


はじめに 
 

経済のグローバル化や科学技術の進展など、消費者を取り巻く経済社会環境が大き

く変化する中で、消費者トラブルも多様化・複雑化しています。 
本県では、平成３０年３月に、消費者被害に遭わない、合理的な意思決定ができる

「自立した消費者」や、社会全体のよりよい生活を創造するために「積極的に行動で

きる消費者」を育成することを目的として、「徳島県消費者教育推進計画」を改定し、

多様な主体と連携・協働による消費者教育を推進しています。 
 

こうした中、本年６月に、成年年齢を現行の２０歳から１８歳に引き下げる改正民

法が成立し、２０２２年４月１日より施行されることとなりました。 
成年年齢が引き下げられると、高校生を含む１８歳、１９歳の若者が未成年者取消

権を行使できなくなることから、若年者層における消費者被害の拡大が懸念されると

ともに、若年者への実践的な消費者教育が喫緊の課題となっています。 
また、平成２９年３月３１日に改訂された小・中学校学習指導要領では、新たに、

「買物の仕組みや消費者の役割（小学校：家庭）」、「計画的な金銭管理や消費者被害へ

の対応（中学校：技術・家庭 家庭分野）」が新設されるなど、消費者教育の内容の充

実が図られています。 
 

このたび、本県では、社会情勢等の変化に対応した消費者教育を推進するため、多

様な主体と連携し、本年５月に、徳島県「中学生向け消費者教育教材作成検討委員会」

を立ち上げ、中学校技術・家庭（家庭分野）の授業において、実用的で活用しやすい

教材を念頭に作成しました。 
本教材は、家庭分野における物事を捉える視点や考え方を重視し、授業において育

成すべき資質・能力を明確にするとともに、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

けた授業改善に取り組める教師用手引や、中学生が身近な消費生活の事例から実践的

に学べるワークシート・関連資料を盛り込んだ構成となっています。本教材が、日々

の授業で有効に活用されますよう願っています。 
 

結びに、本教材の作成にあたりまして、御尽力をいただきました徳島県「中学生向

け消費者教育教材作成検討委員会」委員の皆様や、本教材の試用につきまして御協力

いただきました関係中学校の皆様に、心よりお礼を申し上げます。 
 

平成３１年３月 
徳島県危機管理部消費者くらし安全局 

 
 



楽しく学ぼう！"あわっ子"消費者教育
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教師用手引・ワークシート・関連資料
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教材の特徴・活用のポイント 
 
〈特徴〉
◇ 新学習指導要領に基づいた内容構成です。 
◇ 成年年齢引下げを見据え、「契約の仕組み」や「消費者被害の事例」等を通して

「自分ごと」として、生徒に考えさせる内容を充実しています。  
◇ １時間毎に学習の流れを示した教師用手引、授業ですぐ使えるワークシート及び

関連資料を掲載しています。  
〈活用のポイント〉
◇ 「教師用手引」には、授業のねらいや進め方とポイント等を示しています。 

授業のねらいは、下線の部分に示されています。また、生徒用ワークシートのめ

あての確認に使うことができます。 
進め方とポイントでは、見通しを持って授業を計画・展開できるよう、指導上

の留意点をわかりやすく整理しています。生徒の実態や学習状況を確認しながら、

時間配分や学習過程を自由に組み立てて、活用してください。 
◇ 「ワークシート」は、自分の考えやクラス、班で話し合ったことが整理できるよう

工夫しています。また、生徒の興味・関心を引く身近な事例や課題に沿って、知

識構成型ジグソー法やロールプレイングなどを用いることができます。  

 
【グループ活動における効果的な話し合いのポイント】 
●グループ内での役割分担を決めると活動に参加しやすく

なります。

主な役割：司会係、時間・道具係、発表係、記録係
※人数が少ない場合は、役割分担を兼任させるとよいでしょう。

５人班の場合は、アイデア係を置くとよいでしょう。

●論理的に考え、発表することができるように、話し合いの観点を示すとよい

でしょう。

例：・このグループでは、〇〇〇〇の課題解決に向けて、何をすべきかを話

し合いました。

・課題解決に向けて、グループでは〇〇〇〇という意見がでましたが、

話し合うなかで、〇〇〇〇という結論になりました。

・なぜなら、その理由は、〇〇〇〇だからです。

◇ 「関連資料」は、学習のヒントとなる内容を掲載しています。本県における消費者

教育の取組など、地域性を盛り込むとともに、実際のトラブル事例をもとに予防

と対処法について、消費生活相談員からのアドバイスも記載しています。

〈活用における注意点〉 

◇ 教材及び教材に関する電子データの著作権は、徳島県に帰属します。学校におけ

る教育の目的に使用する場合は、許可・連絡無く複製等することができます。

その他の目的での御利用については、あらかじめ御連絡ください。

※班の人数は、４人

までが活動しやす

いでしょう



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

消費者の「権利」と「責任」を考えよう 

☆☆☆☆☆
「１人の消費者」としてできること 

未来を創る自立した消費者になろう 

自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響を考えよう 

☆☆☆☆☆
これからできる取組 

商品を購入しよう 

☆☆☆☆☆
商品を選択する際は 

       を考えることが必要だ 

消費者被害の背景とその対応について学ぼう 

☆☆☆☆☆
  消費者被害にあわないために 

を知っておくことが必要だ      

契約について学ぼう 

☆☆☆☆☆
 契約する前には 

がわかった 

生活にかかるお金や計画的なお金の管理方法を学ぼう 

☆☆☆☆☆
 計画的にお金を使い、管理するためには 

                  が必要だ 

生活の中の支払い方法について学ぼう 
☆☆☆☆☆

生活の中で使われるカードの仕組みについて 

               がわかった 

さまざまな購入方法から選ぼう 

☆☆☆☆☆
商品を購入する場合には 

               が大切だ 

みんな消費者 

あなたはどのような消費者になりたいか書いておこう！ 
※学習の流れを確認しよう

学習したら、☆の数を塗り、自分の

言葉でまとめよう！  
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〈ねらい〉 

小学校における現金による店舗販売に関する学習を踏まえ、多様化している購入

方法の特徴について理解させるとともに、インターネットを介した通信販売などの

無店舗販売も取り上げ、それぞれの利点と問題点について考えさせることにより、

商品や場面に応じて購入方法の特徴について理解できる力を身に付けさせる。 
 

〈進め方とポイント〉 
１ 中学生にとって身近な買物の事例から、自らの消費行動について振り返るととも

に、生徒の発表を通して実態を把握する。また、事前にワークシート１～３をアン

ケートとして実施し、実態調査をまとめて導入部分に活用してもよい。

２ これまでの買物における失敗経験を振り返り、発表することにより、今後の買

物の中でできることや課題に気付かせる。教師が自分の失敗談やその対策を伝え

ることにより、生徒が具体的に考えられるよう支援する。

３ 商品の購入におけるさまざまな購入方法の特徴や利点と問題点について、班で

話し合いながら記入させる。記入内容を発表させ、その後に し、販

売形態の特徴を理解させる。特にインターネット通販の注意点を確認する。

４ これから利用したい購入形態を商品毎に考え、記入させる。１つの正解はない

ことを強調し、商品や場面に応じて自分で購入方法を考えて選択する大切さを認

識させる。

・資料の「トラブルに巻き込まれやすい販売形態」を紹介し、注意を促す。

※実在する店舗で通信販売も行っている場合もあるため、厳密には「店舗外販売」である。

ここでは学習指導要領の用語である「無店舗販売」を用いる。

〈参考文献〉 
・「社会への扉」、「社会への扉」教師用解説書 消費者庁 
・契約の達人 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 
・改訂版 かしこい消費者になろう 徳島県中学校技術・家庭科研究会 
・経済産業省 「平成２６年商業統計調査 業態分類」

・国民生活センター 各種相談の件数や傾向「インターネット通販」

内容Ｃ １ ア ア

購入方法の特徴

（店舗販売、無店舗販売※の利点と問題点）

さまざまな購入方法から選ぼう  

 
 
 
 

資料を配布 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・
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１ あなたは中学生になってから、どのようなものを自分で買いましたか。

.あてはまる番号全てに〇をしよう。 

① 本 ② お菓子・飲み物 ③ 食品（お菓子・飲み物以外）

④ 衣料品 ⑤ ゲームソフト ⑥ ＤＶＤ（レンタル含む）

⑦ 文具類 ⑧ 漫画・雑誌 ⑨ 日用品（身だしなみ用品など）

⑩ その他【 】

２ あなたは、どのような方法で買物をしたことがありますか。

.あてはまる番号全てに〇をしよう。 

① 地域の商店、コンビニエンスストアやスーパーなど近くの店で買う。

② ショッピングモールや百貨店など大きな店で買う。

③ 雑誌や広告、カタログを見て、電話やはがき、インターネットで注文する。

④ インターネットで商品を見たり、検索したりして注文する。

⑤ フリーマーケットアプリ等を活用し、個人間で売買する。

⑥ テレビの商品紹介を見て、電話やはがきで注文する。

⑦ その他【 】

３ これまでの買物について振り返ってみよう。

（１）これまでの買物で、どのような失敗をしたことがありますか。

.失敗した買物を思い出して記入しよう。 

（２）失敗したことに、どのように対応しましたか。

.対応した内容や、その後は気を付けていることなどを書いてみよう。 

 
さまざまな購入方法から選ぼう

めあて  
 

 

１ 金銭の管理と購入

購入方法の特徴

失敗したもの 失敗の内容
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４ 身近な購入方法の特徴や利点と問題点を考え、まとめてみよう。

.話し合って考えたことを記入しよう。 

５ これから次のものを購入するときに、どこで買いたいと思いますか。買いたいと

思う場所・方法とその理由を考えよう。

.考えて記入しよう. 

≪学習の振り返り≫

・生活の中で、さまざまな購入方法の特徴について理解できた。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・さまざまな購入方法について利点や問題点を考えることができた。

（ ◎よく考えた ・ ○考えた ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・購入方法の特徴を理解して適切な方法を選ぶことの大切さがわかった。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

年 組 番 氏名

購入方法 購入場所・方法
.２の内容から抜きだそう. 

利 点 問題点

店舗販売 

 

 

通信販売 

 

商品 場所・方法 理 由

本

衣服

自転車
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■関連資料 さまざまな購入方法から選ぼう 

店舗販売と無店舗販売 

商品の販売方法は時代により大きく変化しています。販売方法は、大きく店舗販売

と無店舗販売の２つに分けられます。

〈店舗販売と無店舗販売の特徴〉

店 舗 販 売 無 店 舗 販 売 

商店やスーパーなど店舗で商品の現物を販

売すること。

例）商店、百貨店、スーパー、コンビニエン

スストア、ドラッグストア、専門店、家電大型

専門店、産地直売所 など

店舗の外や店舗を持たずに商品を販売する

こと。

例）通信販売（カタログ、雑誌、テレビ、イ

ンターネット、産地直送）、自動販売機販売、

移動販売、街頭販売、宅配、仕出、訪問販売な

ど

 
通信販売の特徴 

最近は、無店舗販売の１つである通信販売を利用する人が増えてきました。通信販

売は店舗販売と比べるとどのような特徴があるでしょうか。

 店 舗 販 売 通 信 販 売 

利 
 

点 

・商品を直接見て買える

・使い勝手などを確認できる

・使用方法や組み立て方、手入れの方法な

どを店頭で確認することができる

・お店の人に質問したり、アドバイスをも

らったりできる

・家で買物ができる

・お店に行かなくてもいいので、時間や交

通費の節約になる

・お店より安い場合がある

・インターネット通販では、手軽にほかの

店と比較したり、評判を調べたりできる

問
題
点 

・お店に行く時間や交通費が必要である

・他のお店と比較する場合は、時間が必要

である

・お店の人に勧められると、断りにくい場

合がある

・商品を直接確認できない

・使い勝手などを確認できない

・商品が届いて試すと返品できない場合も

多い

・お金を払っても商品が届かないトラブル

もある

 

■販売形態と消費者トラブル 

販売形態別に消費者相談の件数をみると、２０１７

年度には通信販売が最も多く約３１．６万件、第２位

が店舗購入で約２２．７万件、第３位が訪問販売で

約７．８万件、第４位が電話勧誘販売で約５．８万

件でした。中でもインターネット通販についての相談

は、年々増加しています。店舗外販売は、店舗購入

の何倍もトラブルが発生しています。

全国消費生活情報ネットワークシステム 
(PIO-NET2017)に登録されたデータより 

通信販売, 

316,084

店舗購入, 

226,672

訪問販売, 

77,671

電話勧誘販売, 

57,893

その他, 29,478

販売形態別相談件数

※全国消費生活情報ネットワークシステムでは、販売購入形態を

店舗購入と店舗外販売で分類しています。 
店舗外販売・・・訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等 
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■インターネット通販の注意点 

最近は、インターネットを使ってショッピングするインターネット通販が人気です。

お店に行かなくても商品の購入ができるため、利用者が増加しています。さらに、ス

マートフォンの普及によって、より身近になり、いつでもどこでも申し込めて便利と

なる反面、トラブルも発生しています。

インターネット通販では、「うまい話にはのらない」「操作ミスをしない」「情報はす

べて読む」「証拠を残す」などの注意が必要です。

〈インターネット通販でみられる相談内容〉 

〈インターネット通販で失敗しないためのポイント〉 

■トラブルに巻き込まれやすい販売形態 

①通販サイトの安全性を確認する 

サイトの URL：http のあとに“s”があれば、通信の暗号化対策がされている。 
鍵マーク：認証機関により、サイト運営組織が実在していることを証明している。 
ブラウザのアドレスバーが緑色になって企業名が表示されていれば、より安全。 

②相手先及び商品やサービス内容、支払い方法等を必ず確認する 

会社名、所在地、電話番号、価格、サイズ、代金の支払い方法、送料の負担、 
商品の引き渡し方法、返品の可否や条件、解約手数料 など 

③個人情報の入力は慎重に行い、最小限にする 

④事業者団体のマークを確認するとともに 
会社情報を細かくチェックする 

【プライバシーマーク】 【ジャドママーク】

 
 

 インターネット通販でスマートフォンケースを申し込み、代金を支払ったが商品が送ら

れてこない。連絡をしても対応がない。返金してほしい。 
 フリマアプリでブランドのバッグを購入したが明らかに偽物とわかった。苦情をメール

で伝えたが返答がない。 
 スマートフォンから酵素食品を格安で購入したら、２回目が届き定期購入だとわかっ

た。返品したい。 

無店舗販売には、トラブルに巻き込まれやすいものもあるので注意しましょう。 
キャッチセールス：駅や繁華街などの路上で「アンケートに答えるとエステの無料体験がで

きます」「芸能人・モデルに興味はありませんか」などと声をかけ、営業所等に連れていき、

言葉巧みに高額な商品を勧めたりローンを組ませたりします。 
アポイントメントセールス：電話やはがきなどで「あなたが当選しました」「あなたがモニ

ターに選ばれました」などと呼び出し、高額な商品を勧めたりローンを組ませたりします。 
マルチ商法：「商品を売って会員を増やせば、マージン(もうけ)がもらえる」「楽に稼げる」な

どと誘い、販売組織に入会させたり、ローンを組ませたりします。 
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〈ねらい〉 

近年、さまざまな商品やサービスが提供され、生活の利便性が向上する一方で、購

入形態や支払い方法が多様化・複雑化している。また身近な生活の中で、さまざまな

カードが使われているとともに、クレジットカードは消費者が選択できる支払い手段

として暮らしの中に広く浸透してきている。 
本時は、近い将来持つ可能性の高いクレジットカードの仕組みや利点・問題点を

中心に、支払い方法の違いと特徴や注意点を理解させる。キャッシュレス化の進行

を認識させるとともに、クレジットによる支払いが借金であり、将来上手に関わる

にはどうすればよいか考えていくことの必要性を意識させる。 
 
〈進め方とポイント〉 
・ 生活の中でどのような支払い方法を使っているか、知っているカードや決済方

法があるかどうかなどをたずねる。実際のカードや写真のスライドを用意して提

示し、生徒の興味を高める。

１ し、支払い方法の種類と特徴をまとめた表を見ながら、クイズに答

えさせる。全員が終わり次第、発表させながら答え合わせをする。

解答：①ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ②現金・ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ③現金④ﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ･電子ﾏﾈｰ

⑤ﾃﾞﾋﾞｯﾄｶｰﾄﾞ･ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ⑥ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ⑦ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ

２ クレジットカードについて、空欄に記入させ、信用に基づく契約であることを

認識させる。三者間契約では購入するところと代金を支払うところが違うことを

おさえる。このために、支払い金額の引き落としや返品の際の返金などに間違い

がないかについて消費者自身も確認することが大切なことを伝える。

３ クレジットカードのしくみや発行枚数、機能について資料や実物を示しながら

説明するとともに、利点・問題点について確認させる。将来、どのような場面でク

レジットカードを使いたいと思うようになりそうかを考え、記入させる。

４ クレジットカードによる具体的な消費相談事例を説明し、事例をもとにアドバイ

スシートを作成させることにより、クレジットカードに関する問題に関心を持たせ

るとともに、クレジットカードで商品を購入することが借金であることや計画的な

金銭管理の必要性及び自分に合わせて無理なく使うことの大切さを認識させる。

〈参考文献〉 
・契約の達人 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 
・クレジット教育実践の手引 一般社団法人 日本クレジット協会 
・クレジットワークブック 一般社団法人 日本クレジット協会

内容Ｃ １ ア ア

支払い方法の特徴

（前払い、即時払い、後払いの違いと特徴、クレジットカードによる三者間契約）

生活の中の支払い方法について学ぼう           

 
 
 
 

資料を配布 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・
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１ 生活の中で、商品を購入する時の支払い方法は、さまざまなものがあります。

以下の特徴に当てはまるものは何ですか。

.資料を参考にしながら当てはまる支払いの種類を記入しよう。

① 金融機関で預金口座をつくりカードを作成。口座に現金が不足すると支払えない。

答え

② だれでも利用可能。他人に譲ったり貸したりできる。

答え

③ 手渡しで受け取ったり、金融機関の預金口座から引き出したりする。

答え

④ 事前に代金を支払って購入し、残高がゼロになるまで繰り返し使用できる。

答え

⑤ カード名義人のみ利用でき、他人に譲ったり貸したりできない。

答え

⑥ 商品・サービスを先に受け取り、支払日に代金が口座から引き落とされる。

答え

⑦ １８歳以上で審査を通らないと持てない。

答え

２ クレジットのしくみについてまとめてみよう。

【二者間契約のポイント】.どちらかに〇.

