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愛知県金融広報委員会 

愛知県金融広報委員会は、金融広報中央委員会、愛知県、東海財務局、日本銀行名古屋支店、金融経済団
体･金融機関などと連携して、健全で合理的な家計運営のため、中立・公正な立場から暮らしに身近な金融
に関する幅広い広報活動を行っています。 

＜活動の相互連携図＞ 

愛知県金融広報委員会とは 

＜主な活動＞ 

専門家を講師として無料で派遣 

各地域で開催される金融経済知識、生活設計などの学習会、
講習会、勉強会に講師（金融広報アドバイザー※）を派遣しています。 
※金融広報中央委員会（日本銀行内）から委嘱を受けたお金に関する各種専門家（消

費生活相談員やファイナンシャルプランナーなど）です。 

資料・教材などの提供 

金融経済、生活設計、金融･金銭教育をテーマとした暮らしに役立つ冊子やパンフレットなどを無料（一
部有料のものもあります）で提供しているほか、子供向けから一般向けまで、対象別の DVD を無料で貸
し出ししています。詳しくは、「知るぽると」のホームページをご覧ください。 

ホームページのご案内 

お気軽にお問い合わせ・御相談ください！ 
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号（愛知県県民生活課内） 
TEL：052-954-6603  FAX：052-961-1317 

金融教育プログラム 
－社会の中で生きる力を育む授業とは－ 

学校における金融教育をより効果的に進
めるために、現場の先生方及び有識者の協
力を得て、小学校、中学校、高等学校におけ
る金融教育のあり方や関連する教科などの
指導計画例を紹介しています。 

E ラーニング講座「マネビタ」～人生を豊かにするお金の知恵～ 

金融経済教育推進会議（事務局：金融広
報中央委員会）が、金融経済教育に関わる
官庁や関係団体と連携し、有識者の意見を
踏まえながら制作した動画教材です。 

株式会社ドコモ gacco が運営する学習
サイト「gacco」で所定の登録手続を行え
ば、誰でも受講可能です。 

イベント情報、各種講座、講
師の派遣方法、刊行物の配布な
どの情報を掲載しています。 

知るぽると愛知で検索 
愛知県金融広報委員会 
（https://shiruporuto-aichi.jp/） 

主な 
対象 小学生・PTA 一般 

テーマ 
（例） 

・お金の大切さを知ろう 
・お金ってなあに 
・家庭でできる金銭教育 
・親子で考えるお金の話 

・家計管理を見直す 
・資産形成・運用 
・生活設計 
・キャッシュレス決済 
・終活を学ぶ 

 

小学生向け教材 

指導者用解説書 

～目次～ 

はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

教材の特徴と活用方法 ・・・・・・・・・ ２ 

教材の活用例 ・・・・・・・・・・・・・ ３ 

教材の解説 ・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

授業展開例（指導案）・・・・・・・・・・ 12 

愛知県の消費者教育の取組 ・・・・・・・ 14 

愛知県金融広報委員会 ・・・・・・・・・  15 

15 

こづかい帳 
（おこづかいきろく） 

お小遣い帳の作り方
と、お小遣いの記録の仕
方が掲載されており、実
際にお小遣い帳を作成
することができます。 

＜指導者用解説書のお問い合せ先＞ 愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 
〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 2 号 
Tel：052-954-6603（ダイヤルイン） 

（https://shiruporuto-aichi.jp/advisor/index.html） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

学習指導要領 教材 
ページ 教科書該当ページ 

教科 項目 事項 

社
会
科 

⑵ 地域に見られる 
生産や販売の仕事 消費者の願い、販売の仕方 P1,3 

新しい社会科 3 
（東京書籍） 

P66-87 

小学社会 3 年 
（日本文教出版） 

P66-87 

家
庭
科 

Ｃ 
消
費
生
活
・
環
境 

⑴ 物や金銭の 
使い方と買物 

ｱ(ｱ) 

買物の仕組み P2 

わたしたちの 
家庭科 
5・6 

（開隆堂） 
P58-63 

新しい家庭科 
5・6 

（東京書籍） 
P32-39 

消費者の役割 P3,6-8 

物や金銭の大切さ P3-5 

物や金銭の計画的な使い方 P3,5 

ｱ(ｲ) 

