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大学生による中学生のための模擬国会2019─
新潟市・令和元年度「憲法のつどい」の�

記録と資料

栗田佳泰・岡田順太・横大道聡1

はじめに

本稿は、大学生が主体となって選択したテーマに関する架空の「法案」

につき、大学生のみならず中学生が投票でもって賛否を示し、国会議員の

役割を演じた模擬国会（以下、「大学生による中学生のための模擬国会」

という）の実践の記録と資料（なお、添付する資料のうち新潟市作成のも

のについては、新潟市から掲載の許しを得ている）である。

1� �　JSPS科研費17K04878・基盤研究（c）「多文化共生社会における法教育・
主権者教育の研究─憲法政治の模擬体験を教材に」の研究代表者・岡田順
太（獨協大学教授）、研究分担者・横大道聡（慶應義塾大学教授）、研究分
担者・栗田佳泰（新潟大学准教授）。なお、本稿でのそれぞれの役割は、次
のようである。大学生による中学生のための模擬国会の意義と「憲法のつ
どい」アンケート結果の検討部分等（はじめに、一、三、おわりに）は、
執筆者共同で分析・執筆した。本稿における実践の部分（二）は、栗田の
担当するゼミナール（少人数クラス）として行われた経緯から栗田が単独
で執筆を担当した。
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１　中学生のための「主権者教育」の意義

「18歳選挙権」（平成27年公職選挙法改正、平成28年6月施行による）

の実現とともに「主権者教育」も定着しつつあるが、そこでは高等学校教

育課程に焦点があてられがちである。確かに、高校の学習指導要領を見て

も2、高校生に求められている知識・理解は政治参加に際し必要な基礎とし

て十分な質量であり、高校生は「主権者教育」の対象者として、まずもっ

てふさわしいように思われる。

ただし、このことは、中学生を対象とする「主権者教育」の意義が高校

生を対象とするのに比較して乏しいということを意味しない。中学生は、

中学校学習指導要領上、社会科公民的分野として、高校で学ぶ公民科科目

の基礎となる事項「2内容　C　私たちと政治　（2）民主政治と政治参加」

で、国会や議会制民主主義、地方自治等について教えられることとなって

いる3。また、「特別の教科　道徳」では、「自由」や「公正」、「寛容」といっ

た「主権者教育」の前提となる価値が教えられることとなっている4。中学

2�　高等学校学習指導要領（平成30年告示）79頁以下。
3�　中学校学習指導要領（平成29年告示）59–60頁。ちなみに小学校第6学年
から国会や内閣、裁判所、地方自治、民主政治について学び始めることに
なるが（小学校学習指導要領（平成29年告示）238頁）、議会制

4 4 4

民主政治や
多数決の原理等を学び始めるのは中学校からであり、「模擬国会」によく参
加しうるのは、過半の授業時間数を経た中学校第3学年から、といったとこ
ろとなろう。ただし、対話や合意形成の意義など、小学校の教育課程の特
別活動（学級活動）で教えられるべき事柄は「主権者教育」においても

4

必
要な基礎である。

4�　中学校学習指導要領（平成29年告示）154–155頁。なお、「主権者教育」
においては、これらの価値が他の価値とは異なり「批判力・政治的リテラ
シー」を身につける前提としての位置づけを有することにつき、栗田佳泰
『リベラル・ナショナリズム憲法学　日本のナショナリズムと文化的少数者
の権利』（法律文化社、2020年）223–227頁。近時の主権書教育の特徴と今
後の課題につき、吉田俊弘＝横大道聡「どのように主権者を育てるのか」
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生を対象とする「主権者教育」は、中学生に期待される知識・理解の質量

が高校生よりも少ないからといって、その意義を減じられるものではな

い。むしろ、「主権者教育」をより実質的なものにするための基礎固めと

して、固有の意義がある。

２　大学生による「主権者教育」の意義

ところで、「主権者教育」の試みには、大学生による出前授業も含まれ

る。大学生は、学校教育法上、「深く専門の学芸を教授研究し、知的、道

徳的及び応用的能力を展開させる」（83条）高等教育機関である「大学」

の学生として、日々の学修が期待されている。学生は、様々な専門分野か

ら広く社会の課題を認識し検討する機会があるという意味で教師としての

潜在的な適格性をもつだけでなく、生徒にとっては、年齢が比較的近く共

感を覚えやすい教師たりえるであろう。

３　研究者がかかわる意義

総務省に設置された「主権者教育の推進に関する有識者会議」の「とり

まとめ」によれば、「主権者教育」とは、端的には、自ら考え主体的に行

動する者を育てることをいう。「とりまとめ」中の次のような文章は印象

的である。「考える力を醸成しても、世の中の事象に関心を持てる力を養

わなければ、社会参加、政治参加も進まない。」そこで、「とりまとめ」は

「最も身近な社会の問題といえる地域の問題に取り組む」ことを提案する。

そこでは、「社会全体の問題に至る」のは「最終的」な目標であり、「年代

法学教室471号（2019年）58頁以下も参照。
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や環境に応じた題材を扱」うべきこととされる5。

それでは、「年代や環境に応じた題材」とはいったい何か。「とりまとめ」

が示唆するように、始点としては「身近な……地域の問題」が、終点とし

ては、例えば、時折指摘されるように、憲法改正問題や隣国との外交問題

といった、見解の対立が著しいような具体の政治課題が考えられるだろう

か。いずれにしても、生徒が興味をもつようなテーマでなければ、十分な

教育効果を期待できないだろう。もちろん、興味を抱かせさえすればよい

というものでもない。生徒が学ぶべきテーマである必要がある。この点、

「中学生に一番伝えたいテーマは何か」を大学生に考えさせることは、上

に述べたような、大学生の教師としての潜在的な適格性や生徒との距離の

近さから、生徒らが興味をもちやすく、かつ、学ぶべきテーマを見つけ出

すのに有用であるように思われる。また、こうしたテーマ選定について、

研究者が専門的見地から適切な指導を行うことは、例えば教科書執筆には

多くの研究者が関わっているという事実からも明らかなように、内容の質

量を担保するうえで有用であろう。テーマが首尾よく選定された後、「法

案」や台本といった内容作りにおいて、研究者が学生に専門的見地から適

切な指示・指導を行うのはかなり大きなポイントとなる。また、このこと

は、学校関係者が授業等で後述するような模擬国会を用いようとする際

に、積極的な要素として働くであろう。

もっとも、そうしたテーマ選定の過程に研究者がかかわらなければなら

ない必然性はない。例えば、顧問の教員がいなくても、大学生のサークル

や部活動として「模擬国会」の試みを継続的に行うことは学生の自立的・

主体的な学修のためには十分に意義深い。

5�　「主権者教育に関する有識者会議とりまとめ」（平成29年3月）9–10頁。
なお、「とりまとめ」では、「情報を収集し、的確に読み解き、考察し、判
断を下せる政治的リテラシー（政治的判断能力）」のみが触れられており（同
1頁）、「批判力」の観点が一見、明確でないが、「考察し、判断を下」すと
いう点に読み込むべきである。
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４　本取組みの概要

筆者は、これまで複数の授業と教員・学生を動員し、「法案」を具体的

に作成し、「国会質疑の理想形を追究」する「模範議会」の試みを行って

きた6。これに対して、本稿の「大学生による中学生のための模擬国会」は、

限定的な授業時間数と教員・学生数の動員しか想定していない（具体的に

は、少人数授業の8コマである。詳しくは後述）。また、具体的な「法案」

は作成せず、その要点のみを台本中で触れるにとどめた。そうすること

で、大学のゼミナールといった少人数教育の一部として取り入れることを

可能にし、かつ、「総合的な学習の時間」などの中学校教育でも採用され

やすくすることを目指している。実施時間は投票・集計を含めて50分を

想定しており、中学校授業時間割にも対応可能である。つまり、後述の

「模範国会」を大幅にスケールダウン・単純化した、その姉妹編である。

なお、本稿が取り上げる実践は、新潟大学と包括連携協定を締結してい

る新潟市からの依頼により、2019（令和元）年度の「憲法のつどい　私た

ちの暮らしと憲法」として企画された。「憲法のつどい」は、1976年から

毎年行われる新潟市の憲法記念行事である（2020年度は新型コロナウイ

ルス禍のため開催中止）。2018年度から、「これからを担う若い世代が憲

法に関心を持ち、身近な問題としてとらえてもらう機会」とすべく、中学

6�　岡田順太ほか「国会質疑の技法─模範議会2012の手引き」白鴎大学論集
27巻2号（2013年）258頁。また、同ほか「模擬国会の実践プログラム─少
年法の一部を改正する法律（平成26年法律第23号）を素材に─」鹿児島大
学教育学部教育実践研究紀要23巻（2014年）11頁以下、同ほか「模擬国会
を通じた「能動的法学学修」の試み─シンポジウムの報告」椙山女学園大
学現代マネジメント学部紀要「社会とマネジメント」11巻（2014年）43頁
以下、同＝横大道聡「法学教育における能動的学修プログラムの開発─模
擬国会を用いた臨床法学教育の試み」白鷗大学政策研究所年報8号（2015年）
23頁。
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生・大学生を巻き込んだ参加型の企画とされた7。2018年度は大学生による

