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多様化が進む現代においては、経済力や職業の違い、異なる文化や価値観を持つ人々の間に様々な葛藤や衝突、

軋轢が生じる。社会問題に対応する方法としてアドボカシーを体験し学ぶことが、市民の政治参加に関する知識

や能力を獲得することに繋がると考えられる。そこで本研究では、性的マイノリティの権利擁護を行うアドボカ

シーを題材とした中学生向け授業プログラムの開発・実践を行い、生徒の社会問題に対する関わり方に変容が見

られる場面や解決方法に関する知識や能力を取得した場面から、開発した授業プログラムの有効性と課題を明ら

かにした。その結果、関連する知識や思考の仕方、有効な手立てを実践から学ぶことができ、社会問題を解決す

ることに対する当事者性を高めることができた。今後研究を進めるにあたって、生徒が外部へ発信することを躊

躇しない授業プログラムの再構成や毎時間における生徒一人一人の変容の分析については課題が残った。
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1. 問題の所在

1.1. 主権者教育の現状 

2016 年公職選挙法の改訂による 18 歳選挙権の導入

により、教育現場でも主権者教育の充実を求める動きが

活発になった。吉村（2017）によると、主権者教育と

して数多く実践されている授業は、様々な政策からなる

選挙公約を比較・検討させ、学習者に模擬投票をさせる

授業である1。これは、投票の方法・手順、国民の意見

を政策に反映させるという選挙の役割を学ぶことがで

きる他、政策内容から社会において起きている問題に対

する解決策を読み取る能力等の育成をめざしていると

考えられる。しかし、政策の比較および検討によって、

適切な候補者や政党を選択することは、民主主義の担い

手の育成を目指す主権者教育において十分であると言

えるのだろうか。従来の主権者教育では、選挙といった

政策形成ルートが大きく取り上げられる傾向が強いが、

実際に政策を実現させるためには、どこでどのように政

策について議論するか、誰にどのようにはたらきかける

かといった具体的な政策実現の過程についても学ぶ必

要があると考えられる。

文部科学省は 18 歳選挙権の導入に伴い、現行の学習

指導要領への改訂のポイントの 1 つに主権者教育の充

実を組み込む等、高校生に限らずに学びの機会を拡大し

ていくことを求めている2。特に公民分野の学習がはじ

まる中学校段階では「民主政治の推進と公正な世論の形

成や国民の政治参加と関連についての考察」を取り入れ

る等、民主政治や市民による政治参加について学習する

ことを求めていることが確認できる。吉村が挙げる授業

の内容では、市民による政治参加が選挙のみに限られて

しまっているように読み取れ、市民が世論を形成する方

法については触れられておらず、不十分だと考えられる。 
また、原田ら（2017）は「政治」とは「議会」や「選

挙」以外にも「異なる利害の創造的調停」と言われるよ

うに広い意味をもちうる概念であり、「政治教育」は知

識教授以外にも開かれうるポテンシャルをもっており、

その可能性を精査しなければならないと述べている3。

従来の政治制度についての知識教授が展開される実践

からの転換として、模擬選挙や模擬請願を実施すること

は一定の評価はできる4。主権者として社会にアプロー

チする具体的な方法に関する知識や能力まで踏み込ん

だ授業を開発し、生徒自身が学習するといった実践は行

われていない。

 以上のことから、様々な政策形成ルートに関する知識

や能力を持った主権者の育成を目指し、民主政治や市民

による政治参加について体験し、学習する機会を創出す

る授業プログラムを開発することや、その有効性と課題

を明らかにすることには新奇性があると考えられる。

1.2. 多様化時代における主権者に必要な知識と能力 

 では、市民による政治参加において、選挙以外の政策

形成ルートはどのようなものがあるだろうか。多様化が

進む現代においては、経済力や職業の違い、異なる文化

や価値観を持つ人々の間に様々な葛藤や衝突、軋轢が生

じる。民主主義国家においては、民主政治がこれらの問

題の折り合いをつけ、多様な人々が共存していくことを
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可能にする役割を果たす。しかし自国の民主主義に不満

