


 

ゆたかな感性を家庭科で磨く ～持続可能な社会の担い手の育成～ 

 

横浜国立大学名誉教授 西 村 隆 男 

 

 昨今の教育界では、「深い学び」あるいは「対話的な学び」といったキーワードが踊るよう

に使用されている。では、これまでの教育ではそうした学びが疎かにされていたのだろうか。

否、決してそんなことはない筈であり、つねに生徒の思考回路に刺激を与え、自らが思考し、

判断できる力を育んできた。しかし、ことさら今日、こうしたキーワードが重視されるのは、

短絡的な思考や判断が横行する世の中になっていることへの反省があるのではないか。スマ

ホを身体の器官の一部のように保持し、LINE に即返答しなければ無視されたと思うような風

潮が若者に蔓延しているように思う。 

 そうした中で、消費者教育は熟慮、熟考できる力を養うのに優れた教育ツールであり、教

育の本来目標（人間形成）の到達に向け貢献できるもの、と私は考える。消費者教育は、市

場における思考力・判断力をより高めるための教育プロセスである。いわゆる批判的思考力

を駆使して、「安い」背後に何があるのか、CM に踊らされていないか、慌てて買い急ぎはし

ていないだろうか―生産国や生産地の状況、環境への負荷、代替品の有無の確認など、短絡

的でない消費能力を高めることで、よりよい暮し、より豊かな地球社会全体を見通す力を養

うところにこそ、消費者教育の存在意義がある。 

 成年年齢引下げが間もなく実現しようという中で契約教育の強化が、改訂新指導要領では

小学校高学年から謳われている。契約の意味や契約当時者としての責任を正しく抑え、消費

者被害の防止を指導することは必要であろう。しかし、学習の中心が市場での主体（参加者）

としての確かな選択ができるために、消費者被害の数々を示すことだけであってはならない。

その背景に潜むものを考えさせることが重要であり、うっかり契約をしてしまって、被害に

遭遇したと気付いたなら（あるいはその可能性を察知したなら）、すみやかに相談機関に相談

するというアクションを起こすことの大切さを理解させることが肝要である。そうしたアク

ションは社会参加であり、消費者としての責任である。なぜなら、声をあげないことは、む

しろ被害拡大に寄与してしまうことになりかねないからである。これこそが、契約学習にお

ける消費者市民社会構築に向けた消費者市民として果たし得る役割と言えよう。 

 一方、消費者市民社会の理解で必要なのは、市場における選択を通じて、社会的弱者や環

境への負荷にどれだけ配慮できるかである。商品選択であるゆえに、購入行動は売買契約に

よるものである。同じお金を支払うのであるのなら、社会のために貢献できる選択とは何か

考えてみたい。フェアトレードを学び、地産地消や身近なエコ消費を考える。エシカルは今

や世界の流れである。2015年９月に国連総会で採択された SDGs（持続可能な開発目標）をぜ

ひ確認していただきたい。SDGs に示された17の目標は政府、自治体、企業はもとより、私た

ち消費者一人一人が、その実現に向けて日々努力することが求められよう。 

 1964年、ケネディ大統領は議会の特別教書のなかで、消費者の権利を宣言した。その第１

は安全である権利である。窮極の安全は平和な世界だ。人権、環境、他者への配慮・共感―

家庭科における消費者教育の学びは深い。 

  



 

 

高等学校における消費者教育モデル授業 

 

 近年、消費者トラブルは複雑化・多様化しており、消費者を取り巻く環境は厳しさを増し

ている。消費者被害防止等のため、県民の「消費者力」の向上を図るためには、世代・特性

に応じた様々な場で多様な消費者教育を展開することが重要となる。 

 特に、これから成人となり、社会に出て自らの行動に責任を持つことが求められる高校生

に対する消費者教育は不可欠であることから、高いレベルの消費者教育をモデル的に実施す

るとともに、その成果を広く共有することにより、県内の高等学校における消費者教育の推

進に寄与することを目的とした事業である。 
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 消費者教育実践についてのまとめ ～身近なところからの気づきと実践～ 

兵庫県立神戸高等学校 森 和代 教諭 

 

 

１ 対  象  ２年生 普通科３２０名、総合理学科 ３９名 

 

２ 科  目  家庭基礎（２単位） 

 

３ 単 元 名  第２編 生活をつくる 第２章 衣生活をつくる 

 

４ 単元構想   

 家庭基礎における「被服分野」は、２単位の中では限定した分野でしか取り組めず、主に基本的

事項の確認と基礎縫い（手縫い）、応用実践としての足の測定から「靴選び」での健康的な着用と衣

服管理などを行ってきた。しかし、基本的事項は身についておらず、小・中学校通しで実践してき

たはずの基礎縫いが出来なくても不都合を感じない生徒が多い状態である。 

 そこで、基礎縫いを活用した「手作り品の制作」とそこから消費者の視点を育てる取り組みを考

えた。 

【直線縫い、手縫いで作るミニトートバック】 

 モデルチェンジや学校の統廃合によって作れなくなり廃棄処分にせざるを得ない制服・シャツの

端切れを Akashi Uniform Company（大阪支店：吹田市豊津町18－12 ℡06-6337-7900）より提供して

もらい、型紙は用いず直線の作業のみ、手縫いの半返し縫い・本返し縫い、まつり縫い、で制作を

計画した。ミシンは数が限られており、ミシンの無い家庭が増えている現状では、手縫いができれ

ば生活に生かせる、と考え、一部分のみミシン縫いを行って、マチ付ミニトートバック制作を行う。 

 

５ 消費者教育の視点 

 「もの」を作ること、作る過程を知らないから、「もの」が大切にできない、捨てればよい、とい

う短絡的な発想になっているのではないだろうか？もの作りの中にある様々な要素を知ることで

「もの」に対する見方が変わり、「もの」の価値や値段に対する認識が変化するのではないかと考え、

取り組んでみた。また、技術はその必要性を感じなければ身についていかないので、集中力を養い

工夫することができるようになるため、あえて時間をかけて体験し、自身の自覚で技術獲得を目指

す、ということも目標とした。 

 

６ 消費者教育体系イメージマップの位置づけ 

○生産・流通・消費・廃棄が環境、経済、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 
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７ 指導目標 

① 「もの」を一から作ることにより、出来上がる過程を理解する。また、必要な技術・知識を身

につける。 

② 服の入手と取り扱いから処分について衣生活の流れを理解し、豊かな生活とは何かを考える

きっかけとする。 

③ 衣生活における資源・エネルギー問題にはどのようなものがあるかを知り、環境に配慮した衣

生活を考える。 

 

８ 評価規準 

関心・意欲・態度 
衣生活や自分の生活環境に関心を持ち、その充実向上に主体的に取り組み、資源・環境につい

ても考えようとしている 

思考・判断・表現 
自分自身の被服や生活環境の中の課題を見出し、その解決を目指して考え、工夫への取り組み

を表現しようとする 

技能 衣生活の維持向上のために必要な基礎・基本的な技術と活用方法を身に付けている 

知識・理解 
被服管理について理解し、資源の有効利用の観点から購入活用、再利用の必要性を考え、消費

者としての責任や地球環境を考えた行動の重要性を理解している 

 

９ 指導計画 

学習内容 学習活動 学習支援の目標 評価観点 

１学期 

○文化祭を終えて考え

よう 

・ゴミについて 

・リスクと責任 

 

 

 

・消費者の義務 

 

○調理実習でのゴミの

量 

・文化祭模擬店での様子や活動を振

り返り、ゴミの状況について知る。

・ゴミの発生と地球温暖化の関係に

ついて DVD、資料集等で学習する。

・文化祭で食中毒等の事故が発生し

た場合の責任について「ワークシー

ト『身のまわりのリスクとその備え

について学ぼう』より考える。 

・消費者の義務と責任、関係する法

律について、知る。 

・特別非常勤講師による調理実習「オ

ムレツ」でのゴミの分別と計量を

行い、ゴミを減らす方法を考える。

・自分たちの活動の中に、様々な

人の支えがあり、また、周囲へ

の影響があることを知る。 

・「何か活動があれば、その中には

リスクも発生し、それに対して

責任が生じる」ことを認識する。 

・消費者として、関連する法律が

あり、それらを守り実行する義

務があることを知る。 

・調理実習での工夫がゴミ軽減に反

映されることを数字で確認する。 

・環境家計簿の CO₂計算より、ゴ

ミによるCO₂発生量を認識する。 

関心・意欲･

態度 

知識・理解 

 

 

 

 

 

 

 