模擬裁判が行われ、中学生は原告側・被告側それぞれの主張に対し賛否を

表明した8。2019年度の「憲法のつどい」として行われた模擬国会では、大

学生8名と中学生44名が国会議員役を務めた。同イベントは公開で、当日

は一般人その他（新潟市教育委員会関係者など）の来訪者があった。また、

報道各社（NHK、新潟日報・BSN）の取材も入った9。

５　本稿の構成

以下では、まず、関連するプログラムとの異同を確認し、「大学生によ

る中学生のための模擬国会」の特徴を明らかにする（一）。次に、新潟市

の行事である「憲法のつどい」2019年度の記録と、テーマ選定・台本執

筆にかかる注意点や、授業時間数の目安、当日の進行その他について述べ

る（二）。それから、同イベント後、参加者に対し新潟市の行ったアンケー

ト結果について分析・検討を行う（三）。最後に、「大学生による中学生の

ための模擬国会」の社会的意義について触れたい（おわりに）。

7�　新潟市ウェブサイト：�
　https://www.city.niigata.lg.jp/smph/kurashi/danjo/jinken/heiwakatsudo/
kenpokinen.html【2021年2月1日閲覧】

8�　「新大生が模擬裁判　五十嵐中3年は傍聴体験」新潟日報2018年12月15
日。

9�　「憲法 身近に感じて　西蒲区潟東中で国会疑似体験」新潟日報2019年12
月11日等。
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一　関連するプログラムとの異同

１　関連するプログラム

（1）　授業の一環として行われることを想定したプログラム

①　「参議院特別体験プログラム」

「参議院特別体験プログラム」は、「実際に国会で審議された法案」を「小

中学生向け」に翻案した台本を用いて、委員会・本会議での法案審議の形

で行われる。所要時間は40分程度で、国会議事堂（参議院）見学もセッ

トである。小学校・中学校の授業に取り入れられることを想定した時間設

定といえる。

選択可能な台本は、現時点で以下の7つである。

1　身体障害者補助犬法案

2　子ども読書活動推進法案

3　食育基本法案

4　未成年者喫煙禁止法・飲酒禁止法改正法案

5　自動車リサイクル法案

6　裁判員参加法案

7　少年法改正案

これらのテーマが「実際に国会で審議された法案」のなかから参議院自

らの手で選択されているところは興味深い。参議院が小・中学生に関心を

もってもらいたいと願う（あるいはその教育上の配慮から）テーマが選定

されていると考えられる。また、上の台本は難易度で三段階に分けられて

おり、☆の数が多いほど難しいとされ、1～3が☆一つ、4，5が☆二つ、6，

7が☆三つとなっている。なお、台本を自分たちで作成する「自由テーマ

形式」も選択可能であり、その場合は事前に相談する必要があるというこ

とである10。

10�　参議院ホームページ：https://www.sangiin.go.jp/japanese/taiken/t_
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②　「レベルに応じた模擬国会実施プログラム」（高校生以上向け含む）

模擬国会の在り方・実践の研究に継続的に取り組んでいる岡田順太（筆

者の一人）らは、大学教育と高校教育との架橋という「高大接続」の観点

から、学習指導要領との連関を明らかにしたうえで、初等・中等教育にお

ける模擬国会の意義を総合的に考察、また、継続的に実践している。岡田

らは、小学生から大学生までの幅広い「レベルに応じた模擬国会実施プロ

グラム」のモデルをいくつか提出している。用意すべき台本と「法案」の

二つに着目すると、まず、事前に用意された台本を読み上げるのみの模擬

国会は「入門型」（対象者の準備は不要）に位置づけられる。そのすぐ上

のレベルから対象者に準備が求められるようになり、「発展型」（対象者の

準備期間は1～2週間）は、事前に用意された台本への書き込みが求めら

れる。さらに、実際の国会審議を基にした台本の作成を伴う「追体験型」

（対象者の準備期間は2週間～1ヶ月）、台本に加えて「法案」そのものの

作成を伴う（「創造型」（対象者の準備期間は3～6ヶ月）、そして、それら

の完成度を高めることまでを求める「完全型」（対象者の準備期間は6ヶ

月～1年）までがある。これらはあくまでモデルであり、様々なバリエー

ションやアレンジはありうる11。本稿の「大学生による中学生のための模

擬国会」もそのようなバリエーションの一つといえよう。

岡田らのモデルのなかで、「高校生以上」向けとされる具体的な「法案」

作成を求める「創造型」は、次のような特徴をもつとされる。

「知識や経験などを総動員して、法律により社会問題を解決する意義に

ついて考えさせる。相当程度、社会問題についての理解がなければ法律案

program/mogi.html【2021年2月1日閲覧】なお、このプログラムについて
は、岡田順太「模擬国会のすすめ─立法政策論の実践的構築試み」東北文
化学園大学総合政策学部紀要6巻1号（2007年）134－135頁に、大学生が
参加した実践（「自由テーマ形式」も含む）の記録がある。

11�　岡田順太ほか「模擬国会の教育的意義─初等・中等教育における実践を
中心に」鹿児島大学教育学部教育実践研究紀要23巻（2014年）8–10頁。
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を作成することは難しい。テーマ発見段階から自立的主体的に学ぶ姿勢が

要求される。」12

上の「自立的主体的に学ぶ姿勢」の「要求」は高校生を対象とするもの

であるが、その「要求」自体は大学生に「法案」の作成を求める場合と変

わらない。ただし、すぐ次にみていくように、大学生には、より主体的な

学修が求められる。

③　「模範議会」

前述した「レベルに応じた模擬国会実施プログラム」で「大学生」向け

とされる「完全型」は、次のような特徴をもつとされる。

「法律学の基礎的知識や法の意義と、社会問題に対する幅広い知識と深

い理解が不可欠であり、授業以外の主体的な学習が不可欠となる。このた

め専用の授業か、課外での時間を確保しなければ実施は難しい。」13（下線

は引用者）

この「大学生」向け「完全型」模擬国会は、岡田により「模範議会」と

名付けられ、実践が続けられている。

ところで、大学あるいは法科大学院における法学教育の一環として模擬

裁判が行われることがある。大学によっては、法定を模した教室（法廷教

室）をもつところもある。とりわけ実務法曹を目指す者にとっては、より

現実に迫る形で裁判実務を学修することは大切であろう。一方、裁判所で

扱われるのは司法権の範囲内に収まりその限界に服する事柄である以上、

模擬裁判で扱いうるテーマも基本的には同様の制限を受ける。

この点、模擬国会では、取り扱おうとするテーマが事件として裁判所に

係属しえない、あるいはしにくいものであってもかまわない。また、「法

案」や台本を作成する際に法令等を広く参照し解釈適用するという一連の

作業が求められる。その意味では、模擬裁判と同様に、専門的な法学教育

12�　岡田ほか・前掲注10）9頁。なお、岡田・前掲注9）153–154頁の表も参照。
13�　岡田ほか・前掲注10）9頁。
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としての効果も有する。

