䛒䜚᪉䛾ၥ䛔┤䛧
䐟䝸䝧䝷䝸䝈䝮䛾ఏ⤫䛷䛒䜛䛂බ䠄䝟䝤䝸䝑䜽䠅䛃䛸䛂⚾䠄䝥䝷䜲
䝧䞊䝖䠅䛾༊ศ䜢ぢ┤䛩䚹⌮ᛶ䛸ឤ䛾ཝ↛䛯䜛ศἲ䛷䛿
䛺䛟䚸୧⪅䜢᥋⥆䛩䜛䛣䛸䛷䚸බⓗ㡿ᇦ䛸⚾ⓗ㡿ᇦ䛾┦ᛂ
⟅ᛶ䜢㧗䜑䚸ᅜᐙ䛸ᕷẸ♫䛸䛾ቃ⏺⥺䜢ၥ䛔䛺䛚䛩䚹

ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
6JCPM[QWHQTNKUVGPKPI

䐠ᨻ䛾ྥ䛛䛖᪉ྥᛶ䛿䚸ே䚻䛾ឤ䜔ᚰᛶ䛻䜘䛳䛶ᙉ䛔
ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜛䛸䛔䛖ᐇ䜢ぢ┤䛩䚹

䐡ᨻ䛻䛚䛡䜛⇍㆟䜔ウ㆟䛾タィ䛾ሙ䛻㛵䜟䛳䛶䚸ྜពᙧ
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「公共」につなげるための初等教育「公民分野」の学習
～選挙体験ワークショップの取り組みから～
長瀬

拓也（同志社小学校）

１．はじめに
１８歳選挙制度が施行された最初の参議院選挙選挙の投票率では、総務省の調査1
によれば、１８歳は５１・１７％、１９歳は３９・６６％であった。高校３年生にあ
たる１８歳の投票率に比べ、大学生や社会人にあたる１９歳以降は、投票率は１８歳
と比べると高くない。この背景2として、住民票を移動させていない。遠方に住んでい
て、投票に行けなかったとする意見が多く挙げられた。
そうした制度の改正による選挙への参加しやすさの工夫は必要ではあるが、社会科
教育において、これから１８歳までに「公共」を中心として主権者教育をする上で、
１９歳以降も住民票を移しても選挙に行かなくてはいけないと思う若者を育ててい
く必要がある。
つまり、１８歳選挙制度を迎える中で、課題となるのは、
「政治意識」をいかに育て
るかだといえよう。
「政治意識」とは、西本眞3が「一般にわれわれが政治全般や、あ
る政治事象・事態に対していだく考え方や感じ方の総体」としている。
「考え方」とし
てみれば、館潤二4が「民主社会における「政治的な見方や考え方」とは,社会が対立
の不可避性と可変性とをもっているという見方や考え方のことであるとともに,対立
から合意を形成し,よりよい社会を形づくることができるという私たちの社会へのか
かわり方とも結びついていることを忘れてはいけない」と述べている。こうしたこと
から本稿では、
「政治意識」とは政治的な見方や考え方、感じ方、さらに関わろうとす
る意志と定義づけておきたい。

読売新聞 2016 年 7 月 11 日
朝日新聞２０１７年１月９日 「フォーラム 主権者教育」公益財団法人明るい
選挙推進協会によるインターネット調査（全国の１８歳〜２４歳の男女１９００人
が対象。２０１６年７月実施）によれば、「投票に行かなかったのはなぜですか」と
いう問いに対して、全体で一番多いのは「面倒だった」に対して、１８歳、１９歳
で一番多い意見は「現在の居住区で、投票ができなかった」であった。
3西本眞「政治意識の発達」p251 森分孝治・片上宗二「社会科重要用語 300 の基礎
知識」明治図書
4館潤二「政治的な見方や考え方」p182,183 日本社会科教育学会編『新版
社会科
教育事典』ぎょうせい
1
2
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その上で、こうした政治意識の現状は、西本眞5が「総選挙や地方選挙の際，若い有
権者の低い投票率がよく話題となるが，概して，若者の政治的無関心が目につく」と
述べているように決して高いとはいえず、それは１９歳以降の投票行動にも表れてい
るといえる。
その上で、
「政治意識」はいつから育てていくかを考える必要がある。西本6は「政
治意識は,小・中・高校でくり返し政治学習することによって,形成され,変容されてい
く．社会科,とくに公民科において,公民的資質の育成という中心的なねらいの１つと
して政治学習は大切である．」として、クリック・B7は

小学校 6 年生を「政治的思

春期」とし、
「政治的な学習を始めるのに最適な学習」であると述べている。岡田泰孝
8も「実際に政治について学ぶ機会は高校生では遅く,もっと早い段階から行うことが

求められる」とし、「正解がない時事的な論争問題について「小学校のわたしなりの
答えにたどりつく学習を積み上げることで，中・高校生，有権者になった時に，改め
て答えを探究していく基盤になると考える」として、価値判断を求める社会科授業を
行い、子供達の政治意識を高める取り組みをしている。
そうしたことから、初等教育においても政治的な見方や考え方、感じ方、さらに関
わろうとする意志を持つ「政治意識」の土壌を生み出し、中学校での公民分野、そし
て高校から始まる「公共」の学習につなげていきたいと考えている。
そこで、本稿では、「公共」につなげるための初等教育の「公民分野」の学習とし
て、選挙体験ワークショップの取り組みを通して、政治意識を高めるためにはどうす
ればよいか考察していきたい。
２．本実践に至るまでの経緯
本実践である選挙体験ワークショップまで、４つの先行実践を行ってきた。
①2009 年度

可児市立南帷子小学校 6 年生

②2010 年度

中津川市立蛭川中学校 3 年生

③2013 年度

中津川市立加子母小学校 5・6 年生

森分孝治・片上宗二「社会科重要用語 300 の基礎
知識」明治図書
6西本眞「政治意識の発達」p251 森分孝治・片上宗二「社会科重要用語 300 の基礎
知識」明治図書
7クリック・B『シティズンシップ教育論』法政大学出版局
8岡田泰孝「
「政治的リテラシー」を涵養する小学校社会科学習のあり方ー時事的な
問題を「評価の基準」に基づいて論争する―」
『社会科教育研究 No.129』日本社会科
教育学会
5西本眞「政治意識の発達」p251
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④2014 年度

中津川市立加子母小学校 5・6 年生

すべての実践で、それぞれの市の選挙管理委員会に来ていただき、投票の仕方、投
票の必要性、投票までの工夫や努力についての講演と実際に模擬投票のための選挙記
載台や投票箱の設置を依頼し、実施してきた。
②は、中学校で実際の各党のマニュフェストを生徒に読ませ、模擬投票を行うもの
であった。ただし、小学校段階において政党名や実際の政治の具体的な内容を検討さ
せることは難しさを感じることがあったため、①と③④9では、小学校学習指導要領
「社会科」の第６学年内容（２）のア「国民生活には地方公共団体や国の政治の働き
が反映していること。」に照らし、実際に自分たちが住む市について政策を考え、そ
れを他のクラスや学年に発表し、投票する形の授業を展開してきた。
今回は、こうした先行事例をもとに、同志社小学校の社会科クラブにおいて、京都
市選挙管理委員会と同志社女子大学藤原孝章ゼミの協力を得て実践を行う。
３．本実践について
本実践は以下のように行う。当初は第６学年のクラスでの実践を予定していたが、
日程が合わないこと、５年生も加えての異学年であっても政治意識が変容するかどう
かを検討することができるため、社会科クラブで行った。
（１）同志社小学校社会科クラブ（5・6 年 17 名）で実施
（２）同志社女子大学藤原ゼミ、京都市選挙管理委員会
（３）1 月 18 日（水）選挙について学ぶ
京都市選挙管理委員会による出前授業
2 月 1 日（水）投票する立候補者の紹介
同志社女子大学藤原ゼミの学生がつくった選挙公報のビラを配布
2 月 15 日（水）模擬投票
同志社女子大学藤原ゼミ生による最後の訴え、模擬投票の実施
（４）記述式アンケート、選挙後のフリートークでの分析
本実践は約 1 ヶ月、３回に分けて行った。今回は今までの先行実践とは違い、政策
の立案や演説は自分たちでは行わず、同志社女子大学藤原ゼミの学生が提案する３人
の候補者の中から一名を選ぶ形とした。
まず、
（１）に「選挙について学ぶ」として京都市選挙管理委員会に来ていただき、
9

長瀬拓也「小学校における主権者意識を育てるための社会科授業の在り方－君も
今日から政治家だ！市長選挙に立候補！」の 2 年間の取り組みからー」
日本社会科教育学会第 65 回全国研究大会（宮城教育大学）
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選挙の必要性、選挙の仕方について講義をしていただいた。その上で（２）で実際の
選挙と同じように公示を２週間前に行う形とし、藤原ゼミが作成した選挙公報ビラを
渡し、検討させた。その上で、
（３）で実際に藤原ゼミに来ていただき、政策や立候補
者についての最後の訴えを行い、模擬投票を実施した。
今までの実践では、自分たちで自分たちが住む市の取り組みについて考え、政策を
作り、話し合い、模擬投票をする中で政治意識が高まることを目指していた。つまり、
被選挙権と選挙権の双方の立場から政治について考えさせる実践を行っていた。
しかしながら、今回は、大学生が政策立案し、小学生に提示する点が大きく異なる。
このねらいとして、本実践を通して、小学生に提示する政策を考えることで、投票率
が高くない世代である１８歳から２２歳の大学生自身にも政治意識が高まることを
期待している。また、今までの実践では、選挙管理委員会に講演や模擬投票の準備を
依頼していたが、それ以外の取り組みは学校側が行い、授業者の負担も大きかった。
卒業式も控えた時期であり、多くの学校ではこの単元や領域はあまり多くの時間をか
けられない背景もあった。そのため、大学と小学校が協力することで、政策を学び、
自分の住む市について考えをもたせる時間を生み出すことができるのではないかと
期待している。
４．実践結果と考察
実践結果と考察については当日発表する。
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本研究の背景（学会発表）
現

2010 学会発表
「小学校社会科における主権者意識を育てるための授業づくり ～第6 学
年「わたしたちの願いを実 する政治」の実践を通して～」日本教育実践
学会第13回研究大会 （上越教育大学）
2011 学会発表
「社会科授業における言語活動の充実について」日本教育実践学会第14
回研究大会（佛教大学）
2014 河原和之・授業のネタ研の実践報告として
「小学校社会科における主権者意識を育てるための授業づくり～「君も今
日から政治家だ！市長選挙に立候補！」の取り組みから～」社会系教科
教育学会第25回（大阪教育大学）
2016 学会発表
「小学校における主権者意識を育てるための社会科授業の在り方－君も
今日から政治家だ！市長選挙に立候補！」の2年間の取り組みからー」
日本社会科教育学会第65回全国研究大会（宮城教育大学）
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単元構成について
時

学習内容

学習形態

１

「政治」の意味を知る。

個人／一斉

２

市議会の働きを知る。

チーム学習

３

税金の働きをする。

個人／一斉

４

国会の働きについて知る

個人／一斉

５
６
７
８
９

中津川市の将来を考える。
選挙活動をする。
政党／政策／立候補
立会演説会をする
模擬投票をする

個人／一斉
チーム学習
発表
講演／活動
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選挙ワークショップの開催イメージ
大学

選挙についての話
模擬投票会場の設置

社会科
クラブ

理

選挙管
員会

模擬投票のための
候補者づくり

開催場所の提供
授業のコーディネート

小学校
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選挙ワークショップのそれぞれの利点
生

生

小学
生

選挙についての話
模擬投票会場の設置
を通して、さらに告知をし
て関心をもってもらう

生 生

高校
大学

模擬投票のための
候補者づくりを高校 や
大学 が一緒になって考
える
アクティブ・ラーニングとし
ての学びの場。
一緒に参加したり、
考えたりしながら、
選挙権について考える

保護者

理

選挙管
員会

学校
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公共の可能性と問題点
杉浦

真理（立命館宇治中高校）

１－１（仮）「公共」の役割とは
２０２２年からはじまる高校新学習指導要領に基づく公民科教育は，（仮）「公共」が議
論を呼んでいる。（仮）「公共」の科目構成（注
ググループ

中教審，社会・地理歴史・公民ワーキン

２０１６年５月２６日配布）は，
（１）
「公共」の扉，
（２）自立した主体とし

て国家・社会に参画し，他者と協働するために，
（３）持続可能な社会づくりの主体となる
ために，という大項目によって構成される予定である。
「公共」という言葉に，シティズンシップ教育の取り扱う課題が想起されるが，人権教
育の主体である市民社会を構成する市民の育成というより，国家や社会を形成する公民の
育成という，権力者側からの社会統合の視点が感じられる。「公共」の内容は，「国家・社
会の形成者として，必要な知識を基盤として形成し，それを使って主体的な選択・判断を
行い，他者と協働しながら様々な課題を解決してゆくために必要な力」と文部科学省は打
ち出している。そこでは，他教科との連携が語られている。過去のナショナルな目標は ，
シティズンシップ教育を上から行うとしていると言える。
１０代の社会参加の課題として，「１積極的に社会参加する意欲が国際的に見て低い」
「２現代社会の諸課題等についての理論や概念の理解，情報活用能力，自己の生き方等に
結びつけて考えることに課題」，
「３課題解決的な学習が十分に行われていない」，４「キャ
リア教育の中核となる時間の設定」という位置づけが検討されてい る。従来の教え込みか
ら，アクティブ・ラーニングを入れて，課題解決学習に舵を切り社会参加へ個人を開いて
いこうというものである。
評価すべき点は，第一に従来の知識詰め込み，センター型の学力からの転換する上で大
事な視点である。第二に，シティズンシップ的な社会参加，地域社会の構成員というとら
え方，個人と社会的課題を結びつけること，課題解決型な学習へ道を付けたことは大事な
転換点である。
また，道徳との関連は，自民党文教族の「公共」設定理由に配慮されており，社会科学
などの学問に依拠せず，上からのシティズンシップ，心の支配を推し進める方向の危険性
を感じる。また，キャリア教育は，公民科社会科の教科構造にあてはまらない社会適応主
義の個人の自己実現論であり，
「国家・社会の形成者として，必要な知識を基盤として形成
し，それを使って主体的な選択・判断を行い，他者と協働しながら様々な課題を解決して
ゆく」目的に合わないので，「公共」の中で取り扱うべき内容ではない。

