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はじめに 

 
高校生 100 人委員会の政策提言活動は、私ども教育支援協会にとって、NPO 活動の一つ

のメルクマールとなりました。 
教育支援協会は日本で最初の NPO として設立されたこともあり、その代表者として、40

歳代から政府の様々な審議会などの委員を委嘱され、政策議論に参加してきました。しかし、
多様な教育現場に身を置いて感じるものと、審議会の委員である「有識者」という方々の議
論に、多くの場合、違和感を覚えておりました。ここ数年、中教審などの入試改革や高大接
続の議論を聞いている中でも、「なかなかいい議論だな」と思うところもありましたが、「そ
こはどうかな？」と思うところもありました。 

そんな時、18 歳選挙権が認められ、次代の主権者である高校生の政策提言活動がここ数
年活発になっていることもあり、「当事者である高校生の意見を入試改革に反映したら」と
いう企画が生まれました。 

確かに、「現場の声」というのは多様で、かなりいい加減なものもあることは事実です。
私も色々な高校生の政策提言活動の現場に足を運びましたが、その多くは東京圏の高校生、
それも普通科進学校の高校生たちだけの議論で、「これを高校生の意見というのもどうかな」
と感じたものです。 

そこで、全国各地の普通科だけでなく、総合学科や通信制高校、現在は不登校状態になっ
ている高校生で入試改革の議論できれば、少しは時代の「空気」を反映した、学習者主体の
高校生の政策提言活動ができるのではないかと考えたのです。もちろん、その提言がそのま
ま政策になるのではなく、中教審などの入試改革や高大接続の議論の参考になるだけでも、
１８歳選挙権時代の反映となるのではないかと思ったのです。大切なことは、当事者である
高校生の意見に、政策議論をしている過程で耳を傾けたということです。 
今回、ここに提言をまとめることになってわかったことは、参加した高校生たちがこの活動
を通して多くの「学び」を獲得し、その「学び」が提言を深いものにしたことです。そのこ
とは、政策提言活動を行っている私ども教育支援協会の政策提言活動の在り方について多
くの示唆を与えてくれました。 

今回の企画の実現するためには、本当に多くの方々の協力をいただく必要がありまし
た。全国の高校生が一堂に会するための資金を提供いただい方をはじめとして、受験を目
の前にしている高校生たちをこの活動に送り出していただいた保護者の皆様、提言をしっ
かりと受け止めていただいた文部科学省の方々など、この活動を支えていただいた方々は
数知れません。それらすべての皆様に感謝申し上げ、私の挨拶といたします。 
 
 
 

ＮＰＯ法人教育支援協会 
 代表理事 吉田博彦 
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 昨年の 12 月に活動を開始した全国高校生 100 人委員会。 
 約 1 年間の活動期間を経て、ようやく文部科学省に高校生の提言書を届けることができ
ることが大変喜ばしく、そして高校生の頑張りをとても誇らしく感じております。 
 この全国高校生 100 人委員会には北海道から沖縄まで全国各地の高校生が参加し、面識
のない相手と LINE や Popcorn という ICT ツールを活用し、「熟議」を重ねてきました。
もちろん、全国各地から参加者が東京に集まり開催した、「全国会議」での対面の熟議や
交流がこの活動のクライマックスであったことは紛れもない事実ですが、やはりそこにた
どり着くまでの「プレ会議」期間こそがこの活動の真髄であり、新しい学びの形を示すこ
とが出来たモデルケースであったと実感しています。 
 LINE に代表される ICT ツールは、ともすると教育現場では敬遠されがちなツールであ
ることは周知のことです。しかし、そのツールをいかに使いこなし便利に使いこなすか、
会えない距離や時間を越えて自分のことを発信し、相手のことを理解し合い、議論を深め
ていけるか。高校生にとってはもちろんのこと、事業を運営する事務局にとっても未知の
挑戦でした。 
 結果として、この活動では見事に LINE、Popcorn を活用し、この提言書を纏め上げる
ベースを作り出しました。一見すると困難にも思われたこの挑戦を高校生は時にぶつか
り、悩み、苦しみながらも成し遂げ、見事に ICT を活用した新しい学びの形が、距離や時
間、環境の違いを超えて協同的な学びの場を生み出す潜在力があることを証明したので
す。 

活動の初期は「熟議」に対する理解を深めることから始め、徐々に ICT の活用や活動時
間の制限など、必要なルールを熟議しながら作り出しました。時には地方参加者同士が方
言で発言しあう為に、方言を禁止すべきなのではないかという議論まで生むこともありま
したが、次第に高校生間の自治が形成され、活動が高校生主体で動き出したのです。最終
的には有志の高校生が「運営委員会」を形成し、全国会議の運営やこの提言書の取りまと
めに向き合い続けここまでたどり着くことが出来ました。 
 このように、この活動は幾多の挑戦の連続でした。⻑かった挑戦を経て完成したこの提
言には、これからの日本を文字通り担う若者の社会に対する願いと希望が込められていま
す。それは、決して自己のためではなく、後世を歩む後輩たちによりよい社会を残したい
という利他の精神を感じます。 

 ところで、この活動に参加した高校生をここまで動かした原動力は一体どこにあった
のでしょうか。忙しい高校生活・受験勉強の合間を縫って、それでもあきらめずに活動し
てきたのはなぜなのか。それはひとえに、「文部科学省に自分たちの政策提言を届けるの
だ。より良い社会を作るのだ。」という、共通のぶれない、熱い、大きな目標が彼らを動
かし続けたからだと確信しています。 

この彼らの熱い想いが皆様の心に届き、この国の 
未来への希望の架け橋となれば幸いです。 

 
       ＮＰＯ法人教育支援協会 

理事・事業部⻑ 鈴木菜津美 
  



3 
 

全国高校生 100 人委員会が始動してから、私は、北は北海道から南は沖縄まで飛び回り
ました。日本列島は細⻑く、亜熱帯から亜寒帯まで様々な気候があります。同様に、東京・
沖縄・九州・東北・北海道・広島のそれぞれのプレ会議で出会った仲間たちも実に多様でし
た。高等専門学校や通信制の高校に通う仲間、経済的な理由で学校を去った級友を持つ仲間、
東日本大震災の経験を涙を流しながら話をしてくれた仲間・・・。私たち Comm100 のメン
バーは皆、こういった仲間の多様性を尊重しながら、互いに考えを共有し合い、何度も何度
も熟議を重ねました。また、教育のプロフェッショナルの方たちからもアドバイスを頂き、
考えの幅を広げて深く思考しました。 

この提言は、これからの時代を担う高校生の強い思いを形にしたものです。教育を受けて
いる当事者である私たち高校生も教育改革に参画できることに幸せを感じると共に、この
教育改革が大成功となることを私は信じています。 
 

共愛学園高等学校 3 年 糸井あかり 
 

私たちがこの全国高校生 100 人委員会を始動して早 1 年、今このような形で文部科学省
の方々に政策提言ができることを大変うれしく、そして誇りに思います。 

今考えてみると、今までのこの活動の歩みは決して簡単な事ではありませんでした。私た
ちは主にオンラインで熟議を進めてきましたが、話している相手の動作や目を見ずに話し
合うことは特に難しかったように思います。しかし、私たちはそんな環境でも相手の話にし
っかりと耳を傾けて“聞く”という動作を大切にすることで、お互いの意見の理解に努めまし
た。そうすることでメンバー間に協調性が生まれ、日に日に熟議の内容も深いものとなりま
した。 

今日ここに提出する政策提言は、私たち高校生がそのような困難を乗り越え熟議をして
深めてきたものの集大成です。提言の中に詰まっている私たちの教育・社会に対する思いを
一つの大きな意見として受け止め、これからの教育改革に役立てていただければ幸いです。 
  
 

捜真女学校高等学部 3 年 金子汐里 
 

 
活動が始まった去年の 12 月から早 1 年弱が経ち、僕らの努力がそして熟議の結果が立派

な姿になったこと、とても感慨深いです。苦しんだ日々も報われた気がしています。 
この活動の中で僕は教育で日本を動かし、日本のこれからを見ている大人たちに挑戦し

たい一心でやってきました。きっと大人たちには見識では大きく水を開けられているでし
ょうが、日本各地からの高校生の意見を集めたこの提言にはこれまでなかったような自由
で多様性に富む発想が詰まっていると僕は確信しています。 

これから続いていく提言の１つ１つが決して夢物語などではなく、日本の教育を憂う高
校生の真摯な願いであることをどうか理解してくださり、受け止めてくだされば幸いです。 

  
 

筑波大学付属駒場高等学校 3 年 小嶋大生 
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1. まとめの提言 

 
 私たち全国高校生 100 人委員会では以下の教育・入試制度を提言します。 
 
  【目指す教育】 

① 知識や技能を生かす、想像・創造力や 
論理的思考力を育む能動的で総合的な 
学びが出来る教育 

② 多様性を尊重し互いを思いやる教育 
③ グローバル化に対応できる教育 
④ 誰もが平等に学べ、夢や希望を持つことが 

出来る教育 
 

 【求める入試】 
① 受験者の能力を多面的・総合的に評価する入試 
② 生徒の多様な努力の成果を評価する入試 
③ 生徒の研究活動が入試やその先の大学や社会に出てからも生かされる入試 

 
これらの提言の基には、 
私達が実現したい社会があります。 

 
 
 
 
 
 
それは、現代の社会に起きている、または将来起こりうる複雑な問題を発見し、解決す

ることのできる主体性を持った社会。そして、一人ひとりが利他の心を持ち、世界レベル
で多様性を尊重し合い協働できる豊かな社会です。 

 
この提言が私達の目指す社会の実現に向けた 
第一歩になることを願っています。 
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1．①熟議グループ毎の提言 

−英語教育グループ提言− 
 
【目次】 
１．提言事項 
２．現状とその問題点について 
３．提示した提言の詳細について 
４．まとめ 
 

１．提言事項 
       ① ディスカッション、プレゼンテーションの機会を授業で設ける 
       ② 大学入試にスピーキングを取り入れる。 
        

２．現状とその問題点について 
現状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このデータは普通科に通う高校 1〜3 年生、計 56 人にとったアンケート結果です。 
たった 56 人にとったアンケートですが 7 割以上の生徒が英語に苦手意識をもっています。 
《得意だと思う人の理由》 
・外国に行って自分の英語が通じたから。 
 
