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選挙の出前授業
実施報告



平成30年度 出前授業・模擬投開票実施について

新宿区選挙管理委員会では、将来の有権者に向けて、選挙に対する関心を高めてもらえ
るよう、出前授業や生徒会選挙支援事業を行っています。

平成25年に小学校1校から始まった選挙の出前授業は、年々実施校が増え、平成30年度
は区内小学校20校、高等学校等４校、新宿養護学校1校で実施しました。
また、中学校の生徒会選挙支援として、選挙機材を6校に貸し出しました。
その他、昨年度に引き続き、「新宿区手をつなぐ親の会」主催の選挙学習会に協力参加

しました。

小学校での出前授業は、主には講義と模擬投開票の二部構成で行い、内容は各学校の要
望に沿い、特色を活かして作り上げています。日ごろの総合学習の総括として投票を行っ
たり、教科書には掲載されていない実際の選挙の様子を講義で話したりと、内容は多岐に
渡ります。最近では、学校公開日に出前授業をあわせて行い、児童が考えた「地域課題解
決のための政策」に対して、保護者や地域の方が投票することも行っています。
高校生向けの出前授業では、「投票の方法」や「候補者情報の収集方法」等の実践的な

知識や、「少しだけ先輩」である大学生の「初めての選挙の体験談」などのほか、「社会
の一員として政治に参加すること」や「違う意見の人と話し合うことの重要性」等、年代
にあわせた内容を取り入れています。
新宿区の出前授業の特色として「新宿区明るい選挙推進協議会」や、早稲田大学で若者

の政治参加について研究している「早大模擬選挙班」、若者と政治をつなぐ活動をしてい
る学生グループ「日本学生会議所」と協働で、それぞれの団体の持ち味を生かして授業づ
くりを行っています。

明るい選挙推進委員の方々は実際の投票所で投票管理者や投票立会人を務めており、本
番さながらの投票体験を実現しています。また、小学校の「？十年前の卒業生」としての
立場から、後輩である小学6年生に「選挙の大切さ」を呼び掛けています。
「早大模擬選挙班」の方々は『選挙権を得て間もないお兄さんお姉さん』という立場で、

児童に伝わりやすい授業・講義を行っています。
「日本学生会議所」の方々は、遠いと思われている「若者と政治」の間を取り持つべく、

高校生向け出前授業に参加しています。

これからも、児童・生徒が「将来の有権者」として健やかに成長していけるよう、より
多くの皆様と協力・協働して、この「出前授業」を継続していきたいと考えています。

平成31年3月
新宿区選挙管理委員会事務局



実施校 富久小学校

実施日 平成30年6月8日（金） 3・4時間目

場所 視聴覚室

対象 6年生児童（18名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「富久小学校 6年生 給食総選挙2018」
（焼きジャケ党・とりから党・ジャンボぎょうざ党・クジラの竜田揚げ
党から選択。クジラの竜田揚げ党が当選。）

(1) 区立小学校への出前授業・模擬投開票

平成30年度 出前授業・模擬投開票

平成30年度は前年度に引き続き、新宿区明るい選挙推進協議会や早稲田大学で教育学を学ぶ
学生で構成する「早大模擬選挙班」の学生と協働で授業を行いました。
(平成30年度 区立小学校実施校：20校)

新宿区明るい選挙推進委員が参加した授業

早稲田大学の「早大模擬選挙班」が参加した授業

学校公開日

新宿区
選挙管理委員会事務局

実施校 戸塚第二小学校

実施日 平成30年6月15日（金） 1・2時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（38名）

内容 講義【選管職員】
なぜ選挙をするのか/全国のユニーク条例/これからみんなにできること
ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「未来区長選挙～高田馬場をよりよくするための政策～」
（児童が調べたことをもとにそれぞれのテーマ（政策）を発表。最高得
票同数のため、くじ引きにより防災を訴えた「荒防災太」が当選。)

学校公開日



実施校 落合第一小学校

実施日 平成30年6月22日（金） 5時間目・6時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（88名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「落合第一小学校給食総選挙」
（肉うどん党・ミートソーススパゲッティ党・みそラーメン党から選択。
みそラーメン党が当選。）