であると回答する日本人が 50%5おり、代表者が市民の

声を政治に反映させることができていない等、日本の民

主政治、特に代表民主制はうまく機能していないと考え

られる。長田（2012）は民主主義政治システム上の問

題を克服するには少数派であっても、その考えが人々の

間に広く認識され、結果的により政治的決定に反映され

るような社会を形成していく必要があることから、アド

ボカシーを効果的に行い得る能力を一人ひとりが身に

つけることの重要性を述べている6。アドボカシーとは、

社会的弱者やマイノリティ等の権利擁護をするために

社会に対して「課題広報」や「政策提言活動」を行うこ

と全般7を指している。そのため多様化が進む現代を生

きる市民による政治参加の一手段として有効であり、重

要な知識および能力が発揮される行為だと考えられる。 
 以上のことから、代表民主制がうまく機能していない

状況の中で、社会問題に対応する方法の 1 つとして、

アドボカシーを学ぶことが市民の政治参加に関する知

識や能力を獲得することに繋がると考えられる。 
 
1.3. 先行事例の検討 

 藤井（2016）は主権者教育について「狭義の主権者

教育」と「広義の主権者教育」のふたつに分けて考える

べきだと述べ、特に後者を「国や社会の問題を自分の問

題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主

権者」を育てる教育であり、政治的・社会的に対立して

いる問題について判断を行い、意思決定をしていくため

に情報を収集し、的確に読み解き、考察し、判断する訓

練を行う教育であると述べている8。藤井は具体例とし

て、総務省と文部科学省が共同で作成した高校生向け副

教材『私たちが拓く日本の未来』から実際に議会に対し

て自らの提案を伝える「模擬請願」を紹介している。実

際に東京青年会議所政治行政政策室が東京都豊島区の

中学生に対して請願を学ぶ授業を行っている事例があ

る9。しかし模擬請願では議会に提出する請願内容を検

討するに留まり、政策実現に向けた権力ある者に対する

アプローチの方法については触れていない。また、2022
年 2月 3日時点でCiNiiやGoogle Scholarを用いて「模

擬請願 授業」「模擬請願 学校」と検索したところ、

中学校での授業内で模擬請願に取り組んだ事例を詳し

くまとめた文献を見つけることはできなかった。このこ

とから、実践研究として深めていく必要があると考える。 
 
1.4. 授業で扱うテーマの検討 

 では、どのような団体や個人と連携し何をテーマに授

業を行うことが望ましいだろうか。教育基本法第 14条
では第１項で「良識ある公民として必要な政治的教養は、

教育上尊重されなければならない。」と規定し、第２項

で「法律に定める学校は，特定の政党を支持し、又はこ

れに反対するための政治教育その他政治的活動をして

はならない。」と定めており学校の教育活動が一党一派

に偏ったり、それを否定したりするものであってはなら

ないと示している。アドボカシーを学ぶためには、実社

会でアドボカシーを実施している団体や専門家を招き、

授業内での生徒の活動に助言を受ける等、伴走してもら

う必要があると考えられるが、特定の政党に偏った考え

を持っている外部人材との連携は望ましくないことが

想定される。一方で生徒の興味関心を惹くためには、時

事的な内容であり生徒にとって身近に感じられる社会

問題かつ、自らが主体的に関わって解決していきたいと

思える社会課題をテーマに据える必要があると考えら

れる。また、学校で授業実践をする以上、政治的中立性

を担保したテーマであることが必須であり、政党間で考

えが大幅に異なるようなテーマは扱うことができない。 
 これらを踏まえ、一党一派の考えに偏らず、政治的中

立性を保つことができ、生徒たちが身近に感じられる社

会問題として、性的マイノリティに関する権利擁護を授

業のテーマに設定した。このテーマに関連して、日本国

内では、「性的指向及び性自認の多様性に関する国民の

理解の増進に関する法律案」10や 2021 年 3月に札幌地

方裁判所にて同性婚を認めないことは違憲であるとい

う判断が示されたことで話題になった「同性婚法制化」

等、司法の場や立法の場で議論されることが多々ある。

また、様々な地域で当事者団体が設立されるほか、都道

府県や市町村単位でパートナーシップ制度11の導入が

進む等、注目されている話題である。しかし、性的マイ

ノリティ以外の人々を示すシスジェンダー12かつヘテ

ロセクシュアル13が中心となった考えは解消されず、婚

姻に関する法制度の是正、トイレ等公共施設の整備等に

は改善の余地があると考えられる。これに加えて、第一

筆者は誰もが結婚を選択できる平等な社会を目指した

民法一部改正案の提言を行うことで主権者としての自

覚を芽生えさせる中学生向けの授業を開発・実施する14

ほか、日頃から当事者団体の活動に積極的に参加し、当

事者や支援者との人脈を形成してきた。当事者の悩みの

深刻さに向き合い、生徒たちが学べるよう授業の工夫が

できると考え、このテーマを選定した。 
 マイノリティの権利擁護に関する社会の動きに対し

て、生徒たちはどのように問題解決の方法を考え、自分

たちなりのアドボカシーを行い、知識や能力を獲得して

いくのか考察していきたい。 
 

2. 研究の目的と方法 

 
2.1. 研究の目的 

 本研究の目的は、筆者が非常勤講師を勤める千葉大学
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教育学部附属中学校の「探 Q 附中記」15において、ア