「模範議会」では、「法案」や台本の完成度が追究される。大学の授業と

して行われるものではあるが、字句通り「模範」としての「国会」を目指

すという意味では、「学生にとって実践的に法を学ぶ場であるとともに、

研究者が実践的に立法過程を考察する契機を得る「実験室」」という表現

は当を得たものといえる14。素人である学生と専門家である研究者とが、

それぞれの立場から協働しつつ、あるべき国会の姿を模索する「模範議会」

は、アカデミックな意味で他のプログラムとは一線を画するものといえよ

う。模擬裁判と同様、法学部や法科大学院等、高等教育課程で取り上げら

れるべき手法の一つといえる。

ここでは、「模擬議会」で取り上げられた「法案」のタイトルのみを

2010年から列挙する。これらの「法案」は、学生から提出された複数の

「法案」から、学生のみならず研究者を交えた投票の結果、選抜されたも

のである。

2010年「�任意後見契約における医療行為代諾特約に関する法律案」15

2011年「�国家公務員法等の一部を改正する法律案」（公務員の労働基本権

関連）16

2012年「�積極的安楽死の処置に関する法律案」17

2013年「�税制の安定及び公平性の確保を図るための相続税法等の一部を

改正する法律案」18

14�　岡田ほか・前掲注6）「国会質疑の技法─模範議会2012の手引き」258頁。
15�　岡田順太「模範議会2010－記録と資料」白鴎大学論集26巻1号（2011年）
391頁以下。

16�　岡田ほか「模範議会2011－記録と資料」白鴎大学論集27巻1号（2012年）
353頁以下。

17�　岡田ほか「模範議会2012－記録と資料」白鴎大学論集28巻1号（2013年）
377頁以下。

18�　岡田ほか「模範議会2013－記録と資料」白鴎大学論集29巻1・2号（2015
年）333頁以下。
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2014年「�代理懐胎の適正化及び親子関係の特例に関する法律案」19

2015年「�独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律案」（学

資貸与制度に代える給付制度関連）20

2016年「�少年法の一部を改正する法律案」（推知報道関連）21

2017年「�世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築す

るための消費税法等の一部を改正する法律案」（消費税率の引き

上げ関連）22

2018年「�貸金業法の一部を改正する法律案」（銀行カードローン規制関

連）23

（2）　授業から離れた政治参加型プログラム

学生団体Aileは、2018年夏に第1回の模擬国会を企画し、中高生・大学

生が主体となって、現役国会議員を交えながら議論してきた24。次に見る

ように、政治的に焦点化されたか、あるいはされそうな政策や、党派的な

対立や感情的な対立が想定されやすい論点を扱っている。

いかなる模擬国会も、議決が行われる以上、取り上げる政策や論点に関

し、何らかの政治的意思の形成を避けられない。ただし、取り上げる政策

19�　岡田ほか「模範議会2014－記録と資料」白鴎大学論集30巻2号（2016年）
227頁以下。

20�　岡田ほか「模範議会2015－記録と資料」白鴎大学論集31巻1号（2016年）
177頁以下。

21�　岡田ほか「模範議会2016－記録と資料」白鴎大学論集32巻2号（2018年）
179頁以下。

22�　岡田ほか「模範議会2017－記録と資料」白鴎大学論集33巻2号（2019年）
209頁以下。

23�　岡田ほか「模範議会2018－記録と資料」白鴎大学論集34巻2号（2020年）
197頁以下。

24�　大学ジャーナルオンライン「高校生の学生団体が「模擬国会」開催　全9
党の国会議員も出席予定」https://univ-journal.jp/27305/【2021年2月1日閲
覧】。
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や論点、参加者の性格によって、その力点が批判的リテラシーを身につけ

ようとする教育的意義にあるのか、それとも政治的意思を形成・表示しよ

うとする政治的意義にあるのかは異なってくる。取り上げる政策や論点が

現実の政治において焦点化され対立に注目されがちな特定のものであれば

あるほど、あるいはそれらに近ければ近いほど、政治的メッセージは強く

生じよう。その意味で、授業から離れた形で行われ、現実の政治において

焦点化されがちな論点を扱う模擬国会は、政治参加の側面を有するといえ

る。この点で、他のプログラムとは一線を画するものといえよう。

ところで、授業から離れて政治参加に近づく模擬国会の実施や参加を考

える際には、「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（通知）」に注意する必要がある。学校外の

学生団体の活動として模擬国会が行われる場合であっても、学校との関係

では同通知が問題となる。同通知は、選挙権年齢が18歳に引き下げられ

たことから高等学校等に有権者が在籍することとなったことに鑑み、公職

選挙法等の正しい知識についての指導や、教育基本法14条2項のいう政治

的中立性の要請、現実の具体的な政治的事象を扱う教育と特定の政党等を

援助したりする具体的活動との区別に関して、学校側の注意点をまとめた

ものである。同通知における「選挙運動」とは、特定の選挙にかかるもの

をいい、「政治的活動」とは、「特定の政治上の主義若しくは施策又は特定

の政党や政治的団体等を支持し」、または反対することを目的とし実際に

その効果があるもの、「投票運動」とは、特定の住民投票にかかるものを

いう25。同通知上、これらの「選挙運動」や「政治的活動」、「投票運動」は、

放課後や休日等の授業外で、かつ学校の構外で行われる限りで、学校側の

コントロールを受けるべきものとはされていない。ただし、それらが「違

法なもの、暴力的なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそ

25�　「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（通知）」（27文科初第933号、平成27年10月29日）
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れが高いもの」（以下、「違法となるおそれの高い政治活動」という）であ

れば、学校は、規制や禁止といった措置を行うべきとされる。したがって、

学生団体の活動として行われる模擬国会は、同通知に注意したものでなけ

れば、幅広い学校・生徒の協力・参加は見込めない。この点、実際に模擬

国会を実施しようとする学生団体が違法となるおそれの高い政治活動にか

かわっているか否かは、判断の難しい場合もあろう。学校は、問題となっ

ている活動が違法となるおそれの高い政治活動であるとアタマから決めて

かかることなく、個別具体的に検討しなければならない。事なかれ主義や

安易な決めつけ、怠慢で生徒や学生が自立的・主体的に学びを深めるのを

妨げることは「主権者教育」にもとる。学校は同通知の趣旨を正しく汲み

取らなければならない26。

学生団体Aileの模擬国会は、その政治的インパクトが大きければ大き

いほど「効果」的であり、「政治的活動」に該当する可能性が出てくる。

さしあたり、学生団体Aileの模擬国会については、与野党を含むできる

だけ多くの政党あるいは多様な構成の国会議員の協力が、違法となるおそ

れの高い政治活動にあたりはしないかという学校側の懸念を払しょくする

ことにつながり、その安定的な実施と幅広い学校・生徒の参加を可能にす

る条件といえそうである。

参考までに2020年までのテーマを挙げておく。

2018年「移民受け入れの是非」27

2019年「これからの20年における日本の原発政策の是非」28

26�　同通知の問題性を指摘する仕事として、城野一憲「高校生の『政治活動
の自由』とその制限の許容性─政治活動の『届出制』についての実態調査
もふまえて」鹿児島大学教育学部研究紀要人文・社会科学編68巻（2017年）
17頁以下。

27�　共同通信ウェブサイト：https://jp.reuters.com/article/idJP2018072301001804
【2021年2月1日閲覧】
28�　大学ジャーナル：https://univ-journal.jp/27305/【2021年2月1日閲覧】
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2020年「憲法9条」29

（3）　特別な教育課程としてのプログラム

シンガポールでは、Moot�Parliament�Programme�（MPP）というプロ

グラムが実施されている。同プログラムは教育省教育課程計画開発局の俊

英教育部（Gifted�Education�Branch）の実施するもので、テストで選抜さ

れるSchool�Based�Gifted�Education（SBGE）対象生徒のうちシンガポー

ル教育課程におけるsecondary�3–4（14–15歳）のみが参加できる。同プロ

グラムの目的は次の3点とされる。まず、立法府としての機能に焦点をあ

てつつシンガポールの議会制度を学ぶ。次に、活きた立法過程を意識さ

せ、議会での議論や立法に対する関心を高める。そして、シンガポールの

社会や共同体の問題を発見し「法案」を作成することと模擬国会での主体

的なロールプレイにより、とくに優秀な十代の若者にシンガポール国民で

あるという意識や愛着を定着させる。同プログラムでは、ボランティアの

法律専門家が主に教師となるが、National�University�of�Singapore（NUS）

等の法学部学生が学生教師として加わる30。

SBGEはテストにより選抜される最上位層の優秀な生徒のみ参加可能な

教育課程であり、そうした最上位層の若年者のシンガポール国内への定着

を促し、海外（とくに英語圏の他国）への人材流出を抑止しようとする側

面もあるように思われる31。

29�　キュリー：https://qulii.jp/event/7435/【2021年2月1日閲覧】
30�　National� University� of� Singapore:� https://nusprobono.com/moot-
parliament-programme/【2021年2月1日閲覧】