１－２

（１）公共の扉
1
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（１）公共の扉では，活動主義に陥らないために，学習内容で，原理原則で押さえなく
てはならない。それは，知識とは何かについてのコメントが必要である。それを，
「ウ公共
的な空間における基本的原理」で置こうとしている。２単位であれば，現代社会の青年期・
現代社会論のように，序論として，十分に授業がされない危険性がある。また，
「人間の尊
厳」というキーワードはあるが，憲法原理や経済学的視野は十分に説明されず ，
「公共」と
いうあいまいな個人と社会の関わりしか描かれていないのである。 新科目は知識中心の従
来の「現代社会」に変わって，生活に根ざした知を前提にしている。また情報収集力など
に依拠している。しかし，生徒の社会認識は，憲法原理や経済学的視野を育てることが必
要なのである。
さらに，それぞれの親学問からのアプローチが必要である。その他のコミュニタリアン
的，あるいは道徳的な公共心の育成につながる危険性を払拭すべきである。個人が社会契
約して，国家・市民社会を形成することをベースに，公共の議論，政治的リテラシーを重
視すべきである。そのためには，社会経済の法・制度・システム理解の必要性である。そ
れは，原理原則的な理解を授業の上で図るべきであり，現行の「現代社会」の授業実践の
積み上げに学ぶ必要があるが，その議論は見られない。「現代社会」は知を学際的まとめ ，
総合的に市民社会を読み解く上で大事であった。さらに，上からの国家・社会への統合に
ならないことを危惧する。また，何よりの課題は，子どもの権利条約にもとづいて，権利
実現を含む社会参加の方向に生徒の声を反映した社会づくりに扉を開く内容がないと ，若
者の社会的包摂がなく１８歳を市民に育てられない。
また，
「公共」の名称の問題が存在する。また，シティズンシップ教育は，２１世紀に日
本に入ってきた教育概念である。これは，多義的な内容を含んでいる。権利ベースのシテ
ィズンシップ教育は，憲法の人権規定や，立憲主義を前提に，社会契約的な国家・社会観
を持っており，個人の尊厳が基本になる。つまり，下から社会形成を促す教育である。
「現
代社会」は，人類社会の一時代を理解し，その時代に住む主に日本人の社会認識を形成す
る科目である。
「公共」となると，自民党文教族を起源（注７）としており，道徳的規範教
育を出発点にしている。この内容は，社会への適用を促す，上からのシティズンシップを
求めていると言える。したがって，いま議論中の「公共」は，本来の「現代社会」のリニ
ューアルか，地理歴史科の動きに合わせて，「現代（社会）総合」の名称が望ましかった。
（１）
「公共の扉」の原理側は，上記の議論から，憲法教育・経済学習の本来の公民科教
育の原論にあたるものを踏襲すべきである。それぞれの親学問からのアプローチが必要で
ある。その他のコミュニタリアン的，あるいは道徳的な公共心の育成につながる危険性を
払拭すべきである。個人が社会契約して，国家・市民社会を形成することをベースに，公
共の議論，政治的リテラシーを重視すべきである。そのためには ，社会経済の法・制度・
システム理解の必要性である。それは，原理原則的な理解を授業の上で図るべきであり ，
現行の「現代社会」の授業実践の積み上げに学ぶ必要があるが，その議論は見られない。
さらに，上からの国家・社会への統合にならないことを危惧する。また ，何よりの課題は，
2
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子どもの権利条約にもとづいて，権利実現を含む社会参加の方向に生徒の声を反映した社
会づくりに扉を開く内容がないと，若者の社会的包摂がなく１８歳を市民に育てられない。
（２）自立した主体とは，さらに，
（ア）政治的主体（イ）経済的主体（ウ）法的主体（エ）
情報発信の主体に，社会機能的にわけている。本来，この主体の中心に法の支配に関わる
民主主義的な市民社会が想定されなければ民主国家とは言えない。大きな課題を抱えてい
ると言える。
この内容は，個人を社会の主体として，構成員として場合によっては変革主体としてと
らえて，生徒の成長をはかるシティズンシップ教育の行える可能性を示したともいえる。
あくまでも，個人の尊厳から出発する憲法的価値観から出発し，個人の人生の社会的主体
を形成し，憲法１３条の幸福追求権をもつ主体として，総合的にとらえて成長を促すので
ある。
評価点として，第一に，学習活動が例示され，シミュレーション（模擬投票，模擬裁判），
新聞を題材にした授業，インターシップ，体験活動が例示された。また第二に，他専門職
との連携が打ち出されていることである。このように，活動的で，生徒の議論を協働して
学ぶことによって，社会的課題を主体的学習課題として引き受ける可能性がある。また ，
教員が，地域・日本・世界の課題をすべて引き受けることはできないので ，他職種と連携
することで，社会の課題を学校に提示してもらい，それを議論する機会を得ることができ
るのである。
このような主体の例示の内容，例示の仕方は，問題もはらんでいる。
当初，２０１５年段階では，家族や地域の主体である生活者，当事者の視点があったが，
２０１６年の上記資料からは後退したと言える。
「消費者・労働者・生産者」というカテゴ
リー別の当事者を考える課題が弱い。これは第一の問題である。他の機能的な主体 ，政治・
法・経済は社会認識の上で問題はないが，その親学問や，その原理を多元的多角的に生徒
への提供なしに，事象のみ提示されるようになり非学問的な課題提起になることは問題で
ある。
第二に，地域住民，地球市民的要素が不十分である。これは従来の「現代社会」の課題
でもあったが，ローカル・ナショナル・グローバルな課題を大事にするシティズンシップ
教育と違い，ナショナル，国家・社会の形成者である主権者にウエートが置かれすぎてい
る。
第三に，このような民主的人格の形成をめざし，若者権利をエンパワーメントすべき公
民科教育は，社会機能に人間を分化してとらえる手法が有効か疑問である。社会科学的な
社会の現状分析，それに対しての政策対応を考える枠組みでない ，主体の列記だけは問題
があろう。それは，社会科学（法律学，経済学，社会学等）による社会認識を育てる上で
障害になるのではないか。
第四に，自立した主体を市民社会の権利主体を成長させる視点ではなく，社会に統合し
てゆき，自己を社会の多数派にアジャストしてゆく方向の価値観を産む危険性があるとい
3
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える。とくに，すべての教育活動で，道徳教育との関連を説く文科省が「公共」を設定す
るところに，個人の尊厳から出発するのではなく，非人権的な社会統合，社会防衛的な発
想が見え隠れするのである。
第五に，さらに道徳と一体化をすれば，個人の公共空間での振る舞いが重視され，人権
主体としての成長が阻まれる。
（３）持続可能な社会づくりの主体
この内容は，ア地域の創造への主体的参画，イよりよい国家・社会への主体的参画，ウ
国際社会への主体的参画と構成されている。
前回の指導要領から登場し，２１世紀の教育課題として，文部科学省が設定した課題が，
「持続可能な社会づくり」である。
「持続可能な開発」については，１９８０年代，国連の
ブルトンラント委員会が，開発の原理として，現世代が次世代の幸福をなくさないように ，
自然と向き合い，現世代の満足も実現するために，環境破壊を経済成長の犠牲にしないこ
とを強調したのである。持続可能性を強調した地球環境問題での問題提起である。 そこか
ら派生して，持続可能が一人歩きし，持続可能な財政，持続可能なふるさと創生など行政
が使い始めた。
エコロジー的視点，自然との調和が，利潤（経済）中心の文明への批判的視点を盛り込
むことが必要である。このような視点は，ワーキングでも残念ながら議論された形跡はな
い。ＳＤＧｓ（２０１５）が国連で採択され今日，大事な視点といえる。さらに，この（３）
では，探究学習の要素を入れてゆくことは，答えの決まった内容ではないので重要である。
ＰＢＬ型の問題解決学習が大きな成果を上げると考えられる。
また，合意形成の学習を入れてゆくことが大切で，ディべートは，多数決を前提に議論
が深まるが，多くの多様な意見を熟議することはできない。そこで ，一つのタスクを達成
するための多様な道，例えば，２０３０年の日本の第一次エネルギーの構成を考える，産
業革命時より，気温上昇２度（できれば，１．５度）のＣＯ２削減の具体的な方法を，宮
グループワークで，ＩＰＣＣのデータを使い，議論するようなことができなければならな
い。この方法論と内容が提起されておらず，必修でない政治経済に先送りされている。
本来の「持続可能な開発」や SDGｓに基づく，人類の生存を未来への視座を持った豊か
さを考える視点で，その形成者として，生徒に考察を与え，議論し，未来社会をつくって
行く主体として，成長させる授業が求められている。
そのためには，ローカル・ナショナル・リージョンナル・グローバルな視点（注）で ，
市民性を見つける課題設定や，グループワークをともなったアクティブ・ラーニングが求
められていると言えよう。

4
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14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

杉浦真理）
現社、総合
４ 時間

授業科目
時間数

授業難度

（立命館宇治

１枚ずつもらう。

③地方役所（市長村役場）。広報や議会だよりを生徒人数分か、生徒グループ毎に

公開度の高い HP を市町村が持っていれば、HP で代替できます。

1

②地方役所（市町村役場）。データ収集をインタビューします。情報収集可能な情報

総務省高校主権者教育副読本に載った、この取り組みは、代表的な教育例である。

①地方議会（市町村議会）。議会事務局がお願いすれば、仲立ちとなります。文科省

2.教材について

ーカル・シティズンシップを身につけます。

②地域の願い・課題を、政治に届ける方法を身に着け、地域課題を解決のためのロ

ます。

①地域の願い・課題を発見します。調査する場所、要望を出す場を知ることができ

1.授業のねらい

3

4

授業のコンセプト

模擬請願

模擬請願

2

1

以下は、調査用紙（例）です。

調査（

議会費 総務費（役場立替） 民生費（福祉） 衛生費（ごみ医療）
農林水産費 商工費 土木費（道路、下水、公園）
31

（２０１６年度予算時の前年度比）
30

29

増やした（大幅増加１５％以上）のある費用はどれか。（○を）

３今年度、財政の削った（大幅削減１５％以上）、
27

（町村）民一人当たりいくらになるか？
２今後の財政収支で一番心配なことは何でしょうか

28

）市町村

2

１市（町村）債（公債費）の発行残高（２０１５年度決算時あるいは２０１４年度決算）は、市

財政問題（財政課、財務課） ２０１６年３月調査用

26

25

24

23

22

）

３年（

21

）（

タビュをしてください）

20

）（

市町村の友達はいっしょに言って分担して調べてもよいです。ついでに、最低２名の大人のイン

19

）組 氏名（

（可能であれば事前にアポを取って行った方が実のある調査になるし、スピィ—ディです。同じ

18

17

16

って学んだことを、グループ（４～５人）で分かち合いましょう。

それでは、これから模擬請願の授業に入ります。夏休み中に、市町村役場に行

市町村役所（役場）調査（インタビュー、もしくは資料を役所で探す）

先生：

14
15

展開

13

３５分

の紹介を最低一人はつける必要がある市町村もあります。

11
12

住んでいなくてもできます。ただ、議会に請願を正式に提出する場合は、議員

何人（誰でも）できると憲法には書いてあるから、誰でも、当該の市町村に

先生：

9
10

高校生で、外国人の私も請願はできるのですか？

知っていますが、そんなことができるのですか

へえ選挙で、私たちは１８歳になれば、議員や首長を選ぶことができるのは

生徒２

生徒１

8

7

6

を届けることができる制度です。

5

それでは、これから模擬請願の授業に入ります。模擬請願とは何か。憲法１６

10 分

（第１時）

条で認められた権利で、市民が直接に、議会や首長に政治的な課題、地域の願い

先生：

導入

授業 LIVE

4

3

2

1
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31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

