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１．主権者意識を高めるワーク

主権者意識を高めるためのワークを紹介します。
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１．主権者意識を高めるワーク

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ）

項目 指導内容

１ 狙い／成果

• 模擬選挙にあたって、なぜマニフェストや選挙公報、候補者の演説
などを検討するのかを身近なレベルでの体得を通じて学ぶこと

• 主権者として主体的に地域づくりに参加していくために、必要な情
報を集め、検討したうえで投票先を選ぶ必要があることを学ぶこと

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク

３ 準備物
• 特になし
• 効果を強調するために、板書、PC(投影）等の活用も考えられる

４ 所要時間
• ５分

【実践３分 ／ 解説２分】

５ 進め方
① ルール説明
② 実施
③ 振返り、実際の場面で考えられる事象の紹介
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 質問は禁止です
 隣の人を見ないで、実施してください
 これから示す項目について、賛成、反対のいずれかに挙手
（投票）してください

ルール

指示内容

宿題①

昼休み②

解説用（全員が投票した後に、「皆さんが投票したのはこの内容でした」と伝える）

今日は宿題を半分にします①

今日は昼休みを半分にします②

１．主権者意識を高めるワーク

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ）
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ポイント

民主主義では自分たちの投票で
ルールが決まるが、キーワードだけ
で判断すると思わぬ結果が生まれ
ること

１．主権者意識を高めるワーク

(１) 投票ゲーム（情報の大切さ）
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選挙に関する情報の調べ方

名称 URL 掲載されている内容

候補者のwebサイト http://ueda-
kiyoshi.com/

• 候補者のプロフィール、政策
• 選挙活動の様子

選挙管理委員会 https://www.pref.saita
ma.lg.jp/kurashi/senkyo
/index.html

• 選挙期日
• （選挙公報） 等

選挙情報のまとめサイト

Yahoo!みんなの政治

http://seiji.yahoo.co.jp/ • 国政を中心とした政治ニュースの配
信、電子投票、国会議員の動静 等

選挙情報のまとめサイト

選挙ドットコム

http://go2senkyo.com/ • 各種選挙の情報

検索サイト

Google
（ニュース検索）

http://www.google.co.j
p/

• 新聞、雑誌記事の検索

e-みらせん
（政治家動画）

http://e-mirasen.jp/ • 特定のテーマ（重視したい政策
等）に関する候補者の動画集

政策情報

マニフェストスイッ
チ

http://www.manifestoj
apan.com/

http://okinawamogisen
kyo.strikingly.com/

• 候補者のマニフェスト及び注力分野
のグラフなどの掲載

• 特設サイトへのリンク
→「沖縄模擬選挙2018」

１．主権者意識を高めるワーク
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２．地域の課題の解決方法を学ぶ
ワーク

地域課題の解決方法を学ぶためのワークを紹介します
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２．地域の課題の解決方法を学ぶワーク

(１) 1票の価値

項目 指導内容

１ 狙い／成果

• 若者が投票する意義を考えるために、税金に着目する。
• 選挙の結果、選ばれた政治家が、私たち（ないしはご家族の）の治

める税金の使い道を決めることを説明したうえで、その金額が一人
当たりいくらくらいになるかを確認する。

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク

３ 準備物
• 作業指示や計算結果を掲示するための黒板、ホワイトボードないし

はPC／プロジェクタ

４ 所要時間
• 10分

【実践５分 ／ 解説５分】

５ 進め方

① 地方自治、二元代表制を説明した後、予算策定（首長）、予算承認（議会）
と、政治家が税金の使い道を決めていることを説明する

② 政治家は選挙を通じて選ばれるため、私たちが投票を通じて間接的（「案を
作る人（首長）」、「案を決める人（政治家）」に予算の使途を決めている
ことを説明する

③ 自治体の年間予算を人口で割ることで、1票の持つ金銭的な価値を共有する
④ また、使途を分野別に比較することでどのようなことに多くのお金が使われ

ているのかを共有する
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展開例

(１) 1票の価値

２．地域の課題の解決方法を学ぶワーク

選挙の意味を私たちの知っている尺度で推し量るために、金銭的
な価値を考えてみます

私たちが選挙を通じて選んだ政治家が、私たちが治める税金を
基に予算を決定し、私たちの生活に必要な行政サービス（例えば、
身近なところだと教育や消防、警察等が該当します）を行っていま
す。