思考・判断･

表現 

技能 

２学期 

○ミニトートバック制

作より考える 

・制服の残布を用いてなるべくゴミ

を出さない「トートバック制作」

を行う。 

・出来上がった「トートバック」を

基に、「もの」の値段や製品を選ぶ

視点について知り、自分の生活に

ついて振り返る。 

・被服関係のゴミの多さより環境へ

の影響を考える。 

・布の扱いや活用方法、整理や物

の管理などよりゴミを出さない

ことへの認識を促す。 

・実際に作ったものの「相互評価」

により「選ぶ視点」の認識を深

め、「安いもの」の裏側にある状

況に対して関心が向けられるよ

うにする。 

関心・意欲･ 

態度 

知識・理解 

技能 

３学期 

・よりよい消費者とな

るためには？ 

・ゴミを減らす調理実

習（伝統食を通して） 

・現在の生活の中での「食」につい

ての問題点について知り、災害へ

の備えや食の自立より、「エコ・

クッキング」「地産地消」を取り入

れた「伝統食を活用したお弁当実

習」の計画、実習を行う。 

・消費者としての「義務と権利」に

ついて再度学習し、消費者として

の自覚の必要性を認識する。 

・身近な所に様々な問題があるこ

と、消費者として問題点を認識

し、その改善に取り組む必要性

を認識させる。 

・消費行動の及ぼす影響について

考え、法律を知ることや正しい

状況を手に入れることの重要性

について認識を深める。 

関心・意欲･ 

態度 

知識・理解 

技能 
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10 学習指導過程 

（１）制作前の学習（中学校までの復習を兼ねて） 

 授業の内容 生徒の活動 評価規準 プリント、等 

導
入 

・衣生活についての基礎

知識の確認をする。 

・簡単な基礎問題を解いて、衣生

活に関しての基礎的知識を確認

する。 

・衣生活に関する基礎

的な事柄がわかる 

 【知識・理解】 

「衣生活基礎問題」

…口頭で質問 

展 

開 

・繊維製品や洗濯などの

表示について理解をす

る。 

・衣類が制作される基本

的な事柄について、布

を扱いながら理解を深

める。 

・手縫いの基礎縫い、ミ

シン縫いの正しい方法

について理解する。 

・実際に、さらし布を用

いて手縫いを行い、基

本的な縫い方を理解す

る。 

・実際に制服や体操服などの表示

を見て、その意味について発表

する。 

・取扱い絵表示の改訂について知

る。 

・さらし布を用いて、布の構造、

繊維について、布の扱い方につ

いて理解し、基礎縫いをするた

めの布端の処理を行う。 

・DVD「被服制作の基礎」を視聴

し、糸の扱い、基本的な手縫い

の正しい方法を知る。 

・さらし布の両端を三つ折りし、

「半返し縫い」「まつり縫い」を

行う。 

 （方法が理解しづらい、又は、

授業内で完成できない場合につ

いては、個別に指導し、家庭で

の練習課題とする。） 

・身近な表示に関心を

持ち、その意味につ

いて正しく表現でき

る 

 【思考・判断・表現】 

 

 

 

 

 

・布の構造を理解し、

必要な技術を用いて

布端の処理を行うこ

とができる 

 【技能】 

・プリント 

 教科書 

 新テーマスタディ

 家庭科 

 

 

 

・DVD「被服製作の

基礎」教育図書 

・さらし布（30㎝長

さ） 

・木綿手縫い糸（赤）

・裁縫セット 

ま
と
め 

・基礎縫いしたものを、

アイロンかけや提出方

法の注意点を理解して

美しい状態に整えて提

出する。 

・木綿製品のアイロンかけ温度を

理解し、布の方向や折り目、縫

い目に注意してアイロンかけを

行う。 

・基礎縫いの作品提出において、

必要な事柄を理解して、美しい

状態で提出作業を行う。 

・木綿の扱い、作品の

状況に応じて正しい

対応を行うことがで

きる【技能】 

 

 

（２）ミニトートバック制作…別紙プリント 

※細部については、板書、見本を使用しての説明等で、

制作方法を指示していく 

 

＜ミニトートバック 生徒作品＞ 

 

 

 

 

 

  

  

表布にシャツ生地の裏布を合わせて、

紐・ポケット部分を取る 

 

（後ろ側 マチの部分）
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＜被服制作風景＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）発展的取り組み 

 作ったトートバックを用いて、客観的に作品を評価し、「製品と価格」「リサイクルとゴミの問題」

など、消費者としての観点や環境に配慮した実践活動について広範囲的にものを見る、ということ

に取り組む。 

授業の内容 生徒の活動 評価規準 プリント、等 

導 

入 

・制服の取扱い絵表示は

どのようなものか、確

認する。 

・制服の手入れなどを発

表する。 

・制服の端切れ、ということで、

取扱い絵表示について、自分の

制服の表示を調べ、取扱い方法

を確認する。 

・実際に、どのように制服を扱っ

ているか、手入れや洗濯方法を

発表する。 

・制服の取り扱いにつ

いて表示を理解し、

実践することができ

る 

 【知識・理解】 

「制服」布の取扱い絵

表示 

 

 

展 

開 

・トートバックの客観的

評価を行う。 

・制作時間と時給、材料

費などで価格計算を

する。 

・客観的評価と自分の作

品に対する思いを照

らし合わせる。 

 

 

 

・市販品と手作り品の比

較 

・100円均一の物や安売

りの物はなぜ、安くで

きるのか？考える。 

 お互い意見交換する。

・完成したトートバックを交換し

て、友達の作品の各項目の評価

をする。価格評価も行う。 

・制作を振り返り、制作時間に自

分の設定した時給を掛け、材料

費など加えて費用を計算してみ

る。 

・人に評価されたものを見て、自

分自身の作品について振り返

り、「製品」とはどのようなもの

なのか？考えてみる。 

・100円均一の製品や安売りされて

いるものと比較してみて、どの

ような違いがあるか考える。 

・なぜ、100円均一の物や安売りの

物はそんなに安くできるのか？

考えてみる。お互いに意見を交

換する。 

・手縫い、ミシン縫い

の正しい方法がわか

り、美しい製品を判

断する能力が養われ

ている【技能】 

・プリント 

「トートバック評価

票」 

・各自の「トートバッ

ク制作工程票」 

・アルバイト、求人広

告の賃金表 

 

 

 

 

（比較用） 

100円均一のバック

（洗濯したもの） 

エコバック 

チェック柄生地 

キャラクター柄生地 
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 授業の内容 生徒の活動 評価規準 プリント、等 

展 

開 

・自分の作ったものにつ

いて、改めて感じたこ

とをまとめる。 

・改めて、自分の作ったものにつ

いて見てみて、100円均一や安売

りの物との違いを調べ、感じた

ことをまとめる。 

  

ま
と
め 

・ものの値段、価値、安

いものの背景など、見

えない部分にあるこ

とを知る。 

・「技術」を磨き、「もの」

を見る目を養うこと

で、自分の生活に生か

せることを考える。 

・制服（端切れ）と100円均一など

の製品を触って比較し、制服の

布の丈夫さを確認する。 

・安いもの、の材料や制作賃金が

どう設定されているか、考える。

・製品を作るため必要な技術、価

格設定について考えをまとめ

る。 

・自分の技術を上達させる方法、

生かす事柄を考えて、今後の生

活へ活用することを考える。 

・製品の価格設定につ

いてや端切れの処理

などの現状について

の理解を深め、自身

の生活の向上に対し

てどう取り組むべき

か考え、意見をまと

める 

 【関心・意欲・態度】 

教科書 

新テーマスタディ家

庭科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 生徒の反応（感想、授業時の様子） 

〔ミニトートバック制作より〕 

○ 一枚の平面の布から立体のバックが仕上がっていくのが不思議で、おもしろかった！こうやっ

てものが作られていくのだ、とわかって楽しかった。服とか他のものもどうやって作られている

のか、知りたいと思った。 

○ いろんな知識が必要なんだと思った。布を扱うこと、折って形を作ること、アイロンをかける

こと…等々、物理や化学、数学の知識が入っていると実感できた。布に縦横がある、縦と縦を合

わさないと力の方向でずれてくる…なんて初めて知った。 

○ 初が肝心！というのをすごく実感した。多少ずれていても関係ないじゃん、と思っていたら、

その少しのズレが、後にいくほどボディブローのように効いてきて、 後はとんでもないことに

なってしまった！きちんとする、ということの意味がわかった。 

○ ミシンでやればいいのに？！と思った。でも、ミシンをセットするのが大変で、まして、㎜単

位で縫っていくことが結構難しかった。手縫いは、面倒くさい、と思っていたが、すぐに縫える

し、慣れてくるとだんだん目がきれいになり、調節しながら縫えるから、目がそろってきたらう

れしかった！ 

○ 小学校では小さなものをコチョコチョと縫っただけで終わりだったし、中学校は、ミシンをセッ

トしてあり、ただ決められたところを言われた通り縫うだけだった。ものを作った、っていう実

感はなかったけど、今回、一からバックを作っていって、ものを作るってこんなに大変なことで、
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技術や準備がすごく必要なんだ、とわかった。 

