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１ 調査の概要

(1) 調査の目的

  この調査は、選挙出前授業を実施した学校の生徒の

皆さんの感じたことなどを把握し、今後の選挙出前授

業の実施における参考資料とし、より充実した授業内

容とするために実施したものである。

(2) 調査の実施方法

●実施校：生駒南中学校

●授業実施日：平成 28 年 11 月 4 日

●対 象：3 年生全員 （71 人中、64 人出席）

●回収数：64 人（回収率は、100％）

●調査方法：学校通じて配布・回収（回答は無記名）

(3) 集計・表記方法

●集計結果は、少数点第 2 位を四捨五入し、小数点

第 1 位までを百分率（％）で表示しています。

  ●選択肢から 1 つだけ選んで回答する設問では、四

捨五入の誤差により、構成比の和が 100％になら

ないことがあります。

  ●自由記述回答については、記載事項を整理・要約

して、掲載しています。



２ 設問別調査結果

＜問１＞選挙のお話や選挙クイズについてどう思いまし

たか。１つ選択してください。

  a わかりやすかった（92.2％）、 b ふつう（7.8％）、

  c わかりにくかった（ 0％）、 d その他（ 0％）

   

※生徒 64 人中、「わりやすかった」が 59 人、「普通」が 5

人と非常に理解を得られた。

＜問 2＞模擬投票についてどう思いましたか。１つ選択し

てください。

  a わかりやすかった（90.6％）、 b ふつう（9.4％）、

  c わかりにくかった（ 0％）、 d その他（ 0％）

   ※生徒 64 人中、「わかりやすかった」が 58 人、「普通」が

    6 人と非常に理解を得られた。

＜問 3＞今回、出前授業や模擬投票を体験して、選挙につ

いてどう思いましたか。（複数選択可）

  a 選挙が大変重要なものだと認識を持った（62.5％）

  b 投票のやり方がわかって、選挙が身近に感じた（78.1％）

  c 特に何も思わなかった（1.6％）

d その他（ 0％）



※生徒 64 人中、a は、40 人、b は、50 人で、c は 1 人

   であった。また、複数回答なので a と b の両方、或いは

a か b のどちらか１つを選択した人は、63 人と非常に感

心を持ってくれた。（98.4％）

＜問 4＞将来、実際の選挙に行こうと思いますか。１つ選

択してください。

  a 思う（90.6％）、  b 思わない（3.1％）、

  c わからない（6.3％）

    ※生徒 64 人中、「思う」が 58 人、「思わない」が 2 人、

     「わからない」が 4 人であった。

＜問 5＞今回の出前授業について、質問・感想等があれば

    自由に記入してください。

●今まで、選挙はめんどくさいとか、どうでもいいと思っていて、18 歳になっ

ても行く気はなかったけど、今日の授業を授けて、選挙がどれだけ大切なのか

もわかったし、実際に選挙して、ぜんぜんめんどくさくなかったので、選挙に

行こうと思いました。今日はありがとうございました。

  ●実際に投票の仕方を教えてもらい、選挙がとても身近なものに感じました。

  ●クイズがとてもわかりやすかった。

  ●知らなかったことも知ることができてとても良い機会だと思いました。

  ●投票などの仕方が出前授業まで知らず、心配していたことが、今日一つなくな



って安心しました。

●選挙などの豆知識が知れて、より一層選挙への関心が深まったと思う。

  ●今回の体験を 18 歳になってから生かしていこうと思いました。選挙の大切さ

がよくわかりました。ありがとうございました。

  ●わかりやすく、ていねいでした。

  ●候補者のポスターに描いていた若者にやさしいまちづくりという言葉の意

味があまりわからなかったけど、演説で詳しい説明を聞いて、すごく共感した

し、本当にこんな人が立候補してくれたらいいなと思った。

  ●選挙はどうやるのかやり方があまりわからなかったけど、今回の学習を通じて

選挙というものはこうやるんやと思いました。また、すごく選挙が身近に感じ

て一票というものは大きいものなんだなとも思いました。とてもわかりやすく

楽しかったです。

  ●実際の選挙を身近に感じる事が出来たので良かったと思います。今回の開票結

果の 37 票対 26 票でわかる様に一人一人の投票が大切だと思いました。

  ●とても選挙について深くわかりました。

  ●説明がとても分かりやすかったです。選挙への興味がわきました。ありがとう

ございました。

  ●実際体験することにより、選挙というものが分かれたと思います。

  ●中学生にとってはあまり身近なものではないので、授業で選挙についてよく知

ることができました。

  ●18 歳になったら自分も選挙に参加しようと思いました。選挙について、色々

学べてよかったです。

  ●選挙の重要性と選挙の投票が身近にあることがわかった。自分も選挙権を持て

るようになる 18 歳になったら、積極的に参加したいです。今日はありがとう



ございました。

  ●選挙クイズで知らなかったことも知れた。クイズのおかげで選挙に関心をもて

た。

  ●選挙の重要性は知っていたけれど、投票方法や選挙クイズなどは知らない部分

もあったので、選挙を身近に感じるよい機会になりました。

  ●ただ話を聞いているだけでなく、クイズだったり、実際に選挙したりと、楽し

く聞くことができました。18 歳になったら選挙には行きたいと思います。あ

りがとうございました。

  ●選挙の説明がとてもよくて選挙のことがだんだんわかっていきました。18 歳

になったら選挙に行こうと思います。

  ●はじめて選挙を学んだのですが、とても大変だということがわかった。