先生

（

）

２０代とかでＯＫ）

調べたことを項目を模造紙に書き出して、自分の町と他市との比較をしてください。

）さん （男・女）年齢（

）さん （男・女）年齢（

（福祉・街づくり・ゴミ環境・地域の活性化等）

（

）

街の課題をインタビューして聞いてみる

大人（保護者・市民）３人にインタビュー、

６君が調べたい何か（

3

21

20

19

18

17

16

15

（それぞれの福祉関連の課で、それぞれ調べる）

15

16

14

５特徴的な（自慢できる）市町村独自の福祉予算があれば教えてください。

13

（学校教育課）

14

12

４小・中学校それぞれ給食はあるか。あれば、自校式かセンター式か。

11

（こども福祉課、保育課）

11

13

10

３歳児一人っ子）の保育料はいくらか（可能なら、保育（料）のパンプもらう）

10

12

9

３（年少扶養控除のあるものとみなして）保育料（市町村税額１４万円、

8

9

7

（可能なら、介護保険（料）のパンフをもらう）

２子どもの医療費助成は、何歳までか？（こども支援課？）

8

6

7

げがあったら、前年度はいくらか

5

１介護保険料６５歳以上は２０１６年（H２８）４月からの標準額はいくらか、（介護保険課）値上

5

6

4

3

５財政力指数はいくつか（２０１５年度）

3

福祉調査

2

４投資的経費の割合は総予算の何パーセントですか？

2

4

1

消防費 教育費 公債費

1

私の町では、給食中学校に給食がありません。他の

僕の町では、給食センターで給食がつくられている

PP1

ここにテキストが入ります

単純に、高いから大変で、低いから良いと言うわけではなく、福祉施設が十分

介護保険料は、私の市は高いけど、あなたの市は安いね。

うちの市は、学校の建て替えと、人口が増えているから学校の増設もしないと

私の住んでいるＵ市は、昨年水害があったから、土木費に多く使っているんだ

市役所のインタビューでわかったのだけど、Ｊ市のＫ地域にバスが走っていな

地域のお母さんの話だと、Ｋ町は中学校まで、通院の医療費はタダだけど、自

５分

ついて、理解を深めてください。

4

先生：このように、各地域の実情や、願いは違うのですね。その多様性と共通の願いに

まとめ

分の住んでいる町は、全然子どもの医療費への補助はないそうだ。

生徒７

いので、お年寄りの病院通いは大変みたい。

生徒６

いけないので、教育に予算がかなり今はかかっているみたい。

生徒５

って。

生徒４

因をさらに、調査すると町の福祉が見えてくるね。

に整備されているから高いとか、働いている人が多いから安く済んでいるとか、その要

先生

生徒３

進んでいる。

けど、きみの町は、学校でつくられているのは、あたたくて良いね。給食に地産地消も

生徒２

市町村ではあるのですね。

生徒１
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導入

先生：

2

3

8

住んでいる人は、別のグループにいてくださいね。

8

11
12
13
14
15

から、市役所の調査やインタビューなども含めて出し合いましょう。個人的な願

いも大事ですが、模擬請願で市町村にお願いするのですから、みんなの願い（公

益性）、困っている人を助ける（福祉性）も考えにいれて、みんなでその願いを

見つけて行きましょう。まず、その願いを１項目として、模造紙に付箋紙で書い

て貼り出してから、みんなで議論しましょう。

11

12

13

14

15

24

の交通を支えているよ。

24

それは、輪番で場所を変えてゆけば、良いのではないだろうか。

生徒６

30

31

でも、自分の家の前に、ゴミ置き場ができるのは反対が多いのでは？

生徒５

29

が無くて良いみたい。

5

31

30

29

28

27

生徒４

27

Ｍ市は、ゴミをコンテナの地域ステーションに入れているから、カラスの被害

Ｂゴミ環境、

26

28

26

教員

25

25

23

私の住んでいるＫ市は、小さなコミュニティバスを市が走らせていて、お年寄り

そのような税金の使い方をするのは大切だよね。

22

年寄りの病院通いは大変みたい。」（Ｔさんの地域調査で調べ）は大事じゃない。

21

23

20

19

22

もするけど。

それは、大事な願いだけど、それは市役所にお願いすることかな。個人的な気

21

生徒３

生徒２

それより、前の時間でわかった「Ｕ市のＫ地域にバスが走っていないので、お

20

19

18

17

かないよ。

生徒１

17

18

16

Ａ交通

16

学校へのバス便を増やして欲しいな、いつも満員だし、帰りは３０分に一本し

10

先生：それでは、まず、自分の地域の課題を、Ｕ市以外でも共通の願いもあるでしょう

10

9

7

の希望で、分かれてください。ただし、そのグループは、近所（同じ市町村）に

7

３５分

6

課題、本校はＵ市にあるので、その課題も含めて議論します。各グループ、自分

6

展開

5

Ａ交通、Ｂゴミ環境、Ｃ教育、Ｄ福祉、Ｅ観光（商業振興）に分かれて、地域の

5

9

4

プに分かれて、それぞれの分野ごとに、地域の願いを分析してゆきます。まず、

4

2

1

3

（第２時）

それでは、これから模擬請願の２時間目にの授業に入ります。今日は、グルー

10 分

授業 LIVE

1

予算も限られているから、どちらかに絞るか、順番を決めて教育の予算を増や

英語教育も大事だけど、ＩＴ教育もこれからは必要じゃないの？

Ｋ市では、小学校の低学年から、英語教育を初めているみたい。

みは大事だよね。

家賃の補助をしたり、保育士さんのお子さんは優先的に入園させるなどのしく

給料を上げるように補助したり、Ｏ市のように、Ｏ市に就職してくれたら、

めにできることを考えようか。

施設をつくることも大事だけど、市で、このようなケアワーカーの増員のた

先生：

まとめ

先生

6

次に、多く出た願い、公益性や福祉性の高い課題の順に、を１つか２つにまと

５分

（各グループ毎に発表させる）

それでは、各グループの議論をみんなで共有しましょう。

たいな。

多くの言葉が街にあふれて、国際的で観光のうまくゆくＵ市になってもらい

助したら良いかも。

賛成、歴史遺産のお寺もパンフも中国版をつくってもらえるように、市が補

よね。他の中国語やハングルの表記の表示版も必要では。

Ｕ市には、たくさんのアジアの観光客が増えているけど、看板は英語だけだ

めてゆきましょう。

生徒１５

生徒１４

生徒１３

Ｅ観光（商業振興）

生徒１２

生徒１１

もいるよね。

生徒１０

介護や保育の人材が不足しているから、待機児童や老人ホームに入れない人

さないとダメだね。
Ｄ福祉、

生徒９

生徒８

生徒７

Ｃ教育

－24－
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5
6
7
8
9
10

5

6

7

8

9

10

7

4

4

Ｃ教育

生徒３

ださい。

Ｅ観光（商業振興）

て欲しい。
街の表示板を英語以外に、中国語、ハングルをいれてく

介護職保育職充実のために、給与の一部補助を含めて、待遇を改善し

英語教育充実のために、外国人の先生を小学校に配置して。

地域のゴミステーションのコンテナを設置して欲しい。

31

30

29

28

Ｕ市のＫ地域にコミュニティバスを走らせて欲しい。

8

にも困るお年寄りもいることは問題です。
26

請願項目

域は高齢化が進み、また、バス等の公共の交通がないことがわかりました。病院
25

27

い人の多く住むマンションもあります。私たちは、街でのインタビューで、Ｋ地

24

模擬請願書

Ｕ市は府内でも２番目の大きな都市であり、高齢化の進んだ場所もあれば、若

請願理由

現に向けて書くぞう！

23

22

21

20

「Ｕ市のＫ地域にコミュニティバスを走らせてもらいたい」さあ、実

×昭夫さんにしてください。

18
Ａ交通

請願書の書き方をまねてみようか。さーがんばって。宛先は、Ｕ市議会議長の×

17

19

権（憲法１６条）に合わせて、請願書にしてみようか。Ｕ市議会のＨＰをみて、

生徒１

先生：良くできたね。それぞれ、地域の願いを要望にできました。では、それを、請願

生徒５

Ｄ福祉

Ｂゴミ環境

生徒２

生徒４

Ａ交通

調べたけど、Ｕ市のＫ地域にコミュニティバスを走らせてもらいたい

それでは、まず、地域の課題を、各グループでアイデアをまとめてください。

生徒１

４０分

ゆきます。

ループに分かれて、それぞれの分野ごとに、地域の願いを請願書という形にして

それでは、これから模擬請願の３時間目に授業に入ります。今日は、前回のグ

５分

（第３時）

先生：

展開

先生：

導入

授業 LIVE

16

15

14

13

12

11

3

3

どこかの市議会事務局の請願書の書き方を掲載してください

2

2

11

1

1

－25－
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Ｂゴミ環境

15

てるために請願をします。

15

31

30

29

28

27

Ｕ市の予算で、福祉関係、とりわけケア職の給与改善をして欲しい。

9

けになると考えています。

25

請願項目

介護職不足が言われており、その解決が待機児童、老人ホームを待つ家庭への助

24

26

Ｕ市の新たな福祉予算を増やすことが、福祉の充実になります。とくに、福祉

模擬請願書

「介護職保育職充実のために、給与の一部補助を含めて、待遇を改善

して」だったよね。

Ｄ福祉

請願理由

生徒４

英語教育の充実のために、小学校に外国人の先生を配置してください。

23

22

21

20

19

18

17
18

17

16

14

宇治市民の語学対応力が求められています。また、海外で活躍できる人材を育

14

請願項目

13

16

12

Ｕ市の教育は、歴史遺産の教育など歴史と文化の特色のある教育をされてお

られます。さらに、国際都市として、観光客を増やすなど街が栄えるように、

11

10

9

8

7

13

請願理由

模擬請願書

Ｃ教育 「英語教育充実のために、外国人の先生を小学校に配置」するだよね。

カラス除けの用品の設置

ゴミ回収のコンテナの回収

12

11

10

生徒３

２

9

請願項目１

8

6

り、ゴミが荒らされていることをお目にします。

6

7

5

の前で、何のカバーもなく回収されているので、ときおり、カラス等の動物によ

5

3

2

1

4

模擬請願書

「地域のゴミステーションのコンテナを設置」を始めよう。

Ｕ市の街の生活ゴミは回収は、適切に行われています。しかし、ゴミが各家庭

請願理由

生徒２

4

3

2

1
ください。

５分

お願いします。

10

請願理由を明確にして、この願いを市議会議員が聞いてくれるように、報告準備を

する。拍手が起こる）。では、次回は、市議会にフィールドワークです。各グループ

先生：それでは、各グループできあがった請願書をみんなに示してください（生徒発表

まとめ

を街角に増やしてください。

Ｕ市の外国人観光客向けに、英語・中国語・ハングルの３カ国語表記の表示板

請願項目

けでなく、より多くの外国人の観光へ来てもらうことにつながると思います。

わけ、東アジア（中国・韓国）の人たちに伝えたい。そのことが、隣の京都市だ

てゆくために、観光客向けに、Ｕ市の観光地の情報をしっかりと、外国人、とり

最近英語以外の外国語を市内で耳にします。Ｕ市を観光地として国際化を進め

模擬債願書

Ｅ観光（商業振興）「街の表示板を英語以外に、中国語、ハングルを増やして」

請願理由

生徒５

－26－
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導入

先生：

2

3

8
9

来の市民の声を聞いて、いただき市政に反映いただければ、よりありがたく存じ

ます。

9
10
11
12
13
14
15

えていますが、そろそろ減少に転じます。また、市の財政も他の市と同じ赤字が

あり、どのように、効率的に財政を運営するかが大きな課題になっています。市

民の願いを届けて、行政サービスを広げることと、財政を効率的に運営すること

は共に大切です。少ない費用で最大の成果をあげることです。市の財政は、国に

比べて少ないので、どのようにして税収をあげるか、ムダを省くかは大きな課題

11

12

13

14

15

31

で、議員は、厳しくその中身を市民目線で議論するのです。どんな分野の市民生

31

11

30

27

をして、最終決定を行うのです。

27

す。予算書・決算書をみるとこの市の税金がどう使うのか、使われたかわかるの

26

いつも議論するのは、効率的でなく議論も深まらないので、委員会をわけて審議

26

30

25

でもあります。すべての審議は、ここで最終決定されますが、これだけの議員で

25

29

24

きます。また、皆さんの請願を採択して、行政にしてもらうことを決定できる場

24

の予算・決算については、必ず審議をして、市長の提案を審議することになりま

23

ます。また、市議会は、行政（公務員）に質問し、市民の声を提案することがで

23

29

22

り、アメリカ政府と同じで、市長（行政）と議会（立法）は、相互に独立してい

22

28

21

議会本会議場で、すべての市議会議員と、市長側と向かいあって座ります。つま

21

今、この市の大きな課題は、××と△△です。また、市の税金を決めたり、市

20

員）と、それを市民目線でチェックする議会で成り立っています。この部屋は、

20

28

19

18

投資するかを、よくこの議場で議論しています。

18

さて、議会と言うのは、二元代表制をとっており、市長を長とする行政（公務

17

施設等への新しい支出）が抑えられていますので、どう財政を良くして、未来へ

17

19

16

です。本市は、義務的経費（決められた仕事の支出）が多く、投資的経費（道路・

16

10

皆さん。よくいらっしゃいました。Ｕ市の人口は、××人で、少しずつまだ増

議長：

7

先生：大変お忙しい中、Ｒ高校の生徒の学習を提供いただき感謝いたします。また、未

8

6

7

２０分

展開１

5

ごとに、議員さんに説明、意見をいただくことにしてゆきます。

5

6

4

いて説明があります。前回のグループに分かれて会議室に入り、それぞれの分野

4

2

1

3

（第４、５時）

今日は、Ｕ市議会にやってきました。まず、市議会議長の、市議会の役割につ

５分

授業 LIVE

1
を知ることができるのです。
大変、お忙しい中、ご報告いただきありがとうございました。生徒の皆さんお礼

さい。

一度、○△議員さんもその地域を歩かれて、地域のお年寄りの声を聞いてくだ

必要なのはわかるのですが、財政にも余裕がないので。

たい人がいるか調査をしますね。それによって、市にやってもらうか判断します。

この地域を調べましたが、皆さんの指摘のとおりです。どれくらい一日に乗り

い」をみんなで考えました。

よろしくお願いします。
「 Ｕ市のＫ地域にコミュニティバスを走らせてもらいた

そうですが、ネットでは不十分ではないでしょうか。

コンテナは高いので、カラス除けのネットだけではどうでしょうか？

んか。また、一方、設置場所を頻繁に移動するのも難しいと思います。２点目に、

良い提案だと思いますが。２点問題があります。設置場所に家はいやがりませ

「地域のゴミステーションのコンテナを設置」をお願いに来ました。

議員３

生徒９

議員４

生徒８

議員３

わかりました。もう一度検討してみましょうね。

うにできませんか

12

では、巡回のままでも、時間を延長して、放課後も週１回は英会話でできるよ

理では。

いといけないので、何かムダを省かないと無理。議員の給与も今年下げたし、無

調べてみたけど、全小学校に常時配置すると、２０００万円の費用が追加しな

それでは、いつも放課後に英会話の練習はできませんよね。

だけでは足りませんか。

外国人講師は、市で１０名雇っていて、巡回で小学校に回っています。それで

生徒３ 「英語教育充実のために、外国人の先生を小学校に配置」は難しいでしょうか。

（また、別の部屋で）

生徒７

議員２

生徒２

（別の部屋で）

生徒６

議員１

生徒１

（各テーマグループに、事前に議会事務局にお願いし、議員さん数名で対応してもらう）

６０分

いしてみましょう。

を拍手をしましょう。それでは、各グループ毎に、市議会議員に直接、請願をお願

展開２

先生

活をサポートできるか、困っている人に届いているかは予算を見れば、その特徴

－27－
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「介護職保育職充実のために、給与の一部補助を含めて、待遇を改善」をお願

そうですね。街のことをあまり今までは、考えたことがなかったけど、これ

議会開会日、議会閉会日など、半日で業務が終わるの日の午後等が設定しやすい

事前に、模擬請願書を送っておくと、市議会訪問時にコメントを得やすい。

５

６

29

30

13

議会事務局と日時は設定する。次に議長の承諾を得る。

４

31

３か月前には、予約の折衝を始める。

３

ている。

６，９、１２月の議会（３月議会は予算審議があり大変）が、市町村議会で開かれ

28

２

27

26

25

認知された模擬請願であることの理解を得る。
24

23

24

22

文部科学省総務省の主権者教育の副読本にも載っており、それを見せて社会的に

議会訪問準備のために

１

23

21

20

19

18

17

16

22

21

先生：それでは、議員さんにお礼をして帰りましょう。

20

５分

まとめ

からは、考えてゆきたいと思います。

生徒１２

性が高いと言います。また、市で困った人のことを助ける提案も大事ですね。

15

13

12

んな提案は、いつでも議会や、市役所の職員は待っていますよ。そのことを公益

19

18

17

16

15

僕たちの願いが街を変えることができるんだね。
14

議員６

14

やった！

11

10

9

それは、皆さんの個人的な願いではなく、市全体が良くなる提案ですから。そ

生徒１１

13

時から、採用してもらえるように、市の観光課にお願いしてみましょう。

そうですね。次に市の交通掲示板を出すとき、歴史遺産の場所の案内をつくる

議員６

11

12

「街の表示板を英語以外に、中国語、ハングル」をいれてください。

生徒５

（また、別の部屋で）

10

9

8

8

7

せるかもしれません。

7

すばらしいですね。それでお願いします。

6

れませんね。介護現場でも、何か、福祉でがんばったいるところに、補助金をだ

6

生徒１０

5

4

長保育など、受け入れを充実してくれたところに、補助金だったら出せるかもし

3

2

5

いしたい。

1

4

議員５

生徒４

（また、別の部屋で）

良い提案ですが、公務員の給与を上げると批判も強いので、私立保育園に、延

3

2

1

14

他指導資料も参照
村林守『地方自治のしくみがわかる本』（岩波ジュニア新書）２０１６

文部科学省総務省『私たちがひらく日本の未来』副読本２０１５

参考文献

められています。

人にしてゆくファシリテーターとして、地域ネットワークをつくってゆくことが、求

シティズンシップ教育（主権者教育）は、地域と協働しながら、教員が生徒を大

球市民教育にも、この３段階を考えて単元構成をしてみてください。

つけてゆくのです。是非、市民性教育の普遍的な学習過程として、主権者教育、地

会へ実践活動をする（ＪＵＭＰ）するの３段階によって、生徒達は、市民性を身に

ます。この知識・現状理解（HOP）、分析・社会課題の当事者性の獲得（STEP）、社

（STEP）をして、第４、５時地域社会を変える発信・アクション（JUMP）をしてい

この授業で、では、第１時現状を知り（HOP）、第２、３時に地域の分析とまとめ

で貴重で、大切な教育になってゆくのです。総合学習としてもお勧めです。

中高生の地域理解を深め、社会に参加参画を進めることは、未来の市民を育成する上

て、考えてみることもしませんか。地域課題を住民目線で未来の地域の担い手として、

の自然を生かしたエコツーリズムの開発などを地域の専門家や市民の方々と協働し

さらに、商店街の活性化を、地域の商店街と組んで、生徒に考えさせたり、地域

も当然に必要です。

する教育だからです。また、その活動の前には、憲法や地方自治法などの基礎的学習

す。それは、地域の願いを知り、それを実現する政治的実現過程に載せてゆく挑戦を

ブな設定が必要です。この教育実践は、政治的リテラシ―を育てることにも役立ちま

徒に育てるか課題です。そのためには、フィールドワークや、模擬請願などアクティ

市民を育てる教育は、地域・国・世界のそれぞれ、住民・国民・地球市民にどう生

ローカルなシティズンシップ教育（主権者教育）を創るには

－28－
< 30 >

１８歳選挙権時代を迎えて
社会参画する資質・能力を育む授業の在り方について
宮崎

三喜男（東京都立国際高等学校）

１．はじめに
2014 年 6 月，公職選挙法が 60 年ぶりに改正され，18 歳に選挙権年齢が引き下げられたのは
周知のとおりである。
そして昨年 7 月に実施された参院選にて 18 歳選挙権がついに実施された。
気になる投票率だが全世代の平均が 54.70%だったのに対し，18・19 歳の投票率は 46.78%であ
った。もう少し詳細に見てみると，
18 歳が 51.28%，19 歳が 42.3%であり，20 代の投票率が 35.60%，
30 代が 44.24%という結果であった。18 歳と 19 歳の投票率が 20 代，30 代よりも高く，また 47
都道府県すべてにおいて，18 歳の投票率が 19 歳の投票率を上回ったことを考えると，学校に
おける主権者教育の成果が強く表れているとみてもいいのではないだろうか。
主権者教育とは，どのような教育なのであろうか。
「主権者教育＝模擬投票」，
「主権者教育＝
投票率を高める教育」と考える人もいるであろうが。報告者は「課題を多面的・多角的に捉え，
自らの意見を形成し，根拠をもって自らの考えを主張・説得し，また合意形成を図る力を育む」
ことが主権者教育の目指すべき姿であると考える。