ドボカシーを題材とした授業プログラムの開発・実践を

行い、生徒が社会問題に対する関わり方に変容が見られ

る場面や解決方法に関する知識や能力を取得した場面

から、開発した授業プログラムの有効性と課題を明らか

にすることである。 
 
2.2. 研究の方法 

 調査対象は千葉大学教育学部附属中学校の 1年生〜3
年生の講座希望者 5 名である。研究の手順は次の通り

である。 
（1）アドボカシーを題材とした授業プログラムの開発

を行う。 
（2）授業実践を行う。 
（3）授業中の様子や事前・事後の質問紙調査、インタ

ビューを分析して、有効性と課題を明らかにする。 
 

3. 本授業の概要 

 
3.1. 授業の背景 

 実践校である千葉大学教育学部附属中学校「探 Q 附
中記」は、すべての学年を対象としており、一部変則的

な日課はあるものの、毎週水曜日の 6 時間目に設けら

れており、70 分間の授業が 6 月から 12 月の半年間に

17回設定されている。このうち、校外学習日として、1
日活動を行う日も設けられており、外部施設を訪れるこ

とも可能であったが、新型コロナウイルス感染症の影響

により、校内での活動にとどまった。 
 2021 年度は教員の有志が授業（以下ゼミ）を開講し、

生徒を募集する形で展開された。5月下旬のオリエンテ

ーションで教員が担当するゼミの説明を行い、生徒は

18 個あるゼミの中から選択を行った。希望調査をもと

に教員側で人数調整を行い、なるべく生徒の希望が通る

形でゼミに生徒を割り当てた。またゼミを選択せず、自

らの興味関心を深めていく「個人探究」も設けられる等、

様々な生徒のニーズに答えられるよう設計されていた。 
 筆者は自らが授業者となり、アドボカシーゼミを開講

した。ゼミを設けるにあたり、アドボカシーを実施して

いる団体や個人にお声がけしたところ、1 つの組織と 6
人の個人から協力を得た。外部人材とのやりとりやその

教育的効果については、小牧ら（2022）で示している。 
 授業内では、ご協力いただいた外部人材（以下、社会

人アドバイザー）とオンライン会議ツール Zoom（以下、

Zoom）で接続し意見を交わすことを想定していたため、

iPad を生徒 1 人につき 1台用意した。夏季休業明けに

なると、GIGA スクール構想の影響によって、生徒 1
人につき 1台 Chromebook（以下、個人 PC）が配布さ

れたため、授業外での生徒との連絡のやりとりやデータ

のやりとりは Google Classroom上で行い、授業内の記

録等はGoogleドキュメントやGoogleスライド、Google
フォームを積極的に使用するよう促した。 
 
3.2. 授業の内容 

 開発した授業プログラムの単元名および目標は以下

の通りである。また、単元計画を表 1 に示す。本単元

は 17 時間で構成されている。 
 
単 元 名 : 実際に体験しながら学ぶアドボカシーゼミ 
単元目標 : 性的マイノリティ当事者の権利擁護として、

自分たちができるだけのアドボカシーを行い、社会を変

える方法や手順について実践から学ぶ。また、社会と繋

がる経験を通して、問題解決に向けた実践に「熱量」を

もって関わることができるようになる。 
 

表 1 単元計画 
小 
単元 

授業

コマ 学習活動 

1 1 ゼミの概要を知り、価値観ゲームを通して

多様性をいかす環境づくり・関係づくりを

行う。当事者の困り感について知る。 
2 2-5 パートナーシップ制度について、性的マイ

ノリティ当事者の方や社会人アドバイザ

ーからお話しを聞いたり、関係機関が発行

する冊子、現状の法案を読んだりして、何

が問題なのかを議論する。また、問題に対

してどのような解決策がありうるのか、問

題解決のために誰がどのようなことをし

ているのかを知る。自分の興味のあるテー

マについて調査し、アドボカシー活動を行

う。 
3 6-13 個人あるいはグループに分かれて、アドボ

カシー活動のゴールを決定し、ゴールに向

かって計画をたて、実践を行う。 
4 14-16 発表会に向けて、各自がポスターやスライ

ドの作成を行う。 
5 発表

会-17 
今までのアドボカシー活動についてまと

めた資料等を使って発表を行い、振り返り

をする。 
 
 本授業では、大まかな授業プログラムは授業者側で決

定したものの、具体的なゴールを設けることは行わなか

った。アドボカシーには様々な形態があり、授業者側の

都合によって生徒たちの選択肢が狭まることを防ぐた

めである。授業者は生徒が主体的に活動することを尊重

し、授業期間内でできる限りの社会と繋がる経験や実践

を行い、それらの活動の中から学ぶことをねらっていた。 
 小単元 1 では、ガイダンスとして授業者からゼミの

趣旨を説明し、受講者や社会人アドバイザーとお互いの

自己紹介を行った。また、心理的安全性が保たれた空間

を形成するべく、参加する生徒や社会人アドバイザー、

授業者が異なる価値観を持ち、違うことが当たり前であ
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ることを伝えられるよう計画した。 
 夏季休業までの期間にあたる、小単元 2 では、性的

マイノリティ当事者の困りごとに触れ、自らが主体性を

持ってアドボカシーに関わる事ができるよう、当事者の

インタビュー動画を流したり、当事者を授業にお呼びし

たりすることを計画した。また、授業内では当事者たち

が何に悩み苦しんでいるのかに焦点を当て、制度を変え

ていくことで少しでもそれらが解消されることを学べ

るよう、内容を設定した。特にどのような解決策が考え

られ、それを実施するためには誰と繋がり、どのような

行動を起こす必要があるのか、事例や社会人アドバイザ

ーからの助言から学ぶことを期待していた。 
 小単元 3 では、小単元 2 までに学んだ問題解決の方

法を生かし、個人あるいはグループに分かれて、生徒の

興味関心のあるテーマに取り組むことを計画した。これ

は、自らの行動によって社会からはどのような反応が返

ってくるのか、実践から学ぶ場面を意図的に作るためで

ある。また、自身が興味のある分野を探究することがで

きることから、問題解決に対して熱量を持って関わるこ

とができると考え、設定した。 
 小単元 4 では全校生徒向けの発表会に向けての準備

に時間を充てることを計画した。また小単元 5 の発表

会は学校行事として既に計画されていた。例年スライド

や模造紙等を活用して発表されていることから、個人あ

るいはグループで取り組んだアドボカシーを資料等に

まとめる作業時間として 3コマ分の時間を割り当てた。 
 

4. 授業の実際と考察 

 
4.1. 授業実施の概要 

 本章では、授業実践の具体的な内容、授業実践にお

ける生徒の様子について述べていく。また、紙幅の都合

上、17 回の実践のうち、生徒がアドボカシーについて

学ぶ場面や、社会問題を思考する場面に焦点を当てる。 
 千葉大学教育学部附属中学校のアドボカシーゼミに

所属する 5名を対象に授業を実施した（表 2）。授業の

実際は、表 3 および表 4 にまとめる。以降は、生徒 5
名を生徒 A から生徒 E に割り当て、記述していく。 
 T1 は、主に授業進行を担当し、Zoom の管理も行っ

た。T2 は、授業中に生徒の個人 PC の不調に対応する

他、教室内を歩き回ることが多かった。また、生徒の声

が小さくマイクが音を拾わずに社会人アドバイザーに

意見が届かない問題を解消すべく、議事録を作成する際

には着席して PC の操作を行った。 
 授業は、同中学校の社会科教室にて図 1 の配置で実

施した。これは、生徒たちが互いの顔を見て議論するこ

とができるように授業者側が設定したものである。 
 生徒たちは iPad あるいは個人 PC を Zoom に接続さ

せ、社会人アドバイザーの顔が見ることができるように

設定し、生徒自身もカメラオンの状態で参加した。回線

が弱く、これが難しい場合には、授業者 PC に接続した

プロジェクターに Zoom画面を投影することで、同じ輪

の中で議論していることを演出した。 
 

 
図 1 教室の配置 

 
表 2 授業実施の概要 

対象 千葉大学教育学部附属中学校 1学年〜3学年
（1学年 2名、2学年 2名、3学年 1名）16 

授業者（T1） 郡司日奈乃（第一筆者） 
授業補助者 
（T2） 

小牧瞳（第二筆者） 

場所 社会科教室 
期間 小単元 1〜2 :  