《苦手だと思う人の理由》 
・苦手意識が離れないから。 
・外国の人と話す機会が少なく、自分の英語が通じるのか分からないから。 
問題点 
得意だと思う人と苦手だと思う人の違いは、英語が通じる楽しさを知っているかどうか、自
信があるかどうか、だと考えられます。 
  

28%

72%

英語が得意だと思うか、苦手だと思うか

得意

苦手
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３．提言の詳説 

・ディスカッション、プレゼンテーションの機会を授業で設ける。 
授業でインプットしたものをアウトプットするため、人前で英語を話すことに対する苦手
意識の払拭、そしてこれからの社会で大切になるディスカッション、プレゼンテーションの
力をつけるためと言う点で提案します。 
 
・大学入試にスピーキングを取り入れる。 
大学がスピーキングを求めていないから授業でもスピーキングが少ないと考えます。大学
入試で「書く・聞く」のみではなく「話す・読む」の試験も取り入れ、日常会話や思考力を
問う試験にすることを提案します。将来求められるものは「書く」より「話す」力だと考え
ました。 
英語も日本語同様耳から学ぶことが大切だと考えるため、授業にリスニングを取り入れる
ことも提案します。 
 
上記のほかにも以下を提案します。 
・英語教師の採用基準を上げる。また、ALT に採用資格を導入する。 
英語教師でもまともに英語を話せない教師、教師のレベルより生徒のレベルのほうが高い
という現状があります。 
また、ALT の採用についても ALT になるための資格を設け、さらに英語が伝わる楽しさを
知る一歩となるため、１校に一人以上の ALT を確保することも求めます。 
 
・留学制度の拡充。 
高校生のうちに実際に外国に行って native な英語に触れ、英語が伝わる楽しさを学び、他
国の文化に触れる機会を学校側がもっと提供し、サポートすることを提案します。 
日本の学校と他国の学校とが提携を結び、交換留学のような形を作り、異文化に触れたり、
同じ年代の人たちとコミュニケーションをとる機会となる。 
しかし、お金がかかってしまうので学校側から奨学金についての紹介、国が留学費の免除、
文部科学省による留学専用サイトの設置などが必要です。また、留学しても一定の単位をと
ればそのまま進級できる制度も検討する必要があります。 
さらに、自分の英語力を試したり、自信につなげるため、英語で話す１つの場として提供す
るために、文部科学省主催の英語関連イベントの実施を提案します。授業外で英語を話す場
の提供が必要です。 
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・習熟度別クラス、飛び級の導入や先生の配置について。 
自分に合ったレベルで授業を受けることができるようにするために提案します。さらに、授

業中に質問しやすい環境を作り「分からない」をそのままにしないため、教員も生徒 1 人
1 人のことをきちんと見るために、１クラス二人の先生配置を求めます。 

 
・塾に行かなくてもよいシステムを構築するため、先生方の負担を軽減する。 
放課後に気軽に先生にわからないところを聞きに行ける環境の整備や、授業外で希望者向
けに講座を開講できる環境の整備を提案します。金銭的な負担を減らすだけでなく、塾と学
校に通うことで生まれる時間の削減のためにも必要だお考えました。 
そのため、授業以外の負担が大きいと授業の質が下がるため、授業以外の負担軽減も提案し
ます。部活動は外部講師を呼ぶなどすれば、各競技のインストラクターの仕事の需要も増え
ると思います。 
 

４．まとめ 
これから国際化が進む中、世界の人口は増えますが日本の人口は減っていき、日本語の

話者は 1％を切る時代が訪れます。日本がこれから世界で通用していくためには、英語は
必要不可欠ですが、大人になってから英語を取得することはとても困難です。小学生のう
ちから英語を身につけるだけでなく、中学生になって座学に偏った授業の影響で、苦手意
識に変わらないように、active な授業を展開することが大切です。英語を日本語訳した
り、椅子に座って教科書を写したり、問題を解いたりする事は家でもできます。せっかく
学校という同じ学年の人が集まり、共に学べる素晴らしい場では、ディスカッションやプ
レゼンテーションテーションのような学校でしか出来ないこと、active な授業が中心の教
育になる事を提案し、願っています。人前で話すことを恐れず、世界で通用する大人にな
るために、日本人全員が日常会話レベルの英語が話せるようになる未来を希望します。 
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−格差・学歴グループ提言− 
【目次】 
１．提言事項 
２．現状とその問題点について 
３．提示した提言の詳細について 
 

１．提言事項 
 私たちは、入試改革以前の奨学金問題を始めとした様々な問題について考えてきまし
た。メンバーの中には実際に大変な思いをしてきた人もいます。メンバー自身の経験も含
んだ高校生の「実情」を元に、下記の問題に向き合った提言をしたいと思います。 
      ① 奨学金問題 

② 地域的問題 
③ 偏見の問題 

２．現状とその問題点 
①奨学金問題 
奨学金制度の情報が入手し難い 

高校生からは、奨学金について「情報が少ない」「もっと早く知っておけば、自分の将来
を諦めずに済んだのに」などといった声が上がっている現状があります。自分達が奨学金に
関する情報をきちんと把握することも大切ですが、学校や奨学金を出す側が積極的に知ら
せることも必要だと思います。 
 
奨学金給付基準の偏り 
 奨学金給付基準がかなり成績面に頼りすぎている部分があると考えました。学力は給付
する上で重要な基準ではありますが、学力以外の能力といった人物本位での給付を検討し
てもよいのではないかと考えました。 
 
②地域的問題 
首都圏居住者とそれ以外の居住者との格差 
 大学が多く集まる首都圏から遠い地域に住んでいる人にとって、オープンキャンパスや
受験に行くだけでも莫大な費用がかかり、訪問することのできる大学が限られてしまいま
す。移動や宿泊の費用の支援だけでなく、大学との接点の格差を埋める取り組みが必要です。 
 
教育設備・環境の格差 
 教育施設、特に学校の周辺に基地問題などの環境問題を抱えているところと、そうでない
ところには大きな差があります。基地の周辺の学校では、昼間はヘリコプターや飛行機など
が飛び交い、授業がたびたび中断されています。騒音対策なされていない学校には援助が必
要だと考えられます。 
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③偏見の問題 
 障がい者に対する偏見 
障がい者＝かわいそうな人 という偏見が社会に根強く残っている。 
 
 いじめ、不登校 
学校でおきているいじめや不登校は、クラスの中で大多数のクラスメイトと少しでも違う
ことを認めない風潮、偏見原因となっていると考えました。 
 
④心の貧困問題 
「心の貧困」とは親や子どもの心に余裕がないことで、周りとの関係が疎遠になってしまう、
教育環境を悪化させてしまう根本的な原因の一つであると考えます｡「心の貧困」に陥るこ
とで自己肯定感が低くなったり､大人であれば自分に余裕がないために子どもに手をあげ
る､”手を出す”などの目に見える「心の貧困」のサインをも出すことができず､１人で寂しさ
や苦しさを抱え込んでしまうなど教育以前の問題につながると考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．提示した提言の詳細について 
①奨学金問題 
・奨学金制度の情報公開の促進 

《Web サイトの設営》 
  あらゆる奨学金制度の情報を一挙に集めた、公的な Web サイトを設営します。 

 
  このサイトを設置し、奨学金制度利用希望者が閲覧することで、奨学金に関する情報
が全て入手できるので、選考が複雑な奨学金や、募集期間が短い奨学金に対応することが
できます。 

 
・夜間大学の活用 
 奨学金の給付基準が成績面に偏っている問題に対して、基準の変更に加えて、夜間大学
の活用というアプローチがあると考えられました。夜間大学は授業料が安く抑えられ、昼
間に働くことができるので、奨学金を希望している人にとっては有効な手段です。夜間大
学が普及した高度経済成⻑の頃とは設置の意味合いが異なってくると思いますが、奨学金
制度の新たな解決策として提案したいと思います。 
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②地域的問題 
・ICT を活用した会場、サテライト会場の設置 
 遠方からの受験者に対応した試験を実施します。受験者の移動・滞在費用が抑えられま
す。抑えられた費用で、希望する大学が実施する全てのオープンキャンパスに行くことが
できると考えました。 
 
・教育設備・環境の配備 
 学校周辺に基地がある場合、騒音対策をする必要があります。窓を閉め切ったままでも
授業ができるように、エアコンをいつでも稼動できるようにする必要があります。また、
騒音の原因となる、ヘリコプターや飛行機の飛行可能期間を設けるなど、自治体と協力す
る必要があります。 
 
③偏見の問題 
・インクルーシブ教育 
 障がいのある子もない子も一緒に同じ教室で授業を受ける中で、多様性をお互いに認め
合う価値観が形成されていくと考えました。違いを個性として認めるような姿勢を持った
人が生まれれば、偏見の問題は少しずつではありますが解消されていくと考えました。 
 
④心の貧困問題 
「心の貧困」の背景は個々によって原因も違うように、とても複雑です｡ただ、それは
「心の貧困」を抱えている人の周囲の環境が影響することは確かです｡少しでもその環境
を良くすることで改善につながるのではないかと考えます｡そして裕福であっても貧しく
ても心に余裕があればそれは起こらないのではないかと考えました｡心の貧困問題を解決
するために安心してなんでも打ち明けられるような密着型の相談所やフリースペース､子
ども食堂など他人と触れ合う､若しくは自分の空間を作ることで心の居場所を作る手助け
になるような場所を増やすべきだと考えます。 
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−授業体制グループ提言− 
 
【目次】 
１．提言事項 
２．現状とその問題点 
３．提示した提言の詳細 
４．まとめ 
 

１．提言事項 
私たち授業体制グループは、これからの教育に「もっと外国について学ぶ場・機会を増や

す。さらには、外国に出た時に対応できる力を身に着ける」ことが必要であると考えます。 
上記の目標を実現するために、具体的に以下のような提言をしたく思います。 

① 第三言語の習得 
② 哲学の授業の設置 
③ 授業にプレゼンテーション、ディスカッションや熟議を取り入れる 
④ 体験型の授業を通して主体性を身に着け夢や目標を探す力を身に着ける 
⑤ より深い課題研究の導入 