２．主権者教育の分類
近年，主権者教育は，シティズンップと関連付けて考えられてきており，
「模擬選挙やマニフ
ェスト学習」，
「社会的価値判断力・意思決定力を育成する学習」，「政策づくり学習」，「話合い
活動」，
「請願書を書く」，
「模擬議会」，選挙管理委員会による「出前講座」といった実践が積み
重ねられてきている。そのような中，報告者は主権者教育を，
「１：制度説明，２：リテラシー，
３：話し合い（ディスカッション），４：合意形成，５：政策作り，６：請願，７：模擬選挙，
８：模擬議会」の８つに分類できると考え，これらを念頭に実践を行っている。

３．実践報告
ア

リテラシーを育む授業

テーマ： 「始めてみようＮＩＥ教育～今日は君が整理部キャップだ～」
ねらい：記事の内容を要約し，表現する力を養う。
リテラシーを育むためには様々な考えや意見があることをしっかり理解することが前提で，
そのためには読解力を身に付けることが大切であろう。
本授業は，
「新聞記事を読み込み，グループで見出しを考え，そして発表する」という授業展

1
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開である。なお教材は見出しを空欄にした新聞記事を使用し，興味を抱くようにスポーツ記事
（高校野球）を選択した。
見出しを付けるためには新聞記事を読み込まなければならない。新聞記事の内容をよく理解
し，大事なポイントを抽出して，それをさらに短い言葉で表現する。ここにこの授業の一番の
ねらいがある。見出しをつけ，発表するために新聞記事をじっくり読む。この訓練こそが，主
権者としての第一歩であると考える。

イ

話し合い（ディスカッション）を中心とした授業

テーマ：「ディスカッションを通して，自分の考えを表現しよう」
ねらい：話し合い（ディスカッション）を通して，現代社会の諸課題に対する自らの考えを養
うとともに，どのような社会を創っていきたいかを考えさせる。
＜テーマ例＞
ⅰ）2015 年の 4 月から消費税が 8％に上がりました。また，2019 年の 10 月から 10％になるこ
とも決まっています。あなたは，消費税を上げることに賛成ですか，反対ですか。
ⅱ）監視カメラは，防犯を主な目的として設置が進められています。監視カメラの設置につい
ては賛否両論がありますが，このことについて論じなさい。
ⅲ）選挙の投票率の低下に関して，選挙に棄権した人に罰則を設ける考え方がある。このこと
について，賛成か反対かの立場をはっきりさせて論じなさい。
ⅳ）所得格差をはじめとする様々な格差の拡大が指摘されているが，背景，現状及び問題点は
何かを整理した上で，そのような状況をどう捉え，対応していくべきか，論じなさい。
知識を習得してからディスカッションをするのが一般的だが，本実践では授業の最初からデ
ィスカッションに取り組ませている。ディスカッションは，知識がある生徒が圧倒的に有利に
話を進められるものなので，発言できずに悔しい思いをした生徒は，次回から自発的に勉強し
てくるようになるためだ。ディスカッションを通して，基礎的な知識も伸びるのである。ディ
スカッションの中で，現実社会と教科書の知識がつながることも大きな成果となる。ディスカ
ッションで目指すのは，知識を広げることと共に，広い視野を持ち，多面的・多角的に物事を
捉えることである。相手の意見を聞き，異なる意見を排除するのではなく，それらを踏まえて
自らの意見を再構築するのは，主権者となるにあたり必要となる力であろう。
そのため，ディスカッションで扱うテーマは最初，賛否を問う二項対立型から始め，その後，
問題解決型に移行し，そして提案型へとスモールステップをしていく。そこで意識しているの
は，出来る限り答えの出ないテーマを選び，また生徒に「どのような社会にしていきたいか」
を常に考えさせることである。例えばア）の消費税増税に関しては，
「財政赤字を今の世代が支
払うべきか，経済活動を優先させ将来世代に回すべきか」や，イ）の監視カメラの是非は「安
全・安心を優先させるか，プライバシーの確保を優先させるか」というように，課題を通して
社会を考察させることを意識している。

2

－30－
< 32 >

ウ

合意形成を目的としたワークショップ型授業

テーマ：「ドイツハイジャック機撃墜法について，議論しよう」
ねらい：話し合いを通し，多面的・多角的なものの見方を養い，かつ合意形成する力を養う。
本授業は実際にドイツで制定されたハイジャック機撃墜法をもとに，ディスカッションを行
い，かつグループ内での合意形成を図る授業である。アメリカ同時多発テロを受け，ドイツで
は 2005 年にハイジャック機撃墜法を制定した。この法律では旅客機を制圧したテロリストが都
市部への墜落による攻撃で，多数の人命を奪うことを目論んでいる状況がわかっていた場合，
そしてこの旅客機によるテロの進行を止めるためには，撃墜するという残酷な選択肢しか残さ
れていなかった場合，
「撃墜するという判断は許されるのか」ということを考察させる授業であ
る。授業者から，
「自爆テロを目的としてハイジャックされた旅客機を，無実の乗客を犠牲にし
て撃墜することは許されるのか」という発問をし，議論をスタートさせる。
生徒の反応は，撃墜は仕方ない，行うべきではないという両意見に２分され，議論が白熱し
た。撃墜は仕方ないという立場の生徒のおもな主張は，
「乗客には申し訳ないが，それ以外の方
法がない以上，これ以上の犠牲者を出すべきではない」というものであり，行うべきではない
という立場の生徒は，
「国家が国民の命を殺めることはあってはならない」との主張である。議
論が進む中で，
「乗っていた人には申し訳ないが，墜落する場所に自分の家族がいるかもしれな
い」
，「何百人の命と何千人の命を天秤にかけた場合，答えは１つしかない」という声が優勢に
なったとき，「命を天秤にかけていいのか」という反対の立場の生徒から強い反論が出された。
このように相手を尊重しながらも，本気で議論をすることで何が正しく，何が正解かではなく，
どのような社会を皆が求めているのかということを追及することが出来る。
また授業の振り返りとして，授業者の方から，ベンサムの量的功利主義の考え方を基にすれ
ば，撃墜はやむ得ない選択であろう。逆にカントの定言命法の考え方を基にすれば，撃墜はあ
ってはならず，この法律は違憲となるはずである（なお実際にはドイツの憲法裁判所は 2006
年に，本法律に対して違憲判断を下している）など，先哲の思想を用いながら，社会のあり方
について講義をしたが，そのことが生徒たちにとって非常に深い学びとなったようである。知
識や概念を習得してから活用するという，習得・活用・探究の順序は基本ではあるが，このよ
うにディスカッションを行った後に知識や概念を提示するという手法も大きな教育効果がある
と思われる。
本授業では「どのような社会が望ましいのか」という観点を取り入れながらディスカッショ
ンを行うことを主眼に置いた実践であるが，実践を重ねるうちに，
「どのような社会が望ましい
のか」という抽象的な思考から脱却し，功利主義，リベラリズム，リバタリアリズム，フェミニ
ズム，共同体主義，といったいくつかの思想をもとに，自分はどのような思想を重視するのかを自
覚しながら，判断させるというように思考レベルを上げることも行ってきた。対象の生徒の実情に
もよるが，社会を見るための見方や考え方を養うという点は，すべての生徒に共通する課題であろ
う。最終的に合意形成を図らせるよう授業は構成しているが，合意形成が妥協の産物とならな

いよう，根拠をもって意思決定できるような教育を行うことが重要であると考える。
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エ

政策作りから社会参画の力を育む授業

テーマ： 「子育てしやすい環境作りとは？」「持続可能な社会保障制度とするには？」
ねらい：どのような社会が望ましいのかを議論し，政策提案を行う力を養う。
本授業は主権者として，
「どのような社会を望むのか」を考えるだけでなく，実際に提案をさ
せるものである。社会参画は主権者教育の大きな柱であり，特に重要視している。そのような
中，「子育てしやすい環境作り」と「持続可能な社会保障制度とするには」という課題を与え，
政策提案の授業を実践した。
あるグループでは「子育てと仕事の両立が難しいから，子どもを産みたくない女性が多いの
では」との仮説から議論が始まり，打開策として保育所の増設に話が進んだ。しかし議論を進
める中で「保育所を増やしても保育士がいなければ意味がない」
「保育士資格を持っているのに，
保育士として働いていない人が相当数いる」などの点に気付き，
「待遇が安定している公務員の
保育士を増やす」
「公立高校に保育科を新設する」などの提案が出された。さらに「父親に育休
を取得させる制度の拡充を図り，積極的に取り組む企業に国が助成金出したらどうか」など，
話し合いを通して，より深い提案が出るようになった。
またあるグループは，
少子高齢化に伴う世代間格差の問題に着目し，
「社会全体の問題なのに，
若い世代に負担を強いている気がする」と指摘し，その打開策として「高齢者にも負担しても
らえる消費税の税率を引き上げ財源を確保し，その一方で，公的年金の受給額を減らし，子育
てなどの若者支援の充実に回す」との提案が出された。
どのグループも，社会的な課題を読み取り，話し合うことで，その問題の複雑さ，難しさに
気付き，さらに「どのような社会にしていくべきか」という視点を持ちながら議論を進めてい
くことで，より深く社会を考察でき，現実的かつ具体的な政策提案が行えるようになった。

４

学校図書室との連携

主権者教育を充実させていくためには，授業内だけでなく，様々な連携が重要であると考え
る。学校図書館は，特に大きな役割を担う事であろう。
報告者の勤務校の図書館の壁には多くの切り抜き記事が掲示されている。テーマは 18 歳選挙
権，夫婦別姓，社会保障問題，国際情勢，大学入試情報などバラエティに富む。そして，どれ
も高校生にとって興味・関心が高い記事ばかりである。また本校の生徒が投書欄に掲載された
記事のコーナーもあり，図書室に来た生徒は皆，立ちとまり記事を眺めていく。このような取
り組みを始めてから，図書室に置いてある新聞を読む生徒が増え，またテーマごとに分類して
あるスクラップファイルを貸し出してほしいとの要望が出てきた。
報告者は政治・経済を担当しているが，授業で扱うテーマを司書の方と事前に相談し，スク
ラップファイルを作成していただいたり，時には図書館にて授業を行うこともある。以前は「先
生，○○ってどういうことですか？」という質問が多かったが，最近では「新聞に△△って書
いてあったんだけど，もう少し詳しく教えてください」というように変化が見られている。
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５

まとめ

まとめとして，話し合いを中心にした授業は，
「はいまわる社会科」のようにうわべだけの議
論に陥る危険性があり，はたして主権者としての能力を育むことが出来るのかと危惧される人
もいるであろう。また模擬投票や模擬選挙の授業を展開する方が，見栄えもするし，生徒も保
護者も「主権者教育をした」という気分になれるだろう。しかし，ただ話し合いをするのでは
なく，つまり話し合うことが目的ではなく，しっかりと目的を明確にして行えば，生徒にとっ
て深い学びになると考える。その中核となるのが，主権者教育であると考える。さらに社会科
公民科は，社会的課題についての見方や考え方を学び，意思決定し，合意形成し，社会参加す
る方法を学ぶ教科だと私は考えている。だからこそ，社会を見るための見方や考え方が非常に
重要になっているように思われる。それゆえ，
「主権者教育＝模擬投票」，
「主権者教育＝投票率
を高める教育」ではなく，
「課題を多面的・多角的に捉え，自らの意見を形成し，根拠をもって
自らの考えを主張・説得し，また合意形成を図る力を育む」こそが，主権者教育のあるべき姿
であると思い，今後も主権者教育を構想していきたいと考えている。

5

－33－
< 35 >

－34－
< 36 >

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

 পஂطमृख टःघऐ
؞ফােऽोؚ2ؚు ୃؚ৵ؚ৵ ূؚিક
؞১প৾প৾ ভఐ৾ଢ଼ఐ ఊୖங ৾௧వఊവ
ਁ؞য়র৾ਁؚয়ৈૅৎ৻मས௫पਚര 7URPERQH
0DLO
GKD\DVKL#JPDLOFRP :HEKWWSZZZKD\DGDLQHW
7ZLWWHUKD\DGDL
)DFHERRNKD\DGDL

᪥ᮏ♫⛉ᩍ⫱Ꮫ ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘᏘ◊✲

ٲ௧ীطঢ়ੱ୩ୠ
؞৾ 132ؚড়ਸؚनुभভਸ
؞ড়ਙઇ ড়ଝઇؚઇؚਥਹ؞যਥઇ
؞ઃ਼৻ਛ नुभਥਹؚঘش५ग़থঃডشওথॺ

㧗➼Ꮫᰯ᪂⛉┠䛂බඹ䛃䛸䛂18ṓ㑅ᣲᶒ䛃
䠉ཧ㆟㝔㆟ဨ㑅ᣲ䜢䜚㏉䛳䛶䠉

ᯘ 

ٲऩણؚਜ
ٳनुभਥਹ৺ॿॵॺডشॡ ফাعਠ
ٳெᇍ৭ਤॿॵॺডشॡ ফাعਠ
ٳম३ॸॕ६থ३ॵউઇইज़شছ ফعਠ
ٳ132১য॥গॽॸॕ؞ड़شफ़ॼॖ४থॢ؞४কঃথ ফعਠ
ٴিਁয়৵৾ૅ૩ుஂஃ৩ ফাعফা
્ٴశਹણ১য਼ઇଢ଼ਚ ফাعফা
ٴஎয়༙აর৾ৈૅశଞඐప রਁড়ؚৈૅ৽  ফাعফা
ٴੳ132১যॳকॖঝॻছॖথ੍ର७থॱ شহਜଂশ ফাعফা
ٴધఐ৾ েၺ৾ಆੁଂ ੁୖ ௧ ফাعফা
ূٴஞপ৾ ভ৾ ভૣක৾ఐ ஃઇ ফাع
َڀভ൴ણোَُनुभਥਹَُফ੦ຊಆَُڮফ়ಆُ॑૿ਊ

'OCKNFJC[CUJK"IOCKNEQOJVVRYYYJC[CFCKPGV

䞉ᮾὒᏛ ♫Ꮫ㒊 ຓᩍ
䞉ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 ௦⾲䞉ົᒁ㛗
䞉NPOἲே䝁䝭䝳䝙䝔䜱䞉䜸䞊䜺䝘䜲䝆䞁䜾䞉䝆䝱䝟䞁 ⌮
䞉⏫⏣ᕷ᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠ 㐠Ⴀጤဨ

http://www.toyo.ac.jp
http://www.mogisenkyo.com
http://communityorganizing.jp/
1

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

ၥ㢟ព㆑

䠍䠔ṓᡂே䛻䛂ᑐ䛃䛜㐣༙ᩘ䠖ㄞ᪂⪺㻔㻡㻛㻝㻝㻕

♫
♫
䛾
䛾ᢸ䛔ᡭ䛸䛧䛶ᶒ⪅䜢⫱䛶䜛
ᢸ䛔ᡭ䛸䛧䛶
䛶ᶒ⪅䜢⫱䛶䜛
䛂Ẹ⩏䛃䜢Ꮚ䛹䜒௦䛛䜙⫱䜐

ਛযফೡ峼ୃڴڭ峕ਬ岷ৣ岼峵岽峒峕峎岮峐
嵣ୃ එਛ؟٫岝ખৌ؟٫
ୃਰ එਛ؟٫岝ખৌ؟٫

ḛ܇ỄờḜỊḛஊೌᎍḜỂỊễẪềờẆḛɼೌᎍḜ
Ẑ܇ỄờửࠊൟỆẴỦẑ

ٮખৌ峃峵৶قളਯ௦پك嵣ୃ峒ਛয峘岮峄島峬
嵣ୃ峕ਬ岷ৣ岼峐峬岝পয峒峁峐峘ঽಁ峼峎峒峙ઓ岲峔岮岵峳
؟٫
嵣৽ੋ峕ঽয়峁峐岮峔岮য岶岮岵峳
؟٫

Ẑ܇ỄờửấểễỆᏋềềẟẪẑ
Ὁ܇ỄờˊẦỤỉࠊൟࣱỉᣱầẆ؏עỀẪ
ụẆᅈ˟ỀẪụỆếễầỦ
Ὁ܇Ễờửɟʴỉʴ᧓ểẲềݭẴỦʴೌॖᜤ
2017/3/3

2017/3/3

3

4

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕
-6

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

ୃ৭ਥ
ফা峘৭岵峳ৰآ
ୃ৭ਥ峼౷峨岲峉ઇ峘峉
峫峘ౢઇ౫峼岝ધఐ嵣ਜ岶ਛ
峁岝ਐഀླྀ岞
বਁஎয়峘峃峣峐峘ৈૅে عফ
ে 岝৭ଵ৩ಉ峕ফ峕ଦഘ岞
ઇ৩岻峕岣છ岤峼ਐਛ岞

ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶
৾ૅ峑峘ਥઇ峕峎岮峐
44ᖺ(1969ᖺ)10᭶31᪥
ᩥึ㧗➨483ྕ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗
䛂㧗➼Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛ᨻⓗᩍ㣴䛸ᨻ
ⓗάື䛻䛴䛔䛶䛃
⏕ᚐ䛿ᮍᡂᖺ⪅䛷䛒䜚䚸Ẹୖ䚸ฮ
ୖ䛺䛹䛻䛚䛔䛶ᡂᖺ⪅䛸␗䛺䛴䛯ᢅ䛔
䜢䛥䜜䜛䛸䛸䜒䛻㑅ᣲᶒ➼䛾ཧᨻᶒ䛜
䛘䜙䜜䛶䛔䛺䛔䛣䛸䛺䛹䛛䜙䜒᫂䜙䛛
䛷䛒䜛䜘䛖䛻䚸ᅜᐙ䞉♫䛸䛧䛶䛿ᮍᡂ
ᖺ⪅䛜ᨻⓗάື䜢⾜䛖䛣䛸䜢ᮇᚅ䛧
䛶䛔䛺䛔䛧䚸䜐䛧䜝⾜䜟䛺䛔䜘䛖䛻せㄳ
䛧䛶䛔䜛

ౢઇ౫峘崯嵤崧 3')ග 峙崎崏崾崝崌
崰岵峳崨崎嵛嵕嵤崱૭ચ岞
ফ২岵峳峘ৗఐ৯岣ਁુ岤峘
2017/3/3
ઍ峼峴峁峐岮峵岞
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ᖹᡂ27ᖺ(2015ᖺ)10᭶29᪥
27ᩥ⛉ึ➨933ྕ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁ㛗
䛂㧗➼Ꮫᰯ➼䛻䛚䛡䜛ᨻⓗᩍ㣴䛾ᩍ⫱䛸㧗➼Ꮫ
ᰯ➼䛾⏕ᚐ䛻䜘䜛ᨻⓗάື➼䛻䛴䛔䛶(㏻▱)䛃
18ṓ௨ୖ䛾㧗➼Ꮫᰯ➼䛾⏕ᚐ䛿䚸᭷ᶒ⪅䛸䛧䛶㑅
ᣲᶒ䜢᭷䛧䚸䜎䛯䚸㑅ᣲ㐠ື䜢⾜䛖䛣䛸䛺䛹䛜ㄆ䜑䜙
䜜䜛䛣䛸䛸䛺䜛䚹䛣䛾䜘䛖䛺ἲᨵṇ䛿䚸ᮍ᮶䛾ᡃ䛜ᅜ
䜢ᢸ䛳䛶䛔䛟ୡ௦䛷䛒䜛ⱝ䛔ே䚻䛾ពぢ䜢䚸⌧ᅾ䛸
ᮍ᮶䛾ᡃ䛜ᅜ䛾ᅾ䜚᪉䜢Ỵ䜑䜛ᨻ䛻ᫎ䛥䛫䛶
䛔䛟䛣䛸䛜ᮃ䜎䛧䛔䛸䛔䛖ពᅗ䛻ᇶ䛵䛟䜒䛾䛷䛒䜚䚸
ᚋ䛿䚸㧗
㧗 ➼Ꮫᰯ➼䛾⏕ᚐ䛜䚸ᅜᐙ䞉♫䛾ᙧᡂ䛻
యⓗ䛻ཧ⏬䛧䛶䛔䛟䛣䛸䛜䜘䜚୍ᒙᮇᚅ䛥䜜䜛䚹
㆟ไẸ⩏䛺䛹Ẹ⩏䛾ព⩏䚸ᨻ⟇ᙧᡂ䛾
⤌䜏䜔㑅ᣲ䛾⤌䜏䛺䛹䛾ᨻ䜔㑅ᣲ䛾⌮ゎ䛻
ຍ䛘䛶⌧ᐇ䛾ලయⓗ䛺㇟䜒ྲྀ䜚ᢅ䛔䚸⏕ᚐ䛜ᅜẸ
ᢞ⚊䛾ᢞ⚊ᶒ䜔㑅ᣲᶒ䜢᭷䛩䜛⪅䛸䛧䛶⮬䜙䛾ุ
᩿䛷ᶒ䜢⾜䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䜘䛖䚸ලయⓗ䛛䛴
ᐇ㊶ⓗ䛺ᣦᑟ䜢⾜䛖䛣䛸䛜㔜せ
6

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

㑅ᣲᶒᖺ㱋ᘬ䛝ୗ䛢䛻ྥ䛡䛯ືྥ

ཧ㝔㑅䛷䛾18䠉19ṓ䛾ᢞ⚊⋡

1960䡚1970ᖺ௦䠖ୡ⏺ྛᅜ䛜㑅ᣲᶒᖺ㱋䜢┦ḟ䛔䛷ᘬ䛝ୗ䛢䛯䚹᪥ᮏ䛷䜒ᑡᖺἲᨵṇㄽ㆟䛸䛸䜒䛻
㑅ᣲᶒᖺ㱋ᘬ䛝ୗ䛢䛜㆟ㄽ䚹⮬┬䛜1971ᖺ䛻䛂ᨻព㆑䛻㛵䛩䜛ୡㄽㄪᰝ䛃䜢ᐇ

ᮾி

⚄ዉᕝ ឡ▱

ឡ

ᐑᓮ

㧗▱

ᖹᆒ

ᖺ௦

ᢞ⚊⋡(䠂)

51.28

18-19ṓ

46.78

42.30

20-24ṓ

33.21

46.78

25-29ṓ

37.91

30-34ṓ

41.85

2003ᖺ䠖NPOἲேRights䛜ෆ㛶ᗓ䛻ᑐ䛧䛶䛂18ṓᢞ⚊ᶒ䞉ᵓ㐀ᨵ㠉≉༊ᥦ䛃

35-39ṓ

46.37

2007ᖺ䠖䛂
䛂᪥ᮏᅜ᠇ἲ䛾ᨵṇᡭ⥆䛻㛵䛩䜛ἲᚊ䠄᠇ἲᨵṇᅜẸᢞ⚊ἲ䠅䛃䜢ᅜ䛷ྍỴ(5᭶)
3ᖺᚋ(2010ᖺ)䛛䜙⾜ 3᮲䛷䛂ᢞ⚊ᶒ⪅䛿18ṓ௨ୖ䛾᪥ᮏᅜẸ䛃䛸つᐃ䛧䛴䛴䚸㝃๎䛷
䛂⾜䜎䛷䛾3ᖺ㛫䛻䚸㑅ᣲᶒᖺ㱋➼䛾ᘬ䛝ୗ䛢䜢ᐇ䛩䜛䛃䛣䛸䛜ᐃ䜑䜙䜜䛯

40-44ṓ

50.30

45-49ṓ

55.13

2013ᖺ䠖䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖㑅ᣲ㐠ືゎ⚗

50-54ṓ

61.51

᠇ἲᨵṇ䛻ᚲせ䛺ᅜẸᢞ⚊䛻䛴䛔䛶ᐃ䜑䛯䛂ᨵṇᅜẸᢞ⚊ἲ䛃⾜(6᭶)
2014ᖺ䠖᠇

55-59ṓ

65.00

2015ᖺ䠖⮬Ẹ䞉Ẹ䞉⥔᪂䞉බ᫂䞉ḟୡ௦䞉⏕ά䛾㔝ඪ6ඪ䛜䚸㑅ᣲᶒᖺ㱋䜢⌧ᅾ䛾䛂20ṓ௨ୖ䛃䛛
䜙䛂18ṓ௨ୖ䛃䛻ᘬ䛝ୗ䛢䜛බ⫋㑅ᣲἲᨵṇ䜢⾗㆟㝔䛻ᥦฟ(3᭶)
ᩥ⛉┬䞉⥲ົ┬ ᩍᮦ䛂⚾䛯䛱䛜ᣅ䛟᪥ᮏ䛾ᮍ᮶䛃సᡂ䛻╔ᡭ(3᭶)ڀ9᭶䛻බ⾲
බ⫋㑅ᣲἲᨵṇᡂ❧(6᭶)
ᩥ⛉┬䛂㧗➼Ꮫᰯ➼䛻䛚䛡䜛ᨻⓗᩍ㣴䛾ᩍ⫱䛸㧗➼Ꮫᰯ➼䛾⏕ᚐ䛻䜘䜛ᨻⓗάື
➼䛻䛴䛔䛶䠄㏻▱䠅䛃Ⓨฟ(10᭶)

60-64ṓ

68.16

65-69ṓ

71.65

70-74ṓ

73.67

75-79ṓ

70.13

1989ᖺ䠖䛂Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ᮲⣙䛃䜢ᅜ㐃䛜᥇ᢥ  ڀ᪥ᮏᨻᗓ䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᶒ᮲⣙ᢈ(1994ᖺ)

18ṓ

2000ᖺ䠖Rightsദ䛄ᅜ㆟ဨ䝅䞁䝫䝆䜴䝮䛂ⱝ⪅䛾ᨻཧຍ䜢䜑䛦䛧䛶-㑅ᣲᶒᖺ㱋ᘬ䛝ୗ䛢䜢
⪃䛘䜛䛃䛅㛤ദ  ڀ䛂㑅ᣲᶒᖺ㱋䛾ᘬ䛝ୗ䛢䜢ồ䜑䜛ᅜ㆟ဨ᠓ㄯ䛃⤖ᡂ(2001ᖺ3᭶)

19ṓ
ྜィ

2002ᖺ䠖⛅⏣┴ᒾᇛ⏫䚸᪥ᮏึ䛾18ṓ௨ୖ䛾ఫẸᢞ⚊ᐇ䠄ᢞ⚊⋡81.24䠂䚸ᮍᡂᖺ68.46䠂䠅
௨ᚋ䚸ఫẸᢞ⚊䛻䛚䛔䛶䚸ᢞ⚊ᖺ㱋䜢18ṓ䚸16ṓ䚸15ṓ䛺䛹䛻ᘬ䛝ୗ䛢䜛⮬య䛜ฟ䜛

62.23
53.80
57.84

58.44
51.09

58.20
49.40

54.70 53.77

41.43
29.90

38.54
28.07

35.29
26.58

35.78 33.61 30.93

2016ᖺ䠖18ṓ㑅ᣲᶒ⾜
2021ᖺ䠖18ṓᡂே䠛(2017ᖺ㏻ᖖᅜ䛻䛚䛔䛶䚸ᡂேᖺ㱋ᘬ䛝ୗ䛢㛵㐃ἲ䛜ᑂ㆟䛥䜜䜛ぢ㎸䜏)
2017/3/3
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㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

80ṓ௨ୖ

47.16

ྜィ

56.08
8

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

ཧ㝔㑅䛾⤖ᯝ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸(1)
䚽ᅇ䛜ึ䜑䛶䛾䛂18ṓ㑅ᣲᶒ䛃䛻䜘䜛ᅜᨻ㑅ᣲ䛸䛔䛖䛣䛸䛷䠈
18䡚19ṓୡ௦䛻ὀ┠䛜㞟䜎䜚䚸䝯䝕䜱䜰䛷䜒ሗ㐨䛥䜜䛯䛛䜙䛣䛭
䚸䛣䛾ୡ௦䛾ᢞ⚊⋡䛜㧗䜎䛳䛯ഃ㠃䜒䛒䜛䚹
ڀᚋ䛾㑅ᣲ䛻䛚䛔䛶䚸䛂18ṓ㑅ᣲᶒ䛃䛾䝯䝕䜱䜰➼䛷䛾ྲྀ䜚ୖ
䛢䛻䜘䛳䛶䛿䚸18䡚19ṓୡ௦䛾ᢞ⚊⋡䛿పୗ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒
䜛䚹
䚽ከ䛟䛾㧗ᰯ䛷䛿3ᖺ⏕䛷䛂ᨻ䞉⤒῭䛃䜢Ꮫ䜣䛷䛚䜚䠈ᤵᴗ䜢㏻
䛨䛯ᩍဨ䛻䜘䜛ᢞ⚊䜈䛾䜘䜃䛛䛡䛜ຌ䜢ዌ䛧䛯䚹
پ䛂18ṓ䛃䛾䛖䛱䚸㧗ᰯ3ᖺ⏕┦ᙜ䜢ᑐ㇟䛻䛧䛯ᢞ⚊⋡
ᐑᓮ┴64.56䠂(18ṓయ38.54䠂)
㛗㔝┴69.4䠂(ྠ51.92䠂)䛺䛹
㒔❧㧗ᓥ㧗ᰯ93.75䠂䚸㛗㔝┴❧ᯇᮏᕤᴗ㧗ᰯ86.1䠂
2017/3/3

9

2017/3/3
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ཧ㝔㑅䛾⤖ᯝ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸(2)

10

㻴㻭㼅㻭㻿㻴㻵㻌㻰㼍㼕㼟㼡㼗㼑㻔ᶍᨃ㑅ᣲ᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼙㼛㼓㼕㼟㼑㼚㼗㼥㼛㻚㼏㼛㼙㻕

ཧ㝔㑅䛾⤖ᯝ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸(2)

䚽19ṓ䛾ᢞ⚊⋡䛿18ṓ䜘䜚䜒ప䛛䛳䛯⌮⏤
䐟㧗ᰯ༞ᴗᚋ䛾ᑵ⫋䜔㐍Ꮫ䛻䜘䛳䛶ᆅඖ䜢㞳䜜䛯䛜䠈ఫẸ⚊䜢
ᆅඖ䛻ṧ䛧䛯䜎䜎䛷䛒䛳䛯䛯䜑䚸ᢞ⚊䜈䛾䝝䞊䝗䝹䛜㧗䛛䛳䛯䚹
䞉ᅾ⪅ᢞ⚊ไᗘ䜢ά⏝䛩䜜䜀ᢞ⚊䛷䛝䜛䛜䚸๓䛾ᒆ䛡ฟ
䛜ᚲせ䛸䛺䜛䛺䛹䠈ᡭ㛫䛜䛛䛛䜛䚹
䞉ᒃఫᆅ䛻ఫẸ⚊䜢⛣䛩䛣䛸䛿ἲᚊ䛷ᐃ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛜䚸ఫẸ
⚊䜢⛣䛧䛶䛧䜎䛖䛸ᑵ⫋䞉㐍Ꮫ䜎䛷䛻㐣䛤䛧䛯⮬య䛛䜙ᡂே
ᘧ䛾ෆ䛜ᒆ䛛䛺䛟䛺䜛䛺䛹䚸ఫẸ⚊䜢⛣䛩䛣䛸䛻ᑐ䛧䛶ᚰ⌮
ⓗ䛺ᢠឤ䛜䛒䜛䛸䛔䛖ᣦ䜒䛒䜛䚹