 つまり、私たちは選挙（投票）を通して、間接的に予算の決め方を
決めていることになります。

 では、この予算、1票の当たりの価値はどの程度になるかを確認し
ましょう。

説明・導入
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展開例

(１) 1票の価値

２．地域の課題の解決方法を学ぶワーク

○○（自治体名）の人口は、××人です。そして、年間予算は
△△億円です。

年間予算を人口で割ることで、1人当たりに使われる予算の規模
がわかります。

実際に、○○（自治体名）の1人当たりの予算の大きさを計算し
てみましょう。

自治体の人口（未成年者除く）≒有権者ですので、1票の価値
は先ほどの割り算よりももう少し大きくなります。

活 動

実践のヒント
1. 自治体の人口や予算は当該団体のwebサイトに掲載されています。
2. 毎年、4月等の新年度になると、自治体の広報誌のその年の予算（当初予算）に関する記事が掲

載され、上記と同様の計算がされていることがあります。
3. 予算は、当初予算と補正予算がありますが、進行を円滑するため当初予算を使用することを前提

としています。
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展開例
(１) 1票の価値

２．地域の課題の解決方法を学ぶワーク

私たちが間接的に使い道を決めてる予算は、1年間で1人当たり
■■万円になります。

地方自治体において、首長、議会議員共に任期は4年間ですの
で、1票は4年分の予算の使い道を決めているともいえます。

 そうすると、1票の価値は、【1人当たり年間予算×４（年間）】万
円といえそうです。

 この金額だけでも大きな金額ですが、これをお家（ご家庭）の単位
で考えてみるとどうでしょうか。

皆さんのご家庭で、これだけの金額の買い物をするときに、どうやっ
て買うものを決めますか？インターネットや雑誌、口コミなどで情報
を集めたり、実際にお店で商品を試してみたり、いろいろなことをさ
れるかもしれません。

選挙についても使える方法があれば、ぜひ採用してみましょう

まとめ・振り返り
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 埼玉県市の平成27年度一般会計の当初予算は、1,828,998百万円
 平成27年4月1日時点の人口7,242,442人であり、

人口一人当たりの予算額は 252,539円 となる。

⇒ 4年間だと、1人あたり 約１０１万円 にのぼります

埼玉県 平成27年度一般会計当初予算

教育費
29%

民生費
17%

公債費
15%

警察費
8%

土木費
6%

総務費
5%

衛生費
4%

教育費

民生費

公債費

警察費

土木費

総務費

衛生費

農林水産業費

その他

資料イメージ 「1票の値段」
※埼玉県知事選挙において作成したもの（埼玉県WEBサイトに掲載された情報から作成）

２．地域の課題の解決方法を学ぶワーク
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３．投票の仕方を学ぶワーク

投票の仕方を学ぶ際に役立つワークを紹介します
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３．投票の仕方を学ぶワーク

(１) マニフェスト・ゲーム

項目 指導内容

１ 狙い／成果

• マニフェストとはどういったものであるかのイメージを体験を通し
て学ぶ

• 学習した知識（マニフェストのイメージ）は、市民の立場からマニ
フェストをどのように評価・活用していくかを考える際の基礎知識
とする

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク

３ 準備物
• 作業指示を掲示するための黒板・ホワイトボードもしくは投影する

ためのPC／プロジェクタ
• 長方形の用紙（2枚／人）

４ 所要時間
• 1５分

【進行方法説明：３分 ／ 実践７分 ／ 解説5分】

５ 進め方

① ルール説明、用紙配布
② 指示内容（簡略版）に則り、ワーク（図形作成）を実施
③ 指示内容（詳細版）に則り、再度ワーク（図形作成）を実施
④ ゲームのポイント、実際のイメージを用いた解説
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 質問は禁止です
 隣の人を見ないで、実施してください
今から出す5つの指示の後、みなが同じ図形を完成させること
を目指します

