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発表構成

1. はじめに：参加民主主義と政治的平等
2. デジタル化による政治参加の変容
3. デジタル社会に対応した政治参加学習

の具体
4. 意義と課題：今後に向けて
5. おわりに
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はじめに

参加民主主義

市民が政治参加の場を持つことでより優れた民
主的市民に育っていき、ひいては政治システム
も安定する

×エリート民主主義
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政治参加と政治的平等

すべての人間は等しい本質的価値をもってお
り、誰も他人よりも本質的に上位はなく、す
べての人の幸福や利益が等しく考慮されなけ
ればならない

ダール『政治的平等について』
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持てる者が持たざる者よりも積極的に政治参加の機会を利
用し、政治的影響力を不平等に行使している

（蒲島＆境家、2021：p.41)

学歴や所得の高い市民ほど、さまざまな形態でより政治に
参加している（Verba and Nie, 1972)

幻滅した市民
Disillusioned Citizen

参加する市民
Engaged Citizen

待機状態の市民
Unengaged Citizen

市民としてのエンパワメント格
差(Levinson,2012)

Amna & Ekman(2014)
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問題意識

どのようなシティズンシップ教育を行え
ば、政治的不平等を是正することができ
るのだろうか？

デジタル化に対応した政治教育を行うこ
とで少しでもギャップが埋められるので
はないか？
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デジタル時代＝「デジタル・メディアが市民生活
や政治生活の中心になっている」時代
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政治参加が容易かつ効果的に

•デジタル・メディアやSNSが日常生活の一部だけ
でなく、政治参加の在り方の中心となり、特に
この変化は若者の間で顕著である（Kahne et al、
2016:芳賀、2020）

•デジタル時代の到来によって、個人や集団が公
共の関心事について容易に声を挙げ、影響力を
与えることができるようになった（ Kahne et 
al、2016 ）
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デジタル化によって、今まで声を挙げることができなかっ
た人々が意図をもって、能動的に、そして容易に、政治参
加できるように変化した

→政治的不平等が是正できる可能性？

どのようにデジタル時代に対応した政治参加
学習が行えるのか？



・兵庫県立西宮香風高等学校「現代社会」教室

・５時間単元

・実践者：北川 弘紀 先生

・理科教員・情報教員の協力のもと

・再履修クラス（10名)で実施

・実際に政治参加に意味を見いだし
ていない生徒が多い

実践の文脈
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ハーバード大学のバークマン・クラインセンターが開発した
カリキュラム・プラン(DCRP)

手がかりとしたカリキュラム：
DCRP「社会・政治参加」モジュール
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次 次名 目標 活動

1 変化を生み出そう アドボカシー概念を理解する。 ・自身のアドボカシーを表現し、どのように実現す
るかを考える。

2 運動家のネットワークの力 SNSでアドボカシー活動を促進する方法とオンラインコンテ
ンツの開発方法を理解する。

・SNSの広がりの分析をする。
・自身のアドボカシーを適切だと思うオンラインの
方法で表現する。

3 メディアを用い変化を
生み出す

様々な種類のメディアを用い
問題に意識を向けさせる方法を獲得する。

・各種メディア(FB・インスタ・Youtubeなど)がど
のような観点から効果的かを調査する。

4 ハッシュタグで関心を引く ハッシュタグが社会運動に効果的であったかを知り、意識を
高めるための#を開発する。

・BLACK LIVESMATTERのハッシュタグ分析。
・自身のアドボカシーの#を開発する。

5
ポップカルチャーと

アドボカシー
の出会い

・ポップカルチャーとアドボカシーの関係性を理解する。
・自身と関係するポップカルチャーを決める

・ハリーポッターの分析
・自分のアドボカシーを伝えるために、どんなポッ
プカルチャーを使用して多くの人に伝えるかを考
える

6 変化のために
行動を起こす！

学んだことをもとに、SNS上でアドボカシーするための最終
計画をする。

・いくつかの観点をもとに、オンラインで発信する
計画を立てる。

DCRP「政治・社会参加」モジュールの概要
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変化（アドボカシー）はどう起こるの？

どうやったらバズるの？

ツイートしよう

A

B

C



【実際に行った授業： 】
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変化（アドボカシー）はどう起こるの？

A



今、学校生活や日々の生活(例えばアルバイト)のことで、
「腹立たしいこと・ムカつく・やめてほしい・変えてほし
い」ことをたくさん挙げてみよう！ わがままでOK!
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お小遣い少ない

店長が私の事を下の名前で呼んでくる



1-----------2----------- 3-----------4
わがままだ！ 主張だ!