31�　日本の公的機関が実施する模擬国会の取組みとして、参議院による「子
ども国会」や「女性国会」、地方議会が実施する「模擬議会」の取組みがある。
「子ども国会」については、肥田美代子『子ども国会─21世紀子どもたちは
発言する』（ポプラ社、1998年）。ただし、シンガポールのように教育課程
に結びつくものではない。地方議会の模擬議会の実施状況については、全
国市議会議長会「市議会の活動に関する実態調査結果（平成30年中）」参照。
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２　共通する要素

上のいずれの模擬国会も、議会を舞台とするロールプレイを主とする

点、それを通じて、議会制度を学び、議会における議論や立法に対する関

心を喚起しようとしている点が共通するといえる。また、そこで獲得が期

待される主要な能力として、批判力や政治的リテラシーを挙げられるのも

同様と思われる。

３　それぞれのプログラムの異同

見てきたように、それぞれのプログラムは、模擬国会という共通の枠組

みをもちながらも多様である。

まず、シンガポールのエリート養成教育課程の一環であるMPPは、容

易に他のプログラムとの単純比較を許さない。ただし、法律専門家や法学

部学生が教師として手厚く生徒の教育にあたるという方法には注目すべき

である。日本でも、参加生徒の選別を行うか行わないか、行うとすればど

のようにかなどを措くとして、類似のプログラムを各地の弁護士会や大学

との連携の下に立ち上げることは可能かもしれない。

次に、学生団体Aileの模擬国会は、授業から離れることで政治参加と

しての政治的意味を色濃く有し、その点で他のプログラムとは異なる。こ

うした模擬国会の継続的な企画・実施は、選挙権年齢が18歳に引き下げ

られたことに直接的に起因する若年層からのリアクションの一つとしての

意味をもつといえよう。

一方、ふつうの授業の一環として行われることを想定した「参議院特別

体験プログラム」と「レベルに応じた模擬国会実施プログラム」の「入門

型」は、台本の提供者／作成者が異なるだけで、対象者があまり違わない

以上、程度の差こそあれ、内容はほぼ同じレベルと考えられる。ただし、

　https://www.si-gichokai.jp/research/jittai/1201408_1953.html【2021年2月1
日閲覧】
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後者の次のレベルである「発展型」からは、台本への積極的な関与が対象

者に求められこととなり、「参議院特別体験プログラム」とは一線を画し

ていくことになる。

「大学生による中学生のための模擬国会」は、同様に、ふつうの授業の

一環として行われることを想定しているが、実施者⇔対象者の二極関係で

はなく、実施者（研究者）⇔大学生（能動的対象者）⇔中学生（受動的対

象者）の三極関係を想定している。実施者側として法律専門家だけでなく

法学部学生が加わるという意味において、また、対象者が中学校の最終年

次にあたる生徒であるという意味において、MPPに近い。ただし、全体

の作業量をゼミナール等の少人数教育の一環として行える範囲に限定して

いることは、すでに述べたとおりである。

二　�新潟市「憲法のつどい」─「大学生による中学生のための
模擬国会」の実施

１　時系列

2019年5月末頃、新潟市の担当者より栗田佳泰（筆者の一人）に依頼が

あった。ゼミ（以下では、特記なき限り、新潟大学法学部「法政演習」等

の少人数授業（栗田担当）を指すものとする）所属学生によるテーマ選定

の結果、公開模擬国会とすることになる（後述）。9月末、開催校決定（中

学校に手を挙げてもらう形）。2019年度は、新潟市西蒲区の市立潟東中学

校が参加。市担当者2名が「憲法のつどい」趣旨説明のために10月中旬頃

来学。ゼミ生を交えた質疑応答を行う（1コマ分）。同じ頃、実施日を11

月27日に決定。以降、実施まで市担当者・中学校担当者（社会科主任教

諭）とメール・電話にて各種調整を行う。新潟市の広報「市報にいがた」

令和元年度11月17日号に「憲法のつどい　大学生による公開模擬国会」

傍聴者募集の通知掲載。チラシ（添付資料1（市側が作成した日程・会場

等の案内）及び2（ゼミ生が作成した概要説明））を報道機関に配布、市
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役所内・各区役所・西蒲区内の公民館・図書館等に設置。11月20日、市

担当者とゼミ生2名が会場校下見。なお、実施日11月27日は同中学校へ

の市教育委員会西蒲区担当主事訪問日と重なった。

２　準備、実施当日、その後

参加者のアンケート記入用にクリップボード50枚、会場設営の為に、

投票用紙（青・白の用紙を44枚ずつ（参加予定の中学生の人数分）、投票

箱2箱（段ボールで作成）、役割（議長・賛成議員・反対議員）を示す紙

を市側が用意・搬入。なお、学生の会場への移動は市側の用意したマイク

ロバスにて行った。

実施当日、市側の記録用のビデオカメラに加えて、複数の報道関係者、

テレビカメラが入ったため、現場では若干の緊張感があった。台本の発言

者（議長等）の役割にあたらなかった者は、会場の設営・警備・補助に

回った。中学生や一般参加者に混乱は見られなかった。

実施から数日後、本模擬国会は、報道されたこともあってか、多くの市

役所職員らの話題に上っていたこと、また、中学校担当者から、当日見学

に来ていた教諭らとのあいだでも話題になったことを聞いた。本模擬国会

は、単に台本を作成した大学生と投票に参加した中学生らだけでなく、視

察した市教育委員会関係者や、教諭、報道で内容を知った市役所職員らに

広く関心を喚起する結果となった。

その後、2020年の憲法記念日に合わせて、4月11日から5月7日まで、

新潟市立中央図書館ほんぽーと展示コーナーにて「私たちの暮らしと憲

法」というタイトルで、憲法のつどいのパネル展が行われた（パネル展に

ついては、添付資料6～8。なお、パネル展では、添付資料2とほぼ同内容

の「概要」及びアンケート結果の一部が展示されていたが、本稿では内容

の重複を避けるため省略している）。
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３　テーマ選定・台本執筆の注意点

テーマ選定・台本執筆にあたって、下の点に注意した。

①　�投開票・集計含め50分（大学の授業とは大幅に異なる）である

②　�中学生が「国会議員」として参加するため、専門用語を多用するこ

とができない

③　�専門用語を使う場合は説明が必要となる

④　�中学生の興味を十分に引くテーマである必要がある（テーマの現代

性）

⑤　�大学生が中学生に最も印象付けたいテーマである必要がある（テー

マのメッセージ性）

また、時間的制約のため、模擬「委員会」は割愛となり、模擬「本会議」

のみとすることとした。それに伴い、「法案」の審議も省略されることと

なり、台本のみを執筆することとした。

台本作成にあたっては、賛成／反対の議論のどちらにもある程度の合理

性を担保すること（一方が他方より明らかに優れ／劣るものは議論になら

ない）、模擬国会実施にあたっては、採決の結果、勝者と敗者が決まって

も、優劣が確定的に決まったということではなく、選択が行われたという

にすぎないこと、さらに、その法案が解決しようとした問題を、どうすれ

ばよりよく解決できるのか考え続けることも大切であることに注意を促す

よう指導した。さらに、実際の国会審議よりも平易な言葉遣いを意識する

よう指導した。

４　テーマ選定過程（4コマ分）

（1）第1回議論経過

本模擬国会に関する第1回目のゼミ（2コマ連続で行った）開始前に、

ゼミ生には、あらかじめ、①模擬裁判か模擬国会か、②中学生に一番教え

たい憲法に関するテーマの2点について、A4×1枚程度のレジュメを作成

してもらうこととした。
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①について

当初、模擬裁判を支持する者が多数派であった。その理由としては、国

会よりも裁判のほうがテレビドラマで扱われることが多く中学生も親しみ

をもてる、父兄や教職員にとっても中学生同様に親しみがもてる、裁判員

となる可能性は低くても説明しておくことに意義はある、法学部生として

裁判制度に親しみがあるので扱いやすい（準備に時間がかからない）、と

いった点が挙げられた。他方、模擬国会を支持する者は少数派で、その理

由は、政治のほうが裁判よりも実際に身近なので政治と憲法との関連につ

いて教えることに意義があるというものであった。

②について

ゼミ生からは多数のテーマが提出されたが、ゼミ内で関心がとくに高

かったテーマのみ下に挙げる。

・　憲法9条（自衛隊の合憲性）

・　高齢ドライバー問題

・　教育を受ける権利（いじめ、不登校）

・　尊属殺人重罰規定違憲判決（法と道徳の峻別論について）

まず、憲法9条については、テーマを提出したゼミ生から、「最も憲法

らしい」「国防に関して意識を高めておくべき」などという動機が示され

た。しかし、政治的な対立が顕著で感情的になりやすいテーマであり、他

のテーマと比べて中学生に対し教えるという観点からは適切ではないとし

て見送られた。

次に、「高齢ドライバー問題」については、高齢者に起因する死亡事故

が増加している事実だけで必ずしも高齢者全体が非難されるべきではない

という観点から、情報リテラシー教育の面からも意義があると指摘され

た。しかし、情報リテラシーは健全な公民として政治に参加するために必

要な能力であり憲法の採用する民主主義の担い手として求められる能力で

はあるものの、中学生の視点からは憲法との関連が薄いとみられてしまう

のではないかと懸念され見送られた。
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最後に、親を尊重することが法によって強制されるべきなのか、それと