学校公開日

新宿区
選挙管理委員会事務局

実施校 早稲田小学校

実施日 平成30年9月7日（金） 1時間目・2時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（59名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「早稲田小学校６年生給食メニュー決定総選挙」
（てりやきチキンバーガー党・カレーうどん党・あんかけチャーハン党
から選択。カレーうどん党が当選。）

実施校 西戸山小学校

実施日 平成30年6月16日（土） 3時間目・4時間目

場所 西戸山ホール

対象 6年生児童（58名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「西戸山小学校6年生給食総選挙」
（みそラーメン党・あげパン党・カレーライス党から選択。あげパン党が
当選。）

学校公開日

学校公開日



実施校 津久戸小学校

実施日 平成30年9月13日（木） 3時間目・4時間目

場所 会議室（授業）・ワークスペース（投票所）

対象 6年生児童（67名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「津久戸小学校 献立総選挙」
（みそバターコーンラーメン党・カレーうどん党・
シーフードトマトクリームパスタ党・五目あんかけやきそば党から選択。
みそバターコーンラーメン党が当選。）

学校公開日

実施校 東戸山小学校

実施日 平成30年9月15日（土） 3時間目・4時間目

場所 東戸山ホール

対象 6年生児童（48名）

内容 講義【選管職員】
なぜ選挙をするのか/全国のユニーク条例/これからみんなにできること
ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「東戸山小学校 最後の給食総選挙」
（麻婆丼党・かき揚げ丼党・焼き肉丼党から選択。かき揚げ丼党が当選。
児童の演説前に栄養士から講話を受けた。）

実施校 牛込仲之小学校

実施日 平成30年9月8日（日） 3時間目・4時間目

場所 音楽室

対象 6年生児童（48名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
（「チャーハン党・みそラーメン党・あげパン党・カレーライス党から
選択。みそラーメン党が当選。）

学校公開日

学校公開日



実施校 余丁町小学校

実施日 平成30年12月4日（火） 5時間目・6時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（25名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「余丁町小学校６年生給食総選挙」
（カツカレーライス党・みそラーメン党・マーボー豆腐丼党・スパゲ
ティミートソース党から選択。カツカレーライス党が当選。児童の演説
前に栄養士からの講話を受けた。）

実施校 市谷小学校

実施日 平成30年12月11日（火） 5時間目・6時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（72名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「市谷小学校未来を創る、この一票に全力を！区長選挙ＩＣＨＩＧＡＹ
Ａ」（まちづくりに関し、児童が考えたテーマ（政策）4つから選択。障
がい者福祉を訴えた「福祉かいま」が当選。）

実施校 落合第三小学校

実施日 平成30年9月22日（土） 1時間目・2時間目

場所 体育館

対象 6年生児童(59名)

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権について／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「落合第三小学校 給食総選挙」
（あげパン党・カレーライス党・みそラーメン党から選択。あげパン党
が当選。）

学校公開日



実施校 戸塚第一小学校

実施日 平成31年1月17日（木） 3時間目・4時間目

場所 4階 ランチルーム

対象 6年生児童（57名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「戸塚第一小学校 給食総選挙」
（あげパン党・ジャンボぎょうざ党・てりやきチキンバーガー党・あん
かけ五目焼きそば党から選択。あげパン党が当選。）

実施校 戸塚第三小学校

実施日 平成31年1月19日（土） 3時間目・4時間目

場所 会議室

対象 6年生児童（19名） 5年生児童（20名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「戸塚第三小学校 「新宿区をよりよい町にするために」総選挙」（児
童が考えた政策をもとに、環境党・安全党・協力党・町クリーン党・自
然党・犯罪減少党・防災党から選択。協力党が当選。保護者等も投票し
た。5・6年生保護者代表からも終わりのあいさつがあった。）

実施校 鶴巻小学校

実施日 平成30年12月19日（水） 1時間目・2時間目

場所 1階会議室

対象 6年生児童(26名)

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権について／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「鶴巻小学校６年生給食総選挙」
（みそラーメン党・あげパン党・カレーライス党・チャーハン党から選
択。チャーハン党が当選。児童の演説前に、栄養士の講話を受けた。）