【三者間契約のポイント】.どちらかに〇.

①～⑤にア～オを入れよう.

〈二者間契約〉 

商 品 

お金は後から支払う 

④（ ） 

⑤（ ） 

①（ ） 

買物はクレジットカードを使用 

クレジット会社 

②（ ） 

③（ ） 

ア クレジットカード提示 イ 代金後払い 
ウ 商品引き渡し エ 代金立替え払い 
オ クレジットカード発行 

購入するところと、支払うところは 
同じ ・ 違う 

購入するところと、支払うところは 
同じ ・ 違う 

 

めあて 

〈三者間契約〉 

 

 

 

 

 

 

 

〈さまざまな支払いの種類〉クレジットカード、現金、デビットカード、プリペイドカード、電子マネー

 
  生活の中の支払い方法について学ぼう

１ 金銭の管理と購入

支払い方法の特徴
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３ １８歳以上になったら，どのような支払い場面でクレジットカード

を使いたくなると思いますか。.自分の考えを書こう.

４ クレジットカードを使用した消費者相談事例から安全に使う方法を考えよう。

よくある消費相談事例

（１）次の人に、あなたはどのようにアドバイスしますか。.話し合って書いてみよう.

（２）クレジットカードとうまく関わるために、気を付けようと思うことは何ですか。

.自分の考えを書こう.

≪学習の振り返り≫

・支払い方法の特徴について理解できた。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・クレジットカードの仕組みや機能がわかった。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・支払い方法に興味・関心を持って学習に取り組むことができた。

（ ◎大いに取り組めた ・ ○取り組めた ・ △どちらともいえない ・ ×取り組めなかった ）

年 組 番 氏名

 

●クレジットカードを使いすぎて支払えなくなった ●クレジットカードを紛失してしまった  
●友達にカードを貸したら利用されてしまった ●クレジットで買った商品が届かない 

 

 

●友達にカードを貸したら利用されてしまった 

●クレジットで買った商品が届かない ①旅行に行って、食事やショッピン

グにクレジットカードを使いすぎ

てしまった。来月、次の給料が入っ

たとしても、利用金額が銀行口座か

ら引き落とせないかも知れない。 

②親友から、クレジットカードを貸

してほしいと頼まれ迷っている。 
きちんと返して、お金を支払うと言

ってくれているので、貸そうと思う

けどどう思う？  
 

② 
 
 
 
 

① 
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関連資料 

■生活の中で利用できる支払い手段の特徴 

 

■クレジットとは 

 クレジットとは、商品等の代金を後から支払うしくみで、契約方法は２つあります。

二者間契約：消費者が商品等を購入した販売店との間で、代金後払いでの商品等の受

け渡しに関する契約 売買契約 を結びます。

三者間契約：消費者と販売店の間にクレジット会社が入ります。消費者が販売店で購

入した商品等の代金は、クレジット会社が立て替えて販売店に支払い、後日、消費者

がクレジット会社に支払います。三者間の間で、それぞれ契約が結ばれます。

 

                        

              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

クレジット会社 

クレジット 
カード提示 

商品引き渡し 

代金立替え払い 

代金後払い 

クレジット 
カード発行 

三者間契約 

売買契約 

加盟店契約 

立替払契約 

二者間契約、三者間契約は、消費者個人

の「信用」に基づく契約です。

三者間契約は、購入をしたところと代金

を支払うところが違います。

クレジットは借金！

きちんと支払えると

いう信用が大事

支払い時期 種 類 特 徴

前払い

プリペイドカード ・事前に代金を支払って購入する

・残高がゼロになるまで繰り返し使用できる

・カードの金額が不足した場合は、新たなカードや現金で支払う

・誰でも利用可能、他人に譲ったり貸したりできる

電子マネー ・事前に代金を支払って、チャージをする

・残高がゼロになるまで繰り返し使用できる

・チャージした金額が不足した際は、現金で支払う

・カードにより他人に譲ったり貸したりできる

即時払い

現金
・直接その場で受け渡しをする

・金融機関の預金口座から引き出す

・誰でも利用可能、他人に譲ったり貸したりできる

デビットカード
・金融機関に預金口座をつくりカードを作成する

・口座の現金が不足すると支払いができない

・ネットショッピングの際は、先に支払いを行う

・他人に譲ったり貸したりできない

・口座の名義人のみ利用できる

後払い

クレジットカード
・クレジット会社に申込みを行い、審査を受ける

・商品・サービスを先に受け取り、支払い日に代金が口座から引き

落とされる

・１８歳以上でないと持てない

・カード名義人のみ利用でき、他人に譲ったり貸したりできない
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消費生活センターからのアドバイス

→発行されたクレジットカードを利用できるのは、クレジット会社の審

査を受けた「会員」だけです。家族や友人など、どんなに親しい間柄

でも、ほかの人に貸したり、ほかの人から借りたりすることはできま

せん。未成年者が親のクレジットカードを無断で使った場合、親がク

レジットカードの管理責任を問われる場合もあります。

■クレジットカードのしくみ 

              ★クレジットカードをつくるには

                

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

  

■クレジットの利点・問題点 

 生活の中でうまくクレジットを使うには、利点や問題点を理解することが必要です。

         【利点】              【問題点】

 

    

 

 

 

 

 

  

 

■クレジットカードによる問題（消費生活センターの相談事例から） 

 こんな場合どうなる？

          

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

●後払いで商品を購入することができる  
●高額な商品を分割払いで購入できる 
●現金を持ち歩かなくてもすむ 
●通信販売や海外での支払いに便利である 
●ポイントが貯まることが多い 
●カードで買った商品に事故があれば補償

を受けられることがある 

●必要でないものまで買いすぎることがある 
●不正利用や盗難によりトラブルに巻き込ま 
れる可能性があり、管理が重要である 

●カードの有効期限が切れると支払いが正常 
に行われなくなる 

●支払いに手数料を取られる場合がある 
 

オンラインゲームで課金をするために、親のクレジットカードを使ってもいいのか？

IC チップ 

カード有効期限 

磁気テープ 

連絡先 

セキュリティコード 

署名 

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
申
込
書
を
提
出 

ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に
よ
る
審
査 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
受
取
り 

入会申込書 
本人確認書類 
等を提出 

申込書の内容の確認 
現在・過去の使い方 
他のクレジット会社
での利用状況を審査 

クレジット会社が
「総合判断」 

クレジットカードのミニ知識 
☆発行枚数   ２億７，８２７万枚（国民一人あたり 2.7 枚保有）   ※平成 30 年３月末現在 
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〈ねらい〉 

金銭を適切に管理し、収支バランスを図ることは消費生活の基本である。考えた

り工夫したりしながら限りある金銭を有効に使うことは主体的な消費生活の基盤と

なり、生活の充実につながる。本時では生活にかかる金銭の流れを把握し、計画的

な金銭管理の必要性を理解できるようにする。 
はじめに金銭の使い方について、意識を高める。次に生活に必要な物資・サービ

スには、衣食住や、電気、ガス、水、交通などのライフラインに係る必需的なもの

や、教養娯楽や趣味などに係る選択的なものがあることに気付かせる。 

〈進め方とポイント〉 
１ お金の使い方を各自で考え記入させ、ペアや班 ４人程度 で意見を共有する。

全体発表では率直でさまざまな意見が出るように支援する。

し、「計画的な金銭管理とは」「主体的な消費生活のために」を読ませ

る。クラスの人の発表や資料から学んだことを右欄に記入させる。

２ ５文字のひらがなクイズは、資料にヒントが書かれていることを伝える。何

人かを指名し全体発表してもらう。ここでの正解は「かぎりある」である。生徒の

発表はいずれも大切な考えであるが、生活のお金を考える上では「限りがある」

という現実に向き合うことが必要となることを伝えたい。

は費目、 必需、 選択である。答え合わせをしながら、時間を取って資

料の解説を十分に行う。

３ ペアや班で話し合ったり、参考資料を見たりしながら、 ～ に記号を記入させ

る。必需的かどうかは、個人の考えや状況によって異なるため、他人と意見が一致し

なければ自分の考えを記入するように伝える。自動車関連費は住む場所によって、保

健医療費は人によって違うなど、適宜、考え方のヒントを与え、気付きを促す。

～ に何が入ったか全体発表させる。例えば、 机間巡視の際に大多数で一

致した答えを確認し、最初に代表的な内容を記入した生徒を指名して発表させ、

その後に違う内容を記入した生徒を指名し、そのように分類した理由を述べさせ

る、などの進め方が考えられる。

必ず支出があり毎月の収入の範囲内に収める： 、 、 、 、 、 、 、

必要なときに購入できるようお金を用意する： 、 、 、 、

生活費が足りない場合に減らすことを考える： 、 、 、 、 、 、

収支のバランスを保つためには、各家庭の状況に応じて必要性を判断し、優先順

位を考慮して支出を調整することが重要であることを伝える。最後に資料の「計画

と予算」を読ませ、次時に予算を立てる活動を行うことを予告する。

〈参考文献〉 
・婦人之友社 ２０１８年『予算生活の家計簿 ２０１８年版』 
・婦人之友社 ２０１６年「かぞくのじかん 秋号」

内容Ｃ １ ア ア

計画的な金銭管理の必要性（収支バランス、計画的な金銭管理の必要性への理解）

生活にかかるお金について知ろう 

 
 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・

資料を配布 
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１ お金のよい使い方、よくない使い方とは、どのようなことだと思いますか？

.考えて記入しよう. 

よい使い方

自分で考えたこと クラスの人の意見や資料を読んで学んだこと

よくない使い方

自分で考えたこと クラスの人の意見や資料を読んで学んだこと

２ 計画的な金銭管理のポイントとなる言葉を資料から確認しよう。

.当てはまる言葉を記入しよう. 

（１）お金の使い方を考えるときに忘れてはいけない言葉を５文字で入れよう。

３ 中学生のいる家庭生活には、次の ～ のような生活費がかかっています。

資料も参考にしながら、それぞれを（１）～（３）に分類してみましょう。

.相談しながら、自分の生活にあてはまる記号を書こう. 

（１）必ず毎月の支出があるため、毎月の収入の範囲内に収める必要があるもの。

（２）必要なときに購入できるよう、予定してお金を用意しておく必要があるもの。

（３）生活費が足りない場合には、支出を減らしたりやめたりする必要があるもの。 

１ 金銭の管理と購入

計画的な金銭管理の必要性  
生活にかかるお金について知ろう

めあて  
 

お金とは ものです。

（２）お金を分けて整理するための、使い道に応じた分類…

（３）生活のために欠かせないものに使う費用… 的支出

（４）使うかどうかが選べるものに使う費用…… 的支出
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主食・副食費

米・パン・麺類、

おかず、調味料など

お菓子・ｼﾞｭｰｽ 外食 住居費

家賃 住宅ﾛｰﾝ

家財道具

家具・寝具・家電

ｲﾝﾃﾘｱ･園芸

置物、小物入れ、

花、苗など

食器・調理道具 日用消耗品

ティッシュ、ゴミ袋、

石けん、洗剤など

電気･ｶﾞｽ･水道 平日用の服

制服・体操服、靴、

下着、パジャマなど

休日用の衣服 医療費

病院・薬代・

めがねなど

交通費

電車・汽車・バス代

自動車関連

車両代、整備関連費、

自動車保険

通信費

ｽﾏﾎ代、ﾈｯﾄ接続、

視聴料、送料など

学校教育費

学納金、文房具など

補助学習費

参考書、塾、

習い事など

教養費

書籍、新聞代など

娯楽・交際費

映画、 ﾚﾝﾀﾙ、旅行、

食事会、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄなど

その他雑費

散髪代、ﾍﾟｯﾄ関連、

化粧品、たばこ代など

≪学習の振り返り≫

・お金のよい使い方について考えることができた。
（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・生活には、さまざまなお金がかかっていることがわかった。
（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・生活に必ず必要な支出と、そうでない支出があることがわかった。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・学習した感想（はじめて学んだことや、もっと知りたかったことなど）。

年 組 番 氏名
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関連資料 生活にかかるお金について知ろう 

■計画的な金銭管理とは～消費生活の一番の基本～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主体的な消費生活のために 

現代の社会では、生活のために必要なさまざまな商品を、お金の支払いを通じて手

に入れて使っています。このことを消費生活といいます。使う物を自分で作る自給自

足の生活とは違い、お金は現代の消費生活には欠かせないものです。同時に、お金を

通じて色々なものを手にすることもできます。 

収入の中で出費していたとしても、計画が

ないと生活がお金に振り回されがちです。自

分のお金の使い方に自信が持てず、何にどれ

くらい支出できるのかが分からないと、毎日

の生活を不安な気持ちで過ごすことにもな

ります。 

主体的・計画的にお金を使えるようになる

ことは、自立した生活の第一歩です。さまざ

まな価値観があるなかで自分の考えを明ら

かにし、何に、いくら、いつ使うかを主体的

に判断できるようになりましょう。 
 

■お金を分けて考える 

お金は、使う内容や目的によって分けて考

えることが上手な管理のポイントです。 
費目に分ける 

家の中の物を整理整とんするのに「文房具」「薬」

など、種類ごとに分けて引き出しにしまうように、

お金の管理でも使い道によって分けて整理するの

が管理の第一歩です。使い道に応じた分類のことを

費目（費用の名目）といいます。例えば、食べるため

に使う費用は「食費」、住まいのための費用は「住居

費」です。 

計画的な金銭管理とは、お金を使う内容や時期などをあらかじめ考えたり、何

にどれくらい使ったのかを確かめたりしながら、かぎりある金銭を自分の生活の

ためにやり繰りすることです。 
お金の管理は、収入以上に支出しないというのが大原則です。お金は使ってし

まった後ではどうすることもできないため、有効に使うためには、前もって考え

ることが大切です。将来にわたって、支出が収入の中に収まり、自分の目標に合

った使い方ができるよう先を見越しながら考えましょう。 
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必需的なもの、選択的なものに分ける 

家庭での生活費は、大きく２種類に分けられます。 
必需的支出：生活のために欠かせないものに使う費用 
選択的支出：使うかどうかが選べるものに使う費用 
必要な物（ニーズ）と、欲しいもの（ウォンツ）とも言います。 
 
例えば、食費、住居費、光熱費、衣服費などは生活の

ために欠かせませんが、娯楽・交際費、教養費などは、

必ず必要とはいえません。また、食費の中でも、主食や

おかずは必要ですが、お菓子やジュースはどうでしょ

うか。このように同じ費目の中に、必需的支出と選択的

支出とが混じっていることもあります。 
また、スマートフォンやインターネット接続などの

通信費を必需品だと思う人が多いかも知れませんが、

近年に普及したものです。自動車も地方暮らしだと必

需品ですが、交通手段の豊富な場所に住む場合には贅

沢品と捉えられる場合もあります。 
自分にとっての必需品は何かを考え、予算を立てるときは必需品から考えます。 

 

支出の頻度で分けて考える 

毎月必ず出費があるものと、年に数回か、それ以下しか出費がないものなど、費目

によって支出する回数は異なります。食費や光熱費は、毎月必ず出費がありますが、

衣服費は年に数回か、それ以下の出費ですみます。 
必ず毎月の支出があるものは、毎月の収入の中に収めなければなりません。支出の

回数が少ないものは、必要なときに買うことができるようお金を用意しておかなけれ

ばなりません。 
 

■計画と予算 

計画するとは、ある事を行うために、あらかじめ方法

や順序などを考えることです。計画する際には、考えた

内容を紙に書くことが必要です。いくらりっぱな計画を

持っていても、頭の中にあるだけでは具体的にはならず、

そのうちに忘れてしまいます。また、家族の協力が必要

なことが多いため、相談するときに紙に書かれた計画が

あるとおたがいに理解しやすくなります。 
収支の計画のことを予算といいます。予算は１週間や

１か月といった短い期間ではなく、半年や１年といった

長い期間で考えます。記録に残しておくことが大切です。 
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〈ねらい〉 