○ 自分じゃうまくできた、と思っていたけど、仕上がったのを友達と見比べて、色んなアラが見

えてきて、もっと上手にすればよかった、と思った。でも、苦労して作ったから、自分だけのも

の！っていう実感があり、すごく愛おしくって、使っていきたい、と思う。 

○ プリントを読んだり、説明を聞いても理解しがたく、基本的な知識の無さを痛感した！でも、

わからないことを友達に聞いて教えあったり、自分がわかったことを友達に説明したりしたら、

理解が深まり、友人ともコミュニケーションもすごくできた！ 友人たちと協力して実習できた

のがよかった。 

○ いつも、靴下が破れたらほかしてしまったり、シャツのボタンが取れたら親に渡していたけど、

自分でこうやって縫うことができるようになったから、ほかさずに縫ってもっと使ってみよう、

と思う。 

 

〔制作を終えての『発展的取り組み』より〕 

○ 既製品や大量生産のものって、どうやって作っているんだろう？と不思議になった。ミシンと

かの道具もすごいんだろうなあ？ それらを使っている人の技術もすごいんだろうな?! でも、

安いもの、ってどうやって作っているんだろう？ １００均のものの値段が不思議だ？ モノの

裏にあることって何だろうか？と思う。 

○ 安ければいい、と思っていたけど、手作り品と大量生産品では、違いがあるんだ！ ものを見

る目、って難しいと思った。 

○ 製品を安く作るために、人件費の削減が一番多い要因であるように思える。大手洋服メーカー

のように国内の人員を用いるのではなく、海外（特に東南アジアなど）の人員を用いると人件費

が安くなる。また、作る人のレベルによっても人件費が異なってる分、大量生産を行うには熟練

した人を用いるのは難しくなる。よって、手作りのものよりも縫い目が荒くなったり、長持ちし

なかったりと、問題もある。さらに、安い人件費ゆえに不当な労働条件で働かされているという

問題もあるので、考えなければならない。 

○ 利益を得るためには、人件費や材料費などをできるだけ削らなければならないと分かった。

UNICLO や GU などの比較的安価な製品は、東南アジアなどの人件費が安い所で、工場を建設し

作っているからだと思う。また、安い製品は品質も落ちることがあると思うので、値段だけを見

て製品を買うのではなく、長く使える製品を買う方がよいと思う。 

○ 市販のものが、私が作ったものより安くて質が良い理由は、機械で大量生産したり、技術が圧

倒的に高い人が作っているからだと思う。私は今、このバックと同じ形のものを使っているが、

多分、これよりも安い労働力で作られたと思うが、とてもきれいで気に入っている。１００均で

作られているのも安くていいけど、やはり、少し高くても丁寧に作られたものを使いたいと思っ

た。 

○ 高い技術で作られた製品は価値が高くなる。安い品は、人件費や設備へのお金が少ないことが

多い。普段何気なく買っている製品にはいろいろな関わりがあることが分かった。 
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12 評 価（成果と課題） 

 もの作りを通して、生徒たちにはそれなりの達成感が得られたように思う。時間をかけて指導す

ることが厳しい、といっても、時には辛抱強く、生徒と向き合っていくことも、技術定着のために

は必要であると思えた。しかし、そこから発展して、ものを選ぶ目や流通の背景、消費者としての

自覚を育てるためには、資料や指導の過程を工夫する必要があることも痛感した。ただ単に、教科

書や資料を説明するだけでは理解が広がらない。経済や社会情勢、歴史的な背景なども踏まえて、

発展的に説明の中に取り入れてやると、生徒自身がそこから関心を広げ、ものごとを見ようとする

ことは生徒自身の「力」の成長であると思う。 

 予定していた時間より指導を要したことも反省点である。特に、ミシンのセットや糸調子の調整

を指導することが難しく、小中学校で経験してきた分野である、と一律に考えることは厳しい。中

学校までの過程であっても、その事柄が身に付いているか？ということも確認しながら授業を進め

ることが必要であると思う。 

 制作を通して生徒自身が学び、得たものから考えを広げていけることは、生徒にとっても重要な

経験になったと思う。説明を聞きながら、生徒が、「これ、数学の応用やね？」「こんなところに、

理科の知識が役立ってるんか??」「社会の授業って、別だと思っていたけど、家庭科とも関係あるん

や！」などの反応が得られると、家庭科が総合的な教科である、との認識が深められた。 

 消費者教育は、すべての事柄に通じ、様々な問題を考える土台となる。それをどのように組み立

て、発展させていくことができるか、教育をする側の姿勢が大事である、と今回の取り組みを通し

て再認識させられた。ほんの少しのきっかけから生徒たちは自分が社会に関わり、社会の中の一員

であるとの自覚を持つ。自分たちの行動がどのような社会を作るかの自覚をもたせ、「責任ある消費

者」と成長していくことができるように、生徒自らが学び、発展性を持たせた取り組みを行うこと

が重要であると思う。 

 

13 使用教材・参考資料 

 教科書  家庭基礎 －パートナーシップでつくる未來－（実教出版） 

      新テーマスタディ「家庭科」（東京書籍） 

【参考資料】 

○明石被服興業株式会社（現、Akashi Uniform Company）と京都府立洛北高等学校 竝川幸子教諭によ

る「環境に配慮した（制服の端切れを利用）ミニトート制作」 

○プリント 西脇高校「播州織で作る手さげかばん」 

○レディブティックシリーズ「型紙なしですぐ作れる 直線ぬい布こもの」（ブティク社） 
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＜ワークシート＞ 

 

【トートバック評価票】               評価者名            

紐 ポケット 袋 口 マチ・虫止め 全 体 コメント 

 

 

     

 

◎ あなたが買うならいくらで？                円 

 

 

★評価を受けて考えてみよう         ２年  組   番  名前          

◎ 完成までにかかった労力はいくら？ 

    時給（自分の設定した金額）    ×    時間 ⇒       円 

 

◎ 材料費がいくら必要だった？（使った材料は何々？） 

 

 

◎ 市販品と比べてみたら？ 

 

 

◎ 発展と考察 （技術と価値、安い品のその理由…などから考えよう） 

 

 

 

【裏面に、質問に対して答える】 

○あなたが洋服を買う場合 

①予算はどれくらい？ 

②どこで買うの？ 

③購入するポイント、買うことを決める要因は？ 

④試着はする？（通信販売の場合、届いたらすぐに試着するか？） 

⑤着られなくなったら（着なくなったら）その服はどうするの？ 
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 生活を通して考える「消費」  

兵庫県立夢野台高等学校 阿部恵子 教諭 

 

 

１ 対  象  １年生 

 

２ 科  目  家庭基礎 

 

３ 単 元 名  資源を活かす生活を考える 

 

４ 単元構想  

 資源の学習は環境問題だけではなく、衣食住各分野の学びと結びつく。私たちが、様々な資源を

使って消費生活を営む主体者であることの意識付けを図るために、消費生活の学習を家庭科各分野

の学びに関連付けて、資源や環境保全に対する関心と消費生活の課題解決への意欲及びその責任感

を持たせたい。あわせて、探究する力を身につけることを目指してホームプロジェクトへと発展で

きる単元展開を行いたい。 

 

５ 消費者教育の視点 

 子どもたちは生活を営むこと、特に衣食住への関心は強く、高度な知識や技能の習得意欲を持つ。

ところが実習での様子を見ていると要領よい生活スキルの習得を求める一方で、手のかかることや

綺麗でないことを極端に厭う傾向も見受けられる。環境に関する豊富な知識を持ちながらも水や電

気やガスなど安定供給されるものを利用する際の配慮を欠いた行動に、学んだ事柄が生活する上で

連動した知として働いていないとうかがい知れる。 

 消費者教育は日常生活を通して学習され続けない限り、個々の消費を改善するだけに終始してし

まう。分野を限定せずに切り口に拡がりを持たせて生活を俯瞰しながら学習し、自分のためだけの

表層的な知識獲得から持続可能な社会のための学びへと、深化できるように工夫する。 

 

６ 消費者教育体系イメージマップの位置づけ 

・消費者市民社会の構築 

 （消費のもつ影響力の理解、持続可能な消費の実践、消費者の参画・協働） 

・情報とメディア 

 （情報の収集・処理・発信能力、消費生活情報に対する批判的思考力） 

 

７ 指導目標 

 生活の営みと社会や環境との関わりを総合的に理解・認識するようになるとともに、環境を思慮

した生活様式を確立できる能力を育む。持続可能な社会を思い描く力や、その実現に資する具体的

実践能力と意思決定スキル、他者とかかわるコミュニケーション能力の育成を目指す。 
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８ 評価規準 

関心・意欲・態度 

【評価の方法】 

 ワークシート、レポートの内容、発問への回答、参加の状態、発表 

①消費生活と資源とのかかわりに関心を持つ。 

②環境負荷の少ない消費生活の確立に取り組む意欲を持つ。 

③環境負荷の少ない社会や仕組みの構築に関心を持つ。 

④家族の生活のみならず地域や他国の生活に関心を持ち、当事者意識をもって地

球市民として思いを寄せられる。 

以下、関と記載 

 