身近な物の選び方 P3,4 

身近な物の買い方 P3,7 

購入するために必要な情報の
収集・整理 P3 

ｲ 身近な物の選び方、買い方の
工夫 P3,7 

⑵ 環境に配慮 
した生活 

ｱ 

自分の生活と身近な環境との
関わり P4 わたしたちの 

家庭科 
5・6 

（開隆堂） 
P28-33 
P62-63 
P68-71 

P94-102 

新しい家庭科 
5・6 

（東京書籍） 
P38-39 
P50-57 
P86-94 

P116-121 

環境に配慮した物の使い方 P4 

ｲ 環境に配慮した物の使い方の
工夫 P4 

はじめに 

 私たち消費者を取り巻く問題は、スマートフォンの普及に伴うインターネットの利用

拡大等による高度情報通信社会の進展や、経済のグローバル化など、社会経済環境が大

きく変化する中で、ますます多様化し、広範にわたっており、更に新型コロナウイルス

感染症が世界的に猛威を振るう中で、その傾向は加速度的に進んでいます。 

 本県では、2020 年 3 月に「あいち消費者安心プラン 2024（第三次愛知県消費者行政

推進計画）」を策定し、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社

会の実現を目指して、主体性のある消費者の育成に取り組んでいるところです。 

 こうした中、2022 年 4 月 1 日から成年年齢が 18 歳に引き下げられ、若年者のうち、

特に 18 歳、19 歳は、「未成年者取消権」による保護がなくなることで、消費者被害が

増加することが懸念されており、児童・生徒の発達段階に応じた実践的な消費者教育の

充実・強化が喫緊の課題となっています。 

 また、2015 年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標 SDGs」の達成に

向けて、人や社会、地域、環境に配慮した商品やサービスを選んで消費する「エシカル

消費」の普及により、私たち一人一人の消費行動が、持続可能な社会の形成に貢献する

ことも期待されています。 

 このため、本県では、18 歳を迎えるまでの、より早い時期から適切な消費行動に結

び付く知識や実践的な能力を習得させることが重要であると考え、2022 年 6 月に「小・

中学校向けの消費者教育検討会」を設置し、小・中学校の授業において活用できる教材

を、作成しました。 

 教材は、主体的・対話的な授業により、消費生活・環境に関する物事を捉える視点や

考え方を育み、身に付けた知識を日常生活でも活用できるよう、実践的に学べる「ワー

ク形式」を取り入れています。また、指導を進めるうえで、留意したい点については、

「指導者用解説書」に掲載しています。 

 各学校におかれましては、関係教科等の授業で、教材を活用していただくとともに、

消費者教育の推進に御理解と御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。 

   

2022 年 10 月 

愛知県県民文化局県民生活部県民生活課 
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教材の特徴と活用方法 

＜特徴＞ 
 ・学習指導要領に基づいた内容となっています（参照：【学習指導要領と教材及び教科書との対応表】） 

・各ページには、自分の考え、友達や家族で話し合ったことなどを記入する設問があり、実践的に学ぶ

ことができるワーク形式の教材となっています。 

 ・社会科、家庭科などの授業で活用できるほか、自宅学習や⾧期休業中の課題としても活用できます。 

＜活用方法＞ 
・「指導者用解説書」は、教材の写しを各ページの中央に配置し、その解説（「ねらい」、「授業の進

め方とポイント」など）を周りに掲載しています。 
 ・児童の実態を確認しながら、時間配分や学習の流れを工夫して活用してください。 

【学習指導要領と教材及び教科書との対応表】 

＜注意点＞ 
・教材に関する著作権は、愛知県に帰属します。 

・学校における教育目的で使用する場合は、複製等が可能です。その他の目的で使用する場合は、事前

に愛知県県民生活課へ御連絡ください。 
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⾧期休業中の課題として活用される場合は、あらかじめ児童に注意事項や活用の仕方（例：「ク
イズの答え合わせを⾧期休業明けの授業で行う」、「友達・家族の意見を書くところは、⾧期休業
明けの授業で行うので空欄にする」など）を説明してください。 

また、必要に応じて、教材を参考に実践（例：「お小遣い帳をつける」、「エシカル消費を実践す
る」など）をして、身に付けた知識を日常生活でも活用するよう説明してください。 

学校における実践的な消費者教育の取組を支援するため、愛知県金融広報委員会※1 と連携
して、外部講師（金融広報アドバイザー※2、消費生活相談員、弁護士、司法書士等）を無料で
派遣し、教材を活用した実践的授業を行っています。ぜひ、御利用ください！ 