も道徳の問題なのかを考えることで、親子関係のあるべき姿に注意喚起す

るという点から「尊属殺重罰規定違憲判決」、「いじめ、不登校」問題につ

いての理解を促進し、憲法と今の自分たちの学校生活との関連性について

考えてもらうという点から、「教育を受ける権利」、の2つに絞られること

となった。次回までに、どちらを残すか決めておくように指示した。

（2）第2回議論経過

ゼミ生のあいだで、授業外で検討された結果、「尊属殺重罰規定違憲判

決」については、尊属殺含め殺人は中学生には必ずしも受けとめきれない

重い事項であること、「法と道徳」についてであれば、他のテーマでもよ

く、あえて「尊属殺」を取り上げる必然性がないことから取り下げられた。

そこで、第2回目のゼミ開始前に、あらかじめ「教育を受ける権利」に

関するより具体的なテーマについてA4×2枚程度のレジュメを作成して

もらうこととした。

そして、第2回目のゼミ（2コマ連続で行った）では、下のテーマが提

出された。

・　高校教育の無償化（給食費や修学旅行経費含む）

・　私立校と公立校との格差

・　外国人の教育を受ける権利

・　ホームスクーリング

「高校教育の無償化」については、財政に対する考え方に賛否が直結し

てしまい、中学生に「悩み」を与えにくいのではないかと指摘され、見送

られた。

「私立校と公立校との格差」については、説明に時間がかかり、また、「私

立校」については公立中学校に現に在籍する生徒にはイメージしづらいこ

とから、見送られた。

「外国人の教育を受ける権利」については、現代的意義が認められるも
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のの、対象の中学校では外国人生徒が少数あるいは皆無の可能性もあり、

やはり生徒がイメージしづらいことから、見送られた。

「ホームスクーリング」は、現役中学生に「いじめ、不登校」について

注意喚起しメッセージを送ることは意義深いとされ、同テーマが採択され

ることとなった。「いじめ、不登校」の当事者が生徒のなかにいることも

懸念されたが、その場合でも、そうした生徒に応援のメッセージを与える

ような内容であれば差し支えないと判断された。

「ホームスクーリング」をテーマとするのであれば、そのような制度が

存在しないことをもって立法不作為の違憲を確認するような模擬裁判では

なく、そのような制度の創設の可否を議論する模擬国会のほうが現実的で

あり妥当という担当教員の判断から、当該年度の「憲法のつどい」は公開

模擬国会とすることとし、市の担当者からも同意が得られた（7月初旬

頃）。

（3）その他の特筆すべき点

テーマ選定にあたり自主的にアルバイト（塾講師）先の中学生から意見

を聴取したゼミ生や、出身中学校の現役教師と相談したというゼミ生もい

た。

また、単に大学生というだけでなく、「新潟大学法学部生として何を教

えるべきか」や「新潟市とのコラボレーションであること」という観点か

ら議論する姿勢が見られた。

なお、上の2回のゼミにあたっては、あらかじめゼミ生にはレジュメの

執筆を求めたり、あるいは授業外での議論を促したりしており、授業時間

外での学修成果を求めていることを繰り返しておく。

５　台本・事前配布資料の作成（4コマ分）

テーマ選定については、上のように2コマ連続のゼミを計2回（90分×

4）あてた。その後、各自で国会中継等を見てから台本を作成するように
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指示した。台本作成にあたっては、少なくとも、議長、委員長（「法案」

説明）、賛成派議員2名、反対派議員2名につき役割分担を行い、各自で情

報を収集し、執筆するよう指示した。

また、ゼミ生からの申し出により、50分の限られた時間では、内容を

きちんと把握することができず投票がなおざりになってしまう中学生が出

てきてしまうのではないかという懸念から、事前に専門用語等につき簡単

なレクチャーを行う資料（添付資料3）と、当日の演説内容の概要（添付

資料4）を配布しておくほうがよいのではないか、と提案があり、小学校

側の配布・指導の負担を考慮し、小学校側との調整の結果、受け入れた。

台本及び事前配布資料（用語説明・概要）については、ゼミ生とメール

でのやりとりで検討を重ねつつ、授業時間としては、計4コマを内容の議

論にあてた。したがって、テーマ選定から台本の確定までにかかった授業

時間数は計8コマとなる。

実際に使用した台本には個人名を入れていたが、本稿に添付するに際

し、省略している（添付資料5）。

三　アンケート結果の分析

１　アンケート結果「一般参加者」

「一般用」アンケートの自由記載欄（本稿には添付していない）に、「意

外な結果」で、「私自身はもっと充実した法案が必要」と思ったという記

述があったことに注目したい。実のところ、中学生らが本「法案」を否決

したのは、「意外」であるというのが当時その場にいた「大人」から漏れ

た声であった（こうした「声」はアンケート結果としては反映されていな

い）。

２　アンケート結果「中学生」

中学生には少し難しい内容だったのではないかという懸念をよそに、お
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新潟市提供
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新潟市提供
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新潟市提供
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新潟市提供
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おむね、好評といえた（非常に良かった＋良かった＝95.5％）。

ここで注目したいのは、自由記載欄2（2）である。賛成／反対の「理由」

が両者ともに明確であったと評価したものが多数に及んだ。また、ゼミ生

たちの意図通り、中学生に「悩み」を与えたことも、いくつかのコメント

から明らかとなった。

投票の結果は「否決」であるが、自由記載欄2（2）には「家にいても

親がいるとは限らない」という趣旨のコメントがあり、反対派議員②の演

説（後掲資料5（45頁））が影響したことが示唆されている。もっとも、

参加中学生がふだんから学校についてどのようなイメージを抱いているか

（学校に肯定的であれば、その分、ホームスクーリングには否定的であろ

うと予想される）が作用したとも考えられ、即断はできない。

なお、自由記載欄2（2）には、「あるのかは分からないけどありそうな

党の名前だったりと、非常にわかりやすかった」というコメントがあるが、

これは、筆者が「ありえないような名前のほうが無難」と指摘したところ、

ゼミ生から「中学生に混乱を与えたり、集中力を乱したりするようなもの

でなく、『法案』にそくしたシンプルでわかりやすいもののほうがよい」

という意見が出たことによるものであることを申し添えておく。

おわりに

高校生は、就職／進学と、将来の進路について差し迫った選択を抱えて

いる。この点、ほとんどの中学生は、高校入試は措くとして、それよりは

少し遠い将来の進路について、考える時間が比較的あるといえる。そんな

時期、大学生からのメッセージは大学進学へのモチベーション形成にもつ

ながろう（中大接続）。大学生がどのようにものを考え、どのような活動

をするものなのかイメージすることなく、なし崩し的に進学することは、

実りある大学生活をもたらさないかもしれない。
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そしてなにより、最も身近な「大人」である大学生から中学生のときに