思考・判断・表現 

【評価の方法】 

 プリントの考察欄記述、机間巡視中の確認、考査（論述問題）の回答 

①経済的に自立し環境に調和した持続可能な生活を実現するための課題を、生活

意識や生活様式から見出して思考を深めている。またそのことについて、自分

の考えや意見を表明できる。 

②消費行動のあり方について、書籍や新聞、インターネットなどから具体的に調

べてまとめ、発表できる。 

③異なる世代の生活文化を参考に次世代としての役割を考えられる。 

④人として望ましいライフスタイル実現の方策を地域・社会・世界へと視野や枠

組みを拡げて考えることができる。 

以下、思と記載 

 

技能 

【評価の方法】 

 レポートの内容、作品や発表、ホームプロジェクト、実習の様子 

①地域の人と交流して聞き取りを行ったり調べたりすることができ、またそれを

もとに消費生活を工夫することができる。 

②家族の一員として、生活者として、主体的な消費行動のために必要な生活情報

を検討し活用できる。 

③資源調達から廃棄までの各段階における環境負荷について検討し、消費生活を

工夫することができる。 

④環境を考えた消費行動に必要な情報を集め整理することができる。 

以下、技と記載 

 

知識・理解 

【評価の方法】 

 プリントの書き込み、発問への回答、定期考査 

①生活行動・消費行動における意思決定の過程を理解している。 

②持続可能な社会実現のため、理念のみならず実質的行動に移すことの必要性を

理解し、取り組みへの具体的な知識を有している。 

③消費に関する社会の課題や、地域の役割と現状を理解している。 

④生産者や消費者を保護する制度や仕組みを理解している。 

以下、知と記載 
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９ 指導計画 

（１）単元の流れ 

 時間数に限りがあるため、領域の枠組みを超えて重ねて展開して計10時間を確保した。 

 

（２）本報告の学習と他領域との関連 

資源を活かす生活を考える学習活動 関連する他領域の学習活動 

変わる社会と時代の流れを知る 

異なる時代を生きた人達から教わってみよう 

「人生の先輩から学ぶ持続可能な社会と生活」 食生活の変化と課題 

 食料供給と疾病構造の変化「PFC バランス」 

脂質とその食品 

 脂質の種類と特徴「脂肪酸による違い」 

 脂質食品の盲点「硬化油とトランス脂肪酸」 

持続可能な社会の維持をめざして 

地球環境の変化への理解を深めよう 

「世界でおきている事と私達の暮らし」

商品の選択について意見交換しよう 

「Need と Want エシカルコンシューマーとは」

 学習活動と時間のめやす 学習支援の目標 
評価観点と

学習時期 

資
源
を
活
か
す
生
活
を
考
え
る 

ライフステージと発達課題 0.5 
人の一生を見通してみよう 

「自分史を作ってみよう」 

関 

4 月 

ホームプロジェクトと学校家庭クラブ 0.5 課題を通して生活を見直してみよう 

「我が家のワーク・ライフバランス」 

「自分にかかる資源を知ろう」 

「人生年表－先輩のお話聞き取り－」 

思 

7 月 

夏休み前 よりよい生活を創る資源と意思決定  

 

家計と社会のかかわり 

 

変わる社会と時代の流れを知る 

0.5 

1 
異なる時代を生きた人達から教わってみよう 
「人生の先輩から学ぶ持続可能な社会と生活」 

思・技 

9 月 

持続可能な社会の維持をめざして 

1 
地球環境の変化への理解を深めよう 

「世界の片隅で起きている事と私達の生活」 
関・思・技

10 月 

食生活学習

前後 

 

 

11 月 

衣生活学習

 

12 月 

住生活学習

保育学習 

及び年間 

1 
商品の選択について意見交換しよう 
「Need と Want エシカルコンシューマーとは」 

契約と消費者信用 1 
様々な購入・入手方法について理解を深めよう 

「どのように買うか－カード体験記－」 

商品の安全と消費者の責任 2 

家庭内事故についての情報を共有しよう 

「『危ない』をなくそう」 

＊授業で実施していく生徒の体験談発表を 

 1 時間分とする 

消費者市民社会の構築に向けて 

課題
資源を考慮した生活実践「年末家事レポート」 

「銀行の CSR 調査」 

関・技 

冬休み前 

2 

みんなで幸せに方法を考える 

「格差の是正とソーシャルファイナンス」 

家計管理と将来を見通した経済計画 

「これだけは知っておきたい！消費生活のキホン」 

知・思 

1 月 

経済学習 

自分らしい暮らしの選択と生活設計 0.5 人生設計    「過去と未来の自分史作り」 
知・技・思

2月 
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10 学習指導過程 

 小単元 変わる社会と時代の流れを知る「人生の先輩から学ぶ持続可能な社会と生活」 

 学習活動 指導・評価・準備物 

課
題 

聞き取り 

・「高齢者聞き取り」または「子どもとのふれあい」

・家族構成を思慮し生徒が課題を選べることができる

よう工夫をする。 技 

事
前
準
備
（
別
途
） 

次時の学習方法の確認  

時代考証 

  Ａ版：衣生活や文化の変遷 

  Ｂ班：食生活健康状況の変遷 

  Ｃ班：住環境や家族の変遷 

  Ｄ班：教育や保育環境の変遷 

  Ｅ班：経済動向や消費者問題 

 

・実習班（５人×８）構成員のそれぞれが専門的な知

識を備えるため、Ａ～Ｅに分かれ事前準備しておく

ことを伝える。 

 

 

 

 

         ←時代考証 POP 作成の様子 

時間 学習活動 指導・評価・準備 

導入 

５分 

学習方法と内容の確認 

・本時の概要を知る。 

・Ａ～Ｅ班での成果を持って実習班として集合する。

・少子高齢社会の諸課題を意識させる。 

・共生社会の中でお互いが当事者意識をもって交流す

ることで、世代間の違いへの正しい認識に導く。 

 思・知 

展開 

 

 

 

25分 

 

 

 

 

 

 

 

15分 

 

 

 

 

班活動 

・身近な高齢者がどんな生活やライフコースを辿って

きたか、「人生年表」の報告をする。 

討議 

・消費生活の変化の背景には何が存在するのか、 

 Ａ～Ｅ班で考えてきた情報をもとに考える。 

  発言 10分（視点Ａ～Ｅ×２分） 

  考証 ５分 

・それぞれの人生に対する感想などを学習プリント

に記す。 

・各班での学びを共有する。 

 発表 ８分（各班１例×１分） 

高齢者の尊厳 

・「高齢者のための国連原則」を整理する。 

フォトランゲージ 

・高齢者を狙った詐欺行為への注意喚起文書などを

示し、現代の社会における問題を考える。 

・持ち寄る人生年表の数が少ない場合に備え、他にも

事例を用意しておく。 

 

・ライフスタイルや消費生活の変化には時代の流れが

関係していること、健康状態は若年期の習慣に結び

付くことに気付かせる。 思 

 

・インタビュイーの高齢者へ宛てた手紙作成の授業を

設定していることを伝えておく。 関・技 

 

・自立した生活を持続するには、社会の仕組みや理念

や文化が必要である、と気づくように導く。 

・高齢者の消費生活相談件数は平成26年度よりも減少

傾向にあるものの被害額とともに他の年齢層より際

立つ実態とその背景を伝える。 思・知 

ま
と
め 

考察 

・自分たち世代はどのように高齢期を支え、また自

ら創りだす必要があるかを考える。 

各分野との関連 

・ホームプロジェクトや学校家庭クラブ活動におけ

る高齢者を題材とした実践例を知る。 

・次世代としての立場と役割を思慮しつつ、未来に対

して肯定的イメージをもって行動しようとする姿勢

を養う。 

・学習した事柄と各分野の接点を紹介し、続く学習活

動への意欲を喚起する。 関 

 

生徒の感想 
・いつも話は聞いていると思ってきたので、この課題は面倒だ
と正直なところ感じていた。年代を調べて聴くと現代社会で
覚えた言葉が出てきて面白くなった。 

・祖父の印象が良い意味で変わった。凄く働いたんだ。 
・いろいろとくれるので高齢者は豊かと思ってしまうが残して

おいたものだと思うと、特殊詐欺は許せない。今度手紙を書
く時に、気をつけて！と書きたいです。 

・兵庫県は全国初の消費生活センターがあるので安心。 

 ＜板書 Memo：「消費生活相談」＞ 
上位3項目は“Needs”それとも“Wants”？

19 歳以下の事例 
→動画サイト、ゲーム、SNS 上の売買

高齢者の事例（被害額は他年代の倍以上）

→健康食品、商品一般、ネット接続回線
            い  や  や 

覚えよう ☎ １ ８ ８ 泣き寝入り 
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 人生年表      ①女子生徒の報告 ②男子生徒の報告より抜粋 ③女子生徒の報告より抜粋 

    ① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ③ 
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 小単元 持続可能な社会の維持をめざして「世界の片隅で起きている事と私達の生活」 

                    「Need と Want エシカルコンシューマーとは」 

時間 学習活動 指導・評価・準備 

導入 

５分 

前次振り返りと内容の確認 

・ノートなどの準備物を確認。 

・本時の概要を知る 

・日本のトランス脂肪酸消費と行政の対応を知る。

・健康状態は若年期の脂質摂取の習慣に結び付くこと

に気付かせ、脂肪酸の情報に関心を持ち続ける必要

性の認識へと導く。 思・知 

展開 

 

前半 

 

エクササイズ 

・エクササイズ「直径 1.5ｍサイズで捉える地球」 

    砂漠化、熱帯雨林の減少 

世界人口の推移と食糧生産 

 

観察 エキスパート班活動 

・「探してみよう！見えない油」 

 Ａ班：スナック菓子 Ｂ班：クリーム類 

 Ｃ班：チョコレート Ｄ班：ルー Ｅ班：アイス

ホームグループで集合 

・エキスパート班で知った情報をもとに発言。学習

プリントに記す。発言 5 分（視点Ａ～Ｅ×１分）

・「植物油脂」という記載の意味を知る。 

 

フォトランゲージ「世界の片隅で起きていること」 

・「ボルネオゾウ相次ぎ毒殺?」（2013 年２月３日毎日）

・「プランテーション労働者 -農薬を扱う女性-」 

（DEAR 教材「パーム油のはなし」）

・地球規模の諸課題を意識し、相互依存の世界の中で

先進国だけが繁栄を享受するわけにはいかないこと

を理解して世界の中での我々の立場と役割を考え行

動する姿勢を養う。 関・知 

・ホームグループ（実習班）のメンバーそれぞれが視

点を備えるため、エキスパート班別に資料を見比べ

ていることを伝える。 

 

・プリントへの記述を確認する。 思 

・「パーム油∈植物油脂」を押さえ、既習プリントで

性質を確認させる。 知 

 

・植物性油脂と書かれた食品を選択する生徒がいるこ

とに十分配慮しながら、パーム油供給の現状を伝え

る。 知 

・他にどんな食品に使用されているか、確認しておく

よう指示する。 関 

 

展開 

 

後半 

 

討議 

・それぞれの状況設定でどのような消費選択を行う

か、既習の知識を基に自分や身近な人達の健康維持

と地球環境保全のための商品選択を検討する。 

 

生活の振り返りと意思決定 

・環境や健康によくない習慣の背景には、いったい

何が存在するのか、意思決定の過程を分析する。

・自分達が今から何をどう変えていけると思うか、

意見を共有し生活様式を考える。 

・各班での学びを共有する。 

 発表 ８分（各班１例×１分） 

・調理実習の食材選択に発展させる。 思 

・自分が口にする場合、大切な人に差し上げる場合、

義理で贈答する場合、大量に必要とする場合の設定

で考える。 

 作業を通し、安価な油脂＝パーム油が作り続けられ

る原因は先進国の側にもあることに気づく。 思 

 

・意思決定の過程を辿ることで環境保全に向けた具体

的食行動を考えさせる。 

・一人の力は微力だが無力ではない、という肯定的イ

メージを持たせる。 思 

総括 

 

考察 

・「意識して行うことは『意識すること』を外すとし

なくなる、無意識で行っていることは意識しないわ

けだから止められない、変えようとすれば 

 意識しないといけない」ということを確認する。 

・「グリーンコンシューマー10 原則」や 

「持続可能な開発目標（SDGs）」にならい、今後も

自分の行動指針を意識していく必要を理解する。

他の学習内容や各分野との関連 

・脂質摂取の偏りの背景には、動物性たんぱく質 

 （特に畜肉）への欲求が関係していることを知る。

 

・持続可能な世界を実現するためには、社会に望まし

い理念や文化が存在することが大切であるが、それ

には先ず、個人がそれぞれの知識・技量・努力・意

欲を「生きる力」として活かす必要があると気づか

せる。 思 

 

 

 

・学習した事柄と各分野の接点を確認し、続く学習活

動への意欲を喚起する。 関 

発表 
商品の安全と消費者の責任 

・生徒の体験発表「わたしの危ない話」 

・情報提供の中に、発達段階と関連付けた考察を織り

交ぜるよう伝えておく。 技  
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11 生徒の反応（感想、授業時の様子） 

 

エクササイズ「直径 1.5ｍサイズで捉える地球」 

レスター・Ｒ・ブラウン氏の解説をもとに授業導入のクイズ

として示している。地球の直径が 1.5ｍならば淡水は 60ml、農

地面積は 45 ㎝×45 ㎝で表され、森林を切り崩さない限りは地球

上でこれ以上の農地を拡げられないことと、限られた資源を人

類で分け合っていることを体感させ考えさせる。 

 

観察「探してみよう！見えない油」子どもが好む食品や何気なく使う食品の一例を写真資料として用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上アイス 右上ルー 左下クリーム類 

各比較の左側写真に「植物油脂」を確認できる。 

 

 

フォトランゲージ「世界の片隅で起きていること」 

左：毎日新聞平成25年２月３日（日）７面の記事。 

親に寄り添う子どもの象の姿は強烈な印象を与えた。 

右：同年11月５日（火）10面の元村記者による記事は、パー

ム油とボルネオ島の状況を伝える内容として読みやすい

ものとなっており、２つの記事をあわせて NIE として活用

できる。 

【生徒の感想】 

・洋菓子の街神戸だったら使う油脂にもこだわってみたいし、情報を出すべき。 

・フェアトレード表示があるチョコレートでも原材料のところに植物性油脂と書かれていた。こうなるとど

れを買えばよいのか分からなくなる。 

・今のお年寄りが元気なのは、若い頃にものは無かったけど本当の意味で恵まれた食生活ができていたから

だと分かった。その時の気分やおいしさや価格だけで食べ物を選ぶ自分達はどうなる？ 

・Ｍ高校の感想を読んで、全くその通りだと思いました。みんながバターを買おうとしてもそれだけの供給

ができないのが現実。こういう世の中を自分達がつくったのなら責任あるが。 

◎食べ物をどうだこうだ、とあまり言うべきではないと思う。伝えたいことはわかるが、食べ物にはまず感

謝をするものだと思う。フェアトレード商品の値段が下がるように、余裕のある人らがもっと買って普通

に売られるようにするのが先。その努力をしないでこちら側に押し付けてくるようだ。こっちは値段も気

にして買わないといけないのだから。【◎はＭ高校生徒の感想】 

＜板書 Memo：「国際フェアトレード認証」＞  
コーヒー、ココナツ、カカオ、スパイス・ハーブ、蜂

蜜、ナッツ、サトウキビ糖、茶、加工果物・野菜など

→認証対象産品 

パーム油→認証の対象ではない 
∴使用量の多い素材だが使用実態が見えない！ 
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プリント         持続可能な社会の維持をめざして 
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12 評価（成果と課題） 

 いつも心がけている５点、ときどき心がけている３点、気にしているができない１点、全く０点

として事前集約した生活スキル自己評価では、「ビールや酒は瓶入りを利用し、空き瓶は返す」「使

用済み電池は、買った店にひきとってもらう」等、年長者から伝え聞いて意識していくことの多い

項目の平均点がそれぞれ0.91点、0.56点と低かった。グリーンコンシューマー10原則のうち点数の

低い項目の「化学物質による環境汚染と健康への影響が少ないものを選ぶ＝1.55点」「作る人に公正

な分配がされるものを選ぶ＝1.33点」「自然と生物多様性を損なわないものを選ぶ＝1.10点」「近く

で生産・製造されたものを選ぶ＝1.09点」という結果を参考に、関連する授業内容を整えた。 

 「人生の先輩から学ぶ持続可能な社会と生活」の高齢者への聞き取りと情報共有は、わが国が焦

土と化した戦中、終戦直後を経験された世代からの聞き取りには詳細なものが多くて、代えがたい

深みのある教材となった。高齢者をターゲットにする特殊詐欺への注意喚起の掲示物をいたる場所

で目にするこの社会を、次世代は一体どう捉えているのかと常々思ってきたが、『生活情報リポート

Ａらいふ』の示す事例に、当事者意識で憤ったり、生活科学総合センターの活躍に関心を示す生徒

の様子や発言が印象的だった。高度経済成長期やバブル期だけが印象深いという聞き取りには配慮

を要するが、高校生の時にしかできない多元的な学びとして発展させたい。また、資料として社会

科資料集を携えてくる生徒が多かったので、他教科との接点も活かすべきと考える。 

 当初はファストファッションを「世界の片隅で起きている事と私達の生活」「Need と Want エシカ

ルコンシューマーとは」の題材として扱う予定だった。高校生の学習意欲を も喚起する題材であ

ることに間違いないが、メーカーやブランドいかんによっては、特定の生徒達の好みを否定したり、

身近な事として捉えず授業目的を達成し難い展開も考えられたので、家庭科ならではの題材で環境

負荷の大きい生活必需品「油脂」に着目することとした。２つの高校の生徒の反応から、児童労働

とあわせてフェアトレードという言葉は確実に浸透していると再確認できた。次に彼らが知りたい

ことは、自分達の倫理的消費行動が世の中を変えているという「確かな手ごたえ」ではなかろうか

と、取り組みを通して感じた。 

 