 

教材は、学習指導要領に基づいた内容であり、教科書の内容に準じています。 
そのため、教材を自宅学習教材として活用することにより、授業で学んだ内容を復習すること

ができます。 
ただし、教材は「クイズ」や「自分、友達・家族の意見を書く」など、実践的に学ぶことがで

きるワーク形式となっていますので、自宅学習として活用する場合は、あらかじめ児童に注意事
項や活用の仕方（例：「答えは最後のページに掲載されている」、「家族に意見を書いてもらう」な
ど）を説明してください。 

教材の活用例 

教材は、教員による授業での活用以外にも、以下のとおり活用できます。 
これらは、一例に過ぎませんので、各学校の状況に合わせて活用してください。 

外部講師による実践的授業 

自宅学習教材 

⾧期休業中の課題 

▼講師派遣の手順▼ ▼お申し込みにあたっての留意点▼ 

  

①県民生活課へ問合せ、日程等調整 

②県民生活課へ講師派遣申込書の提出 

③学校へ派遣決定通知の送付 

④詳細について直接講師と打ち合わせ 

⑤講師派遣（講座等の開催） 

⑥県民生活課へ実施報告書の提出 

申込時期 

実施時期 

講師費用 

そ の 他 

申込方法 

原則、講座実施日の 50 日前まで 

随時 

無料 

申込者の負担により開催場所
は確保してください 

まずは電話でお問い合わせください。 

※申込書を愛知県の WEB ページからダウンロード
の上、メールでもお申し込みいただけます。 

問合せ先：愛知県県民生活課 （℡ 052-954-6603） 

※1：詳細は P15 を参照。 
※2：金融広報中央委員会から委嘱を受けたお金に関する各種専門家（消費生活相談員やファイナンシャル

プランナーなど）です。 

【ねらい】 

① 買い物の経験の有無について、児童に問い

かけ、何をどこで購入したか、その購入したも

のを生活の中でどのように使っているのかを

発表させる。 

＜発表例＞ 

・「文房具屋で鉛筆とノートを買った。学校の授

業で使っている。」 

・「スーパーでパンとお菓子を買った。お腹が

空いていたので、公園で友達と食べた。」 

② 児童は、商品の購入例は挙げやすいと思

われるが、サービスの購入例は挙げにくいと

思われる。 

サービスの購入例として、「電車やバスの

乗車」を挙げ、サービスの購入についても気

付かせる。 

※ 「商品」と「サービス」の違いについては、消費者

としての基礎的な知識であるため、小学生のうち

から身に付けておくと良い。 

③ 消費者チェックの①～⑤までについて、①から順に読み上げて、「はい/いいえ」のうち、該当する答えを○

で囲ませる。 

④ 消費者チェックは、「①契約って？」以外は回答例がない。そのため、各設問に関連する内容を発問し、児

童に発表などをさせる。なお、「①契約って？」の答えについては、教材Ｐ２で説明する。 

 「①契約って？」では、契約だと思う児童と、契約だと思わない児童に考えを発表させる。※正解は「はい」。 

「②お金の上手な使い方って？」では、買い物での失敗例を児童に発表させる。 

「③環境に優しい消費生活って？」では、マイバッグがどうして環境に優しいのかを児童に発表させる。 

「④プリペイドカードって？」では、どのようなプリペイドカードがあるかを児童に発表させる。 

「⑤ゲーム課金って？」では、オンラインゲームなどで課金をしたことがある児童がいるかを確認する。 

※ 児童の発言については、最小限とし、10 分程度で実施できると良い。 

・児童から大人まで、みんなが消費者であることに気付く。 

・商品やサービスを買ったり、買ったものを使ったりする人は、「消費者」であるということに気付き、小学生も消

費者の一人であることが分かる。 

・「消費者チェック」に取り組むことで、これからの学習を見通すことができる。 

【授業の進め方とポイント】 

教材の解説 
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愛知県 WEB 

メール：kenminseikatsu@pref.aichi.lg.jp 

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/con
sumer-education-materials-for-school.html） 



    

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

① 「契約」という言葉について、どのようなときに聞い

たことがあるかと発問し、児童に発表させる。 

＜発表例＞ 

・「親と一緒に携帯電話を買いに行ったときに、お店

の人が“契約”と言っていた。」 

・「親と習い事の先生が話をしているときに、“契約”