 

２．現状とその問題点について 
日本の教育は海外に通用しないのではないか 

グローバル化が進行し、外国人と仕事をする場面も増える中で世界に通用するような教
育が必要になると思います。私たちは、複眼的に物事を考え、国際社会を牽引するリーダー
シップを持つ人を育てる教育が必要であると考えました。そのためには、教師からの話を聞
くだけではなく生徒が主体的に学ぶ授業体制、また、いざ発言や発表を求められた時に自分
の意見が言えるような生徒を育てる授業体制にしていく必要があると私たちは考えます。 
 
将来の夢ややりたいことが見つからない 

学校で学んだことがどう将来に活かすことが出来るか分からない、自分が本当にやりた
いことが分からない授業ではなく、夢や目標、将来のビジョンを見据えていくことが出来る
授業体制にしたいと考えました。そこで、体験型の学びを通して自らやりたいことを見つけ
られる力を養う授業体制について提案したいと思います。 
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３．提示した提言の詳細 

・第三言語の習得 
大学の語学の授業の予習として、または異文化理解のために第三言語を習う授業を取り

入れます。第三言語は、世界で話されている言語トップ３（英語を除く）の中国語・スペイ
ン語・ヒンドゥー語に加えてその他各高校によって用意されている言語の中から生徒が選
択できるようにします。導入することで望める効果は下記の通りです。 

・言語を学ぶことへの関心・意欲向上 
・自然と異文化に触れさせる 
・大学での言語学習の容易化 

 
・哲学の授業の設置 

海外でも実際に取り入れられている哲学の授業を設置することで、望める効果は下記の 
通りです。 

・論理的に説明する能力、道筋をたてて物事を考えられるような 
思考力を身に着けることができる。 

・自分の考えを持つようになり、発信能力もあがる。 
 

・授業にプレゼンテーション、ディスカッションや熟議を取り入れる 
《取り入れる授業の例》 

・社会科目では現代の社会について 
・英語の授業では英語を使って 
・理科科目では実験に対する予想や結果について 
・現代文では詩について 

以上の事柄について、プレゼンテーションやディスカッションをします。また、その学習
の中で賛成派・反対派に分かれて勝ち負けを競うものだけでなく、１人１人考え意見を出
して解決策を導く熟議も取り入れます。これにより期待できる効果は下記の通りです。 

・発信力・発言力・サーチ力の向上 
・哲学で学んだ論理的思考力を実践的に活用する 
・普段の生活の中から問題を探す力を身に着ける 
 

・体験型の授業を通して主体性を身に着け夢や目標を探す力を身に着ける 
《体験型授業の具体例》 
Step1 ・各分野で活躍する講師による講演会の機会を定期的に設ける。 

・興味のある職業や分野についての調べ学習を行う。 
Step2  ・職場体験・気になる仕事をしている人にインタビュー 

(依頼書作成やアポイントメント獲得は生徒が行い、教師はサポートする体制) 
Step3  ・訪問した企業から課題を出してもらいその解決策を考え、実践的な取り組みによ

り体験学習をさらに深いものとする。また、事前に予想していた職場への先入観
と実際に訪問した職場の実体験との違い、⻑所と短所などを分析し、次の職場体
験を行う。 
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Step4  ・お礼状・報告書・プレゼンの作成を行う。課題研究（以下に詳細を記述する）を 
通して興味のあるものをもっと詳しく学ぶ機会を設ける。 

 
具体例のような体験型学習により期待できる効果は下記の通りです。 

・興味のある職業や分野を初期段階から発見しやすくなり、 
それに合わせた大学、学部選択が可能となりより深い学びを追究することができる。 

・夢や目標実現のため学ぶことへの意欲が高まる。 
・企業との交渉や手続きによって社会の仕組みの一端を知ることが出来る。 

 
・より深い課題研究の導入 
一年の中で前期と後期で 2 回の研究週間を作り、生徒は文系・理系問わず５教科の体験型
プログラムに参加します。さらに発見した興味のある教科・分野についてはゼミで詳しく学
んでいく機会を設けます。 
 
《研究例》 
理科：大学の教授などの指導による実験や研究所への訪問 
社会：見学などの校外学習、地域ボランティア 
英語：海外研修、留学生との交流 
国語：取材活動や新聞制作 
数学：プログラミング、数理研究 
 
《ゼミ例》 
月に１回の開講によって必修課程との両立を実現させる。外部からの講師や学校の教師に
よる指導のもと、生徒が興味のあるものについて学ぶ環境を提供する。 
 
上記の例のような、より深い課題研究の導入によって、 

・文系・理系選択の判断材料 
・興味のある分野を発見し、追究する姿勢を身に着ける 
・必修科目との切り替えによって座学におけるモチベーションがあがる 

 
以上の事項を達成できた際の全体的な効果として、以下があげられます。 

・グローバル化に対応し、世界で活躍できる人材の育 
・異文化理解への関心の高い人材の育成 

 

４．まとめ 
これからのグローバル化が進行する社会の中でも夢や目標をみつけ自らが主体となって行
動していくことのできる生徒を育てる授業体制になってほしいと希望しています。 
  



14 
 

―授業内容グループ提言― 
 
【目次】 
１．私たちが考えるより良い社会 
２．私たちの提言【やる気を起こさせる教育】 
３．具体案：課題解決型授業 
４．まとめ 
 

１．私たちが考えるより良い社会 
どんなに荒れ果てた社会であっても教育がしっかりしていれば、やがて教育を受けた子

どもたちが成⻑し、より良い社会を創りあげてくれます。教育は社会の基盤です。 
私たちは、平和で治安が良く危機管理が出来ている社会、若者とお年寄りが共存し、子ど

もがのびのびと生活できる社会、経済が安定しており誰もが平等に教育を受けられ、夢や希
望を抱くことができる社会、保障が充実し国⺠が幸福だと実感できる社会、知識産業が盛ん
で資源が少ない日本でも富を創り上げることが出来る社会、グローバル化に対応できる社
会。こんな社会にしたいと願っています。そして、こんな社会にするための教育にしたいと
私たちは授業内容について「知識の詰め込みだけではなく、発想力や論理的思考力を育む教
育」にしたいと熟議を深めてきました。 
 

２．私たちの提言【やる気を起こさせる教育】 
かつてのように教育を受けられる生徒が限られていた時代と違って、現在はほとんど誰

もが教育を受けることができます。一方、学習意欲は決して以前ほど高くありません。それ
どころか何の為に学習をするのかという理由が見えないと学習意欲は低減してしまいます。
そこで、総合的な学び・教科横断を必要する学習を取り入れることを提言したいと思います。 

 

３．具体案：課題解決型授業 
これまでの通常の授業に加えて、週に４時間（２時間×２）、生徒主体の問題解決の授業

時間を設けます。 
《具体例》 

１．現在の社会問題を見つけます。 
   ねらい：①問題発見能力が養われます。 
       ②社会を見る目が養われます。 
       ③問題を発見するための基礎的な学び（英語、数学、国語、理科、社会、

体育等）への意欲を高めさせます。 
  



15 
 

２．１で見つけた社会問題の解決方法を考えます。 
ねらい：①問題解決能力が養われます。 

②これまで行われている授業内容が重要であることが確認させられます。 
③社会問題の解決の過程を通して、数学や科学・英語や社会などの知識が 

必要になることによって、普段の授業の意味を理解させ、学習意欲を高 
めさせます。 

３-１．社会問題の解決方法を導き、プレゼンテーションします（国内編） 
    ねらい：①情報と解決方法の共有ができます。 
        ②自分の考えを人に伝える訓練になります。 

③大勢の人の前で自信を持って自分の意見が伝えられるようになります。 
 ３-２．社会問題の解決方法を導き、プレゼンテーションします（国際編）       

ねらい：①英語でプレゼンテーションするので英語力を伸ばすことができます。 
普段の英語の授業での学習意欲を高めることができます。 
②プレゼンテーションには質問があるので、それに応えるだけの理解を
深めることにつながります。 
③異文化コミュニケーションを通して、文化の違いを乗り越えた人間関
係を構築することができます。 

 
 
 
 
 

４．まとめ 
 以上に提言した授業を実施することによって、生徒が学ぶ意味を理解することができ、意
欲的に学ぶようになると思います。さらに、発想力や論理的思考力を持った人材の育成が期
待できます。 
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―授業の制度・本質グループ提言― 
 

【目次】 
１． はじめに 
２． 学びたい意欲を叶える教育 
３． ふるさとに関する授業と入試 

 

１．はじめに 
私たちは中等教育の授業の種類、学科が分化される必要があると考えています。日本にい

る学生の能力やバックグラウンドは、一人一人異なっています。持っている能力や住んでい
る地域、興味のあることや叶えたい夢によって受けて然るべき授業の内容は変わってくる
はずです。少子化が進んでいることや、教育にかかる国のコストが大きくなることを考える
と、教育体制を分化させることは難しいのかもしれませんが、現在の状態よりもいくらかは
分化させてほしいと私たちは考えています。 
 分化の筋道について、「学びたい意欲を叶える」という視点と、「地域問題に取り組む」と
いう視点の２つから考えてみました。いずれも私たちが特にあってほしいと願う教育の形
です。ご検討ください。 
 

２．学びたい意欲を叶える教育 
《概要》 
普通科高校の一部を特進科高校（仮称）、中学校の一部を特進科中学校（仮称）とし、現在
学んでいる内容を、現在よりも短期間で学ばせる中等教育機関を創設します。 
 
《根拠》 
 序文でも述べましたように、学生の能力やバックグラウンドは、一人一人異なっています。
理想は生徒一人につきその個性に応じた一パターンの教育を用意することですが、実現性
がないことは明らかです。しかし、現在の学科の分類はやや大雑把であるように思えます。
下の表は、文部科学省の HP から引用した「高等学校学科別生徒数・学校数（平成 27 年 5
月）」を示したものです。 
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この表によると、職業学科はある程度分化されており、学生が志に応じて自分に合ったも

