
   

 

 

 

   

  

  

   

  

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

人への配慮編～コロナ渦で打撃を受けている事業者の商品をネット通販で買う～ 

 

 

 

 

社会への配慮編～プチギフトとしてフェアトレード商品を買う～ 

 

 
 
 

③ 環境に加えて、人や社会、地域のことを考えて商

品やサービスを選んで消費することを「エシカル消

費」ということを説明する。 

④ エシカル消費の具体例を見て、知っている取組や

実践したことがある取組があるかと発問し、児童に

発表させる。 

＜発表例＞ 

・「買い物に行くときは、マイバッグを持って行く。」 

・「福祉作業所で作られたクッキーを買った。」 

※必要に応じて、エシカル消費の実践例（４コマ漫画）を紹

介して、具体的な取組を気付かせる。 

なお、４コマ漫画は補足に示した「エシカル×あいち」から

ダウンロードできます。 

参考 エシカル消費の実践例 

環境への配慮編～野菜を丸ごと活用して調理する～ 

 

 

 

環境・地域への配慮編～マイバッグを持って地元の朝市で朝どれ野菜を買う～ 

 

 

 

 

① <環境のことを考えた消費生活の具体例>の中

で、取り組んでいることに○をつけさせる。 

また、その他にも取り組んであることがあれば［ ］

に記入させる。 

② ［ ］にどのようなことを書いたかと発問し、児童に

発表させる。 

＜発表例＞ 

 ・「使わなくなったおもちゃをいとこにあげた。」 

【ねらい】 

・環境を大切にした消費生活について考え、実践することができる。 

・環境に加えて、人や社会、地域のことを考えて商品やサービスを選んで消費する「エシカル消費」の意味や具体例

が分かる。 

【授業の進め方とポイント】 

 

補足 エシカル消費ポータルサイト「エシカル×あいち」について 

「エシカル×あいち」では、エシカル消費の具体例や、県、市町村、

事業者、団体などの取組・活動紹介の情報を発信しています。 

 
エシカルあいち 検索 

① お金と同じように支払いに使うことができるプリペイド

カードがあることを伝え、気を付けて管理する必要が

あることを伝える。 

また、お金とは違って、プリペイドカードは使用した

金額が分かりにくいので、使い過ぎに気を付ける必要

があることも伝える。 

② ワーク１として、各問の文頭の□に、自分が使ったこ

とがあるものには◎を、家族の誰かが使っているところ

を見たことがあるものには○を、知らないものには×を

記入させ、日々の生活の中でプリペイドカードに触れ

たことがあるかと発問し、児童に発表させる。 

＜発表例＞ 

・「電車に乗るときにプリペイドカードを使った。」 

参考 プリペイドカードについて 

見た目 解説 

ＩＣ型 

①は、TOICA（ﾄｲｶ）や manaca（ﾏﾅｶ）などの交通系
のカードを想定しています。 
②は、nanaco（ﾅﾅｺ）や WAON（ﾜｵﾝ）などの流通系
のカードを想定しています。 
特に流通系のカードは、家族と買い物に行ったときに
使用している様子を目にしているかもしれません。 

サーバ型 
③は、iTunes（ｱｲﾁｭ-ﾝｽﾞ）カード、LINE（ﾗｲﾝ）プリペ
イドカード、ニンテンドープリペイドカードなどのオンライ
ン決済に使用するカードを想定しています。 

磁気型 
・紙型 

④は、QUO（ｸｵ）カードや図書カードなどの磁気型カ
ードを想定しています。情報をカードの磁気に記録し
ているため、残高が無くなると使用できません。 
⑤は、デパートや百貨店で使用できる共通商品券な
どの紙型カードを想定しています。 

補足 クレジットカードとポイントカードについて 

種類 解説 

クレジット

カード 

利用者に代わり、クレジット会社が代金を立て替え

る「後払い方式」で、買物代金は銀行口座の預金

等から支払います。信用が無いと持てないカードで

あるため、小学生は持つことができません。 

ポイント 

カード 

提携店で購入する度に、その支払額に応じたポイ

ントが貯まり、商品の購入や特典を得ることができ

ます。小学生でもカードを作成でき、年齢制限がな

いものがほとんどです。 

 