金銭の計画的な管理の方法を具体的に学ぶ。実際に購入計画と予算を立てる活動

を通して、生活の目標や見通しという長期的な視点を持ちながら、使い方を具体的

に考えるという計画的な金銭管理の方法を身に付けさせたい。予算や計画を立てる

ことは個人の希望を実現するための手段だと気付かせる。 
 

〈進め方とポイント〉 
１ ワークシートの穴埋め問題に各自取り組ませ、金銭管理の手順を意識させる。

［回答： 収入、 費目、 買物、 支出、 記録］

・ し、答え合わせをしながら金銭管理の手順①～⑤を説明する。

２ ワークシートで支出の記録方法を確認する。

家計簿の記帳例より、どの費目に分けるのかを

考えさせる。費目の判断に迷うことも多い。

例えば、テーマパークに行ったときの飲食費は、

食費と考える場合（内容を重視）と、娯楽費と

考える場合（目的）とがある。自分なりの方法

でよいことを知らせる。

３ 休日に（学校外で）着る衣服・靴の購入計

画を、年間単位で考えさせる。最初にこれから

１年間の方針を各自で考え、文章で記入させる。

主体的な意思決定のために、自分が「こうしたい」という思いを意識させたい。

３ 資料編を参考に、１年間の予算が総額で何円くらいになるかを考え、記入さ

せる。本人が希望する内容でよい。年額予算を１２で割った金額も記入させ、１

年間というまとまった単位だと、使えるお金が大きいことを知らせる。その場そ

の場ではなく、長い期間で考えることが、計画的な金銭管理につながることを伝

える。

４ 季節毎に、何をどの程度購入するかを具体的に考え、合計で何円の予算になる

かを計算・記入させる。衣料店のチラシ、通販サイトのカタログを印刷して用意

し、生徒が実感を持って活動に取り組めるようにする（衣料店のデジタルチラシ、

通販サイトのデジタルカタログなど、インターネット上で手に入る）。色や柄など

まで、できるだけ具体的に考えさせる。授業後には計画した内容を家族と共有し、

実践に生かすよう伝える。

〈参考文献〉 
・婦人之友社 ２０１８年『予算生活の家計簿 ２０１８年版』 
・婦人之友社 ２０１６年「かぞくのじかん 秋号」

内容Ｃ １ ア ア

計画的な金銭管理の必要性（収支バランス、計画的な金銭管理の必要性への理解）

計画的なお金の管理方法を学ぼう 

月間支出の集計
1ヶ月の支出 予算 実際

食　　費
②日用品費 ⑨  1,400

⑦光熱・水道費 ⑩  7,500
⑥衣　服　費 ⑪  3,800
⑤交　通　費 ⑫ 　　400
⑧通　信　費 ⑬12,000

③④教　育　費 ⑭  1,300
合計

生徒用ワークシート ・

教師用手引 

資料を配布 
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スーパーとくしま
鳴門店

TEL 088-888-8888

領 収 証
2020年6月1日

キャベツ 200
もやし 30
さつま芋 285
バナナ 289
豆腐 130
卵 200
ソーセージ 350
豚ロース肉 600
鮭切身 650
食パン 180
コーヒー豆 498
牛乳 188
ヨーグルト 150
チーズ 250

合計 ¥4000
（内消費税 ¥296）

お預かり ¥5000
お釣り ¥1000

 
 
 

１ お金を管理する手順を確認しよう

次の ～ に入る言葉は何ですか。.［  ］から選んで入れよう。 

［買物・支出・費目・記録・収入］

２ 支出の記録方法を確認しよう

支出したときには、必ずレシートをもらい、家計簿（こづか

い帳）に記入します。記入するときには、内容や目的に応じた

費目に分けます。

（１）右のレシートを下の家計簿に記入すると、①の費目は何にな

りますか。また②～⑧の費目を［ ］から選んで記入しよう。

［日用品費、光熱・水道費、衣服費、交通費、通信費、教育費］ 

（２）１か月の支出を費目別に確認・合計し、⑨～⑭に記入しよう。

 
計画的なお金の管理方法を学ぼう

家計簿の記帳
№ 日付 費目 内容 金額

6月1日 ① ｽｰﾊﾟｰとくしまで食料品
〃 ② 台所洗剤、ふきん

6月5日 ③ 問題集
〃 ④ 文房具
〃 ⑤ 電車代

6月9日 ⑥ 靴と靴下
6月11日 ⑦ 電気・ガス代

〃 食費 スーパーとくしま
6月15日 食費 家族と外食

〃 ⑧ スマホ通信料
6月20日 食費 スーパーなると
6月25日 食費 スーパーとくしま

１ 金銭の管理と購入

計画的な金銭管理の必要性

月間支出の集計
1ヶ月の支出 予算 実際
食　　費
日用品費 ⑨

光熱・水道費 ⑩
衣　服　費 ⑪
交　通　費 ⑫
通　信　費 ⑬
教　育　費 ⑭
合計

めあて  
 

の確認

別に年額を決める

１か月当たりの予算を決める

の計画を立てる

予算と

比べて、

残額を

確認

買物

する

支出を

する
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３ これから１年間の、休日に着る衣類・靴の予算と買物計画を立ててみよう。

（１）自分が「こうしたい」と思う１年間の方針を考えよう。例えば・・

「大人っぽい服を着てみたい」「昨年までの洋服が小さくなったので、新しい洋服を買いたい」

「まだ背が伸びるかも知れないから、安い物で十分」「服にはお金を掛けない」 など。

（２）１年間の総額でいくらの予算になりますか。.金額を考えて記入しよう。

４ 季節毎にいくらくらいで、何を買いたいですか。.計画を考えて記入しよう。

※衣類は、１か月よりも季節毎に予算を立てるのがやりやすい方法です。

１ これから１年間の方針 .自分の考えを記入しよう.

２ 予算は１年間で 円です。（１か月あたり 円）

春・秋物 夏物 冬物

合計 円くらい

（内訳）

合計 円くらい

（内訳）

合計 円くらい

（内訳）

≪学習の振り返り≫

・計画的な金銭管理の必要性について理解できた。

（ ◎理解できた ・ ○まあまあ理解した ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・予算を立てる方法がわかった。

（ ◎わかった ・ ○まあまあわかった ・ △あまりわからなかった ・ ×わからなかった ）

・これからも予算や計画を立てて自分のお金を管理する。

（ ◎できる ・ ○まあまあできる ・ △あまりできない ・ ×できない ）

・学習した感想（はじめて学んだことや、もっと知りたかったことなど）。

年 組 番 氏名
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関連資料 計画的なお金の管理方法を知ろう 

■お金を管理する手順 

① １年間分を合計した収入（使える金額）を確認する。

② 費目別に年額を決める。１か月あたりの予算を出し、買物の計画を立てる。

③ 予算内で支出する。

④ 支出を記録する。

⑤ 予算と比べて、残額を確認する。

① １年間の総収入を確認する 

計画を立てるためには、まず収入（使える金額）を確認する必要があります。１

年間の支出は、この金額に収める必要があります。 
 月々決まった額のこづかいなど、定期収入がある→１年分の額を合計します。 
 不定期に入りそうな収入がある→１年間でどれくらいになりそうかを考えて

合計額を出します。不定期な収入は、昨年１年間の収入を参考にしながら、

少な目に見積もるとよいでしょう。 
 

お家の人からこづかいをもらう場合は、「何に使ってよいのか、何の代金が含まれ

ているのか」を確認しましょう。雑誌や本など好きなものにだけに使ってよいのか、

学校で使う文房具代は含まれているのか等です。少しずつ自分で責任持って管理で

きる範囲を増やしていくとよいですね。 
 
② 予算を費目別に考え、買物の計画を立てる 

 年間の予算を費目別に考えます。 
 食費、交際・娯楽費、日用品費など、

費目別に１年間で何円くらいになる

か、書き出します。

 予算の１割は、何かのためのときの貯金

にしましょう。 
 人のために使うお金も考えましょう。 

例えば、毎月の予算が５００円だと、１年

間では６，０００円になります。このように

まとめて考えることで、時期を考えればまと

まった金額の物が買えることがわかったり、

反対に１か月の金額は小さくても１年にす

ると無駄に思えるものがあったりします。 

予算を立てるときに大事なことは、これから１年間の方針を自分で考えることで

す。何にお金を使いたいか、自分が「こうしたい」ということを明らかにしましょ

う。初めて予算を立てる場合は、見当がつかないこともありますが、自分のために

立てるものなので、何円でもよいのです。とにかく１年間の収入に収まる中で、金

額を書いてみましょう。 
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③ 予算内で支出する 

 必要なもの、欲しい物に対し、予算と手持ちのお金の中で支出します。 
 収入があったら、１割を貯金に回すとよいでしょう。 

 食費など毎月支出のあるものは１か月の予算内に収めることを意識します。 
 たまにしか支出がない費目は、ほとんど使わない月と、大きく支出する月とが

あります。費目別の年間予算に収まるよう考えます。 
 

④ 支出を記録する 

 支出があったらすぐに、こづかい帳に記録します。 
 費目を書いておきます。 

⑤ 予算と比べて、残った額を確認 

 月末に、費目別に支出を集計します。 
 費目別に予算から差し引いて、残りの金額を確認します。 
 たまにしか支出しない費目は、１年間の予算に収まっているかを確認します。 

 
 
 

■衣服の予算と買物計画 記入例 

１ この１年間の方針

去年までの洋服が小さくなったので、高校生になっても着られる少し大人っぽい服を新しく

買い揃えたい。休日に自転車やバスに乗って出掛けるときに着る、動きやすい服にする。

２ 予算は総額で 円です。（１か月あたり 円 ）

春・秋物 夏物 冬物

合計 円くらい

（内訳）

グレーのパーカー 枚 円
紺ロングパンツ 枚 円
長袖カットソー 枚 円

合計 円くらい

（内訳）

半袖 シャツ 枚 円
ハーフパンツ 枚 円
サンダル 枚 円

合計 円くらい

（内訳）

フリースジャケット 円
ベージュのセーター 円
スニーカー 円

立てた予算と買物計画は、実際にお家の人に見せて相談してみましょう。買物したら、使った金

額を 1年間の予算から差し引いて、残りの金額で 1年間やりくりします。 

洋服を買うときは、素材や洗濯表示も確認し、環境にやさしい選択も考えてみてください。 

費目別の予算の大切さ 
費目別の予算は、「何にいくら支出してよいか」の目安になります。予算をまもっていれば、安心し

てお金を使うことができます。記録するだけでなく、予算と比べて費目別に残った額を確認しましょう。

予算どおりにいかない場合は、理由をよく考えながら予算を見直します。全体の収入を超えないこと

には変わりません。 

衣類は、計画しておかないとお店の素敵なディスプレイや、セールにつられて衝動買い・・という

ことが起こりがちです。衝動買いだと自分に似合わなかったり、あまり着て行く場所がなかったり・・

と無駄になりやすいため、買物計画が大切です。 

計画があれば、むやみに安い値段にこだわる必要もなくなります。 

いつどこで着るのか、現在持っている服と組合せがしやすいかなど、よく考えましょう。下見をし

たり、インターネットで調べたりして自分に合う着こなし方を研究するのもよいですね。 
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〈ねらい〉 

民法改正に伴い、２０２２年４月から成年年齢が１８歳に引き下げられることで、 
若年者層への消費者被害の拡大が懸念されていることから契約の正しい知識を身に 
付けることが必要である。 

小学校における「買物の仕組み」の学習を踏まえ、契約が法律に則ったきまりで

あり、売買契約が成立するためには買主及び売主の合意が必要であることや既に成

立している契約には法律上の責任が伴うため、消費者の一方的な都合でやめること

ができないことを理解させる。 
 
〈進め方とポイント〉 
１ 契約と聞いて思い浮かぶ言葉を話し合い、発表させることで、生徒に契約のイ

メージを持たせる。

２ 身近な事例について契約かどうかを考えさせるクイズを行う。各自で考えた後

に、挙手させたり色違いのカードを挙げさせたりするとよい。生活の中でさまざ

まな契約が行われていることを意識させる。解答：①⑨以外はア

３ クイズの正解をふまえ，契約と約束の違いについて話し合い，発表させる。

４ し，契約は法的責任を伴う約束であると記入させる。約束であれば、

両者の話し合いで、その都度、決め事の内容を変更することも可能であるが、契約

は社会で決められた一定のルールを守る責任があることを理解させる。また、消費

生活において、さまざまな種類の契約がなされていることを認識させる。

５ 売買契約について取り上げ、契約が成立するタイミングについて、具体的な

買物の場面から認識させるとともに、契約が成立することにより、消費者と事業

者の双方に生じる義務と責任について理解させる。

５ 契約は口約束で成立することや、どちらか一方の都合で勝手にやめるこ

とはできないことを理解させる。一定条件で（１週間以内でレシートがあれば等）、

返品を認めている場合が多くみられるが、これは店側のサービスである。法的に

は返品を受け付けなくてもよい。

５ 契約前に契約書により契約内容について確認することが重要であることを

認識させる。買物の際は、店や商品（セール品など）によって返品条件は異なる

ので、確認する必要があることをしっかりと理解させる。

〈参考文献〉 
・「社会への扉」、「社会への扉」教師用解説書 消費者庁 
・契約の達人 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 
・２０１９年版 くらしの豆知識 国民生活センター

内容Ｃ １ ア イ

売買契約の仕組み
契約について学ぼう１ ～契約の意味を理解しよう～
 
 
 

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ 契約といわれて、あなたはどのような言葉が思い浮かびますか。

２ 私たちの生活には、たくさんの契約があり、毎日いろいろな契約をしています。

（１）身近な契約クイズに挑戦しよう。

.ア （契約だと思う）  イ （契約だと思わない）のどちらかを記号で記入しよう. 

① 友達と週末に遊びに行く約束をする 答え

② バスや汽車、電車に乗る 答え

③ コンビニエンスストアでパンを買う 答え

④ 自動販売機でジュースを買う 答え

⑤ レンタルビデオ店でＤＶＤを借りる 答え

⑥ 電話でピザを注文する 答え

⑦ ゲームソフトを店に売りにいく 答え

⑧ インターネット通販で、スニーカーを買う 答え

⑨ 友だちと会う約束をする 答え

⑩ 学習塾に通う 答え

３ 契約と約束は、何が違うと思いますか。.話し合って記入しよう.

４ 契約とは何だろうか。.資料を確認して記入しよう.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて 

 

 

 

 

 

１ 金銭の管理と購入

売買契約の仕組み

契約について学ぼう１ ～契約の意味を理解しよう～

契約とは、 
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５ 毎日の生活の中で、経験している「売買契約」について考えてみよう。

（１）店で買物をするとき、契約が成立するのはいつでしょう。

契約の成立（ ） ①～③から選ぼう.

（２）次の場合、返品できるか考えてみよう。

お店の人は返品を、.どちらかを〇で囲もう.

（ 受け付けなければならない ・ 受け付けなくてもよい ）

（３）成立した契約のルールを確認しよう。.文章の続きを記入しよう.

（４）契約する前に必要なことを考えてみよう。.考えて記入しよう.

≪学習の振り返り≫

・毎日の生活が、たくさんの契約により成り立つことが理解できた。

（ ◎理解できた ・ ○まあまあ理解した ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・売買契約の仕組みについて理解できた。

（ ◎理解できた ・ ○まあまあ理解した ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・売買契約をする前に大切なことを考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

年 組 番 氏名

①  

●  

② ③ 

これください
千円です

はい、ありがとう
ございます

商品に不都合が

ありましたか

家によく似たものが

ありました

 

成立した契約は、自分の都合で勝手に 

 

まだ使ってないので

返品したい

 

お金の支払い

商品をお渡しします

商品引き渡し合意
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〈ねらい〉 

契約をやめられる場合があることを理解させる。一度結んだ契約は、どちらか一方

の都合で解消することができないのが原則であるが、事業者と結んだ契約で消費者が

不利益を被る場合には、解消できる場合があることを理解させることも必要である。 
一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができるクーリング・オフや

未成年者を保護するための未成年者の取消しについて、正しい知識を身に付けさせ

ることを通して、契約前には、よく考え慎重に判断することの大切さを考えさせる。 

 
〈進め方とポイント〉 
１ 売買契約の２つの事例を比較し、共通点と違いを話し合って記入させる。

２ し、不意打ち性の高い契約を解除する方法として、クーリング・

オフ制度の内容を確認しながら語句を記入させる。※その際にはクーリング・オフ

ができる取引として、購入方法の関連資料 や教科書に記載されている若者が

巻き込まれやすい代表的なトラブルも例に挙げる。

２ 実際に契約を解除する方法を理解させるために、法律で定められている事項

を確認しながら、契約解除通知書を書かせてみる。また、クーリング・オフがで

きるものにチェックさせ、クーリング・オフができる期間があること、通信販売

ではできないことを確認させる。

２ 資料を読み、クーリング・オフ制度の効果と注意点を記入させる。

３ この場合は取消しできる。親権者の同意がなかった未成年者の契約は取消す

ことができる。成人と比べて知識や社会経験が不足している未成年者を保護する

ための制度があることを理解させる。

３ 全て×。契約者が責任を持てる場合、相手を騙した場合は取消しできない。

３ 取消しできるその他の場合を資料で説明し、契約が不当な場合は消費者の主

張で取消しできることを知らせる。成年年齢引下げを踏まえ、契約の前に慎重に

考えること、消費者の主体的な意思決定と行動の大切さを考えさせる。

〈参考文献〉 
・「社会への扉」、「社会への扉」教師用解説書 消費者庁 
・契約の達人 公益社団法人 全国消費生活相談員協会 
・２０１９年版 くらしの豆知識 国民生活センター

内容Ｃ １ ア イ

売買契約の仕組み

契約について学ぼう２ ～契約をやめられる場合を知ろう～

 
 
 

原則
解消不可

商品や表示、販売方法に問題があれば契約の解消ができる場合がある。

店と相談して返品できる場合がある。
未成年者の契約は取消しができる場合がある。

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ 次の２つの事例を読み、違いを考えてみよう。

２つの事例の共通点と違いは何ですか。.話し合って記入しよう. 