のを選べるようなっていると思われます。しかし、普通科高校は全体の７割以上を占めてい
るにもかかわらず、一つの学科としてまとめられています。学校によって取り扱う内容の水
準に差があるとはいえ、全国の高校生の７割もが、持っている能力を異にしているにもかか
わらず、同じだけの時間をかけて同じ程度のものを学ぶというのはおかしな話です。 
 憲法２６条には、国⺠が「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と
記されています。高いキャパシティを持った生徒たちが早く高等教育を受けられるように
するため、特進科高校及び特進科中学校は必要です。 
 
《具体例》 
 現在ある中学校・高等学校の１〜２割を特進科学校とします。特進科中学校、特進科高
校ともに、現在３年間かけて教えている内容を２年間で教えてしまうものとします。卒業
試験を設け、２年間在学の後にそれに合格することができれば、一般の学校を卒業した時
と同じ資格を得られるようにします。つまり、次の教育期間を受験できるようになりま
す。合格できなかった場合は留年としますが、単位を落とさずに３年目の通学をすれば、
必ず卒業できるものとします。 

こうすることで、中等教育を最短４年間で終えることができるようになり、学ぶ意志と
能力のある生徒がより早く高等教育を受けられるようになります。また、特進科学校に進
学した生徒が普通科学校に生徒よりも進学が遅くなるということはありません。 
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 この案は、「夢をかなえるため、早く高いレベルの勉強がしたい。」「早く大学へ行きた
い」という、私や私の友達の声をもとに考えたものです。学びたいという私たちの意欲を
満たすことができる教育の形だと思います。 
 
 この教育制度は諸外国で採られている飛び級制度と違って、集団意識、仲間意識を育むこ
とができます。日本人は集団への帰属意識が強いと言われますし、それは日本人の美徳で
あると考えています。同じ教室で仲間と共に学び、切磋琢磨する。そんな日本人らしい心
を忘れずに、中高生が自身の能力を高められると思います。 
 また、現在の教育制度の良い点は、高校生の７割が同じ内容を学ぶことにあります。社
会的な常識が内容的な正しさを伴って形成され、日本人の国⺠意識を定着させることがで
きているのではないでしょうか。ならば、教育制度を変える際、生徒によって学ぶ内容が
異なるのではなく、学ぶペースが異なる状態にしたいと考えました。 
 
《想像される良いこと》 

・学びたい意欲と能力を持つ学生に、学びの機会を与えることができます。 
若くして高等教育を受ける学生が生じれば、その柔軟な頭によって、これまで未解
決になっている研究や社会問題の解決方針を見つけられる可能性もあります。 

・一部の学校から学年が一つ減ることになるので、教育にかかる人件費を削減するこ 
とができます。 

・高等教育機関に入学したのち、学生がそこで学ぶ期間を⻑くすることができること 
から、学問が共軛不能になっている状況を緩和できる可能性があります。 

 
《想像される問題》 

・大学に入学した後、普通科高校卒業の生徒と特進科高校卒業の生徒の間に優越感・ 
劣等感による軋轢が生じる可能性があります。 

   ⇒現役生・浪人生が現在の大学で同時に学べていることを考えると、それほど大き
な問題とはならないと思われます。 

・少子高齢化に加え、地方の市町村から都市に人口が流入していることを考えると、 
特進科学校が都市部に集中する可能性があります。 

   ⇒「高等学校が５校以上ある市町村では、１割以上を特進科高校とする」などとい
うように、地域における特進科学校の最低数を規定する必要があります。 
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３．ふるさとに関する授業と入試 
《概要》 
・授業：自分のふるさとについて考える授業 

地域の課題に対する解決策を考える授業、実際に総合学習のひとつとして地域活
動に参加する、などです。 

・入試：ふるさと入試（仮称） 
授業で自分の『ふるさと』について考える機会が増えれば、そこから、将来的に
大学を出たあと、自分の地域のために何ができるかを考えることが可能になりま
す。ふるさと入試（仮称）ができれば、大学で学んだこと 
を（地元、もしくは地方に戻ることを絶対として）地域が抱える課題を解決する
なかで、生かしていきたいかを述べる入試が実行可能となります。 

 《根拠》 
・地域の過疎化、都会の過密化は、教育にその解決策となる具体的な授業と入試を 

取り入れれば、将来的に今ある過疎化過密化という状態が変わっていくと思われま
す。 

・閉鎖的な視野で進路を決めていく（決まったレールに乗っている現状）ことが続け 
ば過疎化過密化は解決できないと思います。 

・流れ出ていくだけ、集まり続けるだけの現状を打開したいです。まずは知ること、 
学ぶこと、最終的にはその問題と自分自身で向き合うこと。 

 
そもそも過疎化過密化を解決した『理想の状態』とは各地域の人口バランスが取れている

状態です。地方の街なら、人手が必要です。そこのバランスをとるためには役所や自治体
や大人が働きかけるのではなく、それに応える教育から変えていくべきです。 
  
《想像される良いこと》 

・まず最大の問題である、地域過疎化、都会過密化の問題の解決。 
・少数でもそのような動きが見られれば、地域全体の動きが変わってきます。 
・地方中小企業の雇用の増加が期待されます。 
・上記の理由から、新しいものが生まれていきます。 

  ⇓ 
地方の活性化につながります。 

  
《想像される問題》 

・この考え方は、地方で育った若者は地方に貢献すべきである、という固定観念で 
教育を進めていくことになり、入試もそこまで変わると、考えを押し付けているの
が否めなくなります。 

 
先程も述べたように、まず、知ることから、行動までうつさなくとも、知ってそこから考
えるだけでも、地域過疎化の問題と、将来的な都会の過密化は防げるのではないかと私た
ちは思います。 
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―大学入試制度グループ提言― 

 

【目次】 
１．提言事項 
２．提示した提言の詳細 
３．まとめ 
 

１．提言事項 

私たち大学入試グループは、これまでの日本の教育の利点を生かし、新たな時代を切り拓
く新たな教育システムが必要だと考えます。また現代社会では、経済格差＝教育格差になっ
ていると思います。経済的な理由で学びが中断されないためにも、誰もが平等に大学入試を
受けることのできる環境づくりも必要だと考えました。 
上記の目標を実現するために、大学入試について以下に記述する 3 項を提言します。 

① 学力＋αの入試 
② プロセスを重視した入試制度 
③ 誰もが平等に受験することのできる大学入試 
 

2．提示した提言の詳細 
①学力＋αの入試 
《概要》 

現在の大学入試センター試験ではかることのできる能力（ここでは私たちは「学力」と呼
びます）のみの評価ではなく、高度な学習能力や学校内外で行ってきた研究活動等の評価
「α」を加え、個人の能力や努力を多面的に評価する入試のことです。 

まず、入試の種類を以下のように、学力を基本軸・αを応用軸と分類します。応用軸は
A〜C 方式を設け受験者が自由に選択できるようにします。 

・基本軸「学力」：大学入試センター試験の成績 
                             大学入学希望者学力評価テスト(仮称)の成績 

・応用軸「 α 」：A 方式 各大学で実施する学力試験（高度な数学・理科） 
B 方式 創造的な活動 
 ①研究活動（コンクールの成績） 
 ②研究活動（賞などの結果として現れないこと） 
 ③ボランティア活動 
C 方式 体育的活動・部活動 

この基本軸と応用軸の数値からなる直線の⻑さから判定をします。ここでは、αの評価は
各大学・学部に委ねます。 
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《導入により期待できる効果》 

・一般入試と変わらない入試方法でも受験できる一方、最近広がりつつある AO 入試 
に類似した入試方法でもあり、多様な高校生の希望に沿うことができます。 

・どの分野に進んでも対応できる基礎力をつけるとともに幅広い教養を身につける 
ことができます。 

・学校の授業内容が改善され、能動的な授業が増え生徒の主体性、積極性の促進にも 
つなげることができます。 

・自分の興味関心がある分野での活動や夢の実現に向けて活動していることが、 
大学入試によって中断されず、継続して行うことができ、大学入学後も質の高い教育
を受けることができます。 

・想像・創造的な取り組みが活発になり、自然を含めた他者への配慮ができる人間性 
を養うことができ、産業面において知識産業を盛んにすることができます。 

 
②プロセスを重視した入試制度 
《概要》 

1 つの答えがある問題に対して正解・不正解をみることに加えて、正解に至ったプロセス
（受験者がどのように問題を解いたのか、どのような思考方法をしたのか）を重視する入試
です。どれだけ単語を覚えられたのかではなく、どれだけ理解を深められたかを評価し、体
系的な知識や既存の知識を活用する能力をはかる入試制度のことです。一方、プロセスを重
視した入試とは、決められた解がない問題に対してあらゆる情報や手段の中から自分の解
を見つける入試のことでもあります。 
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α
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学力＋αの入試 評価の例

αの能力は高いが学力は低い

αの能力と学力が共に高く備わっ
ている

学力は高いがαの能力は低い
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《具体例①》 
・国語 …知識だけではなく自身の経験などを用いて書く小論文や要約を課す。 
・数学 …計算過程や解答方法も評価にいれる。 
・英語 …読解、英作文、スピーキング、ヒヤリンングの問題を増やす。 
・理科 …実験等の学んだ知識を活用し実証、さらにそれに対する結果と考察を課す。 
・社会科…歴史上に起こった出来事や人物名の用語に加え、 

その出来事がおこった背景や人物同士の関わり等の体系的な知識を必要と
する問題を増やす。 

・教科横断型 
複数の教科を横断し、広い領域の問題を出題する科目を導入する。知識・技
能を活用する思考力・創造力・応用力を評価する。 

 
《具体例②》 

・協働制作等のグループワーク 
グループの中でどのような役割を果たしたか、どのように課題に取り組んだのか
等、 学力の 3 要素の「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度（主体性・
多様性・協調性）」に示されている能力を評価する。 

・小論文（要約含む）や作文、集団討論 
受験者の論理的思考力・表現力・想像力・創造力を評価する。 

・面談 
受験者の熱意や興味関心をより正確に評価する。 

 
《導入により期待できる効果》 

・既存の知識や技能を応用する能力や論理的思考力、表現力、想像力、創造力を 
持った人材を育成することにつながり、現代の社会に起きている複雑な問題を解
決することや将来起こりうる問題の予防につながります。 

・学校の授業でもグループワーク等が充実し、将来社会に出た時にも必要な、主体性
を持ち、他者を尊重し協力する心やコミュニケーション能力を養うことができる
とともに、より視野を広げ深く思索することができるようになります。 