䚽ᢞ⚊ᡤ䜢⏕άᅪ䛻㏆䛵䛡䜛䛯䜑䛻䚸Ꮫ䜔▷䚸㧗➼ᑓ㛛Ꮫ
ᰯ䛷䛿ᮇ᪥๓ᢞ⚊ᡤ䜢98ᰯ䚸ᢞ⚊ᡤ䜢39ᰯ䛷タ⨨䚹
(䛂ሗ࿌ ཧ㝔㑅䛷䛾ඹ㏻ᢞ⚊ᡤ䛾タ⨨䚸ᢞ⚊㛫䛾ᘏ㛗䛺䛹䛻䛴䛔䛶䛃
䛄Voters No.33䛅බ┈㈈ᅋἲே᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䚸2016ᖺ9᭶Ⓨ⾜䚸p22-24)

䚽ከ䛟䛾㧗ᰯ䛷ᢞ⚊䜃䛛䛡䛜䛥䜜䛯⤖ᯝ䛸䛧䛶18ṓ䛾ᢞ⚊⋡
䛜㧗䛛䛳䛯䛣䛸䜢㋃䜎䛘䜛䛸䚸18䡚19ṓ䛥䜙䛻䛿20ṓ๓༙䜈䛾
ᢞ⚊䜃䛛䛡䛻䛚䛔䛶䛿䚸Ꮫ⏕ୡ௦䜈䛾ാ䛝䛛䛡䛜䛣䜜䜎䛷
௨ୖ䛻ᚲせ䛸䛺䜛䚹

䐠㧗ᰯ༞ᴗᚋ䛻䛚䛔䛶䛿䚸ᑵ⫋ඛ䛒䜛䛔䛿㐍Ꮫඛ(Ꮫ䚸▷䚸
ᑓ㛛Ꮫᰯ➼)䛺䛹䛻䛚䛔䛶䚸䛂ᨻ䞉⤒῭䛃䜢Ꮫ䜆ᶵ䛿ᴟ➃䛻ῶ
䜚䚸19ṓ䜔20ṓ๓༙䜈ᢞ⚊䜢䜃䛛䛡䜛ᶵ䛿䚸18ṓ䜘䜚䜒᱁
ẁ䛻ῶ䜛䚹
2017/3/3

11
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-13

ཧ㝔㑅䛾⤖ᯝ䛛䜙ぢ䛘䛶䛟䜛䛣䛸(3)
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-14

ཧ㝔㑅2017䠖ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ㄪᰝ

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ᶒ⪅ᩍ⫱䠄ᨻⓗᩍ㣴䛾
ᩍ⫱䠅ᐇ≧ἣㄪᰝ䛃2016ᖺ6᭶බ⾲

䚽2016ᖺᗘ䛾ᅾᰯ⏕䛻ᑐ䛩䜛ᶒ⪅ᩍ⫱䛾ᐇணᐃ䛿䚸Ꮫ
ᖺ䛜㐍⾜䛻䛩䜛䛻䛴䜜䛶ᐇྜ䛜㧗䜎䜛
㧗1䠖90.8䠂ڀ㧗2䠖92.3䠂ڀ㧗3䠖96.4䠂
䚽ලయⓗ䛺ᣦᑟෆᐜ
䞉䛂බ⫋㑅ᣲἲ䜔㑅ᣲ䛾ලయⓗ䛺⤌䜏䛃
㧗1䠖77.3䠂䚸㧗2䠖75.4䠂䚸㧗3䠖82.4䠂
䞉䛂⌧ᐇ䛾ᨻⓗ㇟䛻䛴䛔䛶䛾ヰ䛧ྜ䛔άື䛃
㧗1䠖27.5䠂䚸㧗2䠖27.2䠂䚸㧗3䠖30.3䠂
䞉䛂ᶍᨃ㑅ᣲ➼䛾ᐇ㊶ⓗ䛺Ꮫ⩦άື䛃
㧗1䠖32.5䠂䚸㧗2䠖36.9䠂䚸 㧗3䠖39.7䠂
ڀ๓ᖺᗘ䛛䜙1⛬ᗘቑ䛘䛶䛿䛔䜛䛜䚸䚸䚸
㆟ົᒁ䜔ᘚㆤኈ䚸Ꮫ⏕䚸ಖㆤ⪅䛺䛹䛸㐃ᦠ䞉༠ാ
䛩䜛ྲྀ䜚⤌䜏䛜ฟጞ䜑䛶䛔䜛
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ᶒ⪅ᩍ⫱䠄ᨻⓗᩍ㣴䛾
ᩍ⫱䠅ᐇ≧ἣㄪᰝ䛃2016ᖺ6᭶බ⾲
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ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䛂ᶒ⪅ᩍ⫱䠄ᨻⓗᩍ㣴䛾
ᩍ⫱䠅ᐇ≧ἣㄪᰝ䛃2016ᖺ6᭶බ⾲
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⥲ົ┬䛂ᶒ⪅ᩍ⫱➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃
2016ᖺ12᭶බ⾲
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⥲ົ┬䛂ᶒ⪅ᩍ⫱➼䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ䛃
2016ᖺ12᭶බ⾲
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᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䛂᪂᭷ᶒ⪅➼ⱝᖺᒙ䛾ཧ
㝔㑅ᢞ⚊᪥ᚋ䛾ព㆑ㄪᰝ䛃2016ᖺ7᭶බ⾲
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᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䛂᪂᭷ᶒ⪅➼ⱝᖺᒙ䛾ཧ
㝔㑅ᢞ⚊᪥ᚋ䛾ព㆑ㄪᰝ䛃2016ᖺ7᭶බ⾲

䛒䛺䛯䛿㧗ᰯ(㧗ᑓྵ䜐)䛾䛻䚸ḟ䛾䜘䛖䛺ᤵᴗ䜢䛖䛡䜎䛧䛯䛛䚸
䜎䛯䚸䛭䛾ᤵᴗෆᐜ䛿ᅇ䛾ཧ㝔㑅䛷ཧ⪃䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛛䚹
䠆18䞉19ṓ
䛂㑅ᣲ䛾⤌䜏䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䛃
ཷ䛡䛯䠙48.4䠂
ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䠙33.2䠂
䛂ⱝ⪅䛾ᢞ⚊⋡䛾ప䛥䜔㑅ᣲ䛾㔜せᛶ䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䛃
ཷ䛡䛯䠙23.1䠂
ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䠙13.1䠂
䛂ᢞ⚊䛾ᡭ㡰䛺䛹ᢞ⚊᪉ἲ䜢Ꮫ䜆ᤵᴗ䛃
ཷ䛡䛯䠙19.6䠂
ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䠙12.2䠂
پ䛔䛪䜜䛾ᤵᴗ䜒ཷ䛡䛯ே䛿༙ศ䛻‶䛯䛺䛔䛜䚸ཷ䛡䛯ே䛾
㐣༙ᩘ䛿䛂ཧ⪃䛻䛺䛳䛯䛃䛸ᅇ⟅
پᗂᑡᮇ䛻䚸ぶ䛸ᢞ⚊ᡤ䛻⾜䛳䛯䛣䛸䛜䛒䜛䛸ᢞ⚊⾜ື䛜㧗䜎䜛19
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᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䛂᪂᭷ᶒ⪅➼ⱝᖺᒙ䛾ཧ
㝔㑅ᢞ⚊᪥ᚋ䛾ព㆑ㄪᰝ䛃2016ᖺ7᭶බ⾲
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᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䛂᪂᭷ᶒ⪅➼ⱝᖺᒙ䛾ཧ
㝔㑅ᢞ⚊᪥ᚋ䛾ព㆑ㄪᰝ䛃2016ᖺ7᭶බ⾲
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᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠䛂᪂᭷ᶒ⪅➼ⱝᖺᒙ䛾ཧ
㝔㑅ᢞ⚊᪥ᚋ䛾ព㆑ㄪᰝ䛃2016ᖺ7᭶බ⾲
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ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(1)

ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(2)
䛆0䛇䛂බ⫋㑅ᣲἲ㐪䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛃䛸ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䛣䜜䜎䛷ᐇ㊶ⓗ䛺ᨻᩍ⫱䞉ᶒ⪅ᩍ⫱䛻ྲྀ䜚⤌䜑䛶䛔䛺䛛䛳䛯/ྲྀ䜚⤌䜑䛶
䛝䛶䛔䛺䛛䛳䛯Ꮫᰯ⌧ሙ䛿䚸䇾⏕䛾ᨻ䇿䜢ྲྀ䜚ᢅ䛖䛣䛸䛻䛴䛔䛶䛭䜒䛭䜒ៅ
㔜䛻䛺䛳䛶䛔䜛䚹Ꮫᰯ⌧ሙ䛜බ㑅ἲ䜢ព㆑䛩䜛䛒䜎䜚䛻䚸๓㏙䛧䛯䜘䛖䛺䛂
ᤵᴗෆ䛷䛿ᨻඪྡ䛿䛚䜝䛛ᨻ⟇䛻䛴䛔䛶୍ษㄝ᫂䛧䛺䛔䛃䛸䛔䛳䛯䚸ᮏᮎ
㌿ಽ䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛜⾜䜟䜜䛶䛔䜛䚹

䛆0䛇䛂බ⫋㑅ᣲἲ㐪䛾䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛃䛸ᣦ䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸
䞉බ㑅ἲ137᮲2䛂ᮍᡂᖺ⪅䛾㑅ᣲ㐠ື䛾⚗Ṇ䛃
䠖䠍䠔ṓᮍ‶䛾⏕ᚐ䛜ೃ⿵⪅䛻䛺䜚䛛䜟䛳䛶₇ㄝ䜢⾜䛳䛯䜚䚸
䝕䜱䝧䞊䝖䜢⾜䛖
䞉බ㑅ἲ142᮲䛂ᩥ᭩ᅗ⏬䛾㡺ᕸ䛃
䠖ᩍᖌ䛜ᨻඪ䛾䝬䝙䝣䜵䝇䝖䜢ධᡭ䛧䚸⏕ᚐ䛻ぢ䛫䜛

ᐇ㝿䛾㑅ᣲ䜢㢟ᮦ䛻䛧䛯ᶍᨃ㑅ᣲ䜢ᐇ䛩䜛㝿䜒䚸⏕ᚐ⮬㌟䛜ᨻඪ䛾䝬䝙䝣
䜵䝇䝖䜢ධᡭ䛧䛶Ꮫᰯ䛻ᣢཧ䛩䜛䛾䛿ၥ㢟䛺䛔䛜䚸ᩍᖌ䛜㞟䜑䛶⏕ᚐ䛻㓄
ᕸ䛩䜛䛣䛸(㞟䜑䛯䜒䛾䜢䇾ぢ䛫䜛䇿⛬ᗘ䛷䛒䜜䜀ၥ㢟䛺䛔䜙䛧䛔/බ㑅ἲ
142᮲)䛿බ㑅ἲ䛾㐪⾜Ⅽ䛻ゐ䛩䜛䛚䛭䜜䛜䛒䜛䛸䛺䜛䛸䚸ྛᨻඪ䛾
ᨻ⟇䜢⤂䛩䜛䛾䛿䚸ྛᨻඪ䛜సᡂ䛧䛯䜒䛾䛸䛧䛶ά⏝䛷䛝䜛䛾䛿䚸䛂㑅ᣲ
බሗ䛃䛾䜏䛸䛺䛳䛶䛧䜎䛖䚹䛧䛛䛧㑅ᣲබሗ䛿䚸බ♧᪥┤ᚋ䛻䛿㓄ᕸ䛥䜜䛪
䚸ᢞ⚊᪥┤๓䛻䛺䛳䛶䛛䜙㓄ᕸ䛥䜜䜛䛯䜑䚸ᤵᴗ䛻㛫䛻ྜ䜟䛺䛔ྍ⬟ᛶ䛜
㧗䛔䚹䛭䛧䛶䚸㑅ᣲබሗ䛾䝇䝨䞊䝇䛿㝈⏺䛜䛒䜛䛯䜑䚸䛹䛖䛧䛶䜒䛂䜻䞊䝽䞊
䝗䛃䛾䜏䛸䛺䜚䚸䛂ᨻ⟇䜢⪃䛘䛥䛫䜛䛃䛣䛸䛻䛿䛴䛺䛢䛻䛟䛟䛺䜛䚹

䞉බ㑅ἲ143᮲䛂ᩥ᭩ᅗ⏬䛾ᥖ♧䛾⚗Ṇ䛃
䠖බ❧Ꮫᰯ䛾ᩍᖌ䛜ᨻඪ䛾䝫䝇䝍䞊䜢ධᡭ䛧䚸ᩍᐊෆ䛻ᥖ♧
䛧䚸㑅ᣲ䛻䛴䛔䛶䛾ᤵᴗ䜢⾜䛖
䞉බ㑅ἲ164᮲3䛂䛾₇ㄝ䛾⚗Ṇ䛃
䠖㑅ᣲᮇ㛫୰䛻䚸ೃ⿵⪅䜔ᨻඪ㛵ಀ⪅䜢Ꮫᰯ䛻ᣍ䛔䛶₇ㄝ
䜢⾜䛖

ᚋ䛿䚸බ㑅ἲ䛾つᐃ䜢䛂Ꮫᰯᩍ⫱䛾⠊ᅖ䛻䛚䛔䛶䛿㝖እ䛃䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛧䛯
䜚䚸䛥䜙䛻䛿බ㑅ἲ䛾つᐃ䜢ᨵᐃ䛩䜛䛺䛹䛜ᚲせ䛸䛺䜛䚹
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ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(4)