共通点 違い

２ クーリング・オフ制度について調べてみよう。.空欄に当てはまる言葉を記入しよう.

（１）クーリング・オフ制度とは、強引な勧誘や不意打ち的な販売など、

結んだ契約は、

であれば、 で解除することができる。

（２）クーリング・オフの方法

次の契約を解除するためにクーリング・オフのはがき 裏面 を書いてみよう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めあて 

事例１ 

 昨日、お店でアクセサリーを買ったが他の店で

もっと気に入ったものを見つけた。一度も 

身に付けてないので、返品したい。 

事例２ 

 昨日、アクセサリーの展示会をしているからと

路上で勧誘され断れなくて買うことに 

した。家に帰って考えると必要ないの 

で、返品したい。 

 

６日前、路上で B 株式会社の阿久得さんに声をかけられ、学生でも楽にもうけられる

という投資用教材セット「最強投資大百科」を３０万円で購入させられたが返品したい。 

次の事例で、クーリング・オフができるも

のにチェックしよう 
□３日前にインターネットでスニーカー

を購入したが、イメージと合わないので

返品したい。 
□２週間前に、友人に紹介していくともう

かると言われ、健康食品を購入したが、

返品したい。 
□５日前にＳＮＳでお店に呼び出され、

万円の化粧品セットを購入したが、返品

したい。 

契約解除通知書 
 

●契約(申込) 年 月 日 

●販売会社名 

●担当者名 

●商品名 

●契約金額 
 
 

年 月 日 
(契約者住所) 
 
(契約者氏名) 

  

１ 金銭の管理と購入

売買契約の仕組み

契約について学ぼう２ ～契約をやめられる場合を知ろう～
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（３）クーリング・オフ制度の効果は何ですか。当てはまる言葉を記入しよう

代金が される。 商品が できる。

（４）クーリング・オフができない場合を調べてみよう。

① インターネットショッピングなどの

② 総額が 円未満の現金取引

③ 消耗品を とき

④

３ 未成年者の契約について、考えてみよう。

（１）次の場合、契約の取消しができますか。.どちらかを選んで理由を書こう.

（２）以下の場合は未成年者の契約の取消しができますか。.○×で記入しよう.

① お小遣いとしてもらっている金額で契約した場合……………………（ ）

② 親が同意して契約した場合………………………………………………（ ）

③ 契約の相手に対して、自分は成人だとだまして契約した場合………（ ）

④ １８歳であるが結婚後に契約した場合…………………………………（ ）

（３）民法が改正され、２０２２年から成年年齢が１８歳になります。成人となって契

約トラブルにあわないために、どのようなことを心がけますか。.考えて記入しよう.

≪学習の振り返り≫

・クーリング・オフ制度について理解できた。

（ ◎理解できた ・ ○まあまあ理解した ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・契約の取消しについて理解できた。

（ ◎理解できた ・ ○まあまあ理解した ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・未成年者の契約について考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

年 組 番 氏名

 

契約の取消しは、（ できる ・ できない ） 
理由は、 

 

私は１４歳の中学生ですが、先日、保護者に内緒でダイエットサプリ商品を

契約しました。よく考えてみた結果、契約を取消したいのですが。

この契約は取り消せますか？
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関連資料 契約について学ぼう 

■契約とは 

私たちは毎日の生活の中で、意識していなく

ても様々な「契約」をしています。契約とは「法

的責任」を伴う約束のことで、一度成立すると法

律上の権利と義務が発生します。 

契約には、店でものを買う(売買契約)、家を借

りる(賃貸借契約)、バスや汽車、電車に乗る(運

送契約)、電話を利用する(通信サービス利用契

約)など様々なものがあります。 

例えば、商品の売主の「売りたい」という 

意思と買主の「買いたい」という意思が合致したときに売買契約が成立します。 

 

〈売買契約の成立の仕組み〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約は、「買います」「売ります」と合意した時点で成立します。つまり、口約束で

も契約は成立します。また一旦、成立した契約は、自分の都合で勝手にやめることは

できないのが基本です。すべての買物は、契約なのです。買物をする前には、商品の

必要性を考えるとともに、価格や品質など情報収集をしておくことが大切です。 

但し、商品や表示、購入方法に問題があれば、店側は返品に応じなければなりませ

ん。また、店によっては、「レシートがあれば」「１週間以内であれば」など、一定の

条件で返品に応じる場合があります。ですが、この場合は店や商品によって違うので、

よく確認しておく必要があります。 

 

■契約書とは 

契約の金額が高額、あるいは契約内容が複雑な場合には、契約書を

作ります。書面にした方が内容をはっきり確認することができ、「言

った」「言わない」などのトラブルも少なくなるからです。一方、その

場で商品の引き渡しと代金の支払いが完了する場合は、契約書が作成

されることはほとんどなく、レシートが契約のしるしとなります。 

約束
当事者間の合意
で成立する。

守る責任がある。

契約
法的責任を
伴う約束

この本をください 

わかりました。 

ありがとうございます 

申し込み 承諾 

合意 

契約成立 

お互いに法律上の権利と義務が生じます 

消費者には、事業者に商品の代金を支払う義務、商品を受け取る権利 

事業者には、消費者に商品を引き渡す義務、商品の代金を受け取る権利 

消費者 事業者 
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消費生活センターからのアドバイス

→２０２２年４月から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられます。２０１６年にお

ける全国若者の消費者被害の相談件数は、１５歳～１９歳では人口１ ０００人あたり

２．７件ですが、２０歳～２４歳になると６．４件と約２．４倍になります。２０歳未満

が少ないのは未成年取消権が認められているからです。今後、成年年齢が引き下げられる

と１８歳になった時点で悪質業者にねらわれることが心配されます。

 

■契約をやめたいときには 

◇クーリング・オフによる解除 

 

 

 

〇正しく記載された書面（申込書面又は契約書面）を受け取ってから以下の期間 

〇クーリング・オフをする時のはがき（契約解除通知書）記入例  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇クーリング･オフができない場合 

 

 

 

◇未成年者契約の取消し 

未成年者の契約では、原則として親権者の同意が必要であり、同意がなかった契約

は取り消すことができます。  
   〇未成年者の取消しができない場合 

 

 ◇その他の取消し 

  消費者が不利益になることを告げられなかった、詐欺や強迫によってさせられた

などの不当な契約は取り消すことができます。

   

 
 
 
 
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 

〇〇会社 御中 

切

手

-  

「簡易書留」 
「特定記録郵便」 
 

クーリング・オフは「頭を冷やしてよく考える」という意味です。強引な勧誘や不意打ち的な販売など、よく考
える時間がないまま結んだ契約は、一定の期間内であれば、無条件で契約を解除することができます。 
  〈効果：代金が返金される。商品を返品できる。〉 

 

①インターネットショッピングなどの通信販売は法律上できない。ただし、独自に返品の可否や条件につ
いてのルールを定めているので、利用規約を確認する必要があります。 

②総額が３，０００円未満の現金取引  ③消耗品を一部使ってしまったとき  ④乗用自動車 

①親権者がこづかいとして渡している範囲で契約をした場合 
②契約の相手に対して、自分は成人であるとだまして契約をした場合 
③結婚後に契約した場合（婚姻した場合は成人とみなされる） 等 

契約解除通知書 
●契約(申込) 年 月 日 
●販売会社名 
●担当者名 
●商品名 
●契約金額 
上記契約を解除します。 
つきましては、支払済みの〇〇円は、

直ちに返金してください。 
なお、商品はすぐに引き取ってくだ

さい。 
 
 

年 月 日 
(契約者住所) 
 
(契約者氏名) 

はがきを出す前に

両面をコピーし、出

すときは特定記録

又は簡易書留など

で記録（控え）が残

るようにしましょう。 

０８日間 キャッチセールス、アポイントメントセールス、訪問販売、エステ、学習塾など

２０日間 マルチ商法、ネットワークビジネス、内職商法など
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〈ねらい〉

昨今、インターネットやスマートフォンの急激な普及により、消費生活の利便性

が向上する一方で、ＳＮＳを介して若年層が消費者被害に巻き込まれるケースが増

えている。ここでは、スマートフォンの使用を巡ってよくある消費者被害の事例を

知り、その対応方法を身に付けることをねらいとする。被害を未然に防いだり、問

題が発生した場合に適切に対応して、被害を拡大させないようにしたりする力を身

に付けさせる。 
〈進め方とポイント：状況１〉

・ 本時のめあてを確認した後、状況１を説明する。

１ それぞれどちらかを選び、選んだ理由は何かを話し合ってから発表させる。

その後、以下の解答をしっかりと記入するように伝える。 
×：年齢を偽っているから。規約を読まずにボタンをクリックしたから。

×：電話番号と住所・氏名の入力は、個人情報を相手に知らせてしまうから。

支払う必要は「ない」。架空の請求画面が表示されているだけだから。

・  ､ 説明する。スマートフォンを契約して間もない頃はアクセスしたく

なる傾向が強いので、特に注意が必要になることを喚起したい。

２ 状況１を相談する場合の内容をメモにまとめさせる。個人で取り組んだ後にペ

ア・班で確認し、全体発表しながら解答を確かめる。できるだけ早く大人に相談

することでトラブルが深刻になるのを防げることを伝える。

いつ：１０月１７日 どのサイトで：Ｙ社 だれに：サイトの人

何を：サイト登録の退会料３０ ０００円

どうされたか：支払うよう電話で連絡があった。

どう対応したか：電話を切って、そのままにしている。

なぜこうなったか：１０月１０日に「丸得芸能ニュース」の登録ボタンをタップし

てしまった。

時間があれば、メモの内容をもとに、ペアで「相談する人」「相談される人」の

役を交代しながら、ロールプレイングで相談の練習をする。

３ （資料は見ずに）どれを選ぶか、選んだ理由は何かを話し合ってから発表させる。

正解はウ。

４ 資料を確認して記入させる。

連絡せずに無視する（関わらない、何もしない）。 １８８

架空請求への対応方法をしっかり確認するとともに、次々と新たな手口が出て

くるため、心配なことがあれば遠慮なく相談する大切さを伝える。

 
消費者ホットライン ☎１８８（身近な消費生活センターにつながります。） 

徳島県消費者情報センター ☎０８８－６２３－０１１０ 

資料を配布 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・

電子消費者契約法（第３条）には、契約の申込内容について確認画面が表示されてい

なければ、勘違いによる契約の無効を主張できる場合があることが示されています。 

内容Ｃ １ ア イ

消費者被害の背景とその対応

ワンクリック詐欺・架空請求編
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状況１  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
.Ａさんの行動が適切な場合は○、適切でない場合は×を記入し、その理由を話し合おう。 

１ １ Ａさんの次の行動は、適切でしたか。

ａ 本当は１４歳だが規約を読まずにボタンをクリックした。 
 理由 

ｂ 指示されたとおり電話番号と住所・氏名を入力した。 
 理由 

 
２ Ａさんは 円を支払う必要があると思いますか。.正しい答えを記入しよう。 

ある 
・ 
ない 

理由 

Ａさんは１０月１０日の夜、インターネットに接続して芸能人ニュースサイトを見ていたとこ

ろ、「１８歳以上で、規約に同意する人はここをクリック」のポップアップ画面がでてきた。興

味ある内容だったので a 本当は１４歳だが規約を読まずにボタンをクリックした。すると「丸

得芸能ニュース」の怪しい画面が表示されて… 

めあて 

１ 金銭の管理と購入

消費者被害の背景とその対応      ワンクリック詐欺・架空請求編

Ａさん：…え？「登録ありがとうございます。ご利用期間 60 日、料金が 90,000 円となります。」

だって！？えっ、登録してしまった？…ん？あっ、下に「誤作動による手続き解除」ボ

タンがある。…よかった。解除しよう。 

そのボタンを押し、b 指示されたとおり電話番号と住所・氏名を入力したところ、「退会が完了

しました」と表示されました。 

Ａさん：…よかった…。ちょっと安心。もう今日は寝よう…zzz 

１週間後. 

Ａさん：…あれ？☎電話。誰だろう…はい、もしもし。 
業 者：こんにちは、Ｙ社の者ですが。「丸得芸能ニュース」のご利用ありがとうございます。

お支払いがまだですので連絡させていただきました。 
Ａさん：えっ？（あ、前に退会したはずのサイトやな）…退会しましたけど…。 
業 者：ええ、ですから規約の通り“退会料金”30,000 円お支払いをお願いします。 
Ａさん：え？え～っ！…無理です払えません。…“ピッ“☎を切りました。 
Ａさん：ああああ…どうしようどうしよう…。 
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２ Ａさんは、少しでも早く大人に相談したほうがよい状況です。相談するときに、

どのような内容を伝えたらよいか、メモにまとめよう。.考えて記入しよう。 

架空請求編

 
３ について、あなたならどうしますか。.○をしよう. 

 
 
 
 

 
４ 心当りのない料金請求が来た場合の適切な対応は何だろうか。

.資料を確認して空欄に記入しよう. 

メッセージやメールを受け取った場合は a 
 
どうしたらよいか、不安な場合は b に電話して相談する。 

 
≪学習の振り返り≫

・ワンクリック詐欺・架空請求の特徴について理解できた。 
（ ◎できた  ・ 〇少しできた  ・ △あまりできなかった  ・ ×できなかった ） 

・困ったときの相談先と相談内容のまとめ方がわかった。 
（ ◎わかった ・ 〇少しわかった ・ △あまりわからなかった ・ ×わからなかった ） 

・ワンクリック詐欺・架空請求があったときの対応方法を誰かに説明できる。 
（ ◎できる  ・ 〇少しできる  ・ △あまりできない  ・ ×できない ） 

年 組  番  氏名  

 

 

中学３年生のＢさんは、学習塾が終わった後、スマホ画面を確認したところ、ショートメッセ

ージが送られてきていました。メッセージには「アマン総合サービスです。未納料金が発生し

ています。本日中にお支払いのない場合、法的措置に移行します。088-000-0000…」と書かれ

ていました。 

 状況 2
２ 

 状況 2
２ 

いつ： 

どのサイトで： 

だれに： 

何を： 

どうされたか： 

どう対応したか： 

なぜこうなったか： 

 

ア：未納料金が何なのか確かめるために電話する 
イ：電話はしたくないからメールで業者に連絡する 
ウ：何もしない 
エ：その他（ ） 
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消費生活センターからのアドバイス

→一度タップしただけの場合は関わる必要は全くありません。芸能人の

情報などからも誘導されるため、男女問わず多い事案です。恥ずかし

がらずに消費生活センターに相談してください。「クーリング・オフの

適用申請」「誤作動による削除申請」「自動退会処理の申請」などと書

いてありますが、タップすると個人情報の入力画面になる可能性があ

ります。また「無料相談申請」と書かれていても消費生活センターでは

なく、有料の探偵事務所につながることもあります。

 

関連資料 消費者被害の背景とその対応〈ワンクリック詐欺・架空請求編〉

契約者が１８～１９歳の商品・役務別相談件数（全国総件数８，３５７件） 
男 性 女 性

 商品・役務 件数  商品・役務 件数 
１ アダルト情報サイト ３０８ １ 健康食品 ３８９

２ テレビ放送サービス ２８６ ２ デジタルコンテンツ ２７５

３ 教室・講座 ２５７ ３ アダルト情報サイト ２２７

４ デジタルコンテンツ ２３０ ４ テレビ情報サービス １７７

５ 賃貸アパート １５５ ５ 賃貸アパート １４５

全国消費生活情報ネットワークシステム

＜アダルト情報サイト＞

２０代～４０代まで国民生活センターへの

苦情相談が断然多い事案です。

ショッピングサイトやＳＮＳなどの広告、芸

能人のマル秘情報など、何気なくアクセスする

とアダルト情報サイトに誘導されることがあ

ります。

相談件数の多さから、被害は身近にあること

がわかります。「自分だけは大丈夫」ということ

は、決してありませんので注意しましょう。

確認画面が表示されず、１回タップしただけ

では有料の契約は成立していません。請求の画

面は架空の場合がほとんどです。 
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消費生活センターからのアドバイス

→こんなメッセージ見たことありますか？ＳＭＳには電話番号を機械的に組み合わせ

てランダムに送信していると思われます。あなたが連絡しない限り、送り手はこちら

の情報を持っていません。あなたの番号を始めから知っているわけではありません。

個人情報を聞き出したら連絡して、だましてお金を払わせようとしています。

→ワンクリック詐欺同様に対応しないこと。関わってはダメ。心配な場合は、消費生活

センターまで相談してください。

消費生活センターからのアドバイス

→支払義務は生じないので対応する必要は全くありません。連絡してしまっても

それ以降は関わらないでください。ただ、すでに支払いをしてしまった金額に

ついては返ってこない可能性が高いです。

 