なぜ坊主にしなきゃいけないの？

動画を見て次の３人の発言は「わがまま」か
「主張」か４段階で評価し、理由を書こう！

15

なぜ坊主にしなきゃいけないの？ なぜマスクしなきゃいけないの？

動画１：八木くん 動画２：Xさん 動画３：マスパセさん



④#KuToo運動はどのように広がったのだろうか。
動画４をみて答えよう。
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1人が何かしらの意見を述べて共感する
者が増えて広がる

SNSを通してリツイートなどのかくさん
するツールによって広がった
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どうやったらバズるの？

【実際に行った授業： 】B
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BLMでは、どんな投稿があるんだろう。次の # を検索し、ワーク
シートの問いに答えよう。

自分がツイートする「わがまま」を①の中から決定しよう！すでにそうし
た「わがまま」をしている人が作った # があるか調べよう。



BLMのシンボル
を貼ったり BLM関連の動画・音楽を貼る方法もある
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20

ツイートしよう

【実際に行った授業： 】C
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パフォーマンス課題

Twitterで自分の「(腹立たしい・ムカ
つく・やめてほしい・変えてほしい)社
会の制度や価値観に訴えるわがまま」
をつぶやこう!



SNSで自分の「主張(わがまま)」を呟く計画を立て
よう！

・皆さんの名前は非公開で
本当に呟きます。

・北川が代わりに呟きます。

・フォロワーは、現在36名
います。
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＠Ourvoice2021
是非フォローしてください



実際の生徒のツイート

【リプ】【高校生】

とても参考になるご意見をありがとうございます！
確かに進路の紹介、資料等があればより多くの選
択肢を得られますね。
例えば、全国全ての学校や図書館に資料の手配
をしたり、電話やSNS上で進路専門相談窓口が
広まると大きな力になれるのではないしょうか？
😉😉

【リプに対する返信】
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ツイートを次の規準から振り返ろう！

１.政府・社会の制度・価値感を変えるツ
イートになったか？

２.より多くの人に見てもらうツイートになっ
たか？

→次につぶやくならば、どこを変えるか？
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コスト（時間・お金・労力）が格段に下がるから。実際に日本
でもオンラインの政治参加については、他の参加形態に比べて
参加格差が相対的に小さい（蒲島・境家、2020)ことが指摘さ
れている。

（参加に意味を見いだせない子どもらが日常的に体験しがち
な）希薄化した参加システムから政治的応答性のある参加シス
テムへと変容するから

政治参加に意味を見出さない生徒のための教育
にデジタル・シティズンシップ概念を取り入れ
るのが重要な理由

すでに子どもたちは、社会とつながっており、それを
認識・振り返らせることができるから
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難しさ（２）：集団的極化の問題

•集団的極化（＝部族化）の問題

「インターネットのコミュニケーションが問題をあ
おり続けているのだ。
（バートレット、2018：p.67)」
＊背景：自身の趣向に合わせてカスタマイズされる
SNSの特性

→自己正当化の増幅・他集団の排除による
社会的分断の可能性

難しさ：部族化問題
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どのように解消したらいいか？

カーネマンの研究

人の行動には「システム１」と「シス
テム２」が存在し、このシステムが人
の行動をつかさどっている
システム１：反射的感情的な思考
システム２：時間がかかる柔軟な・

論理的思考
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Digital Civics Toolkit