政治的態度を学んでおく意義は、大学に進学する／しないにかかわらず、

小さくないように思われる。

「大学生による中学生のための模擬国会」では、大学生は、「中学生のた

め」である以上、中学生にアピールしうるテーマを選択しなければならな

い。また、中学生にもわかるように、最大限、わかりやすくするように意

を用いなければならない。そうすることで、大学生はそのテーマにつき自

分たちの解決すべき課題としても明確に意識できるようになる。また、今

日の少なくない小学生が学童保育で大学生ボランティアとコミュニケー

ションをとっている。そのことは、中学生になってもそう遠くない記憶と

して引き継がれているであろう。冒頭の繰り返しになるが、つまり、中学

生にとって大学生は、最も身近な「教師」たりえ、大学生から発せられる

メッセージはよりよく吸収されるはずである。大学教員などが「若者」向

けに行う各種の講演会とは、根本的に異なるインパクトをもちうる。この

教育上の効果に比べれば、投票の結果はさして意味をもたないといっても

過言ではない。

どのような議決がなされても、「はたしてそれでよかったのか」と考え

ることのできる主体的な姿勢こそが、まさに「批判力」であり、「批判的

リテラシー」である。そのためには、テーマ選定・台本執筆段階で、賛否

について「悩み」や「考えさせる」内容を担保しておかなければならず、

研究者の関与は、専門的見地からそのサポートを行う程度にとどめるべき

である。2019年度「憲法のつどい」として行われた本模擬国会のアンケー

ト自由記載欄のコメントの多数から、中学生を悩ませ、考えさせたことが

明らかとなったことは、本模擬国会の教育的意義を確認させるものであ

る。

なお、言うまでもなく、大学生を自らの政治的主張の代弁者とすること

はもちろん、あまり模範的でない議会のように賛否を決するばかりを求め

る恣意的なテーマ選定・台本執筆は、避けなければならないどころか、か
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えって有害であることに、注意喚起しておきたい。

また、アンケート自由記載欄7（27頁）に、「ニュースで見る限り、も

う少しゆるい感じのものを想像」していたというコメントがあることに注

目したい。当該生徒が事前に「ニュース」で知り得たのは、「模擬国会」

ではないだろう。大学生が中学生のために創意工夫を凝らし、また意を用

いたことが奏功していたとしても、中学校で行われた若年者少人数による

各演説が、本当の国会のそれよりも中学生にとって厳粛なものに感じられ

ていたとすれば、実は、極めて深刻な憂慮すべき事態が明らかとなったと

いうことにほかならないのかもしれない。

そして、筆者のように、「主権者教育」それ自体を研究対象とする者に

とっては、学生が年の近い生徒に何を教えたいと望むかが明らかとなるこ

と自体、重要な知見となる。それは、学生や生徒の世代（年齢）からかけ

離れていくばかりの研究者にとっては得ることのできないものであるから

である。

最後になったが、「憲法のつどい」に関わった、新潟市担当者各位、新

潟市立潟東中学校担当者各位、生徒、ゼミ生に記して謝したい。
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添付資料1　市作成「憲法のつどい」チラシ（日程）

新潟市提供
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添付資料2　ゼミ作成「憲法のつどい」チラシ（概要）

憲法のつどい－私たちの暮らしと憲法－ 

模擬国会 『教育を受ける権利とホームスクーリング法案』 

 

 

・日本国憲法26条は、国民全員に等しく教育を受ける権利を保障しています。しかし、

様々な理由で学校に行くことができない不登校の児童や生徒は年々増加しており、

そうした子どもたちの教育を受ける権利の確保が課題となっています。このため、

国会は、教育機会確保法（正式名称：義務教育の段階における普通教育に相当する

教育の機会の確保等に関する法律）をつくりました。この法律は、不登校の児童や

生徒に対して教育を受ける機会を確保するための施策をつくることは国や自治体

の責務であるとはっきり定め、そうした子どもたちの学習の支援を行っていく必要

があるとしています。 

 

・その中でも、学校に行けない子どもたちに新しい選択肢を提供しようという考え

が関心を集めています。たとえば、今いる学校に行く代わりにフリースクールという

民営の学校に行ったり、学校に登校せずに自宅で学習を行ったりするホームスクー

リングです。 

 

・今回の模擬国会では、自宅学習で中学校卒業程度の義務教育修了の資格を認め

るための「ホームスクーリング法」という法案が取り上げられます。 

 

 

教育を受ける権利とは…… 

 憲法 26条 1 項には、子どもたちへ教育を受ける権利が保障されると示さ

れています。 
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添付資料3　事前配布資料（用語説明）
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添付資料4　事前配布資料（要点）

各演説内容の要点
★�このプリントは演説者たちの原稿の大切な部分をまとめた物です。演説を聞いて、
白票（賛成）か青票（反対）か決める際の参考にしてください。

①法案反対派　反対派議員①の意見要点（青票側）
・日本は憲法により子供たちに教育を受ける権利を保障している。
・法律は義務教育を行う機関を学校であると定めている。
・子供の教育には多くの知識と時間が必要である。
・学校で学ぶことが出来るのは勉強だけでなく集団社会、他者とのコミュニケーショ
ンを学ぶ場でもある。

・ホームスクーリングを法律で義務教育にすることまで必要はないのではないか。
・新しい制度を作るのではなく、すでにある制度の改善に努めるのがよいのではな
いか。

②法案賛成派　賛成派議員①の意見要点（白票側）
・現在の不登校児童は144000人でクラスに1人は不登校児童となる計算であり、増
加している。

・今のままでは学校外学習は義務教育とならず、不登校児童の教育を受ける権利を
十分に保障できていないように思われる。

・ホームスクーリングを認める際、厳しい基準を設けるため、義務教育としてのレ
ベルは確保できる。

・ホームスクーリングについての知識は、研究が進んでいる国から入手可能。

③法案反対派　反対派議員②の意見要点（青票側）
・学校は、一人の人間として「成長、発達し、人格」を完成させる。
・「教育を受ける権利」は憲法26条で保障されている。
・現在でも「教育センター」や「フリースクール」があり、それらの質を改善して
いくのが優先されるべきではないか。

・親御さんは、小学校中学校と同じくらいの「学習時間」を確保出来るのか。
・「不登校=いじめ」ではなく、「家庭」、「無気力」、「成績不振」なども要因になっ
ている。そちらの問題への対策のほうが必要ではないか。

④法案賛成派　賛成派議員②の意見要点（白票側）
・不登校の児童や生徒達には教育を受ける権利が保障されない。
・ホームスクーリングとは、学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うこと
である

・ホームスクーリングでは精神的な問題の解決を一人ひとりの状況に応じてきめ細
かく図ることができ、不登校の児童や生徒達の学校復帰につながる

・ホームスクーリングでも学校とは違う形で社会と関わることができる
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　　添付資料5　R1「憲法のつどい」台本

模擬国会台本

栗田ゼミ＠潟東中学校

〈始めの挨拶〉

みなさん、こんにちは。私たちは、新潟大学法学部栗田ゼミに在籍して

いる学生です。本日はこのような機会を与えていただき、ありがとうござ

います。今回は模擬国会というやり方で皆さんにこの会に参加してもらい

ます。短い時間ですが最後までお付き合いください。模擬国会を通して、

憲法や法が私たちの生活に密接に関わっているということを少しでも知っ

てもらえれば嬉しいです。

早速ですが国会について少し説明します。国会には「委員会審議」とい

うものと「本会議」というものがあります。「本会議」は議員全員で行う

話し合いです。ただ、いきなり衆議院で465人、参議院で248人（令和4

年7月26日以降）の議員で会議をすると時間がかかり効率的ではないの

で、「本会議」の前に数十人で成り立つ「委員会」によって話し合いがさ

れます。その後「委員会」で決まった内容を「本会議」で議員全員によっ

て賛成か反対か決めるというシステムになっています。今回は時間の都合

上、衆議院「本会議」のみを行います。本会議の進行の流れや賛成派・反

対派の意見、また実際の本会議に基づいた言葉遣いをしておりますので、

このような点に注目してください。

皆さんには最後にひとりひとり実際に投票をしていただきます。自分は

この法律に賛成なのか、それとも反対なのかをよく考えながら模擬国会を

見てください。

それでは、さっそく、模擬国会にうつりたいと思います。
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〈開議宣告・議事日程申告〉　議長