消費生活センターからのアドバイス

→個人情報には、名前や住所、性別、生年月日だけでなく電話番号や特定の個人を認識できる

メールアドレスも含まれます。インターネット上で、むやみに個人情報を書き込むことによ

り、嫌がらせやなりすましによる被害など、トラブルに巻き込まれる危険があります。

インターネットサービスの利用やサイトの登録では、個人情報の入力を求められますが、

個人情報を集めることが目的の悪質サイトもあり、注意が必要です。迷惑メールや怪しい

メールが頻繁に届く場合は、メールアドレスを変更するとよいでしょう。

＜ワンクリック詐欺＞

タップしただけで「登録完了」「支払いまでのカウントダウン」等が表示され、料金

を請求される詐欺です。＊タップ時にシャッター音が鳴ることもあります。

＜架空請求＞

ＳＭＳ ショートメッセージ 、ＳＮＳ ソーシャルネットワー

ク 、はがき、メールなどで、以下のような内容が送信されてきます。

「有料動画の未納料金が発生しています。本日中にご連絡なき

場合、法的手続きに移行します。」

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則における規約違

反、電子承認通知に不備が認められたため、本日中にご連絡くだ

さい。」

また以下にあるような名前で送信されてきます。

「アマ〇ンカスタマーセンター」 実際の事業者になりすま

したメール

「全国訴訟お客様管理センター」

「法務省管轄支局訴訟最終告知通達センター」

消費生活センターに相談する内容について

〈いつ、どこで、だれが、だれから、何を、どうされたか、どうしたか〉を

メモに取っておきましょう。

…なんだこれ？ 
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〈ねらい〉

昨今、インターネットやスマートフォンの急激な普及により、実際に店舗に行か

なくても必要な商品やサービスを購入し、利用することが可能になった。便利にな

った反面、若年層が消費者被害に巻き込まれるケースが増えている。 
ここでは、インターネットを介した通信販売における消費者被害の相談事例を知

り、被害にあわないための対応方法を身に付けることをねらいとする。被害を未然

に防いだり、問題が発生した場合に適切に対応して、被害を拡大させないようにし

たりする力を身に付けさせる。 

〈進め方とポイント〉

・ 本時のめあてを確認した後、〈購入方法の特徴〉で学んだ通信販売の特徴を振り

返らせる。

・ し、徳島県における消費生活相談件数状況や、インターネットを通

じて得られる情報サービスに関する相談件数について説明する。

１ インターネットを通じて得られる情報サービスに関して、インターネット通

信販売の相談事例を取り上げ、なぜ被害に巻き込まれてしまったのか、原因を考え

させることで、利用する消費者側にも問題があることに気付かせる。

１ 資料を確認させながら、被害に巻き込まれないようにするために、インター

ネット通信販売をどのように利用すればよいかを班で話し合う。話し合い後に、班

で出た意見を１つだけ選んで発表させる。話し合いや全体発表で、さまざまな意見

にふれて、個人の考えも深められるようにする。

２ インターネット通信販売のサイト画面の注意点を確認させる。パワーポイン

ト資料や板書などで答えを提示し、生徒に記入させる。

①：ＵＲＬが不自然である。※ドメイン名に があれば日本のサイト 
②：字体に通常使用されていない旧字体が混じっている。 
③：極端に値引きされている。

④：住所が番地まで記載されていない。

⑤：電話番号がなく、連絡先がＥメールしかない。

⑥：支払い方法が銀行振込のみである。 ※最も重要

⑦：日本語表現が不自然である。

２ 被害にあった場合の行動について考えさせるとともに、資料から消費生活

センターの役割や地域の相談機関の場所を説明し、被害の未然防止や被害拡大防

止に向けて、相談することの大切さを意識させる。 

内容Ｃ １ ア イ

消費者被害の背景とその対応

インターネット通信販売編 

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ ネットショッピングに関するよくある相談事例から考えよう。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（１）このような消費者被害にあった原因は何だろうか。.話し合って記入しよう. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）消費者被害にあわないために、インターネット通信販売をどのように利用すれ

ばよいか、資料も参考にしながら考えてみよう。.記入して発表しよう. 
 
 
 
 
 
 
 
 

事例１
スニーカーをかなり安く売っている業者をインターネットで見つけたので、注文
フォームに必要事項を入力して申し込んだ。代金は前払いだったので、指定の個
人名義の口座に入金した。
数日経っても商品が届かず、メールで連絡しても商品が届かなかった。そこで「注

文をキャンセルし、代金を返金してほしい」とメールを送ったところ、「すでに商品は発送済み」
との返信があった。結局、商品は届かないので、あきらめようと思う。 

めあて 

<あなたの意見> 
事例１： 
<班の人の意見> 
事例１： 

 
 
 
 
 
 

事例２
文房具のネットショップで手帳を注文した。４月始まりの手帳を注文したつもりだったが、
届いたのは１月始まりのものだった。そこでショップに連絡して交換をお願いしたところ、
「当店は返品を受け付けていません。お客様の注文ミスです。」と言われてしまった。

<あなたの意見> 
事例２： 
<班の人の意見> 
事例２： 

１ 金銭の管理と購入

消費者被害の背景とその対応    インターネット通信販売編
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２ 消費者被害を未然に防いだり、対応方法を確認しよう。

（１）インターネット通信販売のサイト画面から、問題のありそうなサイトを見極め

るための注意点をまとめてみよう。  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考「消費者庁インターネット通販トラブル」

 
（２）事例のような消費者被害にあった場合、あなたはどのように行動しますか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
≪学習の振り返り≫

・インターネット通信販売の事例から問題点を考えることができた。 
（ ◎できた ・ 〇少しできた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ） 

・インターネット通信販売の被害の未然防止や対応方法を考えることができた。 
（ ◎できた ・ 〇少しできた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ） 

 
年 組 番 氏名  

② 

⑤ 

③ 

これだけは覚えておこう
○ 消費者ホットライン
○ あなたの地域の消費生活センター

名称

音声ガイダンスにしたがって

現住所の郵便番号を入力

すると、地域の消費生活セ

ンターにつながります。 

④ 

① 

⑥ 

⑦ 
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・典型的なネット通販トラブルの事例です。同様のトラブルも寄せられています。

・こちらでもサイトを確認してみます。お店の名前を教えてもらえますか？

・どうやら詐欺サイトのようです。（＊サイトに関する書き込みがあれば）

・残念ですが、支払ったお金は戻ってこない可能性が高いです。

関連資料 消費者被害の背景とその対応〈インターネット通信販売編〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■徳島県における消費者を取り巻く現状 

 県及び市町村に寄せられた消費生活相談の総件数は、平成２１年度から減少傾向が

続いていますが、平成２５年度から再び増加傾向となっています。このうち、インタ

ーネットを通じて得られる情報サービスに関わるトラブルへの相談件数は、平成２９

年度は４５３件となっています。また、２０歳未満の年代から寄せられた相談内容の

第１位は、インターネットを通じて得られる情報サービスに関わるトラブルです。

消費生活センターからのアドバイス 個々のトラブル事例により助言の内容は異なります。

＜インターネット通信販売での消費者トラブル＞

〈相談に対する助言の例〉

〈注意喚起〉

（徳島県消費者情報センター受付状況より

人気商品で、他のショップでは軒並み完売だった釣

り竿が、そのショップだけには在庫が複数あったの

で、スマートフォンで商品を購入 契約完了 した。

支払い方法は銀行前払いのみだった。支払い後、しば

らく経っても商品が届かず、ショップの問い合わせ先

にメールで連絡を取ったが返信がない。だまされた？ 

・とにかく今後は注意して下さい。「そのお店だけ在庫がある」「支払いの選択肢が少

ない」などは悪質かどうか見極めるポイントの一つです。必ず契約前に考える時

間をもってください。「あやしい？」と思ったら契約前に相談してください。

・クチコミや評判・評価を事前に見て、それから決めることも大事です。

・通信販売はクーリング・オフが適用されません。契約後に返品できるかどうか、

何日間なら大丈夫か、ショップの規約 返品特約 をしっかり読んで、それ
から契約した方がいいですよ。

で知り合った人とスマホで連絡を取

り合い、コンサートチケットを売ってもら

った。指定された代金を振り込んだのにな

かなかチケットが届かず、コンサート開催

日まで何度も相手に連絡したがつながらな

かった。お金を返して欲しい。
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■消費生活センターとは？消費生活センターの役割 

消費者からの苦情や問合せの相談に対し、公正な立場で問題解決に

向けた助言や情報提供を行っているのが、消費生活センターです。 

消費生活センターは、全国各地域に設置されています。徳島県では、

県の消費者情報センター以外に、県内全ての市町村において消費生活

センター 広域連携を含む が設置されています。

また、消費生活センターでは、苦情相談のほか、商品テストの実施や消費生活に関

するセミナーの開催や講師の派遣、消費者団体の活動支援、消費生活に関する情報提

供を行っています。

Ｑ１ 消費生活相談の受付はどのようになっていますか。

相談の受付時間は、センターによって異なりますが、徳島県消費者情報センター

は、土曜・日曜日も受け付けています。相談は無料です。

Ｑ２ どのような人が相談対応をしてくれますか。

国家資格を持った消費生活相談員やそれに準じた専門知識を持った人が対応し

てくれます。

Ｑ３ 消費生活センターに相談できるのはどんな場合ですか。

対象となる相談者は、自治体に在住、在勤、在学している消費者です。消費生活

に関することなら何でも相談できます。

Ｑ４ 消費生活相談の情報はどのように活かされますか。

消費者の相談は、同じような事例の問題解決に向けて、大いに参考になります。

悪質な事例を公表することによって被害の未然防止や拡大防止につながります。

なお、相談者のプライバシーは固く守られます。

■徳島県内の消費生活相談窓口  
                         

消費生活センター名 連 絡 先 相談受付時間

徳島県消費者情報センター 平日 水曜日を除く ～ 、土・日曜日 ～

徳島市消費生活センター

（徳島・石井・神山・佐那河内）
平日 火曜日を除く 、土・日曜日 ～

鳴門市消費生活センター 平日 ～

小松島市消費生活センター

（小松島・勝浦・上勝）
平日 ～  

阿南市消費生活センター

（阿南・海陽・美波・牟岐・那賀）
 平日 ～  

美馬地区消費生活センター

（美馬・つるぎ）
 平日、日曜日 祝日を除く ～  

板野町消費生活相談所 平日 ～  
上板町消費生活相談窓口  平日 ～ ～ は除く  
吉野川市消費生活センター  平日 ～  
阿波市消費生活センター  平日 ～  
松茂・北島消費生活センター  平日 ～  
藍住町消費生活センター  平日 ～ ～ は除く  
みよし消費生活センター

（三好・東みよし）
 平日 ～  

              消費者ホットライン☎188は、土日祝日つながります。
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〈ねらい〉

自立した消費者として、よりよい商品選択をするための、情報の収集・整理

と意思決定の方法を学ぶ。短絡的にではなく、商品選択を行う際に、さまざま

な観点から多面的に比較する必要があることに気付かせるとともに、主体的に

考え、判断し意思決定ができる力を身に付けさせる。

〈進め方とポイント〉

１ 題材（「何を」の部分）については、自転車やＴシャツ、スニーカー、バッ

グなど、生徒の実態に合わせて教師が提示する。商品の候補については、広

告やちらし、雑誌やインターネットの通販ページをもとに抽出させる。

生徒に準備させてもよいが、教師も安全性に優れた商品や、環境にやさし

い製品等の広告などを準備しておく。

２ し、説明する。ダイヤモンドランキングで商品を比較する観

点を整理する。比較の観点は教科書が参考になる。ワークシートのかわりに

カードを使用したり、付箋・カードを併用したりしてもよい。付箋・カード

の場合は並び替えしやすい。なぜその優先順位にしたのか、理由を書かせて

自分の考えを明確にさせる。

３ グループ内で、それぞれが作成したダイヤモンドランキングを基に、優先

順位と理由について発表させる。自分の考えに変化が生じた場合には、優先

順位を変更し、書き換えるよう指導する。一方、変更がない場合でも、その

理由についてまとめさせる。商品の使用場面や使用時の状況などによって、

商品選択における観点の優先順位が変化する点にも触れる。

４ 商品比較の表に観点ごとの評価と評価のまとめを記入させる。表を班で回

覧し、意見交換する際に、付箋に気付いたことや感想などを書かせ、ワーク

シートに貼らせる。よりよくするためのアドバイスも書くよう助言する。

５ 商品を一つ選択し、その理由を明確にして記入させる。班員に説明した時

に、｢なるほど｣と納得してもらえるような理由となっているか助言する。

また、「買わない」という選択肢についても提示し、計画的に金銭管理し、

本当に必要かよく考えて購入することで、環境に配慮した生活につながるこ

とについても触れる。

※連続して「広告を分析しよう」の授業を実施することで、学びがつながります。

内容Ｃ １ ア イ ・イ

物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理

（意思決定に必要な安全性、機能、価格、環境への配慮、アフターサービス等の観点）

を購入しよう ～情報の収集・整理と意思決定の方法～ 

 

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ 選ぶ商品の使用目的や予算、支払い方法などの条件を設定しよう。

何を  予算

使用目的  いつ買うか

使用頻度  支払い方法

置き場所  その他

２ 商品を購入する時に、必要となる情報の観点について考え、優先順位を考

えてみよう。

優先順位 高 
 

優先順位 低 
 

１ 

４ ４ ４ 

９ 

この優先順位にした理由 
１位： 
 
 
 
 
２位： 
 
 
 
 
その他： 

ねらい 

７ ７ 

２ 

 
２ 

１ 金銭の管理と購入

物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理

 を購入しよう ～情報の収集・整理と意思決定の方法～
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３ 必要な情報を整理して、商品を選ぼう！ .観点別に商品の情報を記入しよう。

候補

商品の情報

商品① 商品② 商品③

選

択

の

観

点

５
つ
以
外
の
観
点
を
記
入
し
よ
う 

安全性

機能

価格

環境への配慮

アフターサービス

観点

観点

観点

観点

評価の

まとめ

利点

問題点

４ あなたは、どれを選択することに決めましたか。

選んだ番号 理由

≪学習の振り返り≫

・情報を収集し、整理することができた。

（ ◎よくできた ・ 〇できた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・自分や社会にとって大切なことは何か考えて選べた。

（ ◎考えることができた ・ 〇まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・クラスの人と意見交換ができた。

（ ◎よくできた ・ 〇まあまあできた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・今後の商品選択に役立てることができる。

（ ◎大いに役立てる ・ 〇役立てる ・ △あまり役立てない ・ ×役立てない ）

年 組 番 氏名
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消費生活センターからのアドバイス

→購入する際は、できるだけ販売店で試乗し、必要に応じて調整をしてもらいま

しょう。また、通信販売で購入する場合は、自転車のサイズや仕様、安全性や

品質基準に適合したことを証明するマークを確認しましょう。

また、日々の手入れや定期的な点検をしっかりと行いましょう。

 

関連資料 物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理 

商品を購入する際には、使うときのことを考えるとともに、安全性、機能、価格、

環境への配慮、アフターサービスなど、さまざまな商品に関する情報を活用して購入

について考え、工夫することができるようにします。

特に、自転車や家電製品、おもちゃなどの商品を購入する際には、安全性や品質基

準に適合したことを証明するマークがついているので確認し、使用においては取扱説

明書を読んで安全等に配慮して正しく使うことが大切です。

■自転車を選ぶ時に参考にしたい安全で安心なマーク 

自転車を選ぶ時には、品質や安全基準をベースとした認証マークを参考にしましょ

う。自転車の安全を保証するものであると同時に、製造上のトラブルで事故が起こっ

た場合の補償や賠償が受けられる保険的な役割があります。

出典：（一財）自転車産業振興協会「自転車統計要覧」2013、（一社）自転車協会「自転車産業基礎資料」2010、（一社）自転車協会 BAA マーク

WEBサイト、（一財）製品安全協会 web サイト、日本工業標準調査会 web サイト、（公財）日本交通管理技術協会 web サイトを基に作成 

■自転車を選ぶ際に気を付けたいこと 

   

 

 

 

名称 ＢＡＡマーク ＳＧマーク ＪＩＳマーク ＴＳマーク 

マークの説明 

 

 

 

フレーム強度、
ブレーキの制動
性能など約９０
項目の基準を満
たしており、環境
にも配慮した自
転車に貼付され
るマーク。 

 

 

 

SG 基準に適合し
ていることを示す
マーク。製品の
欠陥に起因する
人身事故に対す
る賠償保険が付
いている。賠償
の有効期限の目
安は購入日から
５年間。 

 

 

 

該当する JIS 規
格に適合してい
ることを示すマ
ーク。 

 

 

 

自転車安全整備
士が点検確認し
た安全な「普通
自転車」に貼る
シール。青色マ
ークと赤色マー
クの二種類あ
り、傷害保険と
賠償責任保険が
付いている。 

交付団体 一般社団法人 
自転車協会 

一般財団法人 
製品安全協会 

工業標準化法
により国に登録
された機関 

公益財団法人 
日本交通管理
技術協会 
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■知っておきたい暮らしの中のマーク 

 ◇食品の安全を表すマーク

◇衣類の品質を表すマーク

その他商品を選ぶ際には

日用品
品質とともに、環境に配慮した商品であるかどうか、廃棄する際の
分別方法についてマークを確認しましょう。
※ エシカル消費の分野と関連してマークを確認

電化製品
価格とともに、性能や機能、補修やアフターサービス、安全性が確
認された製品に表示されるマークを確認しましょう。

■情報収集の方法 

 私たちのまわりには、多くの生活情報があります。テレビや新聞、雑誌、カタログ

をはじめ、インターネットの急速な発展により、パソコンやスマートフォンからは、

いつでもどこでも手軽に商品やサービスの情報を調べることができます。

一方で、製品の欠陥や間違った使い方によって、怪我等をするような製品事故も多

く発生しています。こうした製品事故やリコール情報にも関心を持ち、できるだけ多

くの情報を収集・比較し、「何を買うか、何を買わないか」という意思決定をしていく

ことが大切です。

参考） 消費者庁のリコール情報サイト ：
  

■徳島県の取組 

食品を選ぶ際には、消費期限や賞味期限、食品のアレルギー表示、添加物、健康に関する表示を
確認しましょう。 

資源の節約、リサイクル活動、環境保全型商品の販売など「環境にやさしい」
いろいろな活動を行っている県内の小売店、事業所、団体、企業などを徳島
県がエコショップとして認定しています。 