2021年 5月 19日〜2021年 6月 30日 
小単元 3〜5 :  
2021年 9月 7日〜2021年 12月 1日 

 
表 3 授業の実際（小単元 1・2） 

回 内容 
- オリエンテーション 

・全校に向けてゼミの紹介 
1 ・ゼミの概要説明を聞く 

・自己紹介をする 
・アイスブレイクを行う 
・事前アンケートを記入する 
・当事者へのインタビュー動画内容から、当事者が悩

んでいることを知る 
2 ・当事者の困りごとを具体的に掘り下げ、どのような

問題や制度があるのか知る 
・解決に向けた方法や手段について検討する 

3 ・どの問題に対し、どのような解決策を考えられるの

か、個人で考える 
・解決策を発表する 

4 ・「どんな問題」を解決するためにアドボカシーをする

のか、「誰のために」「どのような方法で」やるのか、

1人 1人の考えを練り上げる 
5 同上 
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表 4 授業の実際（小単元 3・4・5） 
回 活動内容 
6 ・夏季休業期間中に考えたアイデアを共有する 

・千葉県知事に伝えたいことを考え、まとめる 
7 校外学習日 

・千葉県知事にアドボカシーを行う 
・政策を実現するために必要な手立てを理解する 
・残りの期間で自分たちの考えをどのように実行する

のか計画を立て、誰にいつ、どんなことを交渉する

のか考える 
8 ・残りの期間で自分たちの考えをどのように実行する

のか計画を立て、誰にいつ、どんなことを交渉する

のか考える 
9 ・NPO 法人 X17の教材について、「授業」18を受ける立

場から、自分たちの目標を達成する手段として適切

か考え、議論する 
10 ・NPO法人 Xへの協力依頼に関するメールの文面につ

いて、自分たちのお願いをどのように伝えるかとい

う観点から考える 
- ・NPO法人 Xから個別の面談は差し控えるとのメール

が届く 
11 ・現段階でできることをもう一度考え直し、時間の制

限がある中で自分たちがやるべきこと、やれると思

うことは何かを考え直す 
12 同上 
13 ・決定したゼミの目標に向けて、役割を分担し、見通

しを持ちながら作業を進める 
・生徒の実態把握を目的としたアンケート内容を決定

する 
14 ・決定したゼミの目標に向けて、アンケートの結果を

踏まえながら「授業」づくりを進める 
15 ・「授業」で扱う事例を決定し、発表会 30 分間の活動

内容を決定する 
16 同上 
- 発表会 

・教室に訪れた生徒や保護者に向けて「授業」を行い、

誰もが生きやすい社会を作るためのアドボカシーを

実行する 
17 ・活動目標に照らし合わせて、発表会に向けた授業づ

くりと今までのアドボカシーの振り返りを行う 
・事後アンケートを記入する 

 
 また、社会人アドバイザーと生徒が 1 対 1 になって

会話する場合には、Zoom機能の一つである、ブレイク

アウトルーム19を使用し、声が重ならないように教室中

に個人 PC を持って分散するよう指示した。社会人アド

バイザーが教室を訪れた際には、輪の中に机を足す等柔

軟に対応した。 
 
4.2. 第 2回〜第 6回の実施と考察 

 小単元 1・2（表 3）では、生徒たちの意思決定によ

り、性的マイノリティの方々の困りごとをできるだけ多

く収集し、その悩みに対してどのような解決策が考えら

れるのか具体的に思考することに多くの時間を割いた。

特に当事者の方に Zoom にて授業に参加いただく他、社

会人アドバイザーの方が教室を訪れることもあった。 
 第 2 回では、ウェビングを使用して、自らが知って

いる悩みやインターネット上で調べた内容を白紙に書

き起こした。この活動の中で、戸籍をはじめとする公的

な書類から日常生活の様々な申請書に至るまで「男」

「女」という表記が多くあることを確認することができ

た。生徒からは、戸籍は何のためにあるのか、統計調査

ではどのような理由で何における性別を聞いているの

か、等の意見がでた。そうした疑問に対して生徒同士や

社会人アドバイザー、授業者から理由が提示されたり、

考えが発表されたりした。 
 第 3 回では、前時で興味を持った内容やより調べて

みたい内容に着目し、問題解決策を考える等、生徒それ

ぞれが探究する時間を設けた。また、ブレイクアウトル

ームに分かれて、社会人アドバイザーに生徒が質問する

時間を確保した。問題解決策は、権力ある者にアプロー

チすること、道徳科で性的マイノリティに関する授業を

行うこと、芸能人や SNS を使って困っていることを発

信すること等、多様な意見が飛び交った。授業の終盤に

は、生徒 D 自身が住む市町村での性的マイノリティ支

援について自主的に調べてきた内容を発表した。 
 

 
図 2 教室の様子（第 3回） 

 
 第 4 回では、誰に対してアドボカシーしていくのか

を検討した。生徒からは、身の回りの人に対してアプロ

ーチしたいという意見が出たが、社会人アドバイザーか

らは制度を変えるためには権限や力を持っている人に

対してはたらきかけていく必要があると助言をいただ

いた。また、方法としては生徒 A からアドボカシーや

性的マイノリティに関する事を「授業」にしたいという

意見があったほか、マイノリティの困っていることを伝

えること、子ども視点で解決法を行政に提示することが

あげられた。その後、社会人アドバイザーからは、何を

言うのかという内容に加えて、どのように伝えるのかと

いった、主張の方法を検討することが重要であると助言
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いただいた。これを受けて、生徒たちはアドボカシーと