・「面接」ではなく「面談」とし、形式にとらわれず受験者自身大学で本当に学びた
いことをより正確に評価することができます。 
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③誰もが平等に受験することのできる大学入試 
《具体例》 

・受験会場を志望する大学構内だけに限定するのではなく、 
サテライト会場といった地方にいても受験することができる場所を増設する。 

・大学側は大学へのより詳しいアクセス方法をインターネットで公開するなど、 
地方からの受験者への配慮をする。 

・⺠間企業や学生支援団体などに協力を依頼し、負担の少ない宿泊施設を生徒に 
提供する。 

・経済的な理由によって受験自体を断念しなければならない生徒のためにも、 
給付型の奨学金や国の支援制度を充実させる。 

 
《導入により期待できる効果》 

・地方で生活している生徒が、都心で生活している生徒と可能な限り金銭的、 
心理的な不安の差を減らし、平等な状態で受験できるようになります。 

・誰もが学びたいと思ったときに学ぶことができる社会が実現し、夢や希望を 
持つことのできる社会につながります。 

・より多様かつ有能な人材の育成ができ、豊かな社会の構築が望めます。 
 
 
 
 
 
 
 

3．まとめ 
以上に述べた大学入試の実現により教育そのものが改善され、より良い人材の育成・より

良い社会の構築が実現すると私たちは確信しています。 
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−特殊な教育グループ− 
テーマ「共生」 

 
【目次】 
１．なぜ「共生」なのか 
２．私たちの提案する入試の形 
３．FOA 入試の先に 
 

１．なぜ「共生」なのか 
現代の社会には少子高齢化やグローバル化などの様々な問題が山積しています。私たち

特殊な教育グループは、これらの問題を解決していく一つのカギは「共生」であると考え
ました。なぜなら、現代の社会の問題は自分１人で解決できる問題ではなく、周囲の人た
ちと共に取り組むことによって解決へと導くことができるからです。私たちは、この「共
生」のために主体的に行動を起こしていくこと、様々な意見を受け入れていくことが必要
であり、「自ら考えていく力」がとても重要になると考えました。 

しかし考えてみれば、今の私たちの学校での学びの多くが主体的に得るものではなく、
授業も受身の体制が中心となっています。テストに追われて周りを見る余裕がないという
ことも事実です。また、現在の教育制度は受験で勝ち抜くことを目的としているように感
じます。今のままの入試制度では、学生は大学に入るだけための勉強に追われて、社会に
出てから必要とされる「自ら考えていく力」を養う時間がありません。そこで、この「自
ら考える力」を養うために私たちは次のような入試を提案します。 
 

２．私たちの提案する入試の形 
「FOA 入試」 

私たちの提案する入試は Finding Own Answer 入試；自分の言葉で答えを探求していく
入試です。この入試では、例えば提示されたテーマに対して、図書館なども使いながら資
料を集めたり、教科を横断して知識をつなげたりして、自分の言葉で考えをまとめていき
ます。暗記した知識をただアウトプットするのではなく、それを問題解決のためにどう使
いこなすのか、時にはその知識を使って自ら問題を提起していくといった考える力は、大
学やそれ以降にも必要とされるものです。この FOA 入試は、大学入試だけのためではな
く、社会で使える思考力や応用力を養うための「考え、掘り下げる入試」です。 
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３．FOA 入試の先に 
この入試によって、入試で終わりではない、その後の学びを深めることにつながり、知

識を生かしながら「自ら考える力」を身につけることができます。自ら考える力は大学や
社会に出てからのみならず、私たち高校生にも必要とされています。 

その一つが主権者教育です。自ら考えるために、対話やディスカッションを行っていく
ことによって、主体的に考え、表現することが求められるので、高校生の間のでもただ知
識を暗記するだけでなく、一つの答えにとらわれない学びをすることができます。このよ
うな学びを通して多角的な視野を得て、いろいろな立場から考えることができるようにな
ることで、多様性のある社会でもいろいろな考えを生み出し、受け入れること、すなわち
「共生」につながるのです。 

私たちは、この FOA 入試の先に、高校・大学・社会のそれぞれで完結してしまうのでは
なく、生涯を通して「自ら考える力」を養い、社会の中で活かしていくことができる教育が
実現すると考えています。 
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―日本の入試グループ― 

 
【目次】 
１．現代の大学入試の問題点 
２．解決策 
３．課題 
４．提言事項 
 

１．現代の大学入試の問題点 

入試の知識は大学の学びでは使わないのでは 
文系の生徒が高校卒業後に使わない理系の科目を入試のためだけに学ぶことは効率が悪
く、時間の無駄ではないかと考えました。 
 

２．解決策 

小学校から高校までの十二年間で固めてきた基礎学力を中学までの 9 年間で固めて、高
校生のうちから個人が大学で専攻したい分野の授業を導入します。 
 
《具体例》 
曜日によって専攻分野を学ぶ日と、必修科目を学ぶ日を分けます。 
早い段階から自分が学びたいものを学べるので、学習に対する意欲も向上すると考えまし
た。 
 

３．課題 

専攻授業が増えることで必然的に必修科目の単位が取りづらくなると考えました。 
Web プログラムを導入し、授業外でも、気軽に学習でき、単位を取ることのできる制度を
導入することで解決できます。 
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４．提言事項 
①今までのようなセンター形式ではなく、高校時代に専攻した分野に関連した試験 

を導入します。ただそれだけでは、一人の大人として社会に出て行くための適正
が測れないかもしれないので、中学までに固めた基礎学力定着度の試験も導入
し、基礎的な学力や、社会適応能力の測定をします。 

 
②各生徒が高校の 3 年間を通して行った専門分野の活動記録を発表するなどの 

自己プレゼンを行う場を設けて、生徒の表現力、積極性、発信力などの測定をし
ます。 

 
これらの 2 つを取り入れることで今までのような広く浅くの学力ではなく、世界で通用す
る深い知識や能力が身に付けられることが期待できると考えました。 
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−能動的な授業グループ− 
 

【目次】 
１．今日の授業の現状と能動的な授業が必要な理由 
２．能動的な授業を行う目的 
３．実施する際に想定される問題点 
４．問題点に対する解決策 
５．教員の教育 
６．まとめ 

 

１．今日の授業の現状と能動的な授業が必要な理由 
まず、今日の授業の現状についてです。私達が実際受けている授業を振り返ってみると、

今の日本の授業は座りっぱなしのまま、先生の話を聞いてノートをとっての繰り返しの受
動的な授業が多く、アクティブラーニングの機会は少ないといえます。しかもその受動的な
授業は質問できる雰囲気では無かったり、スピードが速くて理解せずに必死に板書をノー
トに写すだけだったり、ただノートを埋めているだけで加点が付いたりといった授業であ
ることも多いという意見があがりました。これでは、真に学習を理解したり自分の意見を待
つことができず、社会人になって必要になるコミュニケーション能力・発信力を身に付ける
ことはできません。また私達は、有名大学を出ても主体性やコミュニケーション能力が足り
ずに就職が上手くいかない若者がいる現状や、生徒の自発性が失われてきているという現
状を知り、グローバル化が進む中、自らの知識･意見を表現していく為にも能動的な授業は
必要だと思いました。 
 

２．能動的な授業を行う目的 
そこで私達は能動的な授業を行う目的を二つ考えました。「学習の真の理解」と「主体性

の育成」です。「主体性の育成」には「コミュニケーション能力の育成」「思考力を身に付け
る」「リーダーシップをとれる人材の育成」といった意味も含まれています。 

  《能動的な授業の目的》 
① 学習の真の理解 
② 主体性の育成←・コミュニケーション能力の向上 
         ・思考力を身に付ける 
         ・リーダーシップがとれる人材の育成 

目的の①と②はいずれも、次のようなアクティブラーニングの場を効果的に利用すること
によって達成されると考えました。 ・プレゼンテーション 

・ディスカッション 
・ディベート 
・課題研究 
・教え合い 
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３．実施する際に想定される問題点 
次にその目的が達成されるようなアクティブラーニングを実施した場合どんな問題点が

あるのかを話し合いました。私達の話し合いでは８つの問題点が挙がりました。 
 
  《アクティブラーニングを実施した場合に想定される問題点》 

1. 1 クラスの人数が多い 
2. 準備に時間がかかることによる生徒･先生への負担 
3. 生徒の性格（引っ込み思案や口下手などにより取り残される可能性

がある） 
4. 生徒のモチベーションの差 
5. 評価の差 
6. 先生の力の差 
7. 授業の質の差（私立と国公立、都市と地方の授業の違いなどがある） 
8. 入試制度とのズレ(現制度の場合) 

 

４．問題点に対する解決策 

それから、問題点に対する解決策を考えたところ、現場での対応で解決できる案と、制度
を整える･つくることによって解決できる案がありました。 

 
1. 1 クラスの人数が多い 
2. 生徒･先生への準備の負担 
3. 生徒の性格 
4. 生徒のモチベーションの差 
5. 評価の差 
6. 先生の力の差 
7. 授業の質の差 
8. 入試制度とのズレ 

 
私たちは特に《制度を整える・つくることによって解決できる 3 つの案》について議論し

ました。そして、当初の目的である「学習の真の理解」「主体性の育成」が行われる授業を
普及させるためには、教員の教育がしっかり行われていればよいという結論に至りました。 

どのようにしてそのような結論に至ったのかと言うと、まず、一つの疑問が浮かびました。
それは「強制されて能動的な授業をやるのは能動的といえるのか」という疑問です。能動的
な授業を行うのに欠かせないのが生徒のやる気を引き出すことだと思います。入試を改革
したり制度をつくったりして能動的な授業をせざるをえない状況でやらされる能動的な授
業は、結局意味の無いものになってしまうかもしれません。今まで私達は、＜求める能力が
身に付く能動的な授業＞を普及させるために何をするのかを考えてきました。そこで私達
は、“入試のための授業”ではなく、単に“授業”について考えることにしました。それによっ
て改めて解決策の項目を絞り込み、「入試の見直し」を削りました。 