13 使用教材・参考資料 

・兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センター「ターゲットはあなたです こんな手口に気を

つけて‼」 

・兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センター「ひょうご発 生活情報リポート Ａらいふ

№157 №160」 

・毎日新聞2013（平成25）年２月３日（日）７面 

・毎日新聞2013（平成25）年11月５日（火）10面 

・パーム油のはなし‐地球にやさしいって何だろう？‐ 

・落合由利子・北川直実・室田元美（2015）「1945←2015若者から若者への手紙」 

・あぶない油の話～パーム油のことを知るサイト～ http://plantation-watch.org/abunaiabura/ 
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 契約の基本とネットトラブル ～消費者行政のデータを活用した授業実践～ 

兵庫県立神戸甲北高等学校 塩谷莉菜 教諭 

 

 

１ 対  象  １年生 

 

２ 科  目  家庭基礎 

 

３ 単 元 名  消費生活 

 

４ 単元構想 

小単元 時数 題材・学習内容 

私たちの消費生活 

１ 

「何をどうやって買う？」 

生活情報／意思決定のプロセス／ 

消費者の８つの権利／消費者の５つの責任 

生活情報の活用と意思決定 

消費者の権利と責任 

契約で成り立つ消費生活 
１＋課題 

「契約の基本」 

契約／未成年者の契約／消費者問題の現状／ 

悪質商法 消費者問題の現状と課題 

ネットトラブルに巻き込まれないために 
１ 

「ネットトラブル・契約の解除」 

ネットトラブルの事例研究／契約の解除／ 

契約川柳 契約の解除 

家計とその特徴 
１ 

「家計・消費者信用」 

収入と支出／クレジットカードのしくみ／ 

多重債務 消費者信用とは 

 

５ 消費者教育の視点 

 本授業では、消費者として最低限理解しておくべき「契約の基本」について扱う。契約に関する

ルールを知り、高校生が消費者として責任をもって正しい判断をできる力を養う。 

 また、近年増加しているネットトラブルの事例研究を取り入れ、変化する時代の中でも消費者ト

ラブルに巻き込まれない力の育成を目指す。 

 

６ 消費者教育体系イメージマップの位置づけ 

 ・生活の管理と契約 

  （契約とそのルールの活用について理解する。トラブル解決の法律や制度、相談機関の利用法を知る。） 

 

７ 指導目標 

 ・契約の成立について理解する。 

 ・契約トラブルの現状を知る。 

 ・ネットトラブルの事例を把握し、それを回避する視点をもてるようになる。 

 ・契約の解除について理解し、その解除方法を知る。  
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８ 評価規準 

関心・意欲・態度 【評価の方法】参加状態、発表態度、プリントの書き込み 

思考・判断・表現 【評価の方法】プリント考察欄記述、発表内容 

技能 【評価の方法】課題の内容、発表内容 

知識・理解 【評価の方法】定期考査、プリントの書き込み 

 

９ 指導計画 

学習内容 学習活動 学習支援の目標 
評価

観点

「何をどうやって買

う？」 

○今と昔の消費スタイルの比較 

○生活情報の入手の仕方を知る 

○意思決定のプロセスを考える 

○消費者の権利と責任を知る 

 

・消費スタイルが多様化していることを知る

・生活情報の適切な活用方法や意思決定のプ

ロセスについて考える 

・消費者の権利と責任について理解し、消費

者としての自覚をもつ 

関 

思、知

 

思、知

 

「契約の基本」 

○契約クイズ 

○契約の成立条件を知る 

○未成年の契約の注意点を知る 

○契約トラブルの現状 

 (図表読み取り) 

○ネットトラブルの事例調べ 

・契約について関心をもつ 

・契約の成立について理解する 

・現代では、インターネット上の契約トラブ

ルが多いことを知る 

 

関 

知 

思、技

 

「ネットトラブル・ 

 契約の解除」 

○ネットトラブルの事例共有 

○解約クイズ 

○クーリング・オフの条件と手段を

知る 

○契約川柳の作成 

・ネットトラブルの事例を把握し、それを回

避する視点をもてるようになる 

・契約の解除について理解し、その解除方法

を知る 

思 

 

知、思

 

「家計・消費者信用」 

○家計のしくみについて学ぶ 

○家計の計算 

○クレジットカードのしくみを知る

 

・家計について理解し、その管理を自分でで

きるようになる 

・クレジットカードのしくみと使用の注意点

を知る 

知、技

 

知 

 

 

10 学習指導過程 

（１）「契約の基本」 

時間 学習活動 指導 評価 準備物 

導入 

(５分) 

○契約クイズ 

 

○日常的に行う買い物の全てが契約である

ことを確認する 

関 パソコン

モニター

展開 

(40分) 

○契約の成立について 

 

 

○契約成立のポイント 

・当事者の合意で成立 

・口頭でも成立 

知 

 

プリント

○未成年の契約について 

 

○未成年者の契約のポイント 

・未成年の契約は親の同意が必要 

・既婚者は成年とみなされる 

知 

 

 

○契約トラブルの現状 

・兵庫県内のデータ読み取り 

・実生活振り返り 

・悪質商法 

・若者が陥りやすい消費者トラブル 

○以下の点に気づかせる 

・高齢者の相談件数が多い 

・若者が泣き寝入りしている可能性がある 

・多様な悪質商法がある 

・ネット関連の相談が多い 

思  

まとめ 

(５分) 

○振り返り・感想記入 

 

○本時のまとめ 

・契約は簡単に成立するため、日常生活で

関  
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時間 学習活動 指導 評価 準備物 

消費者としての自覚・責任をもつ 

・近年はネット関連のトラブルが増加して

いる 

課題 ○ネットトラブルの事例を調べる 

・オンラインゲーム 

・ネットショッピング 

・オークション 

・定期購入 

○支援内容 

・消費生活センターのホームページなど、

行政機関の情報を活用することを薦める 

・放課後等に図書室の PC を利用しても良

いことを伝える 

技 

関 

 

 

 

 

（２）「ネットトラブル・契約の解除」 

時間 学習活動 指導 評価 準備物 

導入 

(５分) 

○前回の振り返り    

展開 

(35分) 

○ネットトラブルの事例共有４人班 

・１人ずつ調べたことを発表する 

・落とし穴や回避法を考える 

 ↓ 

全体共有 

○ポイント 

・批判的な視点をもつ 

・現金の見えないやりとりだからといって

安易に契約をしない 

思 プリント

 

 

ホワイト

ボード 

○解約クイズ 

 

○解約のポイント 

・原則、一方的な理由では解約できない 

・未成年者が親の同意なしに行った場合 

解約可 

関 

 

パソコン

モニター

○クーリング・オフについて 

・クーリング・オフの条件 

・クーリング・オフの手続き 

○クーリング・オフのポイント 

・通信販売はクーリング・オフ不可 

・クーリング・オフは必ず書面で行う 

知 

 

 

 

ま とめ 

(10分) 

○契約川柳 

 

○支援内容 

これまでの契約に関する学習を通して、

大切だと思ったこと、他者にも発信すべ

きだと思ったことを簡潔にまとめるとよ

い 

(例)「通販はクーリング・オフできません」 

思 

関 

 

○振り返り・感想記入 

 

○本時のまとめ 

・批判的な視点を養い、誘惑に惑わされず

自制した消費生活ができるようになろう 

関  

 

11 生徒の反応（感想、授業時の様子） 

（１）「契約の基本」の授業について 

・導入で行った契約クイズの反応を見ていると、

契約書のない日常の買い物が契約にはならない

と思っている生徒が多数いた。 

・消費者問題の現状を取り上げる際に、兵庫県内

の最新データを用いることで、生徒らはより身

近な問題として捉えられていたように感じる。 

・自分の実生活を振り返る活動では、これまでに

契約トラブルに遭ったが相談しなかったという

生徒が非常に多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 契約の基本について重要事項をまとめる生徒
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（２）「ネットトラブル・契約の解除」について 

