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はじめに 

学生が 20 歳で卒業していく高専では、教養を備えた善き市民を育成することも使命と考

える。他方、“社会（科）の授業は面白くない”という学生の声も聞かれる。そこで、消費

者教育、模擬選挙などを扱った実践的な授業の効果と課題について紹介する。 

 

１．消費者教育の実践 

1.1 消費者教育講座の概要 

 筆者は、鳥取県消費生活センターと連携した消費者教育講座（「くらしの経済・法律講座」

と呼称）を 2007 年度から開講している。4 年生の人文社会選択科目「社会科学Ⅲ」（半期 2

単位）として本校学生に履修させている。同時に、消費生活センターの募集に応じた一般

県民の方が来校され、学生と一緒に受講している。 

上記講座は、消費者育成に係る法律・経済の実践的知識を身に付けさせることを目的と

して、弁護士など専門家を招聘した消費者法関係の講義・演習、及び筆者などが担当する

経済分野の講義・演習から構成している。 

表 1 に、2011 年度（後期）の講座の内容と受講者数を掲げた。受講者の内訳は学生 41

名、県民約 30 名（男女半々で主に 60 代以上の方）である。 

 

表 1 講座の実施内容（2011 年度後期） 

回 授業日 受講者数 内容 講師 

1 10 月 6 日 70（41・29） 
県内の消費生活相談

状況と体制 

鳥取県消費生活センター 

 大森次長 

2 10 月 13 日 71（41・30） 身の周りの法律 アザレア法律事務所 井木弁護士 

3 10 月 27 日 63（37・26） 消費者を守る法律 アザレア法律事務所 射場弁護士 

4 11 月 10 日 63（41・22） 悪質商法の事例 アザレア法律事務所 足立弁護士 

5 11 月 17 日 60（40・20） 
改正貸金業法と多重

債務問題 

大山亜紀子司法書士事務所 

 大山司法書士 

6 11 月 24 日 64（40・24） 
株式会社と証券市場

の基礎知識① 
米子高専 加藤 

7 12 月 1 日 63（41・22） 私たちの生活と税 鳥取税務署 山本税務広報広聴官 

8 12 月 15 日 59（40・19） 
株式会社と証券市場

の基礎知識② 
米子高専 加藤 



9 12 月 22 日 59（40・19） 損害保険の基礎知識 
鳥取県金融広報委員会 

 福井アドバイザー 

10 1 月 5 日 53（41・12） 
よくわかる食品の表

示・食品安全 

中国四国農政局鳥取地域センター 

廣田指導官・谷口管理官 

11 1 月 12 日 57（37・20） 
株式会社と証券市場

の基礎知識③ 
米子高専 加藤 

12 1 月 26 日 54（39・15） サイバー犯罪対策 
鳥取県警察本部生活環境課 

 都濃警部補 

13 2 月 2 日 48（39・ 9） 模擬選挙 
模擬選挙推進ネットワーク 山崎代表

・米子高専 加藤 

14 2 月 9 日 58（39・19） 新聞の果たす役割 日本海新聞西部本社 岡記者 

注：受講者数の括弧内は（学生・県民）の内訳。中間試験と期末試験の記載は省略した。 

 

1.2 グループワークの導入とその効果 

上記講座において、学生と県民の合同受講形態を生かしてより高い学習効果や満足度に

繋がるよう、混成のグループワークを積極的に企画することとし、①悪質商法のロールプ

レイング、②株式学習ゲーム（チーム対抗）、③模擬選挙で試行した。 

その結果、学生の学習効果として、中間及び期末試験の平均点は 85～90 点であり、事後

アンケートでは講座内容を「理解できた」とする回答が 92.7％、消費者としての意識が「高

まった」との回答が 83.0％であるなど、本講座が消費者育成に繋がっていると言える。 

その上で、グループワークを取り入れた授業では、学生・県民とも満足度が高くなって

いる。図 1 は、講座終了後に実施したアンケートで「受講して良かった講義」を複数回答

してもらった結果である。学生では模擬選挙を挙げた者が最も多く（65.9％）、次いで悪質

商法の事例、サイバー犯罪対策、株式会社と証券市場となっている。県民は身の回りの法

律が最も多く（61.1％）、株式会社と証券市場、消費者を守る法律、悪質商法の事例、食品

表示・安全が 50％以上となっている。 

 