≪現場での対応で解決できる案≫ 
・ 少人数制のグループを作る 
・ 授業内で準備の為の時間を設ける 
・ 活動ごとにルールを決める 
・ 様々な活動それぞれを評価する 
≪制度を制定、整えることで解決できる案≫ 
・ 評価基準の確立 
・ 教員の教育 
・ 入試の見直し 
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また、「評価基準の確立」は、「生徒のモチベーションの維持」と「入試のため」に必要だ
と考えましたが、“授業”に関してのみで考えると、評価基準は「生徒のモチベーションを維
持する」ために必要です。しかし、「生徒のモチベーションを維持する」ということは一律
に評価基準を設定しなくても、教員の教育さえしっかり行われれば、達成されると考えまし
た。このことから、「評価基準の確立」の項目を削りました。 
 以上より、「教員の教育」について考えることにしました。 
 
 
 
 

５．教員の教育 
教員の教育について、私達はどんな能力を持つ教師を必要とするのかを話し合いました。

すると大きく二つの能力が挙げられました。 
 

   《理想の教師像》 
① 生徒の考えを尊重し、適度なアドバイス・サポートができる。 
② 社会の基準・常識を知り、幅広い視野を持てる。 

 
以上のような教師を育成するための制度としては 6 個の案が出ました。 
      ･ディベート・プレゼンテーションの資格をつくり取得者を学校に数名配属さ

せる 
・ 教員養成段階で、社会に出て教員以外のことも経験させる 
・ 学校の先生の中で能動的な授業について研究する部をつくる 
・ 研修でディベート・プレゼンテーションを実際に体験して対応してもらう 
・ 教員を定期的に試験する 
・ 市･県規模で定期的に検討会を開く 

 

６．まとめ 
 私たちが考える理想の社会は、世界レベルで違いを認め合える「多様性を認め合う社会」
であると共にまた、グローバル化に飲み込まれず自分の文化･個性を表現できる「日本の独
自性を尊重する社会」です。それを実現させるためには、教員の教育といった制度を整え、
生徒が主体となって学びを発展させる、真の能動的な授業の普及が必要です。能動的な授業
が全国に定着するように、これまで私たちが考えてきた意見を反映させて頂ければ幸いで
す。 
  



31 
 

1. ② 個人提言 

糸井あかり（共愛学園高等学校）3 年 
私は全国高校生 100 人委員会の活動を通して高校生の多様性を強く感
じました。そういった多様性を尊重しあい、思いやれるような社会をつ
くっていきたいと思っています。それができるのが教育だと思います。 
 
江川綺重（⻑崎県立五島海陽高等学校）2 年 
私は離島に住んでいるので、オープンキャンパスや大学入試などに時間
や費用がとてもかかります。地方や離島に住んでいる人達が遠方に行く
際、十分な支援が受けられるような制度が欲しいです。 
 
江藤康介（福岡県立三池高等学校）2 年  
私は 100 人委員会のような活動が沢山あることを人から教えてもらう
まで知ることができませんでした。熱意の有る人にこういう活動が沢山
なされているという情報が伝わっていないように思います。私はもっと
沢山の人にこういう活動があることを伝えていくべきだと思います。 
 
大井菜ノ香（浦和明の星女子高等学校）2 年 
私は、日本人に多い「出る杭は打たれる」という雰囲気が嫌いです。日
本社会の年功序列社会が変わらないようであれば、私は日本を捨て、他
の国で貢献したいと思っています。発言力や積極性を問われる授業をす
ることによってそのような社会を変えられると信じています。 
 
大崎樹哉（⼋⼾⼯業大学第二高等学校）3 年 
自分がそうであったように、教育は人を良いようにも悪いようにも変え
ることができます。いい人材が形成されれば、いい社会がそれに伴って
形成されると思います。教育の重要性をもう一度見つめなおして、良く
なるなら何でも変えられるという、従来にとらわれない教育改革を行っ
ていって欲しいと思います。 
 
大森凪（福島県立いわき光洋高等学校）2 年 
私はもっと地元について学ぶ授業が増えて欲しいと強く思っています。
今の高校生は人は人、自分は自分という風にとても視野が狭いです。そ
の視野をぜひ身近にある地元に向けていきたいなと思っています。そう
すれば、この日本を動かす力が生まれると思っています。この気持ちを
持って今回この提言に来ました。 
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岡田あや乃（麗澤高等学校）3 年 
高校生でも自分で考え、語れる人たちがここに沢山います。日本の入試
が変われば、日本の教育が変わります。日本の教育が変われば、日本の
未来が変わります。私たちが文部科学省のお役人となって私たちの未来
を自分たちで作っていきたいと思います。 
 
沖本祥（AICJ 高等学校）2 年 
私は日本の教育に様々な疑問があります。例えば、なぜ塾に通わないと
追いつけない学校教育なのか、数学の公式を暗記する意味さえ分かりま
せん。⻑い間当たり前となり、固定化された日本の教育スタイルを今一
度見直して欲しいと思います。 
 
小田部若菜（熊本県立熊本⻄高等学校）2 年 
今私は、⺟親の収入だけで生活しています。高校の入試のときに私立高
校に受かっていたのですが、お金が払えなくて諦めることとなりました。
他にも、４月の地震で私の住んでいる地域では勉強のできない環境にな
ってしまいました。入試が変わってもっと保障があるような社会を望ん
でいます。 
 
小原彩美（札幌大谷高等学校）2 年 
私は学びたいと思うものを学びたい人が学べることを求めています。学
歴や成績だけではなく学びたいという意志を尊重した入試や学びの場
がある社会が私の理想です。 
 
金子汐里（捜真女学校高等学部）3 年 
私は一年の留学を通して、グローバル化の中で語学力は非常に大切だと
いうことを実感しました。英語だけではなく、スペイン語、フランス語
や中国語などを第二外国語として必修にしていただきたいです。 
 
兼弘真希（AICJ 高等学校）2 年 
現在、英語を書くことより話すことが必要とされています。学校教育は
大学入試が変われば、それと共に変わっていくと思います。大学入試に
スピーキングの導入を希望します。 
 
川田泰羽（平山学園清林館高等学校）2 年 
私は英語教員になるための基準引き上げとスピーキング能力を重視し
た人材の採用を求めます。英語の先生が話せなくてどうして生徒が英語
を話せるようになるのでしょうか。 
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河野ありす（中央国際高等学校）3 年 
私が小学生の時から感じていたことは、当たり前は当たり前でないとい
うことです。障害のある弟が教えてくれました。障害のある子もない子
も、お互いを認め合える、インクルーシブな社会になって欲しいと願っ
ています。 
 
北原和季（川崎市立川崎総合科学高等学校）2 年 
私は、金銭的な問題で自分の興味のあることが沢山あるのにも関わらず、
諦めざるを得ないという状況にとても不満を持っています。もっとやり
たいことや興味のあることができるような、そういう人をサポートして
くれるような制度をつくって欲しいと思います。 
 
⼯藤有紗（北海道札幌月寒高等学校）3 年 
現在の教育は知識を詰めるだけ詰めるというものですが、私は考える力
をつける教育にしたいと思っています。今の世の中は一部の人の意見に
流されて決まってしまいますが、一人一人が考えて意見を持ち、それが
反映される世の中にして行きたいと思っています。 
 
國吉彩花（沖縄県立那覇国際高等学校）3 年 
私は、授業や、私たちに提出を求める学習課題が知識を詰め込むものだ
けでなく、自分で考えて持った意見を人と共有したり、共感したりする
ことで新しいことに気づく、そしてその人自身の学習面以外で成⻑でき
るものであって欲しいと思います。 
 
栗原郁幸（共愛学園高等学校）3 年 
日本にも多種多様な文化的背景を持っている人たちが増えてきている
ので、英語だけにとらわれずに色々な言語や文化を学ぶ必要があると思
います。言語異文化の教育プログラムを充実させて欲しいと思います。 
 
小嶋大生（筑波大学附属駒場高等学校）3 年 
私はこの熟議を通して、総合力の大切さを知りました。そのためには調
査書の基準化が大きなポイントだと思います。 
 
 
佐藤花（立命館慶祥高等学校）3 年 
今の高校の教育は詰め込み型の教育で、それが果たして社会に出たとき
に本当に使えるものかどうかずっと疑問に思っていました。もっと実用
的で、一生記憶に残るような深い学びがしたいと思っています。 
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下杉瑠菜（北海道札幌旭丘高等学校）2 年 
私は子供が楽しいと思えるような授業をして欲しいと思います。授業が
楽しくないと勉強する気にならないと思うので、もっと自分の興味のあ
ることを調べる時間だったり、自分の意見を発表できるような授業にし
て欲しいと思います。 
 
庄司伊織（横浜隼人高等学校）2 年 
今の世の中は上からの圧力や金銭的な問題で自分の能力を十分に発揮
できていないと思っています。私はそれぞれ個人が自分の能力を十分に
発揮して、全ての人が必要とされる社会になってほしいと思います。 
 
白石司（クラーク記念国際高等学校）3 年 
私は多種多様な生徒が入試を受けやすくするために、地方からでも容易
に入試が受けられるような体制が整えばいいなと思います。 
 
 
菅原衣織（札幌新陽高等学校）2 年 
私はこれからの子ども達が、英語に対して自分と同じ苦手意識を持たな
い教育にしたいです。英語の楽しさを分かってもらえるように英語の授
業でスピーキングを増やしたり、イングリッシュカフェを設けて英語が
伝わる楽しさを実感してもらえる教育にして欲しいと思います。 
 
千賀啓世（淑徳高等学校）2 年 
私は将来について不安に思っている高校生が多いと思っています。キャ
リア教育の支援ができる現場を増やして欲しいと思います。 
 
 
多和田茉夏（沖縄県立普天間高等学校）3 年 
私は沖縄県に住んでいるのですが、私が通っている高校の近くには基地
があり、飛行機などの騒音で授業が聞きづらいことがあります。たとえ
基地が無くならなくても、学校の設備が整っていれば授業に集中できる
はずです。生徒が安心して勉強できる環境を配備して欲しいです。 
 