学校公開日



実施校 四谷小学校

実施日 平成31年1月23日（水） 3時間目・4時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（25名）

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「四谷小学校 卒業文集のタイトルを決めよう総選挙」
（希望党・羽ばたけ党・明日へ党から選択。羽ばたけ党が当選。）

実施校 淀橋第四小学校

実施日 平成31年1月24日（木） 1時間目・2時間目

場所 淀四ルーム

対象 6年生児童（32名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「淀橋第四小学校６年生給食総選挙」
（チーズインハンバーグ党・とんかつ党・お好み焼き党から選択。お好
み焼き党が当選。児童の演説前に、栄養士の講話を受けた。）

実施校 花園小学校

実施日 平成31年1月22日（火） 1時間目・2時間目

場所 ３階 教室・視聴覚室

対象 6年生児童(19名)

内容 講義【選管職員】
18歳選挙権について／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「花園小学校６年生給食総選挙」
（サラダ党・ゼリー党・フルーツポンチ党から選択。フルーツポンチ党
が当選。）



実施校 愛日小学校

実施日 平成31年1月31日（木） 5時間目・6時間目

場所 愛日ホール

対象 6年生児童（25名）

内容 講義【早大模擬選挙班】
18歳選挙権／選挙って何？／選挙権の歴史／選挙の三原則 ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「愛日小学校６年生 地球を救おう！環境対策総選挙選挙2019」
（児童が考える環境対策を掲げる6党から選択。「油のリサイクル」を訴
えたアルフォー党が当選。）

実施校 西新宿小学校

実施日 平成31年2月15日（金） 3時間目・4時間目

場所 体育館

対象 6年生児童（32名）

内容 講義【選管職員】
なぜ選挙をするのか/全国のユニーク条例/これからみんなにできること
ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「西新宿の町をよりよくしよう～総選挙～」
（児童が考える「地域をよくする」政策を掲げた6候補から選択。最高得
票同数のため、くじ引きにより住民同士の交流を訴えた「仲伊千維希
［なかい ちいき］」が当選。）

実施校 落合第二小学校

実施日 平成31年1月28日（月） 5時間目・6時間目

場所 落二ルーム

対象 6年生児童（44名）

内容 講義【選管職員】
なぜ選挙をするのか/全国のユニーク条例/これからみんなにできること
ほか
模擬投票・開票【候補者役：児童】
「落合第二小学校６年生『落合議員選挙』」
（児童が考えたテーマ（政策）をもとに、伝統工芸振興・交通安全・地
域のバリアフリー・子育て/教育から選択。子育て/教育の「落合子太
郎」が当選。）

学校公開日



(2) 区立中学校生徒会選挙等への支援

学校名

落合第二中学校 7月17日（火）

牛込第二中学校 9月14日（金）

西新宿中学校 9月14日（金）

西新宿中学校 9月18日（火）

四谷中学校 9月20日（木）

落合中学校 9月28日（金）

牛込第一中学校 9月28日（金）

支援内容 投票記載台・投票箱・腕章の貸出

(3) 新宿養護学校等への支援

生徒会選挙等の学校選挙向けに、実際の選挙で使用している機材を貸し出しています。選挙
公報の作成から投開票の運営まで、生徒が中心となって実施しています。

実施校 新宿養護学校

実施日 平成30年6月2日（土）午前10時40分～午前11時30分

場所 中学部教室

対象 1～3年生 9名

内容 投票の方法について／養護学校教諭によるデモンストレー
ション／
模擬投票（投票従事者は選管職員及び教諭）／選管職員に
よる模擬開票／結果発表
模擬投票のテーマは「もっといい世の中つくろう総選挙」
（募金の寄付先について、「ゆにせふぼきん」「くまもん
ぼきん」「みどりのぼきん」から選択。「ゆにせふぼき
ん」が当選。）