• ３名の研究者が中心になって，Youth Participatory Politics 
Research Network（若者の参加型政治の支援を目的にした研究
プロジェクト）による実証調査やプログラム開発の成果から
Digital Civics Toolkitを開発した。
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Carrie JamesErica Hodgin Sangita Sherastova

若者向けデジタル市民学
習の普及・影響力に関心

若者の生活におけるデジタル
の市民・道徳的側面に関心

社会文化，政治経済を変革する，
市民としての想像力に関心

参考：https://www.digitalcivicstoolkit.org/about-us



Digital Civics Toolkit：
教材集としての構造

• Digital Civics Toolkitは５つのモジュールという15-20時
間ほどの活動の集合体からなり，各モジュールの間には緩やか
な順序性がある。

• ＊緩やか：一部の活動を飛ばしたり，ピックアップすることが
可能。
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問い
番号 設定された問い アクティビティ題目（分）

①

市民的課題についての対面
形式の対話とオンライン形式
の対話を巡る機会と課題とは
何か？

長所と短所：対面形式の対話とオン
ライン形式の対話（45分）

②
ネット上の市民的課題につい
ての議論の良し悪しはどのよ
うなものか？

ここで何が起きた？市民的課題につ
いてのオンライン上の会話を間近で
見る（30〜45分）

③

市民的・論争的課題について、
私たちはどうすれば良いオン
ライン形式の対話を実現でき
るか？

オンライン形式の市民的対話につい
ての戦略（30分）

対話の場に入る：様々な対話戦略を
試してみる（45〜50分）

良いオンライン対話のための条件づ
くり：規範とガイドライン（45分）

31

モジュール：「Dialogue」の全体



アクティビティ 主な発問・活動指示
良いオンライン対話
のための条件づく
り：規範とガイドラ
イン

１.自分が頻繁に使用したり、訪問したりするアプリ、
ソーシャルメディアサイト、またはその他のオンラ
インサイトの公式コミュニティガイドラインを調べ
る。
２.自分が選んだコミュニティのガイドラインを読み
ながら、「あなたはどのような原則やガイドライン
に同意しているか、または重要だと感じているか？
その理由は何か？」などの質問について考える。

３.クラス全体として、オンラインサイトの公式ガイ
ドラインを見ることから得られた主な洞察を振り返
り、自分たちのオンラインネットワークにおける非
公式な規範を考える。

市民的・論争的課題について、私たちはどうすれば
良いオンライン形式の対話を実現できるか？

Home | digitalcivicstoolkitを参考に発表者作成
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https://www.digitalcivicstoolkit.org/


具体的な活動例：Twitterのガイドライン

• セキュリティ
• プライバシー
• 信頼性
• 強制的対応および異議申し立て
• 動画コンテンツでのサードパーティー広告

Twitterルール
Twitterの目的は、公共の場における会話に寄与することです。暴力、嫌
がらせ、およびその他の類似行為は、ユーザーの自己表現を抑制し、そ
の結果、世界中で行われる公共の会話の価値を下げることになります。
Twitterでは、すべてのユーザーが自由に、安心して公共の会話に参加で
きるよう、ルールを設けています。

https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules#より発表者引用
33

https://help.twitter.com/ja/rules-and-policies/twitter-rules


システム１の独走による
社会的分断をいかに乗り越えるか

「Dialogue」Q3アクティビティ3の特徴：
SNSの公式ガイドラインを参照することを通して、
自分たちのクラスの独自のオンライン上の対話
の規範を作成している
•意義：デジタル空間を感情的な思考だけでなく，
柔軟で論理的な思考も併せ持つ場にしていく

•示唆：システム２を構築するデジタル市民を教
育することによって、社会的分断を乗り越える
１つの方略となる
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おわりに

•デジタルによる政治参加を止めることはできない。
デジタルによる政治参加を前提にした教育にリデ
ザインする必要性

•デジタルによる政治参加を促すことで、政治的不
平等を是正する可能性がある。

•集団的極化を防ぐために、自らの発言やデジタル
社会での発言を振り返る、システム２の思考を促
す実践も補っていくことが重要ではないか。
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