 

グループ毎のロールプレイングの様子 

 

株式学習ゲーム（優勝チーム） 



 

 

図 1 講座の各回の満足度 

注：学生は期末試験時（2 月 14 日）に実施し、41 名全員から回収した。 

県民は本講座最終回（2 月 9 日）に実施し、18 名から回答を得た。 

 

さらに今回、「県民と一緒に受講して良かった」と回答した学生は 65.9％、県民で 94.4％

であった。学生の場合、「一緒にグループを作って意見を出し合うのが良かったから」、「学

生だけでは分からないようなことも教え合いながらできたから」、「社会と一体になってい

ると感じたから」といった理由が述べられている。 

実際にグループワークを行ってみて、学生と県民は打ち解けやすく、学生の受講態度も

積極的になると感じた。年齢や職業などの異なる学生と県民のグループはある意味、現実

社会を反映したものであり、社会科学系科目を学習する上でリアリティがある。 

 

２．模擬選挙の実施 

2.1 実施目的 

 筆者は、上記 4 年生配当の「社会科学Ⅲ」の中で、選挙について学び、本物の投票箱な

どを使用して選挙を体験する模擬選挙を実施している。2010 年度後期に試行し、2011 年度

以降は前期と後期にそれぞれ実施している。 

高専は、中学校卒業後 5 年間の一貫教育により、「職業に必要な実践的かつ専門的な知識

及び技術を有する創造的な人材の育成」を目的としているが、併せて学生は 20 歳で卒業し

ていくため、教養を備えた善き市民（主権者）を育成することも使命と考える。後者を主

要に担う一般科目がカリキュラムの半分を占めるが、低学年での学習内容を基礎にして高

学年で実践的な知識を身に付けることができるというメリットも生かし、学習効果を高め



ていく必要がある。 

一方で、市民の政治参画の重要な機会である選挙において若年層の投票率の低下が続い

ている。総務省によれば、第 23 回参議院通常選挙（2013 年 7 月）の投票率は全国平均で

52.61％であったが、20～24 歳の投票率は 31.18％で最も低かった。この問題にも対応し、

高学年での実践的な授業として模擬選挙を取り入れたものである。 

 

2.2 実施状況 

本校でのこれまでの模擬選挙の実施状況を、表 2 に掲げた。 

 