して何に取り組むのかを決定することが次回の課題で

あることを確認した。 
 第 5 回では、アドボカシーとして何に取り組むのか

議論を行った。前時までの流れを引き継ぎながら議論し

たところ、教育を変えたいという声と、同性婚や戸籍の

ことに取り組みたいという意見があった。また、生徒た

ちからは「理不尽な思いを受ける人をなくしたい」「性

的マイノリティを常識の一部にしていきたい」「同性

婚・異性婚で争うのではなく、人として向き合いたい」

といったことが語られた。性的マイノリティについてよ

り多くの人々に周知することで、意識を変えていき、こ

れを常識にすることが、制度の改革にも繋がると考えた

ようである。また、議論の中で、ゼミの活動目標を「誰

もが生きやすい社会へ」と定め、今後もゼミ全体で性的

マイノリティの権利擁護について取り組むことが決定

した。また、当事者団体に所属する社会人アドバイザー

から、千葉県知事（以下、県知事）と対話する機会を設

けることについて提案があることを生徒たちに伝えた。

前時に「権力のある人に意見を伝えることが有効であ

る」といった助言があったこともあり、生徒たちは非常

に興味を示していた。夏季休業明けの校外学習日でお話

させていただくことを提案する旨について生徒と話し

合い、その後の交渉は授業者らが担当することになった。 
 以下で生徒の様子を踏まえた考察を述べる。学校生活

を通して問題解決した経験はあったとしても、このよう

に一筋縄ではいかず、複雑化した問題に対してどのよう

にアプローチしていくのか検討することは、非常に困難

なことであったと考えられる。しかし生徒たちは社会人

アドバイザーに対して疑問点をぶつけ、自らインターネ

ットで調査する等して、情報収集することができていた。

このように地道に情報を集めることは、より説得力のあ

るアドボカシーを行う上で重要なことであると考える。 
 次に、社会人アドバイザーが権力のあるものに対して

アドボカシーを行うことが問題解決への近道であると

いった内容を伝えたにもかかわらず、生徒たちはその手

段をその場で選択することはなかったことに注目した

い。これは、権力ある者とはいったい誰であり、どのよ

うにアプローチできるのか、権力ある者と話すことによ

って何が期待できるのか、といった理解が不足していた

ためであると考えられる。これを解決するには、アドボ

カシーの具体的な成功例に触れ、権力ある者に対してア

プローチすることによって期待できることを知る必要

があると考える。生徒たちが政策提言という選択肢を獲

得するための学習内容については、引き続き検討してい

きたい。 
 また、生徒たちは常に当事者の悩みごとに寄り添う形

で議論を進めることができていた。特に戸籍や同性婚に

関することは、第 1回目終盤に再生した、T1 と T2 に

よる当事者インタビューにて出てきた言葉である。この

インタビューでは FtX 当事者20の方に、戸籍上の性が自

認する性と異なることで感じる違和感や悩み事を打ち

明けてもらった。この印象が強く、生徒たちは第 5 回
目まで戸籍や同性婚といった制度面を改革していくこ

とも行いたいと考えていたのではないだろうか。このよ

うに、当事者の悩み事に対して寄り添いながら、主体的

に社会問題に取り組むことができる姿勢は、非常に重要

であると考える。 
 
4.3. 知事に対するアドボカシーと準備（第 6 回〜第 7

回） 

 夏季休業の間は、メールで生徒とやりとりを行い、

人々の意識を変えるために教育を変える具体的なアイ

デアについて、各自の意見を Googleフォームに入力す

るよう伝え、夏季休業後の活動に向けてアイデアをまと

めた。 
 第 6回は、夏季休業期間中に集めた Googleフォーム

の内容を共有し、自分たちは何を問題として捉えていて、

どのような理想のために解決策を実行したいのか、確認

を行った。また、交渉の結果、県知事にアドボカシーが

できることを伝え、第 7 回でアドボカシーする内容に

ついて検討した。 
 第 7 回はすべての授業時間が探究学習に割り当てら

れ、1日を通してゼミごとに活動することができた。 
 1 時間目は、県知事に生徒自らがアドボカシーを行う

場を設け、具体的には自分たちの考えをプレゼンテーシ

ョン形式で伝えた（図 3）。生徒たちは、人々の意識・

認識を変えることに加えて行動、規制やルール、社会シ

ステム、企業活動等具体的な変化が必要であると述べた

上で、人々の意識が変わらなければ、制度があっても意

味がないと結論づけた（図 4）。特に意識・認識を変え

るためには学校教育で性的マイノリティについて教え

ることが重要であると考え、「幼い頃から偏見を持たせ

ないように様々な視点から見る力を育てる」、「LGBTQ
が身の回りにいることが普通であるという認識を持た

せる」ことを目標に掲げ、千葉県内の子どもたちに対す

る性的マイノリティの認知に向けた教育を導入したい

と伝えた。県知事には生徒からの提言内容を受け止めて

いただき、「教育庁に話をして、学校教育の中でより力

を入れていけるように考えたい」との回答をいただくこ

とができた。また、このように学生がアドボカシーを行

っていることに関連して、権力ある者に対して自分の意

見を直接伝えるといった機会はなかなか無いため、票を

投じること以上に効果的であること、学生というだけで

話を聞いてくれる可能性が高まること、常に行動し続け

ることが重要である等といったお話をいただいた。 
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 以下で、生徒の様子を踏まえた考察を述べる。生徒た