これより会議を行います。ホームスクーリング法案を議題とし、委員長

の報告を求め、その審議を求められることを望みます。これにご異議はあ

りますか。異議なしと認め、よって日程が決定いたしました。教育を受け

る権利に関わるホームスクーリング法案を議題といたします。法務委員

長、お願いします。

〈委員長報告〉　委員長

本日議題に上がりました法律案についての説明と、法務委員会における

審議の結果をご報告申し上げます。

ホームスクーリング法案はいじめ等により学校に行けなくなってしまっ

た子供に対して、学校で勉強をする代わりにその子供の自宅を拠点として

勉強することで、義務教育を修了したと認めるという法律であります。義

務教育としての質を確保し、学校に通っている子供との公平性を図るた

め、第三者がどのくらい学習できたかを確認するために定期的にテストを

行うことも盛り込まれています。

2016年に作られ、2017年に施行された教育機会確保法という法律でも

不登校への対策が盛り込まれていました。教育機会確保法は不登校が特殊

ではない、誰にでも起こり得るものだということを認め、保護者にとって

も先生にとっても休むことを受け入れやすくするものであり、また学校以

外の学びの場の重要性を考えるものでした。今回提案した法案が教育機会

確保法と違うのは、中学校卒業程度の資格を家での学習でも認めるという

点です。

日本は憲法26条1項によって誰もが教育を受ける権利を持っています。

本案は何かしらの理由により学校に行けなくなってしまった子にも学習の

機会を保障するという性質も持っています。本案は学校教育に馴染むこと

ができず、義務教育という制度から零れてしまった子への救済手段を提案

するもので、決して義務教育をないがしろにするものではありません。
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本案は11月20日に趣旨説明と質疑応答が行われたのち、私たち委員会

が審議をすることになりました。本日、原案に対する討論を行い、討論の

終了後、採決を行った結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきも

のと委員会で議決しました。以上、ご報告申し上げます。

〈確認〉議長

本件につき、討論を順次許します。反対派議員①くん。

〈討論〉　反対派・賛成派

反対派議員①

教育改善党の反対派議員①です。ホームスクーリング法案に対し、教育

改善党を代表し、反対の討論を行います。以下、理由を述べます。

まず日本は憲法により子供たちに教育を受ける権利を保障しています。

教育を受ける権利とは、教育を受けることが適正とされる年齢になった子

供に学校教育を受ける権利であるとされています。この憲法で定められた

権利の保障のために義務教育、普通教育という制度は誕生しました。それ

を具体的に定めた法律が教育基本法です。この教育基本法では親は子に9

年の普通教育を受けさせる義務を負うとされています。これを義務教育と

呼びます。またその後作られた学校教育法では、親は6歳になった子に小

学校などの学校に行かせる義務を負うとされています。つまり法律は義務

教育を行う機関は学校であると定めているのです。

なぜ国が義務教育を行う機関を学校に指定しているかですが、先ほど申

しましたように、日本は教育を受ける権利を保障しています。つまり未来

を担う子供たちに正しい教育を受ける環境を用意することは我々の義務で
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あります。この正しい教育を行うためには親個人の能力だけでは難しいと

考えられています。なぜなら子供の教育には多くの知識と時間が必要であ

り、ホームスクーリングのためには多くの費用が必要にもなるからです。

幼少期の教育は子供の今後の成長に大きくかかわっていくことはみなさん

ご存じだと思います。それゆえ教育の専門家である教師がその役割を担う

のは合理的なことであります。また学校は勉強だけでなく、集団生活、他

者とのコミュニケーションを学ぶ場でもあります。そこで得る関係が良い

ものにしろ、悪いものにしろ、人間関係、集団社会を学ぶ場として、学校

というのは重要な役割を担っています。このように学校教育は子供の成長

の点で大きな利点があります。

その中で集団生活になじむことが出来ずに不登校になってしまう生徒が

います。そういった子供たちが教育を受けるためにホームスクールやフ

リースクールにより学習を行う、それを支援しなければならないことは先

ほど挙げました憲法、教育基本法などにより決められています。今後そう

いった学校外の教育機関への支援が必要になってくることは承知していま

す。しかし、ホームスクーリングを義務教育として認める必要性があるか

は疑問を持たざるを得ません。現在の日本にも中学校卒業程度認定試験と

いうものがあり、これに合格すれば義務教育を修了したものとみなされま

す。わざわざホームスクーリング法を作らずとも現状の制度でホームス

クーリングを学校と連携して行っている方はいます。制度を作ることで費

用、またホームスクーリングの監督について多くの人員が必要になりま

す。この必要になるお金と人を学校教育の充実に使った方が有意義なので

はないのでしょうか。

教育というのは子供の成長、その後の人生に関わる重要なものです。そ

れゆえ慎重な判断が必要になります。安易に新しい制度を作ろうとするの

ではなく、すでにある制度の改善に努めることが、我々のまずやらなくて
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はならないことなのではないでしょうか。

私は教育改善党の代表として、将来を担う子供たちのため、本法案に断

固反対します。

〈確認〉議長

賛成派議員①くん。

賛成派議員①

わたくしは明るい教育党の賛成派議員①と申します。わたくしはホーム

スクーリング法案に強く賛成させて頂きます。現在、日本の学校教育が抱

えている問題点を説明したうえで、賛成とする理由を憲法の観点から挙げ

させていただきます。

みなさん、不登校の定義はご存知でしょうか。何らかの心理的・情緒

的・身体的あるいは社会的要因・背景により、子どもが学校を連続又は断

続して年間30日以上欠席している子のことです。このような子供が今、

年々増え続けています。不登校の子供は2019年時点で144000人となって

います。これではピンと来ないかもしれませんが、中学生でいうと1クラ

スに1人は不登校がいることになります。皆さんはクラスに1人、と聞い

てどう思われましたか？　私はかなり大きな問題だと考えました。

日本では憲法によって教育を受ける権利を保障しています。26条1項に

条文がありますね。子供はみな等しく教育を受ける権利を持っています。

しかし、今の法律では原則、学校で受けた授業しか義務教育として認めて

いません。つまり、学校に行かない子供たちが勉強を家でしていても卒業

することができない可能性があるのです。不登校の子供たちの中にも学校

には行きたくないけれど、勉強はしたい、という子や叶えたい夢があるとい
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う子は多いはずです。ホームスクーリング法案を認めて、学校外での学習

も認めてあげることができれば、このような子供たちも救うことができ

ます。

日本ではホームスクーリングを認めることに反対する人も多いと考えら

れます。予想される反論を想定してそれに対し意見を述べます。まず、

「教育のレベルがばらばらになってしまう」という反論が考えられます。

たしかに同水準のテスト、テキストだけでは心配かもしれません。しか

し、この点に関し法案ではしっかりとした基準を別途設けています。親が

ホームスクーリングをしたい、という申し出があれば、まず教育委員会が

認めた審査員にその親がホームスクーリングをする能力を備えているか

チェックをさせます。ここでは教育方法やちゃんと時間が取れるのかなど

を厳格に審査します。その審査に合格次第ホームスクーリングを許可しま

す。また、ホームスクーリング開始後も適正な学習ができているか定期的

にチェックを行います。この二段階の審査によって、義務教育のレベルを

下回る生徒が出ないように管理を行います。

教育にお金がかかる、と先程反対派議員①さんも仰っていましたが、最

近の世論から教育にお金をかける風潮が国会の中でも高まり、実際に予算

は例年よりも増やされています。これから先を担う若者にお金をかけるの

は当然のことと私は考えます。

また、他に考えられる反論として、先程、反対派議員①さんが仰ってい

ましたように、「子供の教育には多くの知識と時間が必要であるため、親

個人の能力では厳しい」という意見があります。この点、ホームスクーリ

ングに必要な知識は、ホームスクーリング先進国から学ぶことが可能で

す。本やデータも多くあります。また、インターネットで私自身も検索し

たところ、ホームスクーリングを日本でやっている方のサイトもありまし
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た。日本ホームスクール支援協会など、今はいろいろな場所から情報を得

ることができ、そこから知識を得ることも可能です。

また、時間に関しましては親には教育を受けさせる義務があるため、積

極的に親には短時間勤務などをしてもらうようにします。もちろん、短時

間勤務をとりやすいように政府としても企業側に働きかける、ホームス

クーリングの周知をしてもらうなどの仕組みを作ります。ホームスクーリ

ング法案を認めることで、ホームスクーリングとは何かという認知度も上

がり、親も教育がしやすくなります。

ホームスクーリングという新しい制度の導入には賛否があるかもしれま

せん。しかし、現在の不登校児童の多さを考えるとこのような救済手段を

使って教育を受ける権利を積極的に保障する必要があると思います。

私は未来を担っていく子供たちの教育を受ける権利のためにもホームス

クーリングを認めるべき、と考え、本法案に賛成します。

〈確認〉議長

反対派議員②くん。

反対派議員②

教育改革推進党の反対派議員②です。本法案に対し、反対の立場から意

見を述べさせて頂きます。

まず、前提として、国が法律（教育基本法）により指定された学校で義

務教育をする意味ですが、それは学校という小さな社会を通して、一人の

人間として成長、発達し、人格を完成させ、将来生きてゆかなければなら
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ない、広く大きな社会で有意義な生活を送るための練習（経験）をしても