ルール

指示内容

折ってください①

右の方を破ってください②

片方だけ残してください③

斜めに破ってください④

広げてください⑤

３．投票の仕方を学ぶワーク

(１) マニフェスト・ゲーム
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指示内容 ＜修正例＞

長方形の長い辺がぴったりくっつくように
真ん中で折ってください

①

折ったまま､長い辺の右から５ｃｍのところ
からまっすぐ右の方を破ってください

②

大きな方を片方だけ残してください③

対角線に沿って斜めに破ってください④

広げてください⑤

(１) マニフェスト・ゲーム

３．投票の仕方を学ぶワーク



18

(１) マニフェスト・ゲーム

ポイント

指示内容（＝何をするか）が、
具体的に、
はっきりと
示されたこと

３．投票の仕方を学ぶワーク
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従来の選挙公約 マニフェスト

教育環境を整備し、
教育日本一の街を実現します

公約に沿う政策を
準備します

学習環境の整備が第一と考え、
任期中に校舎の耐震化を完了
する案を用意しました

耐震化も重要なテーマ
だが、少人数教育など
を行いたいのに・・

教育日本一の街となるために、
段階的に少人数教育を導入、
４年間で全小中学校で実施します

詳細な実現案を
検討します

大きく３つの実現方法があります。
①地域ボランティアの活用・・・
②コミュニティ・スクール・・・
③○○政策の代わりに実施・・・

実施時期などは、どのような
可能性があるか・・・

(１) マニフェスト・ゲーム －具体的に表現することの効果－

３．投票の仕方を学ぶワーク

市長と職員を市長と有権者と置き換えてみたとき、どのようなことが起きるでしょうか？

市長 職員 市長 職員
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３．投票の仕方を学ぶワーク

(２) 投票基準（私のモノサシ）をみつけよう

項目 指導内容

１ 狙い／成果

• 投票先を決める際に絶対的に正しい方法があるわけではなく、多様
な価値観、考え方を基に投票がなされていることを知る

• 有権者が実際に用いた投票基準（モノサシ）を素材に、自分自身に
適した投票基準を作成し、より主体的な投票を行えるようになる

２ 実施形態 • 教師役とクラス全体でのワーク

３ 準備物
• 有権者が記入したワークシート
• 未記入のワークシート

４ 所要時間
• 1５分

【進行方法説明：３分 ／ 実践７分 ／ 解説5分】

５ 進め方

① 有権者が記入したワークシートの配布
② 有権者が記入したワークシートを読み込む

※参考資料のように、有権者が作成したワークシートを分類するの
も生徒たちが多様な考え方を知り、広い視野で考えるきっかけを与
えるのに有効です

③ 有権有権者が記入したワークシートを基に、マニフェストや選挙公
報を分析する

④ 未記入のワークシートに自分自身のモノサシを作成する
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私の投票基準を一言でいうと・・・

です

手順

 ×××

 ×××

Point

ご所属：
お名前：

３．投票の仕方を学ぶワーク
(2)投票基準（私のモノサシ）をみつけよう



ご所属：
お名前：
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私の投票基準を一言でいうと・・・

です

手順

 ×××

 ×××

Point

「1点重視」、「選択と集中」、「消去法
大作戦」など、投票基準の特徴をとらえ
たネーミングを考えてみましょう

【例１】
 とにかく、特定分野の政策優先（私の場合は環境政策）

◆ その中でも、再生可能エネルギーをどれくらい重視して
いるかを検討

【例２】
① 自分自身が重視したい「○○」「○○」の分野の発言内容を

比較
② それぞれの政策の具体性を検討

など、実際にご自身の選び方ポイントになる事項を記載ください
※今回は、どの分野の政策を重視するかよりも、「政策比較をする際の手
法」にどのようなものがあるかに焦点をおいて紹介できればと思います。