ちは県知事へのアドボカシーを通して、ひとつの成功体

験を経験することができたと考えられる。これは、大人

に伝えたことによって自分たちの考えが受け止められ、

肯定化されたことに加えて、社会を変えていく上での参

考にしていくといった返答をいただくことができたた

めである。このように、授業でアドボカシーを行う場合

には、社会と繋がる経験を持たせ、政治的有効性感覚が

得られる場面を経験させることは重要であると考えら

れる。 
 

 

図 3 千葉県知事へアドボカシーを行う様子 
 

 

図 4 プレゼンテーションで使用したスライド 
 
4.4. 千葉県全体で性的マイノリティ認知を促す教育を

導入することの検討（第 7回〜第 10回） 

 以下に、第 7回から第 10回までに行った千葉県全体

で性的マイノリティ認知を促す教育の導入について検

討した授業実践の内容や生徒の意見を述べ、考察をまと

める。 
 県知事へのプレゼンテーション後、生徒たちはすべて

の子どもたちが学校で性的マイノリティについて学ぶ

ことができる機会を設けるために、「授業」内容の検討

をはじめた。その中で、新たに教材を開発するか、ある

いは自分たちが良いと思える既存の教材を見つけ出し

広めたら良いのではないかという結論に至った。 
 生徒たちは、どのような立場の当事者の方に話を聞く

必要があるのか検討するグループと、既存の教材を調べ

るグループに分かれ、それぞれ検討を行った。前者は、

社会人アドバイザーで当事者団体に所属される方から

お話を聞き、同年代の当事者が集まる機会があることに

興味を示していた。後者は、既存の指導案や動画教材を

紹介する生徒が多く、当事者の方の声が入っている内容

であることが望ましいという条件があげられた。 
 しかし、教材の良い部分と悪い部分を列挙しても、自

分たちが目指すゴールがないと、なかなか判断すること

ができないという社会人アドバイザーの助言があった。

これによって、残されたゼミの活動では何を目指すのか

を再度検討することになった。検討の結果、ゼミの活動

目標を目指し、「既存の教材を用いて千葉県内のすべて

の小中学校で「授業」が実施されること」が自分たちの

現時点でのゴールであると設定した。 
 また、既存教材の内容を精査し、NPO 法人 X の中学

生向け教材が自分ごととして性的マイノリティのこと

を学ぶことができるという結論に至った。理由は、性的

マイノリティの周囲の人々がこれからできること、説明

書や動画に当事者の話が多数登場していたことが挙げ

られた。しかし、生徒目線で教材内容を改善してほしい

部分もあり、千葉県内に広げるためにも NPO 法人 X に

連絡する必要があった。そのため、生徒たちが協力して

メール文章を作成し、問い合わせフォームに送信した。

しかし、数日後には個別の面談は差し控えるとのメール

が届いたため、これを機に発表会に焦点を当てながら自

分たちの活動方針を再検討することになった。 
 以下で、生徒の様子を踏まえた考察を述べる。生徒た

ちは、県知事から助言をいただき、学生という若い力を

最大限に活かして千葉県の教育を変えていくことに取

り組む意欲があった。しかし、思いばかりが先行してし

まい、「授業」を行うことが目的になってしまい、ゴー

ルを意識することができていなかった。社会人アドバイ

ザーの助言によって、本当に時間をかけるべきところは

どこなのかを考え直し、ゼミが掲げている理想の社会像

をもとに段階的にゴールを設け、それに対する手段を考

えられるようになった。これは、社会問題を解決するた

めの一手段として生徒たちが獲得した知識であると考

えられる。 
 また、生徒たちは外部組織に協力いただくことを積極

的にはたらきかけることを心がけるようになった。

NPO 法人 X にメールをお送りするにあたり、どのよう

な文章であれば相手が協力してくれるのか、相手を意識

した文章を作る経験することができている。これによっ

て、社会問題を解決するためには自分たちの力だけでな

く、様々なステークホルダーと関係を結んでいき、協力

することが必要であると学ぶことができていると考え

られる。 
 
4.5. 事前・事後の質問紙調査の考察 

 質問紙調査で生徒が社会問題に対する関わり方に変
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容が確認できる項目や解決方法に関する知識や能力を