・ネットトラブルの事例共有の場面では、インター

ネットから得た情報ではなく、自分の実体験を

発信する生徒もいた。 

・４人の人数設定は適当であったように思う。 

・クーリング・オフについては多くの生徒が既に

知っている状態であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 評価（成果と課題） 

 兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センターの情報誌『Ａらいふ』（ホームページからも閲

覧可）から、兵庫県内の 新のデータを得ることができ、その事例を授業で扱うことによって生徒

の関心をより高めることができた。「実際に自分もこのトラブルに遭った」「今はこんなトラブルが

多いのか」と、生活に結びつけながら身近な問題として取り組む生徒が多かった。 

 また、ネットトラブルの事例を調べる課題では、消費者庁や国民生活センターのホームページに

触れた生徒が多かったが、このような消費者行政のホームページにアクセスした経験が、今後消費

者問題に遭った時の解決につながるのではないかという可能性を感じた。 

 この題材でモデル授業を進めるにあたって、情報科の教科書や副教材にも目を通すと、重なる内

容が非常に多かった。今回、ネットトラブルの事例調べを家庭での宿題という形にしたが、情報の

授業と連携してパソコン教室で一斉に調べるという形態も可能かと考えられる。 

 モデル授業のまとめとして作成した契約川柳は、工夫がみられる作品が多かった。契約について

大切だと思う事柄を自ら再焦点化する作業となったため、より印象に残ったのではないかと感じて

いる。今後、優秀作品を校内掲示等すると、学校全体への啓発につながるのではないかと考えている。 

 

13 使用教材・参考資料 

・教育図書株式会社『家庭基礎 ともに生きる明日をつくる』 

・兵庫県立健康生活科学研究所生活科学総合センター『Ａらいふ No.160』 

・消費者庁『社会への扉』 

・消費者庁 HP「インターネットをめぐる消費者トラブル」 

・国民生活センターHP「子どもサポート情報一覧」 http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

図２ 班でネットトラブルの事例を共有する生徒

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ホワイトボードを使用した事例共有 

《契約川柳生徒作品》 

・契約は 一方的に 取り消せない 

・トラブルの 事例を把握し 回避しよう 

・困ったら 専門機関に 相談を 

・ちょっと待て スマホの裏に 黒い影 

・チケットは 自分で当てよう 運次第 

・コンサート 転売ではね 楽しめない 

・気をつけろ 安い物には 裏がある 

・初回だけ その言葉には 気をつける 

・二十歳 過ぎてからが 危険だよ 

・解約の 期間も切れて 泣き寝入り 

・あせらずに クーリング・オフ 思い出せ 
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 エシカル消費を考える  

兵庫県立伊川谷北高等学校 中村真理子 教諭 

 

 

１ 対  象  ２年生 

 

２ 科  目  生活実践(学校設定科目) 

 

３ 単 元 名  食生活の科学と文化２ －エシカルな食の選択－ 

 

４ 単元構想 

 現代の私たちの食生活は多様化し、多くの選択肢の中から商品を選ぶことができる。しかし、食

の安全性や農業就業人口の減少、地球環境への負荷など、さまざまな問題を抱えている。また、自

らの消費行動が社会に影響を与えるという自覚と、グローバルな視点で消費生活を考えながら環境

や社会に配慮した行動が求められるようになってきている。そこで、調理実習を行うなかで、多く

の情報から適切な情報を収集・整理し、自分の価値観に基づいたエシカル（倫理的：環境保全や社

会貢献）な商品選択を考えさせたい。 

 

５ 消費者教育の視点 

(1)自らの消費行動が社会に影響を与えることを理解する。 

(2)食生活におけるグローバルな課題について認識する。 

(3)倫理的消費の内容やその必要性を考えて主体的な商品選択ができるようにする。 

 

６ 消費者教育体系イメージマップの位置づけ 

(1)消費者の参画・協働（消費者市民の構築） 

(2)選択し、契約することへの理解を考える態度（生活の管理と契約） 

 

７ 指導目標 

(1)食生活におけるグローバルな課題について認識するとともに、倫理的消費の内容やその必要性か

ら主体的な商品選択について考えることができる。 

(2)調理の目的や食材の特性を理解し、安全に基本的な調理操作ができる。 

 

８ 評価規準 

関心・意欲・態度 
・食生活をよりよくすることに関心をもち、主体的に課題をとらえようとしている 

・環境問題や人権問題なども含めて、グローバルな視点で消費生活を考えようとしている 

思考・判断・表現 
・食生活における消費について、課題を見つけ、その解決をめざして工夫している 

・調理の成果や課題についてまとめたり、発表したりしている 

技能 
・安全に留意し、調理の目的や食材に合った基本的な調理操作ができる 

・自己の生活について、必要な情報を整理することができる 

知識・理解 ・適切な意思決定に基づいた消費行動がとれるための基礎的・基本的な知識を身につけている
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９ 指導計画：全５時間 

学習内容 主な学習活動 学習支援の目標 評価観点 

食
生
活
の
科
学
と
文
化
２ 

エ
シ
カ
ル
な
食
の
選
択 

１ 

・食品選択の要点を思い出す。 

・菓子の購入時に重視することを話

し合う。 

・ガーナの児童労働について知る。

・調理実習に向けて、手順や食品の

調理性を理解する。 

・使用する食材を考え、班毎に話し

合う。 

・自分の食生活に関心をもつ。 

・食品の選択を多方面から考えること

ができる。 

・グローバルな課題を認識し、それに

ついて考えようとしている。 

・調理に関心をもち、調理技術を習得

しようとしている。 

関：観察 

思：ワークシート 

知：ペーパーテスト

２ 

・選択した材料で調理を行う。 

 

・各班で購入したチョコレートを検

討する。 

 

・実習を振り返り、整理する。 

・安全に留意し、調理の目的や食材に

合った基本的な調理操作ができる。 

・表示された情報を整理することがで

きる。 

・調理実習の内容をまとめることがで

きる。 

関：観察、 

ワークシート 

技：観察 

３ 

・材料購入の結果を振り返り、発表

する。 

・現代の食の課題を知る。 

・エシカル消費の重要性を知る。 

・フェアトレードが広まらない原因

を考え、発表する。 

・自分の班の結果を適切に表現でき

る。 

・消費者の責任について理解し、基礎

的基本的な知識を身につけている。 

・フェアトレードの課題を考えようと

している。 

関：観察 

思：発表 

知：ペーパーテスト

４ 

・チョコレートメーカーの講義を聴

く。 

 

・講師の説明を興味をもって聴こうと

している。 

・生産者の考え方を理解する。 

関：観察 

思：ワークシート 

５ 

・これからの消費者のあるべき姿を

考え、まとめる。 

・単元を振り返り整理する。 

・適切な消費行動について多方面から

考えようとしている。 

・自分の意見を表現できる。 

関：観察 

思：ワークシート 

 

10 学習指導過程①：１時間目／５時間 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

10分 
・食品選択の要点を思い出す。 ○１年次に学習した食品選択の要点を確認する。 

【期限等の表示】【食品添加物】【アレルギー表示】 

関食品選択について関心を持つ。 

パソコン P.P 
プロジェクター 
ワークシート① 

８分 

・食の選択について自分の考えを

まとめる。 

・各班で重視することを話し合

い、発表する。(班活動) 

 

 

 

 

○意思決定のプロセスを説明し、重視すべき観点を

考えさせる。 

○価格､内容量､原材料､パッケージ､生産者､エネル

ギー量､味､賞味期限の優先順位を考えさせ、マグ

ネットで発表させる。 

 

思食品の選択を多方面

から考えることがで

きる。 

ワークシート① 
マグネットカード

13分 

・DVD を視聴し、ガーナでの児童

労働について知る。 

・消費者の選択が、世界経済や地

球環境に影響を及ぼすことを

知る。 

○グローバルな視点で消費生活の課題を考えるよ

う促す。 

○安い商品の裏側には児童労働等の問題があるこ

とを知らせる。 

思グローバルな課題を認識し、それについて考えよ

うとしている。 

知商品選択に倫理的な選択もあることを知る。 

DVD『おいしい

チョコレートの真

実』 

ワークシート② 

12分 
・調理実習の手順や食品の調理性

を理解する。 

○調理実習（ブラウニー）の手順等を説明する。 
知調理手順や食品の調理性を理解する。 

ワークシート③ 



33 

５分 

・使用する食材の購入について、

各班で話し合う。 

 (４～５人の班活動) 

○エシカルな商品選択を考えさせる。 
○FLO のマークがなくてもフェアトレードに配慮

した商品があることを知らせる。 

思収集・整理した情報を活用し、自分はどうすべき

かを考えようとしている。 

ワークシート③ 

２分 
・次時の内容を知る。 ○次の授業は調理実習のため、身支度や材料等を準

備してくるように伝える。 
 

 

  学習指導過程②：２時間目／５時間 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

５分 
・調理実習の手順や食品の調理性

を思い出す。 

○前時に学習した調理実習(ブラウニー)の手順等を

確認する。 
ワークシート③

マイク 

30分 

・安全に留意し、調理の目的や食

材に合った基本的な調理操作

ができる。手順通り調理する。

(４～５人の班活動) 