記載時には例１のように、ご配慮いただけますと幸いです。

① マニフェストの中で、重視する政策の記載があるか
どうかを確認する

② 記載があった場合、内容を検討し、自分自身の望ま
しい取り組みであるかどうかを比較する

③ 政策の具体性・実現可能性を検討する

など、モノサシの具体的な使用方法・手順をご教示ください

３．投票の仕方を学ぶワーク
(2)投票基準（私のモノサシ）をみつけよう
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【参考】埼玉県知事選挙時に
収集した私のモノサシ
（投票基準）

投票基準の例として、過去に埼玉県知事選挙に際して収集したモノサシ

（投票基準）と一部のモノサシを使った分類例を掲載します。新たにモノ

サシを収集することが難しい場合などに適宜ご使用ください。

提供：クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス 中川貴代志教諭、

埼玉ローカル・マニフェスト推進ネットワーク
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検討する政策の
対象範囲が広い

検討する政策の
対象範囲が狭い

検討内容が浅い
（一般的な目線での検討）

検討内容が深い
（専門的な検討）

A

B

ED

C

【参考事例】私のモノサシマッピング例（検討範囲×検討の深度）

選挙にかけることのできる時間や情報が限られている中で、
様々な選び方が存在しています
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政策以外の要素
も踏まえて判断

政策のみで判断

特定の情報源から
の情報で判断

多様な情報源から
情報を集めて判断

E

B

A D

C

選挙にかけることのできる時間や情報が限られている中で、
様々な選び方が存在しています

【参考事例】私のモノサシマッピング例（情報源×検討要素）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

A．安心感と身近さ
です

手順

１．政治を任せてよい人物かを検討して選択する
２．自分たち若者向けの政策の内容を比較して選択する

※教育政策や雇用政策など自分の将来に関わることを重視してくれ
るかをマニフェストなどで比較して投票先を決めています。

１．候補者が政治を任せられる人物像・人柄かを確認する。
※活動実績を調べる、演説などで政治家を見る。

２．マニフェストの内容が自分が望んでいる内容(養育や雇用など)
か確認、それが現実的に実現可能かも検討する。

Point

大学生【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

B．消去⇒比較
です

手順

１．自分と相容れない考えの候補者を消去してからじっくり政策比
較します。

１．その選挙の争点、または重要だと考える政策について、自分と
考えの違う候補者をまず選択肢から外します。

２．残った候補者についてその他の政策を比較し自分と一番考えが
近しいであろう候補者を選びます。

Point

子育て世代【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

C．付け焼刃
です

手順

１．争点に対する方向性が自分と一致しているか
２．自分の重視している政策に力を入れているか、具体的か、

過去の実績はどうか、といった観点での検討

１．選挙や政策に関するまとめサイト（web）で重視する争点に対
する方針を確認（賛成 or 反対）

２．自分が気に係る課題への取組みを、政党のwebサイトなどで
ざっくりとみる

Point

20代社会人【参考】私のモノサシ（投票基準）



29

私の投票基準を一言でいうと・・・

D．選択と集中
です

手順

１．全ての政策を等しく扱うのではなく、重視する政策分野を決め
て、その分野での比較結果を基に、投票先を決めていきます

２．ただし、政策分野の中には、この事柄だけは認められない、と
いうものがあるため、その内容（基準）を守っているマニフェ
ストの中で上記比較を行い、投票先を決めています