岧岨ౢഭম峕峎岮峐

ٛਥઇ峒峁峐峑岷峵岽峒ٜ ઇ৩岻岣ણ৷峘峉峫峘ৱમ岤岵峳

䐟䛂䜉䛛䜙䛪㞟䛃䛻䛿䛫䛪䛻䚸䛷䛝䜛䛣䛸䜢ྲྀ䜚⤌䜐
䞉䛂䕿䕿䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛃䛸᭩䛔䛶䛒䜜䜀䚸䛭䛾䛣䛸௨እ䛿䠘ཎ๎ྍ⬟䠚䚹
䛸䛿䛔䛘䚸 䛂䕿䕿䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䛃䛸䛔䛖㒊ศ䜀䛛䜚䜢Ẽ䛻䛩䜛䛸䚸䜔䜛Ẽ䛜
ኻ䛫䛯䜚䚸㠃ಽ䛟䛥䛟䛺䜚䚸䜔䜙䛺䛔ཱྀᐇ䛻䛺䜚䛛䛽䛺䛔
䞉Ꮫᰯ⌧ሙ䛸䛧䛶ఱ䛜䛷䛝䜛䛾䛛䚸䛹䛾䜘䛖䛺ྲྀ䜚⤌䜏䛜ྍ⬟䛺䛾䛛䜢యⓗ
䛻⪃䛘䜛䛣䛸䛜
䞉㆟ㄽ䛾㐣⛬䛻䛚䛔䛶䜒䚸䛂Ꮫᰯ⌧ሙ䛜๓ྥ䛝䛻ྲྀ䜚⤌䜑䜛ෆᐜ䞉᭩䛝䜆䜚䛻䛃
䛸䛾ពぢ䛜䚸」ᩘ䛾సᡂ༠ຊ⪅䛛䜙䜒ฟ䛥䜜䛶䛔䛯
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4
嵣বভಉ峑ଟ৮岿島峐岮峵১੧ಉ峼峴岼峵岽峒岶峑岷峵
4
嵣ਇ峘峼峴岼峵岽峒岶峑岷峵
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䐠᪥ᖖ䛾Ꮫᰯ⏕ά䛾୰䛷ᨻ䜔♫ㄢ㢟䜢ྲྀ䜚ୖ䛢䜛
䞉䛹䛖䛧䛶䜒䛂ᶍᨃ㑅ᣲ䛃䛂ᶍᨃ㆟䛃䛸䛔䛳䛯䚸䛭䛾䛰䛡䛾䠘䜲䝧䞁䝖䝥䝻䜾
䝷䝮㞟䠚䛻䛺䛳䛶䛔䜛䛾䛿ᐇ䚹 䛂ᶍᨃ㑅ᣲ䛃䛂ᶍᨃ㆟䛃䛿ඃ䜜䛯䝥䝻䜾
䝷䝮䛰䛜䚸䛭䜜䜢ྲྀ䜚⤌䜑䜀ᨻᩍ⫱䛜䛩䜛䜟䛡䛷䛿䛺䛔䚹᪥㡭䛾Ꮫ
ᰯ⏕ά䛾୰䛷䚸ᨻ䜔♫ㄢ㢟䜢ព㆑䛥䛫䜛ാ䛝䛛䛡䛜ྍḞ䚹
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ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(5)
岧岨৾ૅ峑峘ਥઇ峕峎岮峐
䐟䛂බẸ⛉䛃䛂♫⛉䛃䛰䛡䛷䛺䛟䚸ᩍ⛉䛾ᯟ䜢㉸䛘䛯Ꮫᰯయ䛷ᶒ⪅ᩍ⫱䜢
ᅜㄒ䠖᪂⪺䛾ㄽㄝ䜢ㄞ䜏ྲྀ䜙䛫せ⣙䛩䜛䠋㑅ᣲྥ䛡䛾䜻䝱䝑䝏䝁䝢䞊䜢⪃䛘䜛
䠋䝇䝢䞊䝏䚸ᑠㄽᩥ
ⱥㄒ䠖ⱥᏐ᪂⪺䜔እᅜㄒ䝙䝳䞊䝇䜢㏻䛧䛶ᅜ㝿ⓗ䛺ືྥ䜢Ꮫ䜆䠋䜻䞁䜾∾ᖌ䜔
䜸䝞䝬⤫㡿䚸䝇䝔䜱䞊䝤䞉䝆䝵䝤䝈Ặ䛺䛹ⴭྡ䛺᪉䛾₇ㄝ䜢⫈䛟䛣䛸䛷ே䜢ច䛝
䛴䛡䜛ヰ䛧᪉䜢Ꮫ䜆
ᩘᏛ䠖䜾䝷䝣䛾ㄞ䜏ྲྀ䜚᪉䜔ຠᯝⓗ䛺䜾䝷䝣䛾సᡂ᪉ἲ䜢Ꮫ䜆
⌮⛉䠖⛉Ꮫⓗ᰿ᣐ䛻ᇶ䛵䛔䛯ศᯒ䠋ᨺᑕ⥺䛸⏕≀䠋ᆅ⌫ ᬮ䠋⎔ቃၥ㢟
ᐙᗞ⛉䠖䝽䞊䜽䝷䜲䝣䝞䝷䞁䝇䜔ᾘ㈝⪅ᩍ⫱䜢㏻䛧䛶♫䛸ᐙᗞ䛾㛵ಀ䜢῝䜑䜛
⨾⾡䠖䛂㑅ᣲ䝫䝇䝍䞊䛃䜢䝕䝄䜲䞁䛧㑅ᣲၨⓎ䝫䝇䝍䞊䜢⪃䛘䜛䠋䝕䝄䜲䞁䛜ே㛫
䛻䛘䜛ᙳ㡪
㡢ᴦ䠖ྛᅜ䛾ᅜḷ䛾ព䜔Ṕྐ䠋ᡓ୰䛾㡢ᴦ䠋㡢ᴦ䜢㏻䛨䛯⮬ᕫ⾲⌧
ಖయ⫱䠖䜸䝸䞁䝢䝑䜽䞉䝟䝷䝸䞁䝢䝑䜽䠋Ꮫᖺ䞉ᛶู䞉㞀ᐖ䛺䛹䜢⪃䛘䛯➇ᢏ䠋ᛶ
䛾⮬ᕫỴᐃ
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ᑠᏛ⏕䜒ఫẸ䡚๓ᩥ⛉ົḟᐁ䛜ゝཬ

ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(6)
岧岨৾ૅ峑峘ਥઇ峕峎岮峐

ᑠᏛ⏕䛸䛔䛘䛹䜒ᆅᇦఫẸ䛺䜣䛷䛩䚹㧗ᰯ䜢ฟ䛯䜙
୍ே䛾᭷ᶒ⪅䛸䛧䛶䚸䛭䛾ᆅᇦ䜢䛹䛖䛩䜛䛛䛸䛔䛖⪃
䛘䜢䜒䛳䛶䛔䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䛧䚸䛭䛖䛧䛯䛣䛸䛜ồ
䜑䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹䛭䛖䛷䛒䜛䛺䜙䜀䚸ᆅᇦ䛾ே䛯䛱
䛜ᢪ䛘䛶䛔䜛ၥ㢟䜢⥲ྜᏛ⩦䛾㛫䛺䛹䜢䛳䛶䚸
ᑠᏛᰯ䛾䛣䜝䛛䜙ඹ᭷䛩䜉䛝䛷䛩䚹
䠄␎䠅
䛭䛖䛩䜛䛣䛸䛷䚸⮬ศ䛿䛣䛾ᆅᇦ䛾ᢸ䛔ᡭ䛰䛸䛔䛖⮬
ぬ䛜⏕䜎䜜䛶䛟䜛䛧䚸ᘬ䛔䛶䛿⮬❧䛧䛯ᕷẸ䛸䛧䛶䛾
ᶒ⪅䜢⫱䛶䜛䛣䛸䛻䜒䛺䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䚹

䐠ᆅᇦ䛾ᅋయ䛸䛸䜒䛻ྲྀ䜚⤌䜏䚸ከᵝ䛺⪃䛘᪉䜔䝰䝜䛾ぢ᪉䛻ゐ䜜䜛ᶵ䜢
䞉㑅ᣲ⟶⌮ጤဨ䚸᫂䜛䛔㑅ᣲ᥎㐍༠
䞉᪂⪺グ⪅䚸PTA䚸⏫ෆ䚸⮬䚸㟷ᖺ㆟ᡤ䚸NPO䞉ᕷẸᅋయ➼
پ䛂Ꮫᰯ䛃䛿ᨻ䜔♫ㄢ㢟䜢Ꮫ䜆ሙ䜢ᥦ౪䛧䚸Ꮫ䜆ෆᐜ䜢ᆅᇦ䛸䛸䜒䛻
䜚䛒䛢䜜䜀䚸ᩍဨ䛜䛂ᨻⓗ୰❧ᛶ䛃䜢㐣䛻Ẽ䛻䛧䛺䛔䛷῭䜐䚹
䐡䛂ᨻ䛃䛂㑅ᣲ䛃䜢ᢅ䛖䛣䛸䛰䛡䛜䚸ᶒ⪅ᩍ⫱䛷䛿䛺䛔
䞉Ꮫᰯ⾜(ᩥ⚍䚸య⫱⚍䚸ಟᏛ᪑⾜䛺䛹)䚸Ꮫᰯෆ䛾ྛ✀䝹䞊䝹䚸⏕ᚐά
ື(ጤဨάື䜒ྵ䜐)䚸㒊άື䛺䛹䚸ᶒ⪅ព㆑䜢⫱䜐ᶵ䛿ከᙬ䛛䛴ከᵝ
䞉ᩍဨ䛸⏕ᚐ䛜䚸䛔䛻⮬ศ䛾ពぢ䜢ヰ䛧ྜ䛘䜛㛵ಀᛶ䛜ᵓ⠏䛷䛝䛶䛔䜛䛛
䞉䛭䜒䛭䜒䜽䝷䝇䛾୰䛾⏕ᚐ㛫䛻䛚䛔䛶䚸Ᏻᚰ䛧䛶䚸⮬ศ䛾ពぢ䜢ヰ䛧䛯䜚䚸┦ᡭ
䛾ヰ䜢⫈䛟䛣䛸䛜䛷䛝䜛⎔ቃ䛜䛒䜛䛾䛛

๓ᩥ㒊⛉Ꮫົḟᐁ ๓ᕝ႐ᖹ䛂᭶ห㧗ᰯᩍ⫱䛃䠎䠌䠍䠑ᖺ6䞉7᭶ྕ 䜘䜚
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ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(7)

ᶒ⪅ᩍ⫱/ᨻⓗᩍ㣴䜢⫱䜐ᩍ⫱䛾ᒎ㛤䛻ྥ䛡䛶(8)

岧岨৾ૅ峑峘ਥઇ峕峎岮峐

岧岨৾ૅਗ峑峘ਥઇ峕峎岮峐

䐡ᩍဨ䛾ᨻⓗ୰❧ᛶ
䛂ᩍဨ䛿ಶேⓗ䛺⩏ᙇ䜢㏙䜉䜛䛣䛸䛿㑊䛡䚸බṇ䛛䛴୰❧䛺❧ሙ䛷⏕ᚐ䜢
ᣦᑟ䛩䜛䛣䛸䛃

䐟䛂ᐙᗞ䛃䛂⮬య䛃䛷䜒ᨻᩍ⫱䜢
䞉ᶒ⪅ᩍ⫱䜢Ꮫᰯ௵䛫/ᢞ䛢䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸ᐙᗞ䜔ᆅᇦ䛾୰䛷䜒ྲྀ䜚⤌䜐
䞉㑅ᣲ䜔ᨻ䛻䛴䛔䛶䚸ᐙᗞ䛷ヰ䛩䛣䛸䜢䜃䛡䜛
䞉ඣ❺බᅬ䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䝞䝇䛾䝹䞊䝖䛺䛹䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒Ꮚ䛹䜒䜒㛵䜟䜛ᨻ⟇䛿Ꮚ䛹
䜒ཧຍ䛷䚹Ꮚ䛹䜒⮬㌟䜒䚸୍ே䛾ఫẸ䛸䛧䛶ཧຍ䛩䜛䛣䛸䛷䚸ᶒ⪅䜢ព㆑䛩䜛䛸
䛸䜒䛻䚸㒓ᅵឡ䜒⫱䜎䜜䛶䛟䜛䚹
پ䝉䝺䝰䝙䞊䞉య㦂ᆺ䛷䛿䛺䛟䚸ᐇ㝿䛻ᕷẸ䛷䛒䜛Ꮚ䛹䜒ୡ௦䛾ኌ䜢⾜ᨻ⟇
䛻ᫎ䛥䛫䜛䛂Ꮚ䛹䜒㆟䛃䛂Ꮚ䛹䜒㆟䛃䛜ྍḞ䚹
⮬య䛻䜘䛳䛶䛿䚸Ꮚ䛹䜒ጤဨ䛜ண⟬䛾㏵䜒Ỵᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
ᐆሯᕷ䞉Ꮚ䛹䜒㆟䚸ᯇᮏᕷ䞉Ꮚ䛹䜒ᮍ᮶ጤဨ䚸㇏⏣ᕷ䞉Ꮚ䛹䜒㆟䚸
ⱴ㔝ᕷ䞉䜌䛟䜙䛾ᮍ᮶䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛂ឡ䛧䛶䜛䛬ⱴ㔝䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛃
ከぢᕷ䞉Ꮚ䛹䜒㆟䚸ᕝᓮᕷ䞉ྛ⾜ᨻ༊Ꮚ䛹䜒㆟䚸
㐟బ⏫䞉ᑡᖺ㆟䚸᪂ᇛᕷ䞉ⱝ⪅㆟ 䛺䛹

(2015ᖺ10᭶29᪥䛻ᩥ⛉┬ึ୰ᒁ㛗ྡ䛷䛥䜜䛯䛂㧗➼Ꮫᰯ➼䛻䛚䛡䜛ᨻⓗᩍ㣴䛾ᩍ⫱䛸㧗
➼Ꮫᰯ➼䛾⏕ᚐ䛻䜘䜛ᨻⓗάື➼䛻䛴䛔䛶(㏻▱)䛃䜘䜚)

䛣䜜䜎䛷䠙䛹
䛹䛱䜙䛾⪃䛘䜢ᢅ䜟䛺䛔
䛣䜜䛛䜙䠙ᩍ
ᩍ⫱䛾ሙ䛰䛛䜙䛣䛭䚸ከᵝ䛺ពぢ䞉䝰䝜䛾ぢ᪉䜢ᥦ♧䛧䛶䚸⏕ᚐ⮬㌟
䛜⪃䛘䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛ᶵ䜢ฟ䛩䜛
䛘䜀䞉䞉䞉

䐟䛂ᩍᖌ䛷䛒䜛⚾䛿䚸Aඪ䜢ᨭᣢ䛧䚸Bඪ䜢ᨭᣢ䛧䛺䛔䚹䛭䛾⌮⏤䛿X䛰䛛䜙
䛰䚹䜏䜣䛺䛿䛹䛾ඪ䜢ᨭᣢ䛩䜛䛛䠛䛃
䐠䛂X䛸䛔䛖⪃䛘䜢䜒䛳䛶Aඪ䜢ᨭᣢ䛩䜛ே䛜䛔䜎䛩䚹୍᪉䛷䚸Y䛸䛔䛖⪃䛘䜢
䜒䛳䛶Bඪ䜢ᨭᣢ䛩䜛ே䜒䛔䜎䛩䚹䜏䜣䛺䛿䛹䛾䜘䛖䛻⪃䛘䜛䛛䠛䛃
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資料４
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」（抜粋）
（中央教育審議会答申 平成２８年１２月２１日）
（「主権者教育」「公共」関連部分抜粋）

第１部 学習指導要領等改訂の基本的な方向性
５．現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力

U

（主権者として求められる資質・能力）
○ 議会制民主主義を定める日本国憲法の下、民主主義を尊重し責任感をもって政治に参画しようとする
国民を育成することは学校教育に求められる極めて重要な要素の一つであり、１８歳への選挙権年齢の
引下げにより、小・中学校からの体系的な主権者教育の充実を図ることが求められている。
○ また、主権者教育については、政治に関わる主体として適切な判断を行うことができるようになるこ
とが求められており、そのためには、政治に関わる主体としてだけではなく広く国家・社会の形成者と
していかに社会と向き合うか、例えば、経済に関わる主体（消費者等としての主体を含む）等として適
切な生活を送ったり産業に関わったりして、社会と関わることができるようになることも前提となる。
○ こうした主権者として必要な資質・能力の具体的な内容としては、国家・社会の基本原理となる法や
きまりについての理解や、政治、経済等に関する知識を習得させるのみならず、事実を基に多面的・多
角的に考察し、公正に判断する力や、課題の解決に向けて、協働的に追究し根拠をもって主張するなど
して合意を形成する力、よりよい社会の実現を視野に国家・社会の形成に主体的に参画しようとする力
である（別紙５参照）。これらの力を教科横断的な視点で育むことができるよう、教科等間相互の連携
を図っていくことが重要である。
○ これらの力を育んでいくためには、発達段階に応じて、家庭や学校、地域、国や国際社会の課題の解
決を視野に入れ、学校の政治的中立性を確保しつつ、例えば、小学校段階においては地域の身近な課題
を理解し、その解決に向けて自分なりに考えるなど、現実の社会的事象を取り扱っていくことが求めら
れる。
○ その際、専門家や関係機関の協力を得て実践的な教育活動を行うとともに、現実の複雑な課題につい
て児童生徒が課題や様々な対立する意見等を分かりやすく解説する新聞や専門的な資料等を活用するこ
とが期待される。
○ また、主権者教育については、家庭・地域との連携が重要であり、例えば投票に対する親しみを持た
せるために、公職選挙法改正により全国で可能となったいわゆる子連れ投票の仕組みを生かして保護者
が児童生徒を投票所に同伴したり、児童生徒と地域の課題について話し合ったりすることや、地域の行
事などで児童生徒が主体的に取り組む機会を意図的に創出していくことが期待される。
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第２部 各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性
２．社会、地理歴史、公民