という言葉を使っていた。」 

② 契約には様々なものがあるが、今回は主に売買

契約について学習することを話す。 

③ 教材Ｐ２右上の契約成立に関するイラストを掲示

（投影）して、契約成立の条件と契約成立後の買う

人（消費者）と売る人（事業者）の関係性を説明す

る。 

※ 消費者チェックの「 契約って？」の正解が「はい」であ

ることを説明する。 

④ 契約クイズ１の４つの事例をみて、契約だと思うも

のに〇をつけさせる。その後、答え合わせをする。 

⑤ 各事例について、契約だと思う理由を考えさせ、

「③放課後、友だちと遊ぶ約束をする」だけが契約

ではないことを伝える。 

⑥ 契約について、「自分と相手との合意で成立す

る」、「決めたことを守る責任がある」という点は、約

束と同じだが、「法律で決められたルール（法律的

な拘束力）に従う必要がある」という点が加わってい

ることを説明する。 

⑦ 契約クイズ２として、購入したリュックサックの返品

をお店の人に申し入れたが、返品を断られたのはな

ぜか、理由を考えて記入させる。 

⑧ 返品を断られた理由を児童に発表させた後に、回

答例を説明する。 

誤った説明をした場合など、売る人（事業者）の理

由により、返品ができる場合もあることを補足する。 

⑨ 契約が成立するまでは自由であるが、契約成立後

は買う人（消費者）と売る人（事業者）のそれぞれに

権利（商品を受け取る、お金を受け取る）と義務（お

金を支払う、商品を渡す）が発生するため、よく考え

てから契約することが大切であると伝える。 

① 何か買いたいものがあれば、それを「必要なもの

＝Needs（ニーズ）」と 「ほしいもの＝Wants（ウォン

ツ）」に分けて考えると良いと伝える。 

② Needs（ニーズ）とは、生活する上で、無いと困って

しまうもの（必要なもの）のことであり、Wants（ウォン

ツ）とは、生活する上で、あったら嬉しいもの（ほしい

もの）のことであると説明する。 

③ 今、買いたいと思っているもの（ここでは商品を想

定）を５つ書かせて、児童に買いたいものと買いたい

と思う理由を発表させる。理由を明らかにすること

で、それが Needs（ニーズ）なのか、Wants（ウォン

ツ）なのかを分けやすくする。 

④ 買いたいもの５つを「必要なもの（Needs）」と「ほし

いもの（Wants）」の表に分類させる。また、自分は

具体的にどのような行動を取るかを下の選択肢か

ら選び、その番号を書かせる。 

⑤ 周りの友達等と記入した内容を紹介させる。分類

結果の紹介を通して、人によって分け方が違うこと

を気付かせる。 

⑥ 今後、何か買いたいものがあるときは、その必要

性を考えて、計画的に購入することが大切であると

伝える。 

⑦ お金の大切さを伝えた後に、買い物をする前にどのよう

なことに気を付けているかと発問し、児童に発表させる。 

＜発表例＞ 

・「買ってくるものをメモする。」 

⑧ 買い物のときや、買い物から帰ってきたらどのようなこと

に気を付けているかと発問し、児童に発表させる。 

＜発表例＞ 

・「おつり、レシートの内容を確認する。」 

・「帰ってからレシートを見て、お小遣い帳をつける。」 

Needs（ニーズ）と Wants（ウォンツ）は、児童それ

ぞれが違った商品を挙げることが想定されます。 

また、同じノートでも、学校で使う算数のノートと、

持っていたら嬉しく感じるキャラクター付きのノートで

は、判断が違ってきます。 

なぜ Needs（ニーズ）なのか？、なぜ Wants（ウォ

ンツ）なのか？、児童が考えた理由をしっかりと説

明できるように指導しましょう。 

【ねらい】 

・買いたいものを「必要なもの＝Needs（ニーズ）」と「ほしいもの＝Wants（ウォンツ）」に分けることができる。 

・限られたお金で何を買うのかを考える力を身に付け、今後の買い物に生かすことができる。 

【ねらい】 

・毎日の生活の中で、自分たちが様々な契約をしていることがに気付く。 

・契約成立後は、買った人の一方的な都合だけでは契約の取り消しができない場合もあることを説明できる。 

【授業の進め方とポイント】 【授業の進め方とポイント】 

契約が成立しているので、買った人の一方的な都合で
返品する（契約をやめる）ことはできない。 
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【授業の進め方とポイント】 