１．メディアでの報道内容を確認し、対象の選挙での自身の重視す
る政策を決める

２．「マニフェスト」や「報道内容」をもとに、各候補者の考え
方・政策を整理する

３．「嘘つき」には投票したくないので、過去の言動や、公開討論
会での発言内容などをみて、候補者の人柄に関する情報も集め、
最終的に判断する

Point

市民活動【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

E. バランス重視
です

手順

１．政策について、自分が共感できるものがどれだけあるかで検討
する。

２．合致するものもしないものも、併せて検討し、バランス
を見て決定する。

１．ポスターを見て、HPを検索して、名前を覚える
２．選挙公報を確認する
３．政策に関する考えを知る
４．政策のバランスを見て決定

Point

市議会議員【参考】私のモノサシ（投票基準）
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【参考】私のモノサシ（投票基準）

私の投票基準を一言でいうと・・・

F. ポイント集計型
です

手順

１．自分の主義主張にできるだけ近い政策を選びたい
２．効率的（時間短縮）がしたい
３．問題のある候補者は避けたい

１．各候補者のマニフェストの中から、良いと思う項目をピック
アップする

２．良いと思う項目（ポイント）が最も多い候補者を選ぶ
３．選んだ候補者の主張に問題が無いかを調べる

Point

教員
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私の投票基準を一言でいうと・・・

G. 目的優先型
です

手順

１．いまの世の中をつくっている人は、いまの世の中をつく
っている人に有利な制度やルールを維持したりつくっ
たりすることが多い。

２．これから新たに社会人になったり、実力をつけていく人
たちが制度やルールを作りやすい政治環境を作る

１．現職と新人の立候補者の政策や人柄を比較する
２．新人の政策や人柄がよほどひどいものでないかぎりは、

現職の政治家に投票しないようにする

Point

【参考】私のモノサシ（投票基準） 研究所職員
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私の投票基準を一言でいうと・・・

H．消去法
です

手順

１．自分の関心のある分野（社会保障、福祉）については、差がつ
かないことが多い。だから「これはしてほしくないな」という
政策をやろうとしている候補は選ばないようにしています。

１．各候補のマニフェストを集める（告示後の選挙公報も参考に）
２．社会保障、福祉分野で言及している内容を確認
※「医療費を適正化」など削減方向の政策を訴えている場合は×

３．国政の与党との距離をはかる。
※安保法制の必要性を訴えたり、憲法改正を訴えたりしている候
補者は×

Point

新聞社記者【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

I．政策隠れ蓑
です

手順

１．政策が自分と近かったからと建前上公言するが、実際は候補者
や所属政党等との繋がりで選択。

１．政策比較をする上で、選挙公報や政策ビラ等は一通り目を通す。
２．その上で、余程の政策的な隔たりが無ければ、自分の置かれて

いる状況や候補者等との関係で投票。

Point

市議会議員【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

J．信用できる人に同調
です

手順

１．こんな基準で決めたこともあるという一例として挙げました。
２．プライベートや仕事の付き合いで、特にお世話になっている人

が支持する人に投票。

１．プライベートや仕事の付き合いでお世話になっている人で自分
がとても信用している人がいます。その人が支持する人なので
間違いがない。

２．候補者の選挙の手伝いをする中で、候補者の人柄や熱意・政策
を素晴らしいと感じるようになった。

※ 普段お世話になっている人への義理立ての気持ちも少しはあっ
たと思います。

Point

子育て世代【参考】私のモノサシ（投票基準）
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私の投票基準を一言でいうと・・・

K. 総合力のある人間かどうか
です

手順

１．日頃から（選挙の時だけはダメ）街頭などで「自分の言葉」で
「自分の政策」を訴えているか

２．積極的に政治活動をオープンにしたり、独自のテーマ・政策や
優先順位を出しているか

３．ビラやホームページの政策が共感でき、自分の考えに近いか

１．政党をチェック（コロコロ変えていないかもチェックする）
２．日頃の街頭活動をチェックする
３．政策ビラ、ホームページ、選挙公報の内容をチェック

Point

シンクタンク
職員

【参考】私のモノサシ（投票基準）