對馬莉乃（⻘森明の星高等学校）2 年 
今、全国には勉強だけでなく、部活や委員会活動、校外活動を多方面で
自分の視野を広げるために活動している高校生がいます。そういった高
校生のためにも、個人の努力や能力を総合的に理解し、評価できる社会
になってほしいと思います。 
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仲村渠智紗都（沖縄県立向陽高等学校）2 年 
私は学校での授業で学んだことが定着せず、結果、塾に通う学生がいる
現状に疑問を感じています。こうした事態は学んだことを真に理解する
ことができる授業や、定着する授業があれば解消できると思います。全
ての人が基礎基本的な学力や教養を持った社会になって欲しいと思っ
ています。 
並木優人（横浜隼人高等学校）3 年 
私は日本の入試に頭の固さを感じています。学力以外のことも評価して
ほしいのに、それを私たちが主張する場が少ないと感じます。勉強も大
事なのでそれらを一緒に評価できるような入試が主流になっていって
欲しいと思います。 
 
⻄岡早紀（⻘森明の星高等学校）2 年 
私は好きな教科を自由に学んで、将来につながるような授業にしたいで
す。授業を大学のように単位制、選択制にして楽しく勉強できるように
して欲しいです。 
 
比嘉絵野（沖縄県立球陽高等学校）3 年 
私は身の回りで金銭的な事情で夢をかなえられなかった人や、かなえら
れずに亡くなってしまった人がいます。今も悩み苦しんでいる人がいま
す。その子達をなくすために誰もが平等に入試を受け、学校生活を楽し
み、夢に対して挑戦できるような社会を目指しています。 
 
藤井友惟（AICJ 高等学校）2 年 
今、入試に受かればいいという授業をする学校があったり、生徒や先生
の授業に対する気持ちに温度差があったりしています。そして、マイナ
スの方に悪循環になることがありますが、双方協力することが重要では
ないでしょうか。そのために、授業制度を見つめなおし、私たちの提言
に耳を傾けて欲しいと思います。 
 
藤澤祐大（⻘森県立⻘森高等学校）2 年 
もっと専門的な勉強をもっと早い時期からしたかった。今もその想いは
同じで、早く大学へ行って勉強したいという想いが強いです。そういう
友達も沢山います。もっと日本にも飛び級制度が充実して、大学での聴
講を単位として認めてくれるような単位制の高校が増えて欲しいと思
っています。 
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星崎伶奈（共愛学園高等学校）3 年 
教育とは知識の詰め込みではなく、その人の人生を豊かにするものだと
思います。そのために、発想力や論理的思考力をはぐくむ教育、また、
人の気持ちや痛みを考える教育を受けたいと思います。 
 
松岡巧（開成高等学校）2 年 
この Comm100 の場で様々な格差や心の貧困という現状を目にしまし
た。もっと心が豊かになる教育や社会を目指していただけたらなと思い
ます。 
 
松田あかね（久留米市外三市町高等学校組合立三井中央高等学校）3 年 
私は友人が退学する姿や、希望の職につけなくて苦しんでいる姿を見て
きました。留学だったり、国公立だったり、専門大学だったり、色んな
違いがあっていいと思います。でもその違いが、身勝手な親や経済状況
が理由であってはいけないと思います。そして、夜間大学や奨学金の制
度がしっかりしていれば私の友人は救われます。 
 
松本歩純（平山学園清林館高等学校）2 年 
教育とは何のためにあるものなのでしょうか。私は未来をつくる基礎だ
と考えています。テストのための勉強ではなく、学びが自分の中の豊か
な土壌となるような教育であって欲しいです。 
 
松本悠太郎（福岡県立城南高等学校）2 年 
私は 16 年間生きてきて、将来やりたいことに出会えていません。もち
ろんインターネットで調べたり、仕事の見学やこういう活動にも参加し
てみたりしました。周りを見ると私のような高校生はよくいます。私は
どうやったら将来の夢を見つけられるでしょうか。そういった機会を与
えて欲しいと思います。 
 
松山泰斗（立命館慶祥高等学校）2 年 
今の日本のよい大学の殆どが関東に集まっています。私のような地方出
身者がそのような大学に行くと学費の他に生活費を払わなくてはいけ
ません。地方出身者に優先的に奨学金を与えて欲しいです。教育を受け
る機会は均等なはずなのに今はそうではありません。平等な社会はつく
れなくても、公平な社会をつくって欲しいです。 
 
丸山遥奈（淑徳高等学校）3 年 
私は偏差値や点数だけで個人の能力を決めてしまう今の日本の学歴社
会に不安を持っています。数字に縛られず、個人の内面を見てもらえる
教育、入試制度を希望します。 
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三浦菜月（⻘森県立⻘森高等学校）2 年 
私はこの活動に参加して、みんなと話しをする中で、100 人委員会のよ
うに社会について高校生が考える機会や多文化理解をする機会が沢山
あったということを初めて知りました。地方にもそのような情報が行き
渡るようにして欲しいと思います。 
 
南摩耶（福岡雙葉高等学校）3 年 
これから更に高齢化が進む日本の世の中で、いかにグローバル化に適応
し、世界と時には協力し時には競争しあえるような人材をつくることが
できるかがこれからの課題だと考えています。共に生きる共生をモット
ーに学生の可能性を広げることのできる教育を望んでいます。 
 
宮本卓明（宮崎県立宮崎⻄高等学校）3 年 
なぜ文理選択が必要なのでしょうか。まだ将来がはっきり定まっていな
いのに高い壁で将来の進路が狭められてしまうのがとても苦しいです。
好き嫌い関係なく幅広いものを学んで大学以後の学びや仕事につなげ
ていきたいです。 
 
村木菜生（共愛学園高等学校）2 年 
経済的な理由で教育を受けられない子が世の中に多くいます。しかし、
充実した保障があればそのような子達も教育を受けられるのではない
かと考えています。 
 
安田龍人（沖縄県立北中城高等学校）2 年 
私は沖縄県に住んでいて、県外の大学に行こうと思ってもお金が足りな
くて行くことができません。県外の大学に行く人にはサポートをしてく
れるような制度が欲しいと思います。みんなの意見を届けて欲しいと思
います。 
 
吉田暢夏（横浜隼人高等学校）2 年 
今のひとつの枠に当てはめる教育ではその人、個人の能力を伸ばすこと
ができません。その人がもつハンディキャップや苦手なことを互いの⻑
所で補い合えるような柔軟な教育を望んでいます。 
 
渡辺剛気（千葉敬愛高等学校）2 年 
私は部活動で全国大会を目指す人たちを代表して、勉強と課外活動の両
方を全力で取り組めるように、またそれが生きていくような制度が充実
して欲しいと思います。 
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2. 全国高校生 100 人委員会 これまでの活動 

第１回プレ会議 オンラインオリエンテーション 
■日時：2015 年 12 月 6 日（日） ■場所：東京都渋谷区  
■会議の内容： 
・全国高校生 100 人委員会に参加する高校生との顔合わせ（インターネットで参加し
ている人は耳合わせ）のオリエンテーションを開催。ICT を活用して、日本中の全国高
校生 100 人委員会に参加するメンバーがつながりました。 
・全国の高校生と自分の学校の特徴を紹介、自分の理想の教育やこれからの社会に必要
だと思う教育について話し合い、考えを共有しました。 
■参加者の感想： 
・SNS を使うことによって会場にいるメンバーもいないメンバーも同じ時間を共有す
ることができ、とてもワクワクしました。 
・外国語科や専門学校、通信制の学校に通う高校生、ICT を使用した授業を受けている
高校生も参加しており、同じ高校生でも学んでいることや学びの環境は実に多様であ
ることを知りました。約 1 年間を通して全国高校生 100 人委員会で多様な高校生が集
まり熟議をすることの意義を感じました。 
・SNS を使った新しい熟議の方法で、高校生自らが考える教育改革案をみんなで創り
だしたい！と気合いが入り、とても良いスタートをきることが出来ました。 

 
 
 
 
 
 
第 2 回プレ会議 沖縄プレ会議 

■日時：2016 年 1 月 17 日（日） ■場所：沖縄県那覇市 
■会議の内容： 
全国高校生 100 人委員会では、SNS アプリ「popcorn」を使用して議論をしていくた
め、「話す」・「聞く」の両方の立場のルールについて話し合いました。 
■参加者の感想： 
・SNS を使ったオンラインの熟議では、相槌や仲間の意見に対してのレスポンスを声
に出すといった些細な心遣いも大切であることを実感しました。 
・話し合い方のルールだけでなく、「メンバー全員が同じ方向に向かって気持ちを一つ
に取り組む」という意見もあり、顔が見えない中で良い熟議をするためにはそういった
こともとても重要だと思いました。 
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第 3 回プレ会議 九州プレ会議 
■日時：2016 年 3 月 13 日（日） ■場所：福岡県博多市 
■会議の内容： 
自分の興味のあるテーマに合わせて 9 つのグループ（英語教育・格差学歴・授業体制・
授業内容・授業の制度本質・大学入試制度・特殊な教育・日本の入試・能動的な授業）
に分かれました。そして、各グループで選んだテーマに対しての課題を洗い出しました。 
■参加者の感想： 
・全国の住んでいる場所も学んでいることも多様な高校生と熟議をしたことで、様々な
視点から見た現在の高校教育の課題を洗い出すことが出来ました。 
・仲間の意見を聞いて様々な考え方があることを改めて実感したとともに、自分の考え
もしっかりと相手に伝えることの大切さを学びました。 

 
 
 
 
 
 
 

 
第 4 回プレ会議 東北プレ会議 

■日時：2016 年 4 月 17 日（日） ■場所：宮城県仙台市 
■会議の内容： 
前回（第 3 回九州プレ会議）で洗い出した課題に対する解決策について各熟議グルー
プに分かれて熟議しました。 
■参加者の感想： 
・問題を解決するには何が問題なのか、その問題をどのように解決するかを総合的に考
えることの大切さを学びました。 
・アメリカやフランス、台湾に留学している高校生もオンラインで参加しました。海外
にいてもインターネット環境が整っていればこのような活動に参加できることが良く
分かりました。また、海外の教育制度についても知ることが出来ました。 
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第 5 回プレ会議 北海道プレ会議 
■日時：2016 年 5 月 15 日（日） ■場所：北海道札幌市 
■会議の内容： 
第 5 回北海道プレ会議では、第 3 回九州プレ会議と第 4 回東北プレ会議でグループ別
に議論してきたことを、他のグループとの混合の話し合いで共有しました。 
■参加者の感想： 
・他のグループと意見を共有したことで自分の考えを深めることができたり、新たな問
題やアイディアを発見し、他の人の意見を聞くことは自分の考えや視野を広げる上で
とても重要であることを改めて学びました。 
・どのグループにも共通点があり、繋がりを感じました。文部科学大臣に提言する教育
改革案は、この繋がりを踏まえて作成することが大切であると学びました。 
・授業内容の課題、大学入試の課題、学びのための環境の課題など教育と一言で言って
も様々な要因が交わっていることを認識することが出来ました。 