取得したことがわかる項目から抽出して記述する。 
 表 5 は、「学校や家の中で調べ物をする時、普段どの

ような方法を使って調べているか」という項目における

5名の回答をまとめたものである。 
 授業に参加する前までは、書籍や辞書、スマートフォ

ンやタブレットを操作してのインターネットの使用が

挙げられていた。授業後の回答には、すべての生徒が人

を頼ることや人と対話することが含まれており、調べ物

をするときの一手段として詳しい人に頼って問題解決

する方法を獲得することができたと考えられる。 
 

表 5 調べ物をする時の方法に関する比較 
生徒 事前 事後 

A インターネットや本 
など 

インターネットといっても、 
SNSなどの個人に対して疑

問を投げかけられる方法 
B 本やスマホ 本、ネット、詳しい人に頼る 
C インターネット、辞典、

本 
インターネット、人、本 

D パソコンや辞書、イン 
ターネットで調べる 

インターネットで当事者の声 
を聞く 

E 本、タブレット インターネットや本だけでな 
く、人と対話する 

 
 次に、表 6 は「アドボカシーという言葉について、

意味や意義、方法、手順など知っていることは何か」と

いう項目における回答をまとめたものである。 
 授業に参加する前までは、アドボカシーを知らなかっ

た生徒が 3名いる。生徒 C・E については、オリエンテ

ーションで授業者らがアドボカシーに関するプレゼン

テーションを行ったときの記憶から記入したものと考

えられる。授業後の回答には、すべての生徒が自ら行動

を起こすことや社会に影響を与えるといったことを記

入している。特に生徒 D については手順を明確に示す

ことができている。このことから、どの生徒も自分なり

にアドボカシーについて理解し、問題解決する方法を獲

得することができたと考えられる。また生徒 C につい

ては発表会に向けた「授業」用スライドのアドボカシー

を説明するスライドを担当しており、インターネット上

で事例を探した際に見つけたものであると考えられる。 
 次に、表 7 は「アドボカシーというものを知って、

何か自分の考えに影響を与えるものがありましたか。ま

た、アドボカシーという言葉を知る前の自分と比べて変

わったことがありましたか」という項目における回答を

まとめたものである。 
 生徒たちの記述より、生徒 C の「協力したいと思い

ました」、生徒 D の「将来に関するヒントを与えてくれ

た」といった記述から、今後もアドボカシーをしたいと

いった意欲が上がったと考えられる。また、生徒 A の

「社会との繋がり方を知れた」、生徒 B「何か行動した

いときに生かせると思う」といった記述から、授業を通

してアドボカシーに関して思考したものを社会にはた

らきかけることができた経験によって、社会問題に対す

るはたらきかけの意欲が高まったと考えられる。 
 

表 6 アドボカシーに関する知識に関する比較 
生徒 事前 事後 

A あまり知らない 政治的・社会的な決まりに影 
響を与える活動 

B ない 会社、国、学校などに言いに 
行く 

C 社会を変えるための運

動 
社会を動かす行動 
難民の方にワクチンを届ける 

D 知らなかった 意味 : 代弁、擁護 
手順 : 課題の発見→仲間集

め→話し合い→行動 
E 一般人が集まって政治 

にはたらきかけること 
民間の人でもできる、社会の

意識へはたらきかけること。

擁護。 
 

表 7 アドボカシーが与えた影響について 
生徒 記述の内容 

A 知る前は何をどうしたら良いか何も分からなかったけ 
れど、大人につながったことで、社会との繋がり方を知 
れた。 

B 最初は知らなかったが、今は知ることができたので、何 
か行動したいときに生かせると思う。 

C 今までアドボカシーとか社会を動かす事はすごいなっ

て思ってたけれど、自分には関係ないこととして思って

いた。だけど、自分が行ってみて普段から行っている人

の行動力はすごいと思っていたし、協力したいと思いま

した。 
D 将来について迷っていた私に、将来に関するヒントを与 

えてくれた。 
E 視点が変わった。例えばどんな問題があるか考える時に 

自分の考えでなく、より多くの方の意見を聞いたり、大 
人にアドバイスをもらったりすると良いことがわかっ 
た。 

 
4.6. 生徒へのインタビュー調査の考察 

 実践終了後、生徒へのインタビューを筆者である小牧

と郡司が分担して行った21。質問紙調査で書かれたこと

を読み上げながら、より詳しく教えてほしいと生徒に伝

えた。以下では、表 7 にまとめた回答について、詳し

く述べる。また、丸括弧内は文脈がわかりやすいように、

筆者が補足した情報である。 
 生徒 A は、生徒自身が計画をたててゼミの活動を進

めていくことについて「計画がその浅いとかしっかりし

てないと全体的になんかふわってした感じの流れにな

っちゃうから。なんかそれこそ（普段の）授業とかでも

なんか適当に計画通りにやってれば、大体上手くいくじ

ゃないですか。だけど、（アドボカシーゼミは）そうは

行かないし。」と述べている。生徒自身が計画を立てて

学習する経験があまりなく、ゼミの進め方について戸惑
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いを感じながらも試行錯誤することができたと考察で