衣類を選ぶ際には、繊維の種類によって、洗濯の仕方が違ってくるので、洗濯表示を確認しましょう。 
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〈ねらい〉

商品の情報を判断する際に、わたしたちは広告を参考にしている。広告は、

商品に注目を集め、消費者に買ってもらうための工夫が凝らされており、とき

として合理的な判断を妨げられることもある。

ここでは批判的意識を持って広告を受け止められるようになることを目的

とし、批判的意識を持つ責任を果たせる消費者として、イメージや宣伝文句に

惑わされずに商品選択を行える力を身に付けさせる。

〈進め方とポイント〉※広告の映像や印刷資料などの準備が鍵となる

１ 導入として、印象に残るテレビコマーシャルを発表させる。気楽に取り組

み、生徒が日々、どのような宣伝や広告に触れているのかを把握する。

２ スーパーマーケットやドラッグストアなどのちらしを複数用意して配布

し、ワークシートの課題に取り組ませる。ネット上から近隣店舗のちらしを

ダウンロードすることができる（ など）。

商品の写真と価格が一目で分かる、安売り・値引き、セット販売などでお得

感を出す、ポイントのプレゼント、季節・時期・イベントなどに関連させる、

「●日限り」「タイムセール」など期間を限定する、などの工夫に気付かせる。

・ ここまで、課題として家庭で取り組ませてもよい。

３ する。４～５人の班で発表資料を作成し、クラス全員の前で

発表する活動を行う。まず班で係を決める。全員に役割が当たるようにし、

４人班の場合には道具係がタイムキーパーも行う。

１班あたり１つの飲料商品を決め、資料を参考に、インターネットやテレ

ビの広告では、どのような情報が伝えられているかを大きな用紙にまとめさ

せる。用紙と広告の画像を用いて、代表者が全体発表する（１班２分程度）。

・ 広告を教師がネットから印刷して用意する場合は、班毎に異なる商品（ス

ポーツドリンク､コーラ､サイダー､お茶､コーヒー､野菜ジュースなど）にす

る。事前にネット検索の時間を取ったり、各自に用意させたりする方法も考

えられる。

飲料の広告では、価格や注意点など具体的なことはあまり示されず、有名な

タレントやきれいな風景の写真などで「これを飲めば楽しく過ごせる」等の

イメージを演出して消費者の気持ちに訴えていることに気付かせたい。

〈参考文献〉

・あんびるえつこ「アクティブ・ラーニングで楽しく！消費者教育ワークショップ

実践集」大修館書店、２０１８年

内容Ｃ １ ア イ ・イ

物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理２

（意思決定に必要な安全性、機能、価格、環境への配慮、アフターサービス等の観点）

広告を分析しよう

 

資料を配布 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・
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１ 印象に残るテレビコマーシャルには、どのようなものがありますか？ .記入して発表しよう.

何の宣伝か。         印象的なところは。

２ ちらしを分析しよう

ちらしにはどんな工夫があるのだろうか。 値段のつけかた、見出し、キャッチ

フレーズ、文字の大きさ、レイアウト、商品の説明や表示のしかた、色の使い方、

サービスなど、気を付けて見てみよう。 .調べて記入しよう.  

買いたくなるような所はないだろうか。

なぜ、買いたくなるのだろうか。 

いくつかのちらしを比べると、どんな共通点があるだろうか。下の絵も参考に考えよう。 

 

ねらい 

１ 金銭の管理と購入

物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理

広告を分析しよう 
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３ 班で飲み物の広告を分析してみよう。 .班での役割を決めよう.

司会［ ］発表 書記

道具［ ］タイムキーパー

インターネットの広告やテレビコマーシャルでは、飲み物についてどのよう

な情報が伝えられているだろうか。 .表を参考に発表資料をまとめよう.  
 

商品名  価格

味  成分

キャッチ
コピー

 注意点

写真を

分析しよう

背景はどんなところ？

どんな人が登場？

どういう雰囲気？

色は？：

広告を見た

感想

最初の印象：

分析してみて気付いた点：

４ 広告を分析する授業を通して、わかったことや気付いたことを書こう。

≪学習の振り返り≫

・情報を整理することができた。

（ ◎よくできた ・ ○できた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ） 

・クラスの人と意見交換ができた。

（ ◎よくできた ・ ○まあまあできた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ） 

・今後の商品選択に役立てることができる。

（ ◎大いに役立てる ・ ○役立てる ・ △あまり役立てない ・ ×役立てない ） 

年 組 番 氏名
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関連資料 広告を分析しよう 

私たちの身の回りには、いろいろな広告があふれています。商品に注目を集め、消

費者に買ってもらうために、広告では写真、イラスト、言葉や文字を用いてさまざま

な工夫がされています。

消費者の５つの責任の中に「批判的意識を持つ責任」があります。私たちの「買い

たい」という気持ちは、広告によってどのように影響を受けているでしょうか。広告

に批判的意識を持って受け止め、イメージや宣伝文句に惑わされず、よりよい商品を

選択できるようになりましょう。

■さまざまな広告 

広告にはさまざまな種類があります。テレビコマーシャル、新

聞や雑誌の広告、折込ちらし、店頭にある 広告などは、皆さ

んにとって身近な広告でしょう。

最近ではインターネット広告が急増しています。主なインター

ネット広告は次のとおりです。

・ 検索エンジンの検索結果ページにキーワード連動した広告

がリストアップされる。

・ 無料動画を再生するときに、冒頭で広告の動画が流れる。

・ サイトやブログ上に、これまでに検索や訪問をした ページと関連の高

い商品の広告が出てくる。

インターネットでは、あなたがこれまでに探して見に行ったページをふまえて、興

味に合いそうな広告が表示されるようになっています。

「通学用 自転車」でネット検索した結果の例。広告が上位に表示される場合が多いです。 

 

 

 

  

通学用＠Amason 公式サイト お急ぎ便なら最短当日お届け可能 
www.amason.co.jp/ 
広告プライム会員なら対象商品配送料無料。お急ぎ便も使い放題。３０日間の無料体験を試す 

PC、携帯でいつでも買い物 · 二億種の品揃え · さらにポイントを貯める 

 タイムセール祭り Amason ポイント貯め方 

 

楽〇／中学生 自転車 プリ△トン通販 | 送料無料や翌日届く商品も豊富 
www.rakumaru.co.jp/スポーツ用品 

広告中学生 自転車 プリ△トンを探すなら、日本最大級通販ショップ楽〇 

サービス: 楽○でお買い物, もっとポイント貯まる,翌日にお届け 

先月、１００万人以上のユーザーが rakumaru.co.jp を訪問しました 

 

あなたにピッタリの自転車選び 
www.bicycles-select.jp 
広告通勤・通学・サイクリングなど、簡単検索で‘安全基準クリア’した１台を 

自転車選びのポイントとは · 自転車でもっと健康に 

広告送料無料で自宅にお届け！品揃え豊富。安全整備士が丁寧に組立／最短翌日出荷 

自転車送料無料でお届け！ · 自転車専門通販サイト · 自転車全品送料無料！ · 完全組立済をお届け 
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■買いたい気持ちにさせる言葉 

事業者は、消費者にできるだけ多く買ってもらえるよう、消費者の心理を研究して

います。消費者を買いたい気持ちにさせるために、どのような方法が使われているで

しょうか。広告でよくみられる言葉や方法を確認してみましょう。

■広告と上手に付き合おう 

テレビコマーシャルでは、多くの人に知ってもらう、よいイメージを持ってもらう

ことが目的とされているので、商品の機能や品質についてはほとんど伝えられません。

消費者に買ってもらうためのさまざまな工夫は、消費者にとってお得な場合もありま

すが、不要品まで買わないように注意したいものです。

商品を購入する前には、商品の機能や品質についての情報を集め、いくつかの候補

を挙げた上で、しっかりと比較するようにしましょう。

・安売りを強調する 

「〇％ 」「２個買うと１個無料」「２個目は半額」「３個で１，０００円」

「初回は特別価格」「閉店セール」「在庫処分価格」など、さまざまな形で安売りが強調されます。

・新しい、流行、皆が注目 

「新製品」「今、売れています」「今年の流行はこれ！」「〇〇さんもハマった」などの言葉で、

私たちの好奇心や、他の人によく見られたい、皆と同じなら安心、という気持ちを利用しま

す。

・期間や個数を限定、今買わなければと思わせる 

「タイムセール」「〇日まで〇割引」「期間限定商品」「先着〇名様」など、今、買わないと損

をすると思わせます。

・その他 

季節やイベントを利用する、贈り物をうながすなども、消費者に買わせるためのひとつの方

法です。
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〈ねらい〉 
消費者の基本的な権利と責任に関する基礎的な知識を身に付け、個人の消費行動

が環境や社会に及ぼす影響について理解させる。 
 

〈進め方とポイント〉

・ これまでに、自分や家の人に「買ったものを使ってみたら、表示・説明とは内容

がかなり違った」という経験がないか、そのときに「仕方がない」等と、諦めて何

もしなかったことはないかをたずね、問題意識を高める。

１ 簡易なジグソー法を用いる。 する。４人班にし、１人が１行１項目

を担当し、関連資料と教科書から学んだ内容をワークシートの欄内に記入させる。

その後、まとめた内容を班員に説明し、聞く側は理解した内容をワークシートに

記入する。

① ニセ牛缶事件
缶詰の絵や文字では牛肉と表示されていたのに、中身はクジラ肉
で、選びたいものが選べなかった。

②
こんにゃくゼリー
による窒息死事故

こんにゃくゼリーで窒息死する事故が起きたため、事業者に容器
の形の変更や、わかりやすい警告表示を求めた。

③ 水俣病
工場排水で汚染された魚介類を食べたことにより、水銀中毒とな
る人が多数現れた。

④ 米よこせ大会 約２５万人が集結して米不足の現状を訴えた。

２ 資料の事例を読ませ、ワークシートの ～ に当てはまる内容を記入させる。制

限時間を設け、相談しながら取り組ませる。記入後に答え合わせをする。

［ 選択する権利］［ 安全を求める権利］［ 主張し行動する責任］［ 批判的意識を持つ責任］

［ 知らされる権利］［ 意見を反映される権利］［ 環境に配慮する責任］［ 消費者教育を受け

る権利］

３ ワークシートの ～ を記入させる。制限時間を設け、班で話し合いをした
後に、考えた内容を全体に発表させるなどの方法が考えられる。

〈模範解答〉
既製服の内側についているタグで取扱い絵表示を確認する。「批判的意識を持つ責任」。

購入した店舗に、電話したり、直接出向いたりする。「主張し行動する責任」である。

実物とレシートを持参し、表示と実際の商品が異なっているという内容を具体的に伝える。
「知らされる権利」「選択する権利」である。

消費生活センター（１８８）に連絡する。できれば訪問し、実際の商品やレシート、事業者
とのやりとりを記録したメモなど持参する。「補償を受ける権利」である。

物資・サービスを購入する際には、必要な情報が与えられたり、自由に選んだり

する権利が保障されるとともに、情報をよく調べたり確かめたりするなど批判的

な意識をもつ責任が生じることを理解できるようにする。

内容Ｃ ２ ア

消費者の基本的な権利と責任（具体的な場面での権利と責任）

私たちの「権利」と「責任」 

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ 以下の消費者の権利や責任と深く関連のあった消費者問題を表にまとめよう。

.教科書と資料を読んで記入しよう.

２ 事例から考えよう。

次の ～ は、消費者の８つの権利、消費者の５つの責任のうちのどれに関係し

ますか。当てはまるものを全て記入しよう。

自転車をどの色にするかを自分で選ぶことができない※。

［ 権利］※セール品の場合は色が選べなくても仕方ありません。

自転車のハンドルが抜け落ちて、転倒してしまった。

［ 権利］

製品の不具合でケガしたことを店に伝えに行く／消費生活センターに相談する。

［ 責任］

取扱説明書に書かれた内容を、批判的に読む。

［ 責任］

重要な情報が、十分に注意がいくように知らされていない。

［ 権利］

消費者の意見を反映してもらう直接の窓口であるお客様相談室が設置されていない。

［ 権利］

すぐに捨て、物を長く大切に使おうとしない。

［ 責任］

学校で消費者教育の授業を受ける。

［ 権利］

２ 消費者の権利と責任

消費者の基本的な権利と責任

私たちの「権利」と「責任」

めあて 

事件などの名前 どのように権利や責任と関連がありましたか

①選ぶ権利

②意見を反映させ

る権利

③健全な環境を

享受する権利

④連帯する責任・

主張し行動する

責任
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３ 消費者の権利を守り、責任を果たせる対応を考えよう。

あ次のような状況になったら、消費者はどこに、何を伝えればよいですか。事業者

が対応しない場合はどうしますか。消費者の権利を守り、責任を果たせる対応は何

でしょうか。話し合い、 １ ～ ４ を記入しましょう。

あお店で「ノーアイロン、しわにならない」と書かれていたシャツを買ったが、

一度洗濯したら、ひどいしわになってしまった。

(１)まず、説明書や取り扱い表示を確認します。 

洋服の取り扱い表示は、どこを見ればよいでしょうか。 

情報を確認することは、消費者のどの

責任を果たすことになりますか。 

.１つに〇. 

・連帯する責任
・批判的意識を持つ責任
・環境に配慮する責任 

(２)取り扱いに問題がなかった場合、買ったお店に、どのよ

うに連絡しますか。 

気付いた点を連絡することは、消費者

のどの責任を果たすことになりますか。 

.１つに〇. 

・連帯する責任
・環境に配慮する責任
・主張し行動する責任 

(３)どのような内容を伝えればよいでしょうか。 表示と実際が違うことは、消費者のど

の権利が守られないことになりますか。 

.２つに〇. 

・安全を求める権利
・知らされる権利
・選択する権利 

(４)不良品に対し、交換や返金の対応がされない場合、ど

こへ連絡すればよいですか。 

不良品への対応がされないのは、消費者

のどの権利が守られないことになりますか。 

.１つに〇. 

・安全を求める権利
・選択する権利
・補償を受ける権利 

≪学習の振り返り≫

・消費者に保障されている権利があることがわかった。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・消費者被害の拡大を防ぐには、被害を連絡したり相談したりすべきだ。

（ ◎とてもそう思う ・ ○そう思う ・ △あまりそう思わない ・ ×全く思わない ）

・今後、情報をよく調べたり確かめたりするなど、批判的な意識を持ちたい。

（ ◎とてもそう思う ・ ○そう思う ・ △あまりそう思わない ・ ×全く思わない ）

年 組 番 氏名
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関連資料 消費者の「権利」と「責任」を理解しよう 

 国際消費者機構では、消費者には権利と同時に責任があるとして、８つの権利と５

つの責任を挙げています。消費者の権利が確立するまでには、さまざまな消費者問題

が発生しました。消費者が声を上げたことで行政側が新たなルールを作り、事業者も

改善に応じた事例が数多くあります。

■消費者の権利と責任の重要性が示された消費者問題 

①食糧メーデー「米よこせ大会」（１９４６） 

第二次世界大戦後は深刻な食糧危機で、生

活の基本的ニーズが保障される権利が守られ

ていない状況でした。たまりかねた労働者や

主婦らが、各地で配給公団に押しかけ米を要

求したり、約２５万人が皇居前広場に集結し

て米不足の現状を訴えたりしま 
した。連帯する責任、主張し行 
動する責任が示されました。 
 

②ヒ素ミルク中毒事件（１９５５） 

西日本一帯で、体が弱って死んだり、肝臓

が悪くなったりする赤ちゃんが続出しまし

た。工場で、原乳の乳質安定剤に含まれたヒ

素が粉ミルクに混入したのが原因でした。

被害者数は全国で１２，０００人を超え、死

亡者も１００人を超える食品公害 
でした。安全を求める権利の重 
大さが示されました。 

③水俣病の発生（１９５６） 

熊本県水俣市では１９５０年代前半から、

猫の死亡などの異変が相次ぎ、１９５６年に

激しいけいれんを伴う病気の発生が確認され

ました。原因は工場排水に汚染された魚介類

を食べて発生したメチル水銀中毒で、健全な

環境を享受する権利の侵害です。 
１９６８年、国は工場排水が水俣病の原因

と認めました。認定患 
者は２，２００人を超 
えます。その後も補償 
を受ける権利をめぐり、 
訴訟が続きました。 

④ニセ牛缶事件（１９６０） 

「缶詰にハエが入っていたので調べてほ

しい」という相談があり、保健所が検査した

ところ、缶詰の表示は牛の絵に「ロース肉大

和煮」であるものの、中身はクジラの肉でし

た。他の商品も調査すると、牛缶と表示しな

がら馬肉などを混ぜたものが大半でした。

中身を知らされる権利、選びたいものを選

ぶ権利が守られていませんでした。 
怒った消費者から問合せが保健所等に殺

到し、この事件をきっかけに、 
不当な表示を規制する法律が 
成立しました。 

⑤一口サイズのこんにゃく入りゼリーによる窒息死亡事故（１９９５） 

１９９５年、こんにゃく入りゼリーで乳幼児が死亡した事故が報告されました。昔から餅や

あめ玉による窒息事故が知られていますが、当時はこんにゃく入りゼリーは新商品であり、消

費者に危険が知られていませんでした。２００８年までに１７件の死亡事故が報告され、国民

生活センターは商品テストを通じて危険性を明らかにするとともに、消費者への注意を何度も

呼びかけ、安全を求める権利や知らされる権利を守りました。意見を反映させる権利に基づ

き、事業者には容器の形の変更や、小児と高齢者に配慮した警告表示を求めました。 
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■事例から考えよう