  ●選挙はイメージ的に難しいものだと思っていましたが、今回の出前授業で身近

に感じることができました。18 歳になったらちゃんと選挙に行こうと思いま

す。

  ●すごくわかりやすくて、たのしい体験になりました。（2 人）

  ●今回の出前授業で、選挙についてとても関心を持てた。18 歳になったら、積

極的に選挙に行こうと思う。他の中学校にも、選挙についてわからない人がた

くさんいると思うので、ぜひ、他の中学校にも出前授業に行って、教えてあげ

て下さい。

  ●今回の出前授業で選挙に出るのにかかる費用や選挙の仕方がよく分かった。実

際の選挙に今回、学んだことを生かして選挙に行こうと思った。

  ●今回の模擬投票で将来選挙へいくときのイメージができた。とてもよい体験だ

った。

  ●クイズを１から順にやってほしかったです。



  ●投票のしかたが思っていたよりも簡単で少し驚きました。自分達にとってとて

も関わりがあり大切なことだということがよくわかりました。

  ●実際の手順で行ったので、流れが分かりやすかった。

  ●選挙の重要さを理解できたので、とても有意義だと思いました。

  ●選挙についてたくさんの事が知れて良かったです。ポスターと実際に演説をし

ているのを聞くと、違いがよく分かりました。投票しに行くときには根拠をも

ってしに行こうと思った。

●クイズもとても楽しかったし、選挙を身近に感じることができました。私は選

挙に行けるようになったら、絶対に行こうと思いました。投票用紙や数える機

械など、知らなかったことをたくさん知ることができました。今日はありがと

うございました。

  ●投票のやり方がわかって 18 歳になったら投票できると思った。

  ●選挙はすごく難しいものだと思っていたけど、あまり難しくなかったのでびっ

くりしました。いろいろなことがわかってとてもためになりました。

  ●１つ１つ分かりやすくていねいに教えて下さりありがとうございます。選挙の

大変さや重要さが十分に分かりました。本当に忙しい時期に来て、選挙につい

て教えて下さり本当にありがとうございました。

  ●実際に投票すると、自分が投票した人が当選してほしいと思ったし、まじかに

演説を聞くと話が入ってきやすく、とても分かりやすかった。「え～」が多い

のは良くないと思う。

  ●今まで親について行ったことはあったけど、ちゃんと理解したのははじめてで

した。怖いとか、かたいイメージしかなかったけど、自分の一票で生活が変わ

るかもしれないのはちょっと興味ぶかいなと思いました。

  ●一つ一つの投票で自分たちの未来がかわるんだと改めて思った。



  ●本当の選挙もあんなんだろなと思えたのでよかったと思う。実演していたので

とてもわかりやすかった。

  ●自分の意見を政治に反映させるために、選挙に行くことはとても大切なことだ

と感じた。

  ●選挙はもう少し難しいと思ったら、意外と簡単でわかりやすいと思いました。

18 歳になったら、選挙に行こうと思います。

  ●わかりやすいクイズなどもあって、楽しく、いろいろなことを学べました。

●投票のやり方が思っていたより、簡単だったので 18 歳になったら、実際に選

挙に行ってみようと思いました。

  ●自分の住んでいる市町村の未来を決めるのは自分なのだと改めて実感した。

「なんとなく」で投票するのではなく、自分と意見が合う候補者を選ぶことが

重要だと学びました。いい経験ができたと思います。18 歳になったら、選挙

に絶対、行こうと思います。

  ●選挙のこと、いろんなことをていねいに教えてくれて分かった。選挙には行こ

うと思います。

  ●選挙で全体で６，０００万もお金がかかるなんて、そんなにかかると思ってい

なかったので、びっくりした。予想していた問題では、２つ折りにしていても

開くというのがあたってうれしかった。

  ●思っていたより選挙が厳重でおどろいた。初めての選挙では、1 番に行っ

て投票箱の中を確認したい。

  ●選挙が大切なものだとわかったので、18 歳になったら、行こうと思った。選

挙クイズは楽しかったです。

  ●選挙についてこれまで知らないことがあったりしたけど、選挙とは、こんなこ

とをして、こういうふうに投票するのかと知ることができたり、簡単に選んで



投票してしまうと、将来のことにも関わることなので、慎重に選ぶことが大切

なんだなと思いました。

  ●選挙って教科書の写真やテレビでしか見たことがなくて、頭の中でこういうも

のなのかな～と、想像していたけど、思っていたより簡単で私でもまだできる

ものなのかと思いました。他にも、不正がないように箱の中身を確認するなど、

細かいことは、「あっ、そういえば、そうしないとズルをしたと思われるな。」

と感心したというか、確かにそうだなと思うところがいっぱいありました。

  ●今回の授業を授けて選挙には行った方がいいと 思いました。18 歳になったら

行こうと思います。

  ●あと 3 年後には、選挙をしなければならないので、投票のやり方など詳しいこ

とが分かって良かった。

  ●模擬投票では投票管理者がどのようなことをしていて、自分たちが投票所に行

ったら何をするのかということが目で見て、そして体験することでより理解が

深まった。選挙のお話や選挙クイズでは、自分たちの生活と選挙で選んだ人た

ちのこととの関係性が分かった。

  ●本物の選挙のようで、よく考えて選ばなければならないなと思った。

  ●選挙ってかたぐるしいイメージがあって分からないことだらけだったけど、今

日の出前授業で少し身近に感じることができました。投票も全然、難しくなか

ったので 18 歳になったら行こうと思いました。

  ●自分は、選挙はとても難しそうだと思っていたが、選挙クイズを通して理解を

深めることができた。このように割と簡単に選挙について知ることができて、

良かったと思う。