U

②教育内容の改善・充実

U

i）科目構成の見直し

U

（公民科の科目構成）
○ 公民科の科目構成を見直し、家庭科、情報科や総合的な探究の時間等と連携して、現代社会の諸課題
を捉え考察し、選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論を、古今東西の知的蓄積を踏まえて習
得するとともに、それらを活用して自立した主体として、他者と協働しつつ国家・社会の形成に参画し、
持続可能な社会づくりに向けて必要な力を育む共通必履修科目としての「公共」を設置し、選択履修科
目として「倫理」及び「政治・経済」を設置する。その際、現行の選択必履修科目「現代社会」につい
ては、科目を設置しないこととする。
○ 共通必履修科目である「公共」については、
（１）②で示した資質・能力を踏まえつつ、次の三つの大
項目で構成する。
・ 第一には、自立した主体とは、孤立して生きるのではなく、他者との協働により国家や社会など公
共的な空間を作る主体であるということを学ぶとともに、
古今東西の先人の取組、
知恵などを踏まえ、
社会に参画する際の選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論を、また、公共的な空間におけ
る基本的原理（民主主義、法の支配等）を理解し、以降の大項目の学習につなげることが適当である。
・ 第二には、小・中学校社会科で習得した知識等を基盤に、第一で身に付けた資質・能力を活用して
現実社会の諸課題を、政治的主体、経済的主体、法的主体、様々な情報の発信・受信主体として自ら
見いだすとともに、話合いなども行い考察、構想する学習を行うことが適当である。
その際、例えば、政治参加、職業選択、裁判制度と司法参加、情報モラルといった各主体ならではの
題材を取り上げるとともに、指導のねらいを明確にした上で、各主体の相互の有機的な関連が求められ
る。例えば、財政と税、消費者の権利や責任、多様な契約などの題材を取り扱うことが適当である。
また、これらの主体となる個人を支える家族・家庭や地域等にあるコミュニティを基盤に、自立した
主体として社会に参画し、他者と協働することの意義について考えさせることが求められる。
・ 第三には、前二つの学習を踏まえて、持続可能な地域、国家・社会、国際社会づくりに向けて、諸
課題の解決に向けて構想する力、合意形成や社会参画を視野に入れながら、構想したことの妥当性や
効果、実現可能性などを指標にして議論する力などを育むことをねらいとして、現実社会の諸課題、
例えば、公共的な場づくりや安全を目指した地域の活性化、受益と負担の均衡や世代間の調和が取れ
た社会保障、文化と宗教の多様性、国際平和、国際経済格差の是正と国際協力などを探究する学習を
行う構成とすることが適当である。
また、これを発展的に学習する選択履修科目として「倫理」、「政治・経済」を位置付ける。
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○ なお、これらの地理歴史科や公民科の各科目においては、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、偏った取扱いにより、生徒が多面的・多角的に考察し、事
実を客観的に捉え、公正に判断することを妨げることのないよう留意するとともに、客観的かつ公正な
資料に基づいて指導するよう留意することが必要である。
ⅱ）教育内容の見直し

U

○ 社会に見られる課題を把握して、その解決に向けて構想する力を養うためには、現行学習指導要領に
おいて充実された伝統・文化等に関する様々な理解を引き続き深めつつ、将来につながる現代的な諸課
題を踏まえた教育内容の見直しを図ることが必要である。具体的には、日本と世界の生活・文化の多様
性の理解や、地球規模の諸課題や地域的な諸課題の解決について、例えば、我が国の固有の領土につい
て地理的な側面や国際的な関係に着目して考えるなど、時間的・空間的など多様な視点から考察する力
を身に付けるなどのグローバル化への対応、持続可能な社会の形成、情報化等による産業構造の変化や
その中での起業、防災・安全への対応や周囲が海に囲まれ、多くの島々からなる海洋国家である我が国
の国土の様子、主権者教育において重要な役割を担う教科として選挙権年齢の１８歳への引き下げに伴
い財政や税、社会保障、雇用、労働や金融といった課題への対応にも留意した政治参加、少子高齢化等
による地域社会の変化などを踏まえた教育内容の見直しを図ることが必要である。
○ 小学校社会科においては、世界の国々との関わりや政治の働きへの関心を高めるよう教育内容を見直
すとともに、自然災害時における地方公共団体の働きや地域の人々の工夫・努力等に関する指導の充
実、少子高齢化等による地域社会の変化や情報化に伴う生活や産業の変化に関する教育内容を見直すな
どの改善を行う。
○ 中学校社会地理的分野においては、「世界の諸地域の学習」において地球規模の課題等を主題として
取り上げた学習を充実させるとともに、防災・安全教育に関して空間情報に基づく危険の予測に関する
指導を充実させるなどの改善を行う。
同じく歴史的分野においては、我が国の歴史的事象に間接的な影響を与えた世界の歴史の学習につい
ても充実させるとともに、民主政治の来歴や人権思想の広がりなどの動きを取り上げるなどの改善を行
う。
更に公民的分野においては、防災情報の発信・活用に関する指導、情報化など知識基盤社会化による
産業や社会の構造的な変化やその中での起業に関する扱い、選挙権年齢引き下げに伴う政治参加等に関
する指導を充実させるなどの改善を行う。
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主権者教育で育成を目指す資質・能力

○ 主権者教育で育成をめざす資質・能力を「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力等」
「学
びに向かう力・人間性等」の三つの柱に沿って整理すると、以下のようになると考えら
れる。

（知識・技能）
・ 現実社会の諸課題（政治、経済、法など）に関する現状や制度及び概念についての理解
・ 調査や諸資料から情報を効果的に調べまとめる技能
（思考力・判断力・表現力）
・ 現実社会の諸課題について、事実を基に多面的・多角的に考察し、公正に判断する力
・ 現実社会の諸課題の解決に向けて、協働的に追究し根拠をもって主張するなどして合意
を形成する力

（学びに向かう力・人間性等）
・ 自立した主体として、よりよい社会の実現を視野に国家・社会の形成に主体的に参画し
ようとする力

※ 主権者教育の目的
（主権者教育の推進に関する検討チーム最終まとめ（平成 28 年 6 月）
）
「主権者教育の目的を、単に政治の仕組みについて必要な知識を習得させるにとどま
らず、主権者として社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力
や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を身に付
けさせる」ものとされている。
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きまりの大切さに気付き守ろうとする／地域の人々などに親しんだり、地域の催しや公共施設など生活に関係の深い情報や施設などに興味
や関心をもつ

身近な地域社会との関わり

家庭・地域と連携した主権者教育の推進
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・ホームルーム活動・生徒会活
動を通した集団や社会の一員
としてよりよい学校づくりへ
の参画【小・特別活動】
・学校行事で職場体験やボラン
ティア活動などの体験活動
【高・特別活動】
等

・現代の民主政治と政治参加の意義【高・公民】
・現代の経済社会と経済活動の在り方【高・公
民】
・現実社会の諸課題（財政と税、消費者の権利や
責任、多様な契約、社会保障、国際平和等を含
む）【高・公民】
・生活における経済の計画と消費【高・家庭】
・生涯の生活設計【高・家庭】
等

国家及び社会における
現実の具体的事象との関わり

【家庭科】生涯の生活を設計するための意思決定／近隣の人々との関わり、幼児との
触れ合い、高齢者など地域の人々との関わりを通じた幼児・高齢者理解の推進

【社会・地歴・公民】身近な地域の観察や調査、見学などの体験的な活動、模擬選挙、
模擬裁判等の実践的活動の推進

国家及び社会の形成者として主体的に参画しようとする資質・能力の育成

等

・公共的な空間における人間とし
ての在り方・生き方【高・公
民】
・公共的な空間における基本的原
理【高・公民】

・学級活動・生徒会活動を通し
た集団や社会の一員としてよ
りよい学校づくりへの参画
【小・特別活動】
・学校行事で職場体験やボラン
ティア活動などの体験活動
【中・特別活動】
等

・民主政治と政治参加【中・社会】
・市場の働きと経済（金融の仕組みや働き、雇用
と労働条件等を含む）
・国民の生活と政府の役割（社会保障の充実を含
む）【中・社会】
・世界平和と人類の福祉の増大【中・社会】
・身近な消費生活と環境（消費者の基本的な権利
と責任）【中・技術・家庭】
・環境に配慮した消費生活【中・技術・家庭】等

・現代社会をとらえる見方・考え
方【中・社会】
・人間の尊重と日本国憲法の基本
的原則【中・社会】
・法やきまりの意義、規律ある安
定した社会の実現【中・道徳】
・公正、公平、社会正義、社会参
画、公共の精神【中・道徳】
等

・学級活動・児童会活動を通し
た集団の一員としてよりよい
学校づくりへの参画【小・特
別活動】
・学校行事でボランティア活動
などの体験活動【小・特別活
動】
等

【特別活動等】

に係る理解や思考・判断等

「自発的・自治的な活動」

等

・地方公共団体や国の政治の働き【小・社会】
・我が国の農業や水産業、工業生産、情報産業
【小・社会】
・身近な消費生活と環境（物や金銭の使い方と買
い物）【小・家庭】

に係る理解や考察・構想等

「政治や経済」

等

・日本国憲法における国民として
の権利及び義務【小・社会】
・法やきまりの意義【小・道徳】

に係る理解や考察・構想等

「法やきまり」

集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、安全で適切な行動ができる／
自分と身近な人々及び地域の様々な場所、公共物などとのかかわりに関心をもち、地域の良さに気づき、愛着をもつ

【生活科】

【幼児教育】

社会の基本原理となる法やきまりについての理解を前提に、政治的主体、経済的主体等やその複合的な主体に必要な知識を習得させるのみならず、事実を基に多面的・多角的に考察し、公正に
判断する力や、課題の解決に向けて、協働的に追究し根拠をもって主張するなどして合意を形成する力、よりよい社会の実現を視野に国家・社会の形成に主体的に参画しようとする力

＜主権者として必要な資質・能力＞

教科等横断的な視点から教育課程を編成

主権者として必要な力を育む教育のイメージ

【特別の教科 道徳】様々な集団の中で自分の役割を自覚して集団
生活の充実に努める／社会参画の意識と社会連帯の自覚を高め、
公共の精神をもってよりよい社会の実現に努める（小・中）
【総合的な学習の時間】 地域の教材を活用しながら、地域の特色に応じた課題に
ついての学習活動（小・中・高）
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」

関係する
専門家・機関

「グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者」を育成

倫理的主体となる私たち

職業選択、金融の働き、経済のグローバル
化と相互依存関係の深まり・・・

情報モラル・・・

エ 様々な情報の発信・受信主体となる私たち

消費者の権利や責任、契約・・・

⇒世代間協力・交流、自助・共助・公助等による社会的基盤の強化

※ 様々な主体となる個人を支える家族・家庭や地域等にあるコミュニティ

イ よりよい国家・社会の構築への主体的参画

ウ 国際社会への主体的参画

家族・家庭、生涯の生活の設計や消費生活等に関する個人を起点とした自立した主体となる力を育む家庭科、横断的・総合的な学習や探究的な学習を行う総合的な探究の時間などと連携

<題材の例> 公共的な場づくりや安全を目指した地域の活性化、受益と負担の均衡や世代間の調和がとれた社会保障、文化と宗教の多様性、国際平和、国際経済格差の是正と国際協力・・・
などについて探究

ア 地域の創造への主体的参画

⇒ (1)で身に付けた選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理等を活用するとともに、(2)で行った課題追究的な学習で扱った現実社会
の諸課題への関心を一層高め、個人を起点として、自立、協働の観点から、 今まで受け継がれてきた蓄積や先人の取組、知恵などを踏まえつつ多様性を尊重し、
合意形成や社会参画を視野に入れながら持続可能な地域、国家・社会、国際社会づくりに向けた役割を担う主体となることについて探究を行う。

(3)持続可能な社会づくりの主体となるために

ウ 法的主体となる私たち

裁判制度と司法参加・・・

財政と税、社会保障、市場経済の機能と限界、雇用、労働問題
（労働関係法制を含む）・・・

イ 経済的主体となる私たち

多様な契約、メディア、情報リテラシー、男女共同参画・・・
（ア～エのうち二つ、あるいは三つが複合的に関連し合う題材を取り扱うことが考えられる）

政治参加、世論の形成、地方自治、
国家主権（領土を含む）、国際貢献・・・

＜題材の例＞

ア 政治的主体となる私たち

⇒小・中学校社会科で習得した知識等を基盤に、(1)で身に付けた選択・判断の手掛かりとなる考え方や公共的な空間における基本的原理等を活用して現実社会の諸
課題を自ら見出し、考察、構想するとともに、協働の必要な理由、協働を可能とする条件、協働を阻害する要因などについて考察を深める。その際、公共的な空間を
支える様々な制度の改善を通じてよりよい社会を築く自立した主体として生きるために必要な知識・技能、思考力・判断力・表現力及び態度を養い、(3)の学習が効果
的に行われるよう課題意識の醸成に努めるようにする。

(2)自立した主体として国家・社会の形成に参画し、他者と協働するために

⇒個人と社会との関わりにおいて、個人の尊重を前提に、人間の尊厳と平等、協働の利益と社会の安定性の確保をともに図ることなどの公共的な空間における基本的
原理について理解させる。その際、民主主義、法の支配、自由・権利と責任・義務、相互承認などを取り上げる。

ウ 公共的な空間における基本的原理

⇒社会に参画し、他者と協働する倫理的主体として、行為の善さを個人が判断するための手掛かりとなる、①「その行為の結果である、個人や社会全体の幸福を重
視する考え方」と②「その行為の動機となる人間的責務としての公正などを重視する考え方」について理解させる。その際、行為の結果について、多面的・多角的
に考えていくことが重要であることなどの留意点についても指導する。

イ 公共的な空間における人間としての在り方生き方

⇒今まで受け継がれてきた蓄積や先人の取組、知恵などを踏まえ、①「様々な立場や文化等を背景にして社会が成立していること」、②「「自立した主体とは何か」を
問い、自らを成長させることや、対話を通じてお互いを理解し高め合うこと」の両者によって公共的な空間を作り出していくことについて学ぶ。

ア 公共的な空間を作る私たち

⇒自立した主体とは、孤立して生きるのではなく、他者との協働により国家や社会など公共的な空間を作る主体であるということを学ぶとともに、
選択・判断するための手掛かりとなる概念や理論、公共的な空間における基本的原理を理解し、(2)、(3)の学習の基盤を養う。

(1) 「公共」の扉

高等学校学習指導要領における「公共」の改訂の方向性

※ 「公共」においては、教科目標の実現を見通した上で、キャリア教育の観点から、特別活動などと連携し、経済、法、情報発信などの主体として社会に参画する力を育む中核的機能を担うことが求められる。
※取り上げる事象については、生徒の考えが深まるよう様々な見解を提示することなどが求められる。その際、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、特定の見方や考え方に偏っ
た取扱いにより、生徒が多面的・多角的に考察し、事実を客観的に捉え、公正に判断することを妨げることのないよう留意すること。また、客観的かつ公正な資料に基づいて指導するよう留意すること。

選挙管理委員会、消費
者センター、弁護士、
NPO など

考えられる
学習活動の例

○ 現代社会に生きる人間として
の在り方生き方についての
自覚、我が国及び国際社会
において国家及び社会の形
成に積極的な役割を果たそ
うとする自覚 など

○ 選択・判断するための手掛か
りとなる考え方や公共的な空
間における基本的原理を活
用して、現代の社会的事象
や現実社会の諸課題の解決
に向けて、事実を基に協働的
に考察し、合意形成や社会
参画を視野に入れながら構
想したことを、妥当性や効果、
実現可能性などを指標にして
論拠を基に議論する力

○ 現代社会の諸課題を捉え考
察し、選択・判断するための
手掛かりとなる概念や理論
の理解、及び諸資料から、倫
理的、政治的、経済的、法的、
様々な情報の発信・受信主
体等となるために必要な情
報を効果的に収集する・読み
取る・まとめる技能

資質・能力

新必履修科目「公共

討論、ディベート、模擬選
挙、模擬投票、模擬裁判、
インターンシップの事前・
事後の学習 など

「
人間と社会の在り方についての見方・
考え方」
を働かせて、右の資質・
能力を育む