花子さんは以前から欲しいと思っていた折り畳み自転車の広告を見つけ、さっそく

お店に行きました。すると、店頭に自転車の実物はなく、カウンターで申し込めば自

宅まで送られてくるとのことです。 色は３色ありますが、どの色になるかは発送時

にお店が決めるので、自分で選べません。でも、問題ないと思い申し込みました。

３日後、到着した自転車に早速乗ってみました。喜んで友だちの家に行く途中、３

くらいの段差を下りた拍子に 自転車のハンドルがいきなり抜け落ち、転倒。ひざを

５針縫うけがをしました。あくる日、自転車の販売店に相談に行くことに…。

お母さん：あんた昨日大変やったなぁ。しばらく痛いでよ。

花子 ：もう今日は遅いけど、今から自転車もって お店に相談にいくけん！

お母さん、お店まで車で連れてって…

＊＊ 車 ＊＊

お店の人：いらっしゃいませ。…あっ！先日はお買い上げあり

がとうございました。どうですか？自転車の調子は。

お母さん：花子、どうなったんか言いな。

花子 ：この自転車で友だちの家に行く途中に、段差でいきなりハンドルが抜け落

ちて、転んでケガしたんです。

お店の人：…え～大丈夫ですか？おケガは。ちょっと自転車拝見させて下さい（自転

車を点検する）。ハンドルを固定する位置が悪かったみたいですね。取扱

説明書、ちゃんと確認してから使わないと危ないですよ。

花子 ：そうですか…。（取扱説明書、一応目を通したけど、もう一回確認するか。）

自宅に帰って、改めて取扱説明書と自転車を確認してみると…。

お母さん：うーん、確かに固定する場所が合えば安定するかなぁ。でも微妙やなぁ。

花子 ：取扱説明書に載っている 「真ん中くらい」って何だか適当な書き方やし、

大切な情報をこんな小さい文字で書いてあるでぇ、

これでええんかなぁ？ メーカーにはお客様相談室もないみたいやし。

お母さん：もう危ないけん、 この自転車には乗られん。もっとええ自転車こうたげる。

花子 ：お母さん、あかんよ、消費者の責任を果たさんと！

お母さん：消費者の責任 あなたたちは、小さい頃から 消費者教育を学んでいるん

やなぁ。でも言われてみれば、確かに自転車の安全性も問題あるし、取扱

説明書もこれじゃあかんなぁ。

花子 ：お母さん、明日、 一緒に近所の消費生活センターに相談に行こう。
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〈ねらい〉 

大量生産・大量消費・大量廃棄という経済活動の影響により、地球環境にさまざ

まな影響が生じている。なかでも、本来はまだ食べられるにもかかわらず捨てられ

ている「食品ロス」発生状況は、日本国内で年間約６４６万トンで、この量は世界全

体の食糧援助量約３８０万トンの約１．７倍に相当している。こうした食品ロスの

うち、約２８９万トンが家庭からのものであり、日本人一人一日当たりの食品ロス

量は、「お茶碗約１杯分（約１３９ｇ）の食べ物」が毎日捨てられている現状である。 
食品ロス削減に向けて、できることを考えることにより、公正かつ持続可能な社

会の形成に向けて、積極的に行動することができる力を身に付けさせる。 
 

〈進め方とポイント〉 
・ 最初に し、世界の食料事情、日本の食品ロスの現状を説明する。「こ

のままではいけない」という問題意識を十分に高める。

１ 「食品ロス削減に向けての貢献度チェック」を行うことにより、自らの消費行動

を振り返らせるとともに、課題について考えさせる。

２ 徳島県内で消費者庁において実施された「食品ロス削減に関する実証事業結果」

や食品ロスに関するアンケートから、食品ロスの理由を理解させるとともに、金

銭面への影響と絡ませながら、気付いたことや感想を書かせる。

・ 資料を用い、食品ロス削減に向けての徳島県の取組を紹介し、公正かつ持続可

能な社会の実現に向けて、意識の醸成を図る。

・ 家庭から出る食品ロスが全体の約半分を占めていることを理解させるとと

もに、自分の家庭ではどのような食品ロスを出しているのかを確認させる。

授業の前の事前課題として、生徒に記入させておくとよい。 
３ 班でワークシートを回覧し、資料も活用しながら記入された食品のロスを削減

するためのアドバイスを記入させる。付箋を利用するのもよい。 
４ 学んだ内容を行動変容に結びつけられるよう今後の取組を記入させる。

〈参考文献〉 
・平成３０年度消費者白書 

消費者庁ホームページ 
・「食べもののムダをなくそうプロジェクト」 

消費者庁ホームページ

内容Ｃ ２ ア・イ

自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響（環境への負荷の軽減）

食品ロス削減のためにできることを考えよう 

 

資料を配布 

教師用手引 

生徒用ワークシート ・
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１ 「食品ロス」とは、食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

あなたの普段の行動について、当てはまるものをチェックしてみよう。

① 食べ物は、残さず食べることを心がけている。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

② 食欲のないときは、最初から少な目に盛り付けてもらう。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

③ 消費期限が近いものがないかを確認し、期限内に食べるようにしている。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

④ 賞味期限が切れていても、食べられるかどうかを確認し、すぐに捨てない。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

⑤ すぐに食べるものを買うときには、消費期限の短いものを積極的に選ぶ。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

⑥ 家の冷蔵庫の整理整頓に協力している。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

⑦ 食材を無駄なく使い切るアイディアを知っている。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

⑧ できるだけ生ゴミを出さないような調理方法の工夫を知っている。

□Ａ いつも □Ｂ ときどき □Ｃ ほとんどない

さて、あなたの食品ロス削減に向けての貢献度は？ .計算しよう.

チェックの結果を見て、気付いたことや感想を書きましょう。

判定法 Ａ(３点)＝ 個 Ｂ(２点)＝ 個 Ｃ(１点)＝ 個 

合計 点 

合計が…２１点以上 「お見事！ 家族や友達、周りの人に広げていこう」 
１６点以上 「敢闘賞！ かなり貢献、あともう少し」 
１０点以上 「もうひと頑張り！」 
それ未満 「いろんな方法を見つけて実践していこう！」 

 

 

めあて 

２ 消費者の権利と責任

自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響

食品ロス削減のためにできることを考えよう 
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２ 次の表は、徳島県内のモニター家庭 約１００世帯 において、食品を廃棄した理

由についてアンケートを行った結果です。これを参考にあなたの家庭の食品ロスに

ついて考えよう。

食品ロスを出してしまう原因 アンケート記述から）

調査した食品ロスについて、班の意見をまとめてみよう。.意見を記入しよう.

捨てることになりやすい食品、食べずに放ってある食品はないでしょうか。

３ 食品ロス削減のためのアドバイスを考えましょう。 .班の人のアドバイスを記入しよう. 

４ 食品ロス削減に向けて、今日から気を付けることを書きましょう。.記入しよう.

≪学習の振り返り≫

・食品ロス削減に取り組む大切さを考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・食品ロスを減らすためにこれから取り組むことを考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

年 組 番 氏名

・もらいものの食品であまり好きでない物、調理が面倒

・野菜の保管が悪く食材を傷めてしまった

・安売りの時にまとめ買い。使いきれずに捨ててしまう

・冷蔵庫に何が入っているかわからず買物をした 等 

 

食品ロスになりやすい食品 

食品ロスになる原因 

 

「消費者庁公表資料より約１００世帯 4 週間分の廃棄量を算出」 

約 世帯が４週間で発生した食品ロス（飲料除く）の金額

合計で 36,606円 金額がわかったもの

１世帯当たりに換算すると４週間で平均 円
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関連資料  

■世界の食料事情 

ＦＡＯ 国連食糧農業機構 は、世界では９人に１人が飢え

に苦しんでおり、１分間に１７人が飢餓で死亡していると報

告しています。世界全体では、３人に１人は何らかの栄養不

良の状態です。

栄養不良の影響は深刻です。今後、世界の人口が増加することにより、一層の食糧

難に見舞われることも予測されています。

 

ＳＤＧｓのゴール２「飢餓をゼロに」

では、飢餓に終止符を打ち、食料の安

定確保と栄養状態の改善を達成するこ

とを目標にしています。

ゴール１２「つくる責任つかう責任」

では、持続可能な消費と生産のパター

ンを確保することを目標に、２０３０

年までに先進国の食品ロスを半減する

ことを定めています。

■日本の食品ロスの現状 

 日本の食品ロスは、年間約６４６万トン 平成２７年度推計 で、これは、世界中で飢

餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量 約３８０万トン の１．７倍となっていま

す。これは、日本人１人１日当たり、お茶碗１杯分 約１３９ のご飯の量に相当し

ます。

現在、日本では食糧自給率が先進国のなかでも最低水準の約３８％ 平成２８年度

です。海外からの輸入が約６割を占める中で、多くの食べ物が大量廃棄されています。

                      

 

 

 

 

 

■日本における食品ロス削減に向けた取組 

 政府では平成２５年から「ろすのん」をロゴマークと

して、食品ロス削減に向けた国民運動「

」を展開しています。

料理レシピサイト「クックパッド」には「消費者庁の

キッチン」が設けられています。「パンの耳 簡単ピザ」

などの「使い切りレシピ」や、残った麻婆豆腐を利用した「キムチチゲ風」などの「リ

メイクレシピ」が紹介されています。

国際連合広報センター サイトより

「ろすのん」 ロゴマーク

食品ロスは、スーパ

ーなどの小売店やレ

ストランなどあらゆ

る場面で発生してい

ます。その半分近く

は家庭からです。
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■徳島県における食品ロス削減に向けた取組   

☆消費者庁による徳島県内モニター家庭での実証

県内約１００世帯の協力のもと、食品ロス削減の知識習得の効果を分析する「モ

ニター実証実験」を実施しました。

☆「食品ロスを探せ！」食品ロス削減講座の開催

小学５・６年生を対象に、調理中に出た野菜くずや食

べ残しを計量し、買いすぎない、作りすぎない、皮など

を取り除きすぎないなど、食品ロス削減について実体験

により学べるイベントを開催しています。

☆おいしい徳島！食べきり運動の展開

飲食店などにチラシを配布して広く食品ロス削減を呼

びかけたり、「食品ロス削減移動パネル展」を実施しています。

☆「エコクッキングショー」「エコクッキング教室」の開催

家庭から排出される食品ロスを削減するため、日々の

料理づくりの中で楽しく削減できるレシピやコツを実演

により学ぶ講座を開催しています。 
☆高校生によるフードロス削減に向けたカフェの開催

徳島県立吉野川高等学校では、徳島文理大学短期大学

部の教員及び学生とともに、冷蔵庫の残り物や普段の調理では捨ててしまう野菜の

部分を活用した「エシカルで健康的なセットメニュー」の試食会を開催しました。

■日常生活で食品ロスを削減できるポイント  
 

    

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

日常生活で食品ロスを削減できるポイントは、他にもたくさんあります。食品ロスが出て

しまったら、「なぜ、これは捨てることになったのか」を考え、繰り返さないことが大切です。

 食品ロス削減は、家計や地球にも大きなよい影響を与えることができます。給食を残さず

食べる、嫌いなものでも食べるなど、毎日の生活で身近にできることから、「もったいない」

を減らすことに取り組みましょう。

食品を計量し、実体験する様子

考案した「フードロス削減セット」

①食材を買いすぎない 

買物に行く前には、冷蔵庫
や冷凍庫、食品棚をチェック
し、買う物をリストアップし
ます。買いすぎを防ぐことに
つながります。 

②必要なものだけ買う 

安いからとまとめ買いや大
袋で買うと使い切れないこと
もあります。計画的に必要な
分だけ買うことで、お金や食
材を無駄にせずにすみます。 

③買ったものは使い切る 

食材を計画的に使い切るこ
とができる調理方法の工夫が
大事です。余って食べきれな
い食材はフードバンクに寄附
する方法もあります。 

④冷蔵庫の整理整頓 

冷蔵庫に保管する食材の置
き場所を決め、中身が見える
透明容器を活用します。探す
手間が省け、買物前のチェッ
クに役立ちます。 

⑤食品の保存方法を工夫 

魚や肉、野菜類の生鮮食品
は、加工や下処理、冷凍など保
存方法の工夫が大事です。傷
みやムダが減ります。 

⑥調理方法の工夫 

野菜の皮や切れ端なども、
調理の工夫でリメイク料理と
なります。食品ロス削減やゴ
ミ減量につながります。 

家庭の食品ロス 

□食材別に最も多いもの……………野菜、調理加工品、果実類、魚介類 
□食品を食べずに廃棄する理由……鮮度の低下、腐敗、カビの発生、消費期限・賞味期限が過ぎた 
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〈ねらい〉 

地球温暖化や資源枯渇問題など、消費をめぐる社会問題が山積する中で、公正で

持続可能な社会の形成に寄与する消費行動が求められている。ここでは、人や社会、

環境に配慮した消費行動である「エシカル消費」を理解し、実践できるようになる

ことを目指す。 
まず、自らの消費が社会、経済、環境等に地球規模で影響を及ぼすことを理解さ

せる。エシカル消費の具体的な一例であるフェアトレードを学ぶことにより、適切

な商品やサービスを選択できる力や、消費活動に関連する諸課題の解決のために行

動できる力を身に付けさせる。 
 
〈進め方とポイント〉 
・ し、新たな消費スタイルとして注目されている「エシカル消費」に

ついて、求められる背景を説明する。

１ 生徒が普段食べているチョコレートについて、何を基準に商品を選んでいるか

を記入させ、商品の選択について意識させる。

２ チョコレートの原料となるカカオ豆の生産に児童労働が関与している現状を写

真や資料をもとに話し合う活動を通じ、ワークシートに記入させる。

３ フェアトレード認証マークを確認し、フェアトレードラベルの意味を説明す

ることにより、安いチョコレートやコットンシャツなどが世界の多くの子供たち

の犠牲の上で成り立っていることを気付かせる。

実際に、フェアトレード認証マークがついている商品を提示し、マークを確

認させると理解が深まる。（商品の例：チョコレート、コーヒー、紅茶など）

フェアトレード商品の購入が、生産者の生活改善や経済的自立、世界を変え

ていく力につながることを考えさせる。

４ 資料を確認しながら、さまざまなエシカル消費の具体例を理解させる。

被災地の生産物 地域で生産された商品 自立支援 社会貢献

５ 日々の生活の中で、これからどのようなことが実践できるか、実践の妨げにな

ることと、そのことへの対応について、話し合い活動を通じて具体的に考えさせ

る。

場合によっては価格の高い製品を選ぶ必要があったり、手間がかかったりする

こともあるが、難しいとすぐにあきらめるのではなく、できることに少しずつ取り

組む大切さを理解させる。

〈参考文献〉 
・［あなたの消費が世界の未来を変える］エシカル消費ってなぁに？ 

消費者庁ホームページ http://www.caa.go.jp/ 

内容Ｃ ２ ア・イ

自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響（エシカル消費への理解・実践）

エシカル消費を考えよう（例：フェアトレード） 

 

教師用手引 

資料を配布 

生徒用ワークシート ・
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１ チョコレートを選ぶ時に、何を重視しますか。.それぞれ 1つに〇.

２ チョコレートの原料であるカカオはどのように生産されているのか理解しよう。

（１）次の写真を見て、気付いたこと、感じたことは何ですか。.記入しよう.

（２）なぜ子供が働いているのか、背景を考えてみよう。.資料を見て記入しよう.

３ 児童労働をなくすためにできることを考えよう。

（１）クイズ：このマークは何を意味すると思いますか。.１つ選ぼう.

① 環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと

認められた商品につけられるマーク

② 開発途上国の生産者と公正な取引が行われた

商品につけられるマーク

③ 農薬や化学肥料などに頼らずに生産された食

品につけられるマーク

答え

（２）どんなフェアトレード商品があるのか調べてみよう。.話し合って記入しよう.

 

■価格 （ 重視する ・ どちらともいえない ・ 重視しない ） 
■味･好み （ 重視する ・ どちらともいえない ・ 重視しない ） 
■ﾊﾟｯｹｰｼﾞ （ 重視する ・ どちらともいえない ・ 重視しない ） 
■量 （ 重視する ・ どちらともいえない ・ 重視しない ） 
■他に重視すること： 

 

めあて 

エシカル消費を考えよう(例：フェアトレード)

〈カカオが入った袋を頭に載せて運ぶ子供〉

写真提供 特定非営利活動法人

マークの名前

 

２ 消費者の権利と責任

自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響
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（３） フェアトレード商品を選ぶ人が増えれば、何が変わると思いますか。.記入しよう.

４ エシカル消費とは、どのような消費行動だろうか。

エシカル消費につながる買物についてまとめよう。.空欄に記入しよう.

応援消費とは［ ］を選ぶことです。

地産地消とは［ ］を選ぶことです。

障がい者が作った商品を選ぶことは、障がい者の［ ］につながります。

寄附付き商品を選ぶことは、買物で［ ］することになります。

５ 人権・環境・社会への影響に配慮したエシカル消費の実践について考えよう。

.話し合って記入しよう.