 
 
 
 
 
 
 

第 6 回プレ会議 広島プレ会議 
■日時：2016 年 7 月 17 日（日） ■場所：広島県広島市 
■会議の内容： 
広島プレ会議では、これまで議論してきたことを踏まえて、どんなことを文部科学大臣
に提言したいか・提言することのベースとなる事柄を話し合いました。 
■参加者の感想  
・全国会議でたくさんの高校生が集結した際に、色々な人の話を聞くこと、そして、人
から話を聞きだすことが大切であるということを学びました。 
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3. 全国高校生 100 人委員会 総括 

 
・地方の一市に住む自分が当たり前だと思っていた教育の形は全国一様というわけではな
く、他の地域には異なる仕組みを持つ教育機関がありました。入試制度改革をきっかけに、
どの地域でも均しく多様な教育を受けられるようになってほしいです。驚きと発見の 1 年
をありがとうございました。 
 
・住んでいる場所や置かれている状況も全然違うたくさんの同世代の仲間たちと約１年間
活動してきた中で、今まで知らなかった事を大いに吸収する事ができました。これから先も
この活動で考えた事、経験した事を私の目標を通して将来に活かせていけるよう、頑張り続
けていきたいです。 
 
・活動を通じ、アプローチの仕方は違えど、今の高校生が 
望む教育像を改めて皆と思い描くことができました。 
また、自分の意見を伝えることができたのではないかと 
考え満足しています。そして、提言に関わったメンバーの 
1 人として、今後の教育システムの変化について関心を 
持ち続けていこうと思います。 
 
・Comm100 を通して、全国の多様な高校生と交流できたことは大きな刺激となりました。
そしてオンライン熟議など今までにない方法で活動を進める際には、慣れずに⼾惑いもあ
りましたが教育についてメンバーと何度も意見交わす中で私自身成⻑することができたと
思います。ありがとうございました。 

 
・今までは何気なく受けて来た教育に多くの課題とそれに対する様々な思いがあることを
今回参加して学びました。教育への考えが深まり、⻑年の悩みだった将来の夢を見つけるこ
とが出来ました。刺激をくれる新たな仲間にも出会えて、貴重な経験になりました。本当に
ありがとうございました。 
 
・約 1 年間、様々な境遇の全国の高校生と意見を交換し合ったことで私の視野は広がりま
した。自分の意見を伝えるのは難しいことでしたが、他者の意見を知ることは私に大きな刺
激となりました。意見は違えど大学入試制度をより良くしたいという同じ想いの元、議論を
交わすのは楽しい経験となりました。 
 
・今回 100 人委員会に参加して感じたことは、地域によって「教育」に対する考え方が異な
ること、また温度差のようなものも同時に感じました。 
他県の高校生との交流や、たくさんの人との出会いを通じて見聞を広めることが出来まし
た。何事も継続することこそが夢を現実のものに変える一歩だと思います。今回の会議で終
わらせるのではなく、これからも続けていければと思っています。貴重な経験をありがとう
ございました。  
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・熟議や沢山の出会いを経験する中で、教育に対する考えが深まったのはもちろん、本気で
教育問題と向き合っていこうと思いました。Comm100 の活動は終わりですが、同時に新し
いスタートを切って教育制度を研究していきます。Comm100 の仲間ともまた何かの縁で会
えるのを楽しみにしています。 
 
・些細なきっかけから、Comｍ100 という素晴らしい 
活動に参加できたことを非常に嬉しく思います。 
このような場でこそ多くの"経験値"が得られると 
思います。活動が始まって以来、約半年間、議論 
してきたメンバーの強い思いが今後の日本の教育に 
大きく貢献できればと思います。 
約半年間お疲れさまでした。そしてありがとうございました。 
 
・Comm100 に参加して、今まで考えもしなかったことについて真剣に悩み、考え、そして
全国に新たな仲間ができ、本当に貴重な体験をさせてもらいました。 
ここで得たことを糧とし、自分の歩むべき道を自分で切り開いていけるよう、日々努力した
いと思います。ありがとうございました。 
 
・この活動で全国にたくさんの仲間ができ、今年の夏は私の人生の中で１番熱く，思い出に
残る夏になりました。この活動で得た、たくさんのこと，広がった自分の視野を今後の人生
でフルに活用し、これからも成⻑し、学び続ける人生を送り、ここで出会った仲間との出会
いを大切に過ごして行きたいと思います。 
 
・全国の同年代の仲間と、意見を交換できる場を作ってくれた Comm100 に感謝の気持ち
でいっぱいです。 
高校の友達とは中々できないような深い内容の熟議を展開できたこと、とても貴重な思い
出、そして経験値になりました。 
大人になった時、今回わたしたちが交わした本音の熟議を思い返して初心にかえることの
できる、そんな原点になった気がします。 
本当にありがとうございました。 

・Comm100 に加わりすぐの頃は高校教育の現状や知識 
など殆ど知りませんでした。また、熟議をあまり 
経験したことが無かったので⼾惑うことも多々ありまし
たが、ここまで来ることが出来ました。この活動で培った
『伝える力』と『聞き出す力』を大切にし、今後の活動に
生かしていきたいと思います 

 
・およそ 1 年間の Comm100 の活動期間の中での経歴やバックグラウンドが全く違う全国
の仲間との出会いにより、知識の幅が広がり、多様な考え方ができるようになりました。い
ま自分が置かれている環境が全てではないことを実感し、周りのことに目を向けることが
できる人になろうと強く思いました。 
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おわりに 

 
わたしたちが社会の中心を担う30歳代を過ごす、2030年代はどんな社会になっているの

だろうかということに思いを巡らせると、科学技術の進化は更に加速して、人が社会の中
で担う役割は大きく変化していくのではないでしょうか？ 
 

その中で我々がどう生きていくかということははっきりとは見えてはきませんが、私た
ちはこの１年ずっとわからない未来の話をしてきました。それぞれが自分の意見を発信
し、仲間の意見も尊重する「熟議」をしました。私たちは、多様な意見や価値観に耳を傾
け、情報を共有し合うことで、互いに学び合い、知識を深めたのです。 

また、私たちの熟議は自分の教育に対する考えを深めることに加え、いくつもの視点や
発想が合わさり、新たな考えを生み出すことができました。 

この提言書にそのすべての思いや、私たちの望む未来が詰まっています。 
 

今回、私たちが提言した教育改革・入試改革案が、明るい日本を創造する、豊かな人材
の育成につながることを願ってやみません。 

また、この提言が教育に懸命になって尽力してくださる方々に、少しでも役立つ提言で
あるのならこれ以上の幸せはありません。 

最後になりますが、このような貴重な機会を設けていただいたすべての方々に感謝いた
します。 
 

糸井あかり・金子汐里・小嶋大生 
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提言まとめ参加メンバー一覧 

 

糸井あかり（共愛学園高等学校）3 年・江川綺重（⻑崎県立五島海陽高等学校）2 年 

江藤康介（福岡県立三池高等学校）2 年・大井菜ノ香（浦和明の星女子高等学校）2 年 

大崎樹哉（⼋⼾⼯業大学第二高等学校）3 年・大森凪（福島県立いわき光洋高等学校）2 年 

岡田あや乃（麗澤高等学校）3 年・沖本祥（AICJ 高等学校）2 年 

小田部若菜（熊本県立熊本⻄高等学校）2 年・小原彩美（札幌大谷高等学校）2 年 

金子汐里（捜真女学校高等学部）3 年・兼弘真希（AICJ 高等学校）2 年 

川田泰羽（平山学園清林館高等学校）2 年・河野ありす（中央国際高等学校）3 年 

北原和季（川崎市立川崎総合科学高等学校）2 年 

⼯藤有紗（北海道札幌月寒高等学校）3 年・國吉彩花（沖縄県立那覇国際高等学校）3 年 

栗原郁幸（共愛学園高等学校）3 年・小嶋大生（筑波大学附属駒場高等学校）3 年 

佐藤花（立命館慶祥高等学校）3 年・下杉瑠菜（北海道札幌旭丘高等学校）2 年 

庄司伊織（横浜隼人高等学校）2 年・白石司（クラーク記念国際高等学校）3 年 

菅原衣織（札幌新陽高等学校）2 年・千賀啓世（淑徳高等学校）2 年 

多和田茉夏（沖縄県立普天間高等学校）3 年・對馬莉乃（⻘森明の星高等学校）2 年 

仲村渠智紗都（沖縄県立向陽高等学校）2 年・並木優人（横浜隼人高等学校）3 年 

⻄岡早紀（⻘森明の星高等学校）2 年・比嘉絵野（沖縄県立球陽高等学校）3 年 

藤井友惟（AICJ 高等学校）2 年・藤澤祐大（⻘森県立⻘森高等学校）2 年 

星崎伶奈（共愛学園高等学校）3 年・松岡巧（開成高等学校）2 年 

松田あかね（久留米市外三市町高等学校組合立三井中央高等学校）3 年 

松本歩純（平山学園清林館高等学校）2 年・松本悠太郎（福岡県立城南高等学校）2 年 

松山泰斗（立命館慶祥高等学校）2 年・丸山遥奈（淑徳高等学校）3 年 

三浦菜月（⻘森県立⻘森高等学校）2 年・南摩耶（福岡雙葉高等学校）3 年 

宮本卓明（宮崎県立宮崎⻄高等学校）3 年・村木菜生（共愛学園高等学校）2 年 

安田龍人（沖縄県立北中城高等学校）2 年・吉田暢夏（横浜隼人高等学校）2 年 

渡辺剛気（千葉敬愛高等学校）2 年               （氏名 五十音順） 
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