今年度も新宿養護学校の中学部生徒に向けて、模擬投票の出前授業を行いました。今回は、
保護者の方が参観しました。

新宿区
選挙管理委員会事務局



(４) 高等学校等への支援
「18歳選挙権」にあわせ、新宿区では区内の高等学校等に向けた出前授業・模擬投票を行っ

ています。投票の方法や情報収集の方法等、実際の選挙に即した新有権者向けの講義を行って
います。

新宿区
選挙管理委員会事務局

実施校 東京都立戸山高等学校

実施日 平成30年7月10日（火）午前9時10分～午前11時40分

場所 講堂（講義・開票）、講堂前廊下（投票所）

対象 1年生 319名

参加団体 新宿区明るい選挙推進協議会 日本学生会議所

早大模擬選挙班

※ 模擬投票・模擬開票・生徒の感想発表の司会進行は、生徒

が構成する委員会が行った。

内容 講義【選管職員】
投票に行ってみよう／投票を体験しよう

模擬投票・開票【候補者役：生徒3名】
「戸山区長選挙」 候補者による立会演説
シンキングタイム
模擬投票（投票従事者は明るい選挙推進委員）
模擬開票（開票立会人及び開票従事者は生徒）
生徒による模擬投票の感想

若者と政治のかかわりを考える
日本学生会議所メンバー2名による「初めての投票」「投票
前に準備したこと」等のトーク

実施校 東放学園高等専修学校

実施日 平成30年4月4日（水） 午後2時10分～午後3時10分

場所 視聴覚室

対象 3年生 33名

内容 講義【選管職員】
投票に行ってみよう／投票先はどうやって決める？／身近な話
題から社会を考えよう～エンターテインメントを題材に～



実施校 目白研心高等学校

実施日 平成31年1月30日（水）午後1時25分～午後3時15分

場所 研心館

対象 2年生 212名

参加団体 新宿区明るい選挙推進協議会 日本学生会議所

内容 講義【選管職員】
投票に行ってみよう／投票を体験しよう

模擬投票・開票【候補者役：生徒3名】
「目白区長選挙」 候補者による立会演説
シンキングタイム
模擬投票（投票従事者は明るい選挙推進委員）
模擬開票（開票立会人及び開票従事者は生徒）
生徒による模擬投票の感想

若者と政治のかかわりを考える
日本学生会議所学生へのインタビュー
「初めての投票」「投票前に準備したこと」「高校生に伝
えたいこと」等

実施校 東京都立新宿高等学校

実施日 平成30年9月26日（水） 午後1時25分～午後2時10分

場所 視聴覚室

対象 3年生 318名

内容 講義【選管職員】
若者の政治参加を考える
～「シルバーデモクラシー」を題材に～

大学生を招き、
初めて行った投票の感想や、社会と
のかかわりについて、話してもらい
ました。



(５) 手をつなぐ親の会への支援
昨年度に引き続き、「新宿区手をつなぐ親の会」が主催する、知的障がいを持つ方の投票参加

について学ぶ「ご本人のための選挙学習会」に協力しました。
今年度は、新宿区長選挙（11月執行）と、新宿区議会議員選挙（平成31年4月執行）に向け

て2回実施しました。

実施日 平成30年9月29日（土） 午後2時～午後3時30分

場所 障害者福祉センター

対象 新宿区手をつなぐ親の会会員及び子弟

参加団体 新宿区明るい選挙推進協議会

内容 「区長とは？」「区長選挙とは？」
新宿区長選挙に向け、「新宿区長のしごと」などについて説明

選挙クイズ
投票をするにあたっての注意事項などをクイズ形式で解説

模擬投票「模擬区長選挙」
当日の投票所とほぼ同じセットを設営し、「受付（名簿対照）→用紙交
付→投票記載→投票箱への投函」の順に投票を体験
代理投票の手続きについて説明し、模擬投票を体験

実施日 平成31年2月2日（土） 午後2時～午後3時30分

場所 障害者福祉センター

対象 新宿区手をつなぐ親の会会員及び子弟

参加団体 新宿区明るい選挙推進協議会

内容 「区議会議員とは？」「区議会議員選挙とは？」
新宿区議会議員選挙に向け、「新宿区議会のしごと」などについて説明

選挙クイズ
投票をするにあたっての注意事項などをクイズ形式で解説

模擬投票「模擬区長選挙」
当日の投票所とほぼ同じセットを設営し、「受付（名簿対照）→用紙交
付→投票記載→投票箱への投函」の順に投票を体験
代理投票の手続きについて説明し、模擬投票を体験