きる。このことから、アドボカシーを題材とした授業に

参加したことで、自分たちが考えた計画やゴールに向け

て思考し実践することができ、問題解決に向けた手順を

身につけることができたと考えられる。 
 生徒 B は、「自分で思っても（社会を）変えるのって

難しいって思ってたけれど、これで変えられそうだなっ

て思ったから、テーマは何にせよ自分でできそうだった

らやってみたい。」と述べている。今回は性的マイノリ

ティの権利擁護をテーマとしたが、身近な人が困ってい

るときには手助けしたいと解釈することができ、問題解

決に対する当事者性が高まったと考えられる。 
 生徒 C は、アンケートで「自分には関係ないこと」

と思っていたことについて、「普段普通に過ごしてて触

れることもなかったし、テレビとかそういうすごい人た

ち、一部の人たちのことだなあって」と述べている。ま

た、社会を変えるといったことは他人事に見ていたのか、

という質問に対しては「（例えば）レジ袋使うのやめよ

うとか言われたら自分事だと思えるけれど、二酸化炭素

の量減らすとかだとそんなに…」と述べている。また、

実践期間中に身の回りに当事者がいることを捉え直し、

当事者の話を聞いたら「（社会問題との距離が）近くな

りました」と語っている。このことから、当事者の視点

を生徒に持たせることができれば、問題解決に対する当

事者性が高まり、より熱量を持って授業に参加すること

ができると考えられる。 
 生徒 D は、ゼミの活動中に今後も実施したいと言及

する場面があり、アンケートにもそれが読み取れる記述

があった。筆者からの将来の関する質問に対しては、

「（ゼミに）入ったらなんかすごいなんか、これ（アド

ボカシー）だって自分の使命が増えました。やっぱり今、

社会で生徒 D 自身もすごいなんか生きづらさを感じて

ますし、やっぱりマイノリティの人はもっと生きづらさ

を感じると思うので。そこを同じ生きづらいと思ってる

人同士で解決したいなって思いが（ある）。」と述べてい

る。このことから、アドボカシーを体験し学んでいく過

程において、マイノリティを取り巻く社会問題に対する

当事者性を高めることができたと考えられる。 
 生徒 E は、不都合なことや困ったことがあったら、

制度を変えるといった選択肢は増えたか、という質問を

投げかけたところ、「漠然とどうしようかなあとか、や

だなあだけで、終わりがちだったんですけれど。それこ

そ大人に話してみるとか、おかしいよねみたいなそうい

う意見があったりして、自分だけじゃない感みたいな。

友達と一緒なんだなあっていうのは、思いましたね。」

と述べている。このことから、アドボカシーを題材とし

た授業に参加したことで、受講者間で問題に対する考え

方を深めることができたと考えられる。 

5. 今後の課題と展望 

 
 本研究の目的は、アドボカシーを題材とした授業プロ

グラムの開発・実践を行い、生徒が社会問題に対する関

わり方に変容が見られる場面や解決方法に関する知識

や能力を取得した場面から、開発した授業プログラムの

有効性と課題を明らかにすることであった。 
 本実践から考えられる、アドボカシーを題材とした授

業プログラムの有効性として、3 つ挙げる。 
 1 つ目はアドボカシーを実践することで、関連する知

識や思考の仕方、有効な手立てを実践から学ぶことがで

きたことである。特にアドボカシーを行う上で必要な情

報収集の手段や当事者の悩みごとに寄り添う姿勢、様々

なステークホルダーと関係を結んでいき、協力すること

の必要性などを獲得することができたと考えられる。 
 2 つ目は、社会問題を解決することに対する当事者性

が高まったことである。半年間の授業実践の中で、生徒

たちは様々な議論を行い、それに対する助言をもとに自

分たちなりのアドボカシーを考え抜き、実施することが

できた。このように、アドボカシーに関して思考したも

のを社会にはたらきかけることができたことから、今後

もアドボカシーをしたいといった意欲が上がったと考

えられる。 
 3 つ目は、1 つの政党の意見に偏るのではなく、マイ

ノリティに寄り添った議論を生み出すことができ、政治

的中立性を担保したことである。全授業において、生徒

からマイノリティを否定するような発言は見られず、政

党に偏りのある意見が出ることもなかった。これは、少

なからずとも性的マイノリティといったテーマにも依

拠しているのではないだろうか。すべての人々にとって

関係のある「性別」をテーマに設定したことや、生徒自

身の周囲にも存在しているという身近さが関係してい

ると考えられる。 
 本実践から考えられる課題として、2 つ挙げる。 
 1 つ目は、権力ある者にはたらきかけるといった思考

があまり育たなかったことである。生徒たちは、社会人

アドバイザーと関わる中で、自分にはない視点や考えを

聞くことができ、自らの考えを広げる事ができた。また、

当事者の問題に寄り添うためには当事者から話を聞く

ことや、自ら行動することが重要であることを活動から

学ぶことができた。しかし、自分たちが手の届く範囲に

影響を与えるといった考えが非常に強く、社会人アドバ

イザーのはたらきかけがなければ、権力ある者へアドボ

カシーすることは叶わないものだという固定概念のま

まであったと考えられる。本実践では、社会人アドバイ

ザーの人脈や授業者らの交渉によって機会を設けるこ

とを実現できたが、今後研究を進めるにあたって、生徒

が外部へ発信することを躊躇わない授業プログラムの
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再構成が必要であると考える。例えば、アドボカシーの

成功事例等を事前に学習してから、生徒自身の考えに基

づきアドボカシーを実施する等である。

2 つ目は、どのような活動によって生徒たちの考えが

変容したのかより詳しく分析することである。本実践で

は、受講する生徒が少人数であったため、生徒同士や社

会人アドバイザーと対話することを重視していた。その

ため、授業後に毎時間コメントを書くことや議論のメモ

を取るといった行為を強制することはなく、黒板に全員

の考えをまとめながら進行した。そのため、毎時間にお

ける生徒一人一人の変容までを辿ることが難しくなっ

てしまった。今後研究を進めるにあたって、どのような

場面において生徒が変容したのかを詳しく分析し、授業

プログラム内容を改善していきたいと考える。

アドボカシーを題材とした授業開発や実践例はほと

んどないが、本研究によって一定の成果を確認すること

ができた。今後とも授業開発および実践を重ね、アドボ

カシーを扱うことの有効性を示し、主権者教育をアップ

デートしていきたい。

※この 2 行は消さないでください。編集者が削除しま

す。22

1 吉村（2017）、p.32 
2 文部科学省（2019）、p.3 
3 原田ら（2017）、p.137 
4 同上、p.141、p.144 
5 Yahoo! JAPAN ニュース（2017）「「自国では満足できるほど

に民主主義が機能しているか」世界の人に聞いてみた」、
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9 東京新聞（2021）「請願制度、話し合う 豊島の中学生 東

京青年会議所政治行政政策室が主催」、

https://www.tokyo-np.co.jp/article/115516（2022年 2月 3日
最終確認）
10 LGBT 理解増進法案という名前でも知られている。 
11 各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認

め証明書を発行する制度のことである。近年では、同性カップ

ルではなく、事実婚も認める自治体がある。
12 自認する性と身体の性が一致している者のこと。
13 性的指向が異性に向いている者のこと。
14 郡司（2021）、p.25
15 「探 Q附中記」とは、千葉大学教育学部附属中学校が独自

に設定し、総合的な学習の時間の枠で行われる探究学習のこと

である。
16 個人の特定を避けるため、生徒名と学年を併記することは

控える。
17 性的マイノリティの周知のために教材の配布を行う NPO
法人である。
18 筆者が開発した授業プログラムと区別するため、生徒たち

が開発した授業は鉤括弧付きで示す。
19 開催している Zoomミーティングにおいて、参加者を少人

数のグループに分けてミーティングを行える機能のこと。
20 社会から割り当てられた性は女性だが、男性・女性どちら

かにもあてはまらないセクシュアリティのことを指す。
21 中学校の昼休みの時間が短いこと、生徒らも昼休みに委員

会活動等で忙しいことから、事前にインタビューガイドを作成

し、担当する生徒を決めてインタビュー調査を行なった。
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