≪学習の振り返り≫

・フェアトレードの仕組みについてわかった。

（ ◎よくわかった ・ ○わかった ・ △まあまあ ・ ×わからなかった ）

・児童労働の現状や背景について考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

・エシカル消費について考えることができた。

（ ◎考えることができた ・ ○まあまあ考えた ・ △あまりできなかった ・ ×できなかった ）

年 組 番 氏名

 

できていること、すぐにでも実践したいことは何ですか。 

 

実践の妨げになることは、何だと思いますか。 

妨げになることに、どのように対応していきたいですか。 
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関連資料 

■エシカル消費とは ～持続可能な社会のための新たなキーワード～ 

人・社会・地球環境・地域に思いやりのあるお金の使い方や生き方を意味します。 

  

 

 

 

 

 

■エシカル消費の具体例 

・買物をするときに、必要なものだけ買う、長く使える商品を選ぶ

・買いすぎず、作りすぎず、おいしく食べきる（食品ロス削減）

・人や環境に配慮した商品やリサイクル製品を購入する

〈エシカル消費の手がかりとなる認証ラベル例〉

・被災地の生産物を選ぶ（応援消費）

・障がい者が作った商品を選ぶ（障がい者の自立支援）

・地域で生産された商品を選ぶ（地産地消）

・寄附金付き商品を選ぶ（買物で社会貢献）

 

 

■今、なぜ？エシカル消費が求められる背景 

 現在の大量生産・大量消費・大量廃棄の経済活動は、私たちに便利で快適な暮らし

を提供しましたが、その一方で、「貧困・環境・人権」に関する問題は、世界の緊急課

題となっています。

〈児童労働〉チョコレート、コーヒー、紅茶、綿製品などの原料の生産にみられます。

 

 

 

 

 

   

   

エシカル（ethical）とは、「倫理的・道徳的」という英語を意味します。私たちは毎日いろいろ

な商品やサービスを選択・購入し、消費して生活をしています。日々の買物の中で、何かを選

択するとき、価格やデザイン、味や量以外に、商品がどのように作られたかなどの背景や生産

者の思い、環境や社会に及ぼす影響を考えて選択することを「エシカル消費」と言います。 

国際労働機関 ＩＬＯ によると、全世界の児童労働者数は、

約１億５，２００万人と推計されています。これは世界の子

供人口 ５歳～１７歳 のおよそ１０人に１人にあたります。

収入が少なく、生活が苦しいため、子供たちは学校へ行かず

に働かなければなりません。

エシカル消費のポイントは、身近にできるところから、少しずつ取り組むことです。

エコマーク 
環境への負荷が少なく、環

境保全に役立つと認められ

た商品につけられる 

ＭＳＣ認証マーク 
水産資源や海洋資源に配慮

した持続可能な漁業で獲ら

れた水産物につけられる 

ＦＳＣ認証マーク 
適切に管理された森林の木

材から作られた製品につけ

られる 

ＧＯＴＳ認証マーク 
原料から最終製品まで環境

に配慮し、社会的に責任あ

る製造方法で作られた商品

につけられる 

国際フェアトレード 
認証ラベル 
開発途上国の生産者・労働者の

生活改善と自立支援に向け、公

正な取引の規準を満たす商品に

つけられる 

グリーンマーク 
古紙を原料に規定の割合以上、

利用した製品につけられる 

〈カカオの実を拾う〉 〈カカオの実をナタで割り、
〈果肉を取り出す〉

写真提供 特定非営利活動法人
※特定非営利活動法人

インドとガーナを中心に、世界中のすべての子供の
権利が守られ、希望を持って安心して暮らせる社会
の実現に向けて２０年来活動を続けている団体
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〈気候変動〉地球温暖化が身近に迫っています。

 今後、２１世紀中に、世界の平均気温は、最大４．８℃上昇、世界の平均海面水位は、

最大８２㎝上昇、世界の海氷の面積は、約４３％減少と予測されており、このことにより、

異常気象など大規模自然災害の発生頻度や規模が増大することが予想されます。

■国際的な取組 

平成２７年９月、「国連持続可能な開発サ

ミット」において、「我々の世界を変革する：

持続可能な開発のための２０３０アジェン

ダ」が採択され、国際社会全体が、経済・社会・

環境の３つの側面から、世界の課題を解決し

ていくことを決意し「持続可能な開発目標」

、以下「ＳＤ

Ｇｓ」 が定められました。 

■徳島県の取組紹介 

 ☆ コウノトリと育む持続可能な社会 ☆ エシカル消費で子育てを応援

～ 法人 あわ・みらい創生社の取組～

☆ 高校生によるエシカル消費の推進

徳島県の公立高等学校では、平成２９年度から高校生が主体的に、エシカル消

費の普及・啓発に取り組んでいます。

◎校内にエシカルクラブを結成 ◎次世代エシカルフェスを開催

国際連合広報センター サイトより

コウノトリレンコン

全国の高校８校による取組紹介やグループ
ワークにより交流を深めました。

ヒマラヤでの氷河の後退

地球温暖化の進行

・1880-2012 年、気温 0.85℃上昇

・1901-2010 年、海面水位 19 ㎝上昇

・毎年 1 千～1 万種の種が絶滅

鳴門市ではコウノトリ
の定着・繁殖に取り組
んでいます。

「うちの子も よその子も

まちのたから」を合い言葉

に、市民がエシカルシール

付き商品を購入することで

子育てを支援する運動を行

っています。 

のぼりの作成や文化祭での普及・啓発をはじめ、地産

地消やエシカルファッションの研究、被災地支援、環

境保全活動などに取り組んでいます。

ヒマラヤの氷河（ ） ヒマラヤの氷河（ ）

写真提供

名古屋大学環境

学研究科・雪氷圏

変動研究室

 
 



消費生活に関わる問題の調査研究、苦情処理、商品テストなど
を行う国の機関（独立行政法人）。全国の消費生活センターから
消費生活相談などの情報を収集し、被害の未然防止に役立てる
他、ＨＰなどで注意喚起を行う。

全国消費生活情報ネットワークシステムのこと。国民生活セン
ターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者か
ら消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情
報の収集を行っている。

消費者と事業者の間の情報量の格差をふまえて、消費者の利益
を守るための法律。消費者契約について、不当な勧誘による契
約の取消と不当な契約条項の無効等を規定している。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益
を守ることを目的とする法律。訪問販売や通信販売等の消費者ト
ラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルー
ルとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めている。

地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う機関。
消費活動に対する苦情相談に対して、問題解決のための助言や
各種情報の提供を行う。必要に応じて関連機関の斡旋などを行
うこともある。

製造物責任法
（ＰＬ法）

消費者基本法

製造物の欠陥により、人の生命・身体または財産に損害が生じ
た場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律。

消費生活用品による一般消費者の生命又は身体に対する危害
の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制する
とともに特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故
に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費
者の利益を保護することを目的としている。医薬品など他に法律
がある商品を除く。

消費者の権利の尊重・自立の支援等の基本理念を定め、国や地
方公共団体及び事業者の責務を定める法律。

巻末資料

用　　　語 内　　　　　　　　　容 該当ページ

国民生活センター
Ｐ4
Ｐ32

ＰＩＯ－ＮＥＴ
Ｐ4
Ｐ32

消費者契約法

特定商取引に関する法律
（特定商取引法）

消費生活センター

消費生活用製品安全法
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消費生活に関わる問題の調査研究、苦情処理、商品テストなど
を行う国の機関（独立行政法人）。全国の消費生活センターから
消費生活相談などの情報を収集し、被害の未然防止に役立てる
他、ＨＰなどで注意喚起を行う。

全国消費生活情報ネットワークシステムのこと。国民生活セン
ターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者か
ら消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情
報の収集を行っている。

消費者と事業者の間の情報量の格差をふまえて、消費者の利益
を守るための法律。消費者契約について、不当な勧誘による契
約の取消と不当な契約条項の無効等を規定している。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益
を守ることを目的とする法律。訪問販売や通信販売等の消費者ト
ラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルー
ルとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めている。

地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う機関。
消費活動に対する苦情相談に対して、問題解決のための助言や
各種情報の提供を行う。必要に応じて関連機関の斡旋などを行
うこともある。

製造物責任法
（ＰＬ法）

消費者基本法

製造物の欠陥により、人の生命・身体または財産に損害が生じ
た場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律。

消費生活用品による一般消費者の生命又は身体に対する危害
の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制する
とともに特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故
に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費
者の利益を保護することを目的としている。医薬品など他に法律
がある商品を除く。

消費者の権利の尊重・自立の支援等の基本理念を定め、国や地
方公共団体及び事業者の責務を定める法律。

巻末資料

用　　　語 内　　　　　　　　　容 該当ページ

国民生活センター
Ｐ4
Ｐ32

ＰＩＯ－ＮＥＴ
Ｐ4
Ｐ32

消費者契約法

特定商取引に関する法律
（特定商取引法）

消費生活センター

消費生活用製品安全法
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「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」より抜粋

幼児期

小学生

高校生

中学生

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済や社会に与える

影響を考えよう

持続可能な社会を目指して、
ライフスタイルを考えよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公正な

社会の形成に協働して取り組む
ことの重要性を理解しよう

消費をめぐる
物と金銭の流れを

考えよう

自分の生活と身近な環境
とのかかわりに気づき、物の

使い方などを工夫しよう

身近な消費者問題に
目を向けよう

消費者の行動が
環境や経済に与える影響を

考えよう

消費生活が環境に与える影響を
考え、環境に配慮した

生活を実践しよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公正な

社会の形成について考えよう

おつかいや買い物に
関心を持とう

身の回りの物を大切にしよう
協力することの大切さを

知ろう

　　　　　 持続可能な
　　　　　 消費の実践

持続可能な社会の必要性に気づき、
その実現に向けて多くの人々と協力
して取り組むことができる１１１１１１１
１１１１111111１１１１１１１１

　　　　 消費者が持つ
　　　　 影響力の理解

自らの消費が環境・経済・社会・文化
などの分野において他者に影響を及
ぼしうることを理解し適切なサービス
を選択できる１１１１

　　 消費者の参画・協働

消費者が相互に個々の消費者の特
性や多様性を尊重しつつ、主体的に
社会参画することの重要性を理解
し、他者と協働して消費生活に関す
る諸課題の解決のために行動できる

消費者市民社会の構築に向けて、消費者が身に付けたい力

消費者一人ひとりの消費行動は、現在の社会経済情勢をはじめ、将来の世代や地球環境に影響を与えるとともに、
変えていくことができる「大きな力」を秘めています。

徳島県では、誰一人取り残さない社会の形成や地球環境の保全などに配慮した思いやりのある消費行動や事業活
動を県民生活に取り入れる環境づくりを積極的に推進し、消費者、事業者、行政機関等のさまざまな主体が一体となっ
て、公正かつ持続可能な社会である消費者市民社会の構築を目指し、全国初となる「徳島県消費者市民社会の構築
に関する条例」を制定しました。

消費者市民社会って何？

「消費者市民社会」の定義

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在
及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであると自覚して、公正かつ
持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会のこと

徳島県消費者市民社会の構築に関する条例の概要

第１条（目的）：人権、地球、環境に配慮した「消費行動」、「事業活動」を推進

第２条（定義）：消費者市民社会、エシカル消費、消費者志向経営

第３条（基本理念）：消費行動や事業活動が及ぼす社会、環境等への影響を自覚

第４条（県の責務）：消費者市民社会の構築に関する施策や取組等を支援

第５条（消費者の役割）：自ら進んでエシカル消費に関する知識の修得、情報の収集等に努める

第６条（事業者の役割）：消費者志向経営に関する知識の修得及び情報の収集、情報提供に努める

第７条（関係団体の役割）：消費者市民社会の構築に関する取組を企画する

第８条（消費者市民社会推進期間）：毎年五月の第二土曜日から十五日間を徳島県消費者市民社会推進期間とする
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消費生活に関わる問題の調査研究、苦情処理、商品テストなど
を行う国の機関（独立行政法人）。全国の消費生活センターから
消費生活相談などの情報を収集し、被害の未然防止に役立てる
他、ＨＰなどで注意喚起を行う。

全国消費生活情報ネットワークシステムのこと。国民生活セン
ターと全国の消費生活センターをネットワークで結び、消費者か
ら消費生活センターに寄せられる消費生活に関する苦情相談情
報の収集を行っている。

消費者と事業者の間の情報量の格差をふまえて、消費者の利益
を守るための法律。消費者契約について、不当な勧誘による契
約の取消と不当な契約条項の無効等を規定している。

事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益
を守ることを目的とする法律。訪問販売や通信販売等の消費者ト
ラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルー
ルとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めている。

地方公共団体が運営する消費者のための相談業務を行う機関。
消費活動に対する苦情相談に対して、問題解決のための助言や
各種情報の提供を行う。必要に応じて関連機関の斡旋などを行
うこともある。

製造物責任法
（ＰＬ法）

消費者基本法

製造物の欠陥により、人の生命・身体または財産に損害が生じ
た場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律。

消費生活用品による一般消費者の生命又は身体に対する危害
の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制する
とともに特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故
に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費
者の利益を保護することを目的としている。医薬品など他に法律
がある商品を除く。

消費者の権利の尊重・自立の支援等の基本理念を定め、国や地
方公共団体及び事業者の責務を定める法律。

巻末資料

用　　　語 内　　　　　　　　　容 該当ページ

国民生活センター
Ｐ4
Ｐ32

ＰＩＯ－ＮＥＴ
Ｐ4
Ｐ32

消費者契約法

特定商取引に関する法律
（特定商取引法）

消費生活センター

消費生活用製品安全法
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「消費者教育の体系イメージマップ～消費者力ステップアップのために～」より抜粋

幼児期

小学生

高校生

中学生

生産・流通・消費・廃棄が
環境、経済や社会に与える

影響を考えよう

持続可能な社会を目指して、
ライフスタイルを考えよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公正な

社会の形成に協働して取り組む
ことの重要性を理解しよう

消費をめぐる
物と金銭の流れを

考えよう

自分の生活と身近な環境
とのかかわりに気づき、物の

使い方などを工夫しよう

身近な消費者問題に
目を向けよう

消費者の行動が
環境や経済に与える影響を

考えよう

消費生活が環境に与える影響を
考え、環境に配慮した

生活を実践しよう

身近な消費者問題及び
社会課題の解決や、公正な

社会の形成について考えよう

おつかいや買い物に
関心を持とう

身の回りの物を大切にしよう
協力することの大切さを

知ろう

　　　　　 持続可能な
　　　　　 消費の実践

持続可能な社会の必要性に気づき、
その実現に向けて多くの人々と協力
して取り組むことができる１１１１１１１
１１１１111111１１１１１１１１

　　　　 消費者が持つ
　　　　 影響力の理解

自らの消費が環境・経済・社会・文化
などの分野において他者に影響を及
ぼしうることを理解し適切なサービス
を選択できる１１１１

　　 消費者の参画・協働

消費者が相互に個々の消費者の特
性や多様性を尊重しつつ、主体的に
社会参画することの重要性を理解
し、他者と協働して消費生活に関す
る諸課題の解決のために行動できる

消費者市民社会の構築に向けて、消費者が身に付けたい力

消費者一人ひとりの消費行動は、現在の社会経済情勢をはじめ、将来の世代や地球環境に影響を与えるとともに、
変えていくことができる「大きな力」を秘めています。

徳島県では、誰一人取り残さない社会の形成や地球環境の保全などに配慮した思いやりのある消費行動や事業活
動を県民生活に取り入れる環境づくりを積極的に推進し、消費者、事業者、行政機関等のさまざまな主体が一体となっ
て、公正かつ持続可能な社会である消費者市民社会の構築を目指し、全国初となる「徳島県消費者市民社会の構築
に関する条例」を制定しました。

消費者市民社会って何？

「消費者市民社会」の定義

消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在
及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであると自覚して、公正かつ
持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会のこと

徳島県消費者市民社会の構築に関する条例の概要

第１条（目的）：人権、地球、環境に配慮した「消費行動」、「事業活動」を推進

第２条（定義）：消費者市民社会、エシカル消費、消費者志向経営

第３条（基本理念）：消費行動や事業活動が及ぼす社会、環境等への影響を自覚

第４条（県の責務）：消費者市民社会の構築に関する施策や取組等を支援

第５条（消費者の役割）：自ら進んでエシカル消費に関する知識の修得、情報の収集等に努める

第６条（事業者の役割）：消費者志向経営に関する知識の修得及び情報の収集、情報提供に努める

第７条（関係団体の役割）：消費者市民社会の構築に関する取組を企画する

第８条（消費者市民社会推進期間）：毎年五月の第二土曜日から十五日間を徳島県消費者市民社会推進期間とする
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徳島県「中学生向け消費者教育教材作成検討委員会」委員名簿

氏名 役職・機関名

坂本 有芳 国立大学法人 鳴門教育大学准教授

吉川 萬里子 全国消費生活相談員協会常務理事、消費者教育研究所長

澤村 美賀 全国消費生活相談員協会理事、消費生活相談員

柿木 冨士子 全国消費生活相談員協会消費生活相談員

阿部 千明 徳島県消費者情報センター消費生活相談員

白濱 真紀子 徳島県教育委員会学校教育課指導主事

松田 和代 徳島県立総合教育センター学校経営支援課指導主事

桒原 ひとみ 徳島市八万中学校教頭

石丸 千代 徳島県立城ノ内中学校教諭

勝間 基彦 徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長

中川 まな美 徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課
消費者法務専門員、弁護士

松山 智一 徳島県消費者情報センター研修生

小熊 智子
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消費者庁消費者教育・地方協力課課長補佐
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（オブザーバー） 消費者庁（消費者行政新未来創造オフィス）行政実務研修員
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