表 2 米子高専における模擬選挙の実施状況 

 年度（年月日） 受講者 内容 

1 2010 年度後期

（2011.1.27） 

学生（4 年生 45 名）・

県民（20 名） 

講義：「政治のしくみについて」 

模擬選挙：ゆるキャラ（講師：鳥取県選管事

務局・丸山係長） 

2 2011 年度前期

（2011.7.28） 

学生（4 年生 46 名） 講義：「選挙制度と現代政治」 

模擬選挙：ゆるキャラ 

3 2011 年度後期

（2012.2.2） 

学生（4 年生 45 名）・

県民（9 名） 

講義：「投票体験！衆議院選挙」（講師：模擬

選挙推進ネットワーク・山崎代表） 

模擬選挙：衆院選（2009 年）、ボートマッチ 

4 2012 年度前期

（2012.7.26） 

学生（4 年生 39 名）・

県民（34 名） 

講義：「現代政治と選挙」 

模擬選挙：参院選（2010 年）、ボートマッチ 

5 2012 年度後期

（2013.1.10） 

学生（4 年生 40 名） 講義：「模擬選挙」 

模擬選挙：衆院選（2012 年）、選挙公報配付、

ボートマッチ 

6 2013 年度前期

（2013.6.13） 

学生（4 年生 46 名）・

県民（42 名） 

講義：「参院選（2013 年）に向けた模擬選挙」 

模擬選挙：参院選（2010 年）、ボートマッチ 

7 2013 年度後期

（2013.11.28、 

2013.12.12、 

2014.1.9） 

学生（4 年生 45 名） 1）講義：「地方自治(住民自治)について」（講

師：鳥取県県民課・久保田係長） 

2）米子市議会見学（説明：議会事務局） 

3）講義、模擬選挙：米子市長選（2013 年）、

選挙公報配付 

8 2014 年度前期

（2014.7.31） 

学生（4 年生 44 名） 講義：「模擬選挙」 

模擬選挙：米子市長選（2013 年）、選挙公報

配付 

9 2014 年度後期

（2015.2.12） 

学生（4 年生 41 名）・

県民（9 名） 

講義：「衆議院選挙と投票体験」 

模擬選挙：衆院選（2014 年）、選挙公報配付、

ボートマッチ 



10 2015 年度前期

（2015.7.30） 

学生（4 年生 45 名） 講義：「模擬選挙」 

模擬選挙：衆院選（2014 年）、選挙公報配付、

ボートマッチ 

11 2015 年度後期

（2016.2.4） 

学生（4 年生 56 名）・

県民（7 名） 

講義：「模擬選挙」 

模擬選挙：衆院選（2014 年）、選挙公報配付、

ボートマッチ 

12 2016 年度前期

（2016.4.28、 

 5.19、5.26） 

学生（4 年生 37 名） 講義：「選挙について①、②、③：模擬選挙」 

模擬選挙：衆院選（2014 年）、選挙公報配付、

ボートマッチ 

（2016.7.7） 学生（4 年生 37 名） 米子市役所期日前投票所・議会見学 

13 2016 年度前期

（2016.6.9 

～6.15） 

学生（3 年生 206 名

（全員）） 

講義：「模擬選挙」 

模擬選挙：衆院選（比例代表・2014 年）、選

挙公報配付、政党比較表（自習課題） 

14 2016 年度後期

（2017.2.9） 

学生（4 年生 52 名）・

県民（ 名） 

講義：「米子市政について」（講師：米子市企

画課・湯沢主査、財政課・下関総括主計員） 

模擬投票：米子市第 3 次総合計画（H28～37）

のまちづくりの目標を選択 

注：実際の選挙で使用されている投票箱と記載台を米子市選挙管理委員会事務局から借用し、

使用している。上記の他、米子北斗高校（2015/10）、鳥取短期大学（2016/5）で実施した。 

 

2.3 学生の意識の変化 

アンケート形式で、授業の前と後で、Q1：投票に行こうと思うか、Q2：政治の報道を見

ようと思うか、Q3：家族や友人等と政治の話をしようと思うかについて、の意識の変化を

確認した。 

例えば Q1-1 で「授業前、選挙のときには投票に行くつもりでしたか」、Q1-2 で「今後、

選挙のときには投票に行こうと思いますか」と質問し、結果は、消極的な回答が減って、

積極的な回答が増えていた。 

また、授業前には、投票に多分行かなかったと回答し、かつ授業後は、多分行くと回答

している場合を「向上」としてカウントすると、4 割強から 5 割強の学生で選挙や政治に対

する意識の向上が見られた。 

 

2.4 実際の選挙への効果 

2013 年 7 月 21 日に実施された参院選の投開票後、29～31 日に 5 年生全学科と専攻科 1・

2 年生全専攻の学生を対象にアンケート調査を行った。各クラスを訪問し、趣旨を説明して

調査票を配付・回収した。対象者 231 名のうち回答者は 217 名（5 年生 166 名、専攻科生

51 名。回収率 93.9％）であった。 

「投票に行った」と回答した学生が 60 名、「行かなかった」と回答した学生が 157 名で、



「行かなかった」学生のうち「未成年だった」と理由を回答している学生が 111 名であっ

たので、棄権は 46 名となる。したがって投票率は 56.6％となるが、先に掲げた全国の投票

率よりも高い。5 年生に絞ってみると 55 名中、投票に行ったのは 31 名・56.4％で、20 歳

の投票率の 31.38％を上回っている。専攻科生は 51 名中 29 名が投票に行き、56.9％であっ

た。 

 その上で、4 年生時に「社会科学Ⅲ」を受講した学生と受講しなかった学生では、投票行

動に違いが見られるかどうか確認してみた。受講しなかった学生で投票に行ったのは

50.7％（71 名中 36 名）であるのに対し、受講した学生では 68.6％（35 名中 24 名）と高

率であった。 

 また、受講した学生に、その時の模擬選挙の体験が今回役に立ったかどうか尋ねたとこ

ろ、大変と少しを合わせて「役に立った」が 62.9％（35 名中 22 名）という結果であった。 

 ただ、“人気投票”に終わってはいけないので、政策をきちんと判断するためにも、日常

的に政治や社会に関心を持つことが必要であり、情報を読み解く力を付けるよう新聞記者

を依頼した NIE（新聞活用）の授業なども盛り込んでいる。 

 