③ ワーク２として、「プリペイドカード」のメリットとデメリッ

ト、使うときに気を付けたいことを記入させるほか、友

達や家族の考えも記入させる。 

メリット（記入例） デメリット（記入例） 

・お金を払う手間が省ける 

・おつりをもらう必要が無い 

・財布にお金が無くても良い 

・ポイントが貯まる   など 

・お金を支払う感覚が無い 

・つい使い過ぎる 

・いくら使ったか分かりにくい 

・残高が分かりにくい 

・使えないお店がある   など 
 

使うときに気を付けたいこと（記入例） 
・お金と同じように大切に扱う 

・紛失しないようにする 

・使い過ぎないようにする 

・いくら使ったかを分かるように記録する   など 

【ねらい】 

・プリペイドカードはお金と同じように支払いに使うことができるカードであることが分かり、そのメリットとデメリットを整理す

ることができる。 

【授業の進め方とポイント】 
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詳細はＰ14 を参照してください。 

【授業の進め方とポイント】 



⑤ トラブル３（インターネット通販の利用で･･･）の３コマ

漫画を説明し、どうすれば良かったと思うかを考えさ

せ、ワークシートに記入させる。記入後は、周りの友

達等と記入した内容を紹介させる。 

＜記入例＞ 

・「安いだけで買うのは良くない。」 

・「注文する前に家族に相談する。」 

・「自分でお金を払えるのかを考えてから買うべき。」 

・「怪しいサイトかどうかをしっかりと確認する。」 

⑥ トラブル４（ＳＮＳで個人情報を書き込んだら･･･）の３

コマ漫画を説明し、どうすれば良かったと思うかを考

えさせ、ワークシートに記入させる。記入後は、周りの

友達等と記入した内容を紹介させる。 

＜記入例＞ 

・「名前と住所は教えない。」 

・「写真を撮って送ると、どこに住んでいるか分かって

しまうと聞いたことがあるので、写真は送らない。」 

⑦ ４つのトラブル事例から、インターネットの消費者トラ

ブルに遭わないためには、どのようなことに気を付け

たら良いかと発問し、児童に発表させる。  

＜発表例＞ 

・「インターネットを利用する際のルールを家族と話す。」 

・「フィルタリング（児童が有害な情報等にアクセスで

きないように設定する機能）を利用する。」 

 

 

 

 
 
 
 
 

参考 ＳＮＳに起因する被害児童のフィルタリング状況 

被害に遭った児童のうち、85.5％がフィルタリングを利用して
いませんでした。 

 

 

 

 

 

 

出典：警察庁「令和２年における少年非行、児童虐待および子ども

の性被害の状況」 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

① ゲーム機やスマートフォンなどで、インターネットを

利用したことがあるか、インターネットの消費者トラブ

ルの話を聞いたことがあるかと発問し、児童に発表

させる。 

＜発表例＞ 

・「オンラインゲームで有料のアイテムをたくさん買っ

たら、親に叱られたという話を、友達から聞いた。」 

・「姉が、『インターネットでＴシャツを買ったけど、思

っていたのと違うのが届いた』と言っていた。」 

② トラブル１から４については、愛知県の小学生に多

い消費者トラブルであることを伝え、解説書Ｐ10 の

参考のグラフを掲示（投影）して、これらのトラブル

は身近にあるので、気を付ける必要があることを説

明する。 

③ トラブル１（オンラインゲームの課金で･･･）の３コマ

漫画を説明し、どうすれば良かったと思うかを考えさ

せ、ワークシートに記入させる。記入後は、周りの友

達等と記入した内容を紹介させる。 

＜記入例＞ 

・「あらかじめ家族にいくらまでなら課金して良いか聞

けばよかった。」 

・「オンラインゲームで課金するのは、自分でお金を

儲けられるようになってからだ。」 

・「アイテム欲しさに課金してはいけない。」 

・「お小遣いの範囲で課金すれば良かった。」 

【ねらい】 

・オンラインゲームやインターネット通販など、インターネットを利用するときには、様々なトラブルに巻き込まれる可能

性があることに気付き、注意して安全に利用できる。 

・困ったことがあったら家族や消費生活センターに相談することができる。 

【授業の進め方とポイント】 
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⑧ 自分が住んでいるまちの消費生活センター（または