らうことにあります。憲法26条にある「教育を受ける権利」とはこれを

保障しているのです。また、社会で生きていくためには人との関わりが必

要です。議場にいらっしゃる皆さんも親しい友人とは学校で出会ったので

はないでしょうか。もし、学校で義務教育を受けていなかったら今の友人

とは出会うことが出来たでしょうか。人間関係についても同じです。友人

と遊んだりケンカしたり、先生に怒られたりするかもしれません、しかし

その環境で「こうしたら人を怒らせてしまう」「これはやってはいけない」

など社会では当たり前のことを学ぶのです。

それでは、具体的な反対意見を述べます。確かに賛成派議員①さんが仰

るように、現在、日本の小中学校の不登校児童はおよそ14万を超えてい

ますが、これは割合にすると1.43％です。この数字をどう思うかは聞いて

いる皆さんに委ねます。1.43％の児童を救うためにこの法律が必要だと考

えてもいいし、もっと他の問題に対して国会の時間を使うべきだと考えて

も良いし、あるいはどちらでもないかもしれません。どう思うかは自由で

すので、投票の参考にしてください。

私はこの子どもたちを援助すべきだと思いますが、今回提案されたホー

ムスクーリング法には反対です。なぜなら、既に日本にはこうした子ども

に対する救済方法があるからです。例えば、教育支援センターに通い、一

定の要件を満たす場合本来通っている学校で「出席扱い」が認められるこ

ともあります。また、フリースクールのような民間施設でも元々通ってい

た校長の判断で「出席扱い」が可能になっています。中でも、教育支援セ

ンターに注目すると、数が少ないこと、利用率が不当児童生徒の一割に留

まっていること、非常勤講師がほとんどであることなど様々な課題があり

ます。新しいことを始めることより、今ある救済方法の課題を改善して、

質をより上げることが優先されるべきだと考えます。
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また、ホームスクーリングでは親による教育が想定されています。しか

し、義務教育相当の学習を、家庭にいる親が行うことが出来るでしょうか。

先程、賛成派議員②さんから厳しい基準を設けるとのお話がありました。

義務教育相当と認めるわけですから、厳格な基準を設けることには賛成で

す。しかし、義務教育は、反対派議員①さんも仰ったように教育を専門に

勉強し教員資格を取得した“先生”が行うわけですが、一般の親御さんは

厳しい基準を満たした教育を施せるのでしょうか、基準を満たせなかった

場合はどうするのでしょうか。

また、労働時間を短くするよう働きかけるとありましたが、小中学校1

～6限、およそ半日、週5日に相当する子どもの学習時間を確保出来る家

庭はどのくらい存在するのでしょうか。

最後になりますが、ホームスクーリングは本当に不登校の解決策なので

しょうか。不登校と聞くと、いじめが原因であるというイメージですが、

実際「H26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」

をみると、小学生についてはおよそ30％が家庭に関することが要因で、

中学生については18％が家庭に関することが要因となっています。不登

校の原因としては、他にも無気力、成績不振などがありますが、それらの

問題はホームスクーリングにしたからと言って解決に向かうとは言えない

のではないでしょうか。

私は、教育改革推進党の代表として、本ホームスクーリング法案に反対

いたします。

〈確認〉議長

賛成派議員②くん。
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賛成派議員②

私は、子どもの教育を守る党を代表いたしまして、ただいま議題となっ

ております「ホームスクーリング法案」に対し、賛成の立場から討論いた

します。

近年、我が国では不登校児童生徒が増加傾向にあります。調査の結果を

見る限り、不登校になるのには様々な要因があります。そのような児童生

徒には教育を受ける権利が保障されないことになってしまいます。現在、

義務教育として認められているのは教育基本法で定められた学校に行くこ

ととなっています。義務教育は、あくまでも子どもの教育を受ける権利を

保障するためにつくられたもののはずです。学校に行くことができないか

らといって、義務教育が認められないのはおかしいのではないでしょう

か。

ホームスクーリングを行うことにはどのようなメリットがあるのか、と

いう観点から賛成の理由を挙げていきたいと思います。その前にホームス

クーリングとは何か、今一度確認しておきたいと思います。ホームスクー

リングは学校に通学せず、家庭に拠点を置いて学習を行うことをいいま

す。海外ではホームスクーリングを認めているところも多く存在します。

なぜホームスクーリングは有効なのか、そのメリットを見ていきたいと思

います。

まず一つ目の理由として、ホームスクーリングは、学校に行けない・フ

リースクールにも行けない子どもへの支援につながることが考えられま

す。不登校の児童生徒が家にいてやっていることがきちんと認められるこ

とで、学校に出席できていない自分への否定感、罪悪感が少しずつとれ、

落ち着いた気持ちで生活できるようになります。また、家にいることを肯
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定的に見ることができるため、親と子の信頼感を育てることにつながりま

す。子どもは親に認められている安心感が持て、親も焦りや不安が少なく

なります。日本では、義務教育＝学校に行くことという考え方が強く根付

いているように思われます。そのため、子どももその親も学校に行かなけ

れば、行かせなければ、という焦りにつながり、状況が悪化してしまうこ

ともあります。このような精神的な問題の解決として、ホームスクーリン

グは有効であると思われます。

次に、二つ目の理由としてホームスクーリングは自由な教育の仕方であ

ることが挙げられます。ホームスクーリングは家庭を拠点に学習を行いま

す。つまりは時間の設定なども子どもに合わせて行うことができます。反

対意見として、ホームスクーリングは学校に行っていないから社会的な交

流が少なくなるのではないか、との指摘も十分にあると思います。しか

し、ホームスクーリングでは時間を十分に取れるわけですから、家庭で相

談してボランティアの参加や、コミュニティにも参加でき、たとえ学校に

いかなくても社会的な交流ができると考えられます。

ホームスクーリング法案の導入には様々な問題もあると思います。例え

ば学校に行かないのであれば、教育の質の確保ができないのではないかと

いう疑問も挙げられると思います。導入にあたっては、やはり細かな基準

の設定をし、学校と同等の教育の質を確保することがもちろん重要であり

ます。教育機会確保法では「休んでもよい」「学校以外の場の重要性」を

重視しています。ならば学校以外の場で教育をするホームスクーリングに

も義務教育としての位置づけを認めていくべきであると私は考えます。

不登校児童生徒の新たな受け皿として、ホームスクーリング法案に賛成

したいと思います。
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〈休憩宣告（全体の投票、集計作業）〉　議長

これにて討論は終局いたしました。それでは投票に移ります。本案の委

員長の報告は修正なしであります。本案を委員長の方向の通り決するに賛

成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参されることを望みます。議場閉

鎖。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開

票、投票結果を計算させます。（これより開票作業）

〈再開宣告・採決〉　議長

投票の結果を報告いたします。投票総数○○票、可とするもの白票○

票、否とするもの青票○票。右の結果、本案は、○決されました。

〈散会宣告〉　議長

本日はこれにて散会いたします。

〈終わりの挨拶〉

みなさん、お疲れ様でした。憲法、国会について少しでも何か学んでも

らえたでしょうか。今回は投票の結果は（可決／否決）ということになり

ました。どちらに投票するか迷いましたか？　ぜひこの後お友達とどちら

に投票したか話し合ってみてください。それもまた勉強になると思います。

最後に、重要なことがあります。今回賛成、反対を皆さんには投票して

もらいました。どちらが正しいかは私たちにもわかりません。実は私たち

の中でも賛成反対は半々くらいです。大事なのは賛成反対両方の意見を聞

き、しっかりと考えることです。自分と反対の意見だから攻撃するのでは

なく、落ち着いて相手の意見を聞き、より良い案を考えるのが一番大事な

ことです。そうすればより良い意見、どちらも納得できる意見が生まれる

と思います。

今日は長い時間、本当にありがとうございました。
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添付資料6　パネル展「「憲法のつどい」当日の様子（新潟市による）」

新潟市提供
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新潟市提供
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添付資料7　パネル展「趣旨説明」（新潟市による）

新潟市提供
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添付資料8　パネル展の様子　　　新潟市提供

※　本研究はJSPS科研費17K04878の助成を受けたものである。