３．市民性に関して 

3.1 『米国教育使節団報告書』 

 第二次世界大戦後の新制大学にはいわゆる「一般教育」が導入された。それは、1946 年

に日本側に勧告された『第一次米国教育使節団報告書』によるものであった。 

「日本の高等教育機関のカリキュラムにおいては、［中略］普通教育を施す機会が余りに

少なく、その専門化が余りに早くまた狭すぎ、そして職業的色彩が余りに強すぎるように

思われる。自由な思考をなすための一層多くの背景と、職業的訓練の基づくべき一層優れ

た基礎とを与えるために、更に広大な人文学的態度を養成すべきである。この事は、学生

の将来の生活を豊かにし、そして彼の職業上の仕事が、人間社会の全般の姿の中に、どん

な工合に入っているかを了解させるであろう」。 

 「高等教育は少数者の特権ではなく、多数者のための機会」とならなければならないと

も述べられ、戦後の民主主義的国家の形成者たる市民の育成に果たす高等教育機関の役割

を説いたものと解せる。 

 

3.2 「主権者教育」 

 2015 年 6 月に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が 2016 年 7 月の参院選から 18 歳以上

に引き下げられた。総務省と文部科学省は、高校生向けの主権者教育の補助教材として『私

たちが拓く日本の未来』を作成し、全国の高校生（高専生を含む）に配布した。 

 主権者教育とは、総務省の定義に従えば「国や社会の問題を自分の問題としてとらえ、

みずから考え、みずから判断し、行動していく主権者」を育成するための教育を指す。 

同書では、実践編に、模擬選挙以外にも、ディベート、模擬請願、模擬議会などが例示

されており、筆者も 2016 年度に可能な限り試行してみたところである。 



 

４．「高専卒業生キャリア調査」単純集計結果表より 

文部科学省大学間連携共同教育推進事業 KOSEN 発“イノベーティブ・ジャパン”プロ

ジェクト（事業推進代表者：東京高専校長）による標記調査結果（2015 年 5 月、回答者数

3,351）から、社会系科目や社会等に関する知識に係る設問及び回答を抜粋した。 

表 3 では、熱心に取り組まなかったという回答が「専門科目の講義」の 31.2％に対して、

人文社会系の一般教育科目では 71.8％に上っている。同じ一般教育科目でも理数系は熱心

に取り組まれている。 

表 4 では、「社会や経済に関する知識」が身についていたという回答は 8.0％に止まり、

専攻分野の専門的知識や工学全般の知識に対して、身についていないという実態がある。 

それらの要因は別途、調査される必要があるが、一因に一方向的な講義スタイルがある

のではないかと思われる。市民性育成の実践は、授業の活性化にも繋がる可能性がある。 

 

表 3 問：高専時代にどの程度熱心に取り組んだか？（抜粋） 

 不熱心 熱心 NA 

専門科目の講義 31.2 68.2 0.6 

人文社会系の一般教育科目 71.8 27.5 0.7 

理数系の一般教育科目 37.2 62.1 0.7 

英語の学習 73.1 26.2 0.7 

注：表中の「不熱心」は、調査票では「まったく熱心でなかった」と「あまり熱心でなかった」

の合計値であり、「熱心」は「やや熱心だった」と「とても熱心だった」の合計値である。 

 

表 4 問：高専卒業時にどの程度身につけていたと思うか？（抜粋） 

 身について 

いなかった 

どちらとも 

いえない 

身について 

いた 

NA 

専攻した分野に関する専門的知識 14.2 26.5 58.2 1.0 

工学全般に関する幅広い知識 16.1 31.1 51.7 1.0 

社会や経済に関する知識 58.0 32.7 8.0 1.1 

注：表中の「身についていなかった」は、調査票では「まったく身についていなかった」と「あ

まり身についていなかった」の合計値であり、「身についていた」は「やや身についていた」

と「十分身についていた」の合計値である。 
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【主権者教育の実践例】 

 

模擬選挙（3 年、2016/6） 

 

期日前投票所の見学（4 年、2016/7） 

 

模擬裁判（4 年、2016/7） 

 

米子市議会の見学（4 年、2016/7） 

 

ディベート（専攻科 1 年、2016/12） 

 

米子市議会への陳情書の提出（2016/11） 

 