消費生活相談窓口）を調べて、名称と電話番号を

記入させ、何か困ったことがあれば家族や消費生活

センターなどに相談するよう説明する。 

【授業の進め方とポイント】 

参考 愛知県及び市町村の消費生活センターに寄せられた消費生活相談の状況 

小・中学生が契約当事者であった相談件数は、増加傾向にあり、商品・サービス別でみると、「未成年者が家族

のクレジットカード情報を利用し、オンラインゲームで高額な課金をしてしまった。」などの、インターネットゲーム（オン

ラインゲーム）に関する相談が最も多く寄せられています。 

小・中学生が契約当事者であった商品・サービス別の相談件数（2021 年度） 小・中学生が契約当事者であった相談件数 

0

100

200

300

小学生 中学生

2019年度 100 273

2020年度 187 300

2021年度 154 282

(件)

en

n )

0

30

60

90

120

インターネット

ゲーム

健康食品 娯楽等情報

配信サービス

化粧品 玩具・遊具 その他

小学生 113 11 6 4 2 18

中学生 91 51 24 55 4 57

(件) 

100 
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300 
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113 
91 

11 
51 

6 
24 

4 
55 

2 
4 

18 
57 

④ トラブル２（ワンクリックで高額の請求が･･･）の３コマ

漫画を説明し、どうすれば良かったかを考えさせ、ワ

ークシートに記入させる。記入後は、周りの友達等と

記入した内容を紹介させる。 

＜記入例＞ 

・「無料というのが罠かもしれないから気を付ける。」 

・「お金を支払うよう連絡がきたら、家族に話す。」 

・「小学生は自分一人で買い物をしない方が良いと

思うので、家族に相談する。」 

（人） 



   

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                       

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① “あいち暮らしＷＥＢ”では、消費者としての知識を

「アニメ」や「かるたゲーム」で学んだり、自分が消費

者トラブルに巻き込まれやすいかを心理チェックで確

認できたりするので、教材で学んだ内容の振り返りと

して、調べ学習や自宅などで確認するよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「消費者とは誰のことか」、「自分

たちが生きていく上で必要なお

金はどのくらいか」、「あなたは契

約をしたことがあるか」などの設

問に○×形式で回答し、消費

者に関する知識をアニメ形式で

学ぶことができる。 

・「人に気を遣いすぎてグッタリし

てしまうことがよくある」、「どれに

しよう･･･となかなか決められず

迷ってしまうことが多い」などの

設問に○×形式で回答すると、

タイプ別に分類された自身のダ

マサレ度（トラブルに巻き込まれ

やすいか）が分かる。 

・消費生活に関連する“かるた”が

読み上げられるので、該当する

“かるた”をクリックして取る。 

・ピッピ（あいち暮らし WEB キャラ

クター）と、どちらが多く“かるた”

を取ることができるかの対戦形

式で、消費生活に関する内容を

“かるた”で遊んで学べることが

できる。 

② 消費生活に関する問題を抱えたら、一人で悩まず

に、すぐに家族や学校の先生など周りの大人に相談

するよう、改めて伝える。 

③ 困った場合は、県や市町村に設置されている消

費生活センター（または消費生活相談窓口）につな

がる消費者ホットライン「☎188（いやや！）」に連絡

するよう伝える。 

【ねらい】 

・「あいち暮らし WEB」の消費者教育コンテンツを活用し、教材で学んだ内容を振り返ることができる。 

・消費生活に関する相談先を把握し、何か困ったときには消費生活センターに相談することが重要であると分かる。 

【授業の進め方とポイント】 

あいち暮らし WEB キャラクター ピッピ 

かしこい消費者市民になろう 

あなたのダマサレやすさを診断します！ 

消費者トラブルかるた 

主なコンテンツ 
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授業展開例①「買い物の仕方を工夫しよう」 

「契約」と「お金の上手な使い方」を理解し、適切な判断や意思決定に基づいた消費
行動を考えることができる。 

４５分（家庭科などで実施） 

題材の目標 

指導案 

学習過程 学習内容 指導上の留意点 教材ページ 

導  入 

○買い物の経験を発表する 
＜発表例＞ 
・鉛筆とノートを買った 
・パンとお菓子を買った 
・電車に乗って旅行をした 
○商品とサービスの違いを考える 
○消費者チェックをする 

○自分たちがお金と交換して様々な商品
やサービスを手に入れていることに気
付かせる 

 
○商品とサービスの違いを児童の生活に

ある事例を示して説明する 
○消費者チェックにより、これからの学習

の見通しをもたせる 

P１ 

展  開 

○売買契約とはどのようなことかを確
認し、契約クイズ１をする 

○契約クイズ２として、リュックサッ
クを返品できない理由を考えて書
き、発表する 

＜発表例＞ 
・１度使ってしまったから 
・レシートを失くしたから 
・買った後、１週間が経ったから 

○契約クイズ１の答え合わせをして、約束
と契約の違いに気付かせる 

○返品できない理由について、数名の児童
を指名して発表させる 

○買う人と売る人の合意で契約が成立す
るので、買う人の一方的な理由では、契
約を取り消すことができないことを確
認させる 

P２ 

○買いたいものを５つ書く 
＜記述例＞ 
・好きなキャラクターのぬいぐるみ 
・お出かけ用の洋服やスニーカー 
・学校で履くための靴下 

○買いたいもの５つを「Needs」と「Ｗ
ants」に分けて、どのような行動を
とるかを考えて表に整理し、考えた
ことや気が付いたことを周囲の児童
と紹介し合う 

○買いたいものを書くにあたり、なぜそれ
を買いたいのかを考えるよう指示する 

※５つ書けないという児童がいても良い 

 

○買いたいものを表に整理させる 
 

P３ 

ま と め 

○「買い物の仕方を工夫しよう」を読
み、「買い物をするときは次のことを
チェックしよう」をする 

〇今後、買い物をするときに、どのよ
うなことに気を付けて買い物をする
かを発表する 

＜発表例＞ 
・本当に必要か考えてから買う 
・商品をよく調べてから買う 

○「買い物をするときは次のことをチェッ
クしよう」は、「Needs」と「Ｗants」を
意識させて、チェックを入れさせる P３ 

※1 時間に余裕があれば、買い物をするときには環
境のことを考えることが大切であることを伝
える 

※2 時間に余裕があれば、お金の代わりになるカー
ド（プリペイドカード）があることを伝える 

P4(※1) 

P5(※2) 
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授業展開例②「小学生に多い消費者トラブルって？」 

４５分（家庭科などで実施） 指導案 

題材の目標 小学生に多い消費者トラブルを学び、気を付けるべき点や、トラブルに遭った場合の対
応方法などを考えることで、トラブルの未然防止・拡大防止につなげることができる。 

消費生活情報「あいち暮らしっく」の発行 

「あいち暮らし WEB」による情報発信 

悪質商法への注意喚起を始め、消費者事故やエシカル消
費など、消費生活情報を広く発信するとともに、消費者教
育に役立つコンテンツを提供しています。 

「エシカル×あいち」による情報発信 

愛知県の消費者教育の取組 

エシカル消費について、広く県民の皆様へ普及啓発する
ため、エシカル消費の具体例や、取組・活動紹介などの情
報を発信しています。 

・ エシカルについて学べる！ 
イメージ画像とともに、分かりやすく解説しています。 

・ エシカルを実践できる！ 
日々の暮らしの中で、できることから、無理のない範囲

でエシカル消費を取り入れることができるよう、身近な消
費行動事例を紹介しています。 

・ エシカル度が計測できる！ 
日々の暮らしの中で実践している消費行動や取組をチ

ェックできます。 

悪質商法による被害の未然防止や食の安心・安全に関す
る話題、行事のお知らせなど、暮らしに役立つ情報を掲載
しており、年６回配信しています。  

映像教材の貸出 

契約・クレジット・悪質商法・インターネット・消費者
教育など、消費生活に関する DVD 等の教材の貸出をして
います。 

「18 歳からの大人大作戦!!!」の配信 

 愛知県消費生活総合センターに多く寄せられた若者の消
費者トラブルの中から、「美容関連の契約」、「インターネッ
ト通販」、「情報商材の購入」を取り上げて注意を促すとと
もに、困ったときの「消費者ホットライン☎188」をキャラ
クターとテロップで紹介する 35 秒のアニメーション動画
を YouTube 上で配信しています。 

消費者トラブルに遭うことなく、自ら合理的な判断を行
うことができるよう、動画配信による消費者教育オンライ
ン講座を YouTube 上で開講しています。 

消費者教育オンライン講座の配信 
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学習過程 学習内容 指導上の留意点 教材ページ 

導  入 

○スマートフォンやタブレット端末な
どの利用経験や消費者トラブルの経
験を振り返り、発表する 

＜発表例＞ 
・家族との連絡やオンラインゲームを

するときに使う 
・SNS や動画を見るときに使う 

○スマートフォンやタブレット端末な
どでの消費者トラブルの経験などを
発表する 

＜発表例＞ 
・オンラインゲームのアイテムを買う

ために課金をしたら親に叱られた 
・無料で音楽を聴けるサイトに会員登

録したら、いつの間にかお金を請求
されていた 

○スマートフォンなどを持っていない
児童には、スマートフォンなどを持っ
た場合にどのように使いたいかを発
表させても良い 

・スマートフォンなどの便利な点など
についても話題にする 

○消費者トラブル事例が、児童から出に
くい場合は、指導者が聞いたことがあ
る事例などを紹介する 

○消費者トラブルに遭わずにすむ方法
を考えさせて、発表させても良い 

＜発表例＞ 
・危険なサイトにアクセスしない 
・どのような消費者トラブルがあるか

を知っておく 

P６ 

展  開 

○トラブル１「オンラインゲームの課
金で･･･」とトラブル２「ワンクリッ
クで高額の請求が･･･」を見て、どう
すれば良かったかを考えてワークシ
ートに書き、周りの友達等と考えを
紹介し合う 

○インターネットの利用については、児
童によって実態が異なるので、周りの
児童と話し合わせたり、相談件数など
の資料を提示したりすると経験の少
ない児童も取り組みやすくなる 

○児童一人でトラブル１～４の全てを
考えてワークシートに書かせても良
いが、児童をグループに分けて、１つ
のトラブルをグループで考えて、発表
させても良い 

※グループ毎に発表させる場合は、各グ
ループの発表を聞きながら、ワークシ
ートに記述させたり、不明点を質問さ
せたりする 

P６ 

○トラブル３「インターネット通販の
利用で･･･」とトラブル４「SNS で個
人情報を書き込んだら･･･」を見て、
どうすれば良かったかを考えてワー
クシートに書き、周りの友達等と考
えを紹介し合う 

 

P７ 

ま と め 

○トラブル事例を学び、気を付けるべ
き点や、トラブルに遭った場合の対
応方法などを発表する 

＜発表例＞ 
・家族の承諾を得た後に、オンライン

ゲームのアイテムを買う 
・トラブルに遭ったら、まずは家族に

相談する 

○トラブルに遭ったら、まずは家族に相
談したほうが良いことを伝える 

※未成年者取消権（未成年者が保護者の
同意を得ずに契約した場合には、原則
として、契約を取り消すことができる
とされている）を補足で説明する 

P７ 
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（https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/index.html） 

（https://www.pref.aichi.jp/kenmin/ethical/index.html） 

（https://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/information/kurassic.html） 

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000032843.html） 

（https://www.youtube.com/channel/UC8kNHdkVwQx3lxd5LTRZNhg） 

（https://www.youtube.com/watch?v=WebtkX7IL8o） 

エシカル消費を広めるための 

愛知県独自のロゴマーク 