○安全に留意し、班員が協力して、効率よく調理す

るよう促す。 

関自分はどうすべきかを考えながら、意欲的に取り

組む。 

技調理の目的や食材に合った基本的な調理操作がで

きる。 

ワークシート③

調理器具 

10分 

・購入した材料を検討する。 ○各商品の特徴を書き留めるように伝える。 
思表示された情報を整理することができる。 

ワークシート③

 

５分 
・後片付けをする。 
・次時の内容を知る。 

○ブラウニーは持ち帰り、後片付けをきちんと行う

よう注意を促す。 
○次の授業は本時のまとめを行うことを伝える。 

 

 

  学習指導過程③：３時間目／５時間 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

５分 

・前時の調理実習を思い出す。 

・ブラウニーの実習の記録を整理

する。 

・前時の話し合いの内容を思い出

し、その内容を発表する。 

○前時の実習内容を振り返る。 
○購入した材料について班毎に発表させる。発表を

板書し、全班フェアトレードではないチョコを購

入したことを伝える。 
思自分の班の意見を的確に表現できる。 

パソコン P.P 
プロジェクター

ワークシート③

30分 

・現代の食の課題を理解する。 

・倫理的消費の必要性を知る。 

○現代の食生活の課題について説明する。 

 【フードマイレージ】【地産地消】【ポストハーベス

ト】 

○消費者の責務から倫理的消費の必要性を説明す

る。 

 【エシカル消費】【グリーンコンシューマー】【食品

ロス】【スローフード】【フェアトレード】 

知食におけるキーワードの内容を理解する。 

ワークシート④
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時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

10分 

・チョコレートのエシカル消費に

ついて考える。 

・各班に分かれて話し合い、シー

トにまとめて発表する。 

 

 

 

 

 

○｢フェアトレード商品をなぜ買わなかったか、どう

したら買おうと思うか｣を考えさせる。 
○どのような話し合いがあったか、具体的に発表す

るように促す。 
関意欲的に課題に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

思自分の班の意見を的確に表現できる｡ 

と～るシート 
ホワイトボード

用ペン＆イレー

ザー 

５分 
・次時の内容を知る。 
・メーカーへの質問を考える。 
 （４～５人の班活動) 

○次の授業は、生産者（メーカー）から直接話を伺

うことを伝える。 
○メーカーに対する質問を考えさせる。 

 

 

  学習指導過程④：４時間目／５時間 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

15分 

・講師の講義を聴く。 

・チョコレートの歴史や製造工程

等を知る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○メーカーからの講師を紹介する。 

○講師がチョコレートに関する知識をＰ.Ｐで 

説明する。 

 

関興味関心をもって 

聞く。 

知生産者の考え方を 

理解する。 

パソコン P.P 
プロジェクター

メーカーパンフ

レット 
ワークシート⑤

10分 
・メーカーのビデオを視聴し、原

料等について知る。 

○講師が原料から商品になるまでを説明する。 

知チョコレートに関する知識を身につける。 

ワークシート⑤

13分 

・チョコレートをテイスティング

する。 

○チョコレート２種類を食べ比べる。 
関チョコレート商品に興味をもつ。 

チョコ２種 
ティスティング

シート 

10分 
・メーカーに質問する。 ○前時に考えていた質問をするように促す。 

思自分の班の意見を的確に表現できる｡ 
 

２分 ・次時の内容を知る。 ○次時、ワークシートを持ってくるように伝える。  

 

  学習指導過程⑤：５時間目／５時間 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

10分 
・前時の内容を思い出す。 

 

○前時の内容（メーカーの講習）を確認する。 

○エシカル消費の必要性について確認する。 

ワークシート⑤

15分 

・フェアトレードのチョコレート

について知る。 

○フェアトレードチョコの売り場や値段、味などを

紹介する。 

関フェアトレード商品に興味をもつ。 

フェアトレード

のチョコレート

20分 

・食材を選択する際、どのような

観点を重視すべきか、これから

の消費者のあるべき姿を考え

る。 

・食の選択について、自分自身の

○どのように食品を選ぶかを再び考えさせ、よりの

ぞましい選択について気づかせる。 

○エシカルな観点も含め、自分自身の今後の食の選

択について考え、この単元の感想を記入させる。 

関適切な消費行動について多方面から考えようとし

ワークシート①

 
ワークシート⑥



35 

時間 学 習 活 動 指 導 と 評 価 準備物 

考えをまとめる。 ている。 

思自分の意見を表現できる。 

５分 
・エシカル消費について振り返

る。 

○この単元の内容を振り返る。 

○ワークシートを提出するように伝える。 

 

 

11 生徒の反応（感想、授業時の様子） 

 家庭科の選択科目｢生活実践｣を受講する生徒は、食生活に対する意欲・関心が高い。そのため、

食材の選択についてたいへん意欲的に取り組み、また、話し合いでは活発に意見が出ていた。また、

フェアトレード商品を知らない生徒が多いためか、『おいしいチョコレートの真実』のビデオも見

入っていた。今回、外部講師としてメーカーに来ていただいたが、授業に対する生徒の期待感、意

欲がいつも以上に感じられた。チョコレートのテイスティングも行われたためか楽しそうであった。 

 「菓子を買うときに重視する項目」「フェアトレード商品を買わなかった理由と改善案」の結果に

ついては参考資料として 後に添付した。 

 

12 評価（成果と課題） 

 「質の良いものを安い値段で買うのが賢い消費者」とする考え方ではなく、「値段は高いかもしれ

ないが倫理的な立場から買う」とするエシカル消費の考え方が果たして生徒に伝わるのか、安いお

菓子に慣れている高校生に馴染むか不安があった。学習前アンケートで、【エシカル消費】を聞いた

ことがある生徒はわずかに２人だけで、残りは聞いたことがないと答えている。【フェアトレード】

についてはまあまあ知っていると答えた生徒が２人、聞いたことがあるとする生徒は７人、残り 16

人は聞いたこともないと答えている。 

 今回、材料を自分たちで購入する際、フェアトレード商品を購入した班は一つもなかったため、

当初の計画より学習時間を２時間増やし、じっくりその理由を考えさせた。「菓子の購入に関して何

を重視するか」については、全ての班で１位は｢味｣、２位は｢価格｣という結果だった。チョコレー

トのように、味はある程度保証されている商品について、価格が安いことは 重要項目と考えられ

る。しかし、「１枚 100 円で売られているチョコレートに、もうけはほとんどない」というメーカー

からのお話が印象深かったらしく、ワークシート⑥（単元の終わりに行った自由記述）に書いてい

る生徒が多かった。「メーカーにもうけがないのであれば、原料を生産している人にももうけがない

かもしれない」と気づいた生徒もいた。「しっかり考えて商品選択をしたい」「たくさんの人にチョ

コレートの裏側を知って欲しい」「フェアトレード商品を買いたい」という記述も多くみられた。ビ

デオに登場した、カカオの収穫のため働かされて学校にも行けず、チョコレートも食べたことがな

いガーナの子どもたちに対して、思いやりの気持ちを多くの生徒が示していた。しかし、それがそ

のままフェアトレード商品の購入にはつながらない。家庭科の授業だけで行うには限界があること

を感じた。「現状が変わらない原因の一つは私たちの意識や行動にある」「ファミリーレストランに

フェアトレードの表示があり、以前ならスルーしたが、今は気に留めてよく見るようになった」「試

食できる機会を設けたり、コマーシャルをテレビやウェブで流したり、フェアトレード商品を知っ

てもらう必要がある」等の気づきがあったことは成果である。 

 その他、事前アンケートにおいて、【地産地消】【フードマイレージ】については１年次に学習し

たため、多くの生徒が知っていると答えた。また、【食品ロス】については【フェアトレード】より
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若干聞いたことがあるという生徒が多いくらいでそれほど差はなかった。しかし、ワークシート⑥

において「食べ残しを減らそう」「外食で注文するときは食べられるだけにしよう」「野菜の皮は剥

きすぎないようにしよう」という記述がみられた。実際、次の「筑前煮」の調理実習では、捨てる

部分ができるだけ少なくなるように考えて、各々の班が調理していた。さらに「スーパーなどで買

うとき、どうせすぐに食べるのなら、食品ロスを減らせるよう賞味期限の近いものを選んでいこう」

という記述もあった。「うちの母は、地元の農家さん直売のお店で時々買っているらしい」と家庭で

この授業の内容を話題にした生徒もいた。 

 ２学期の期末考査において、消費者の責任を問う穴埋め問題は５点満点中、平均 4.08 点でよくで

きているが、【フェアトレード】について例をあげて説明しなさいとする問いは、３点満点中平均 1.04

点と低かった。【食品ロス】についても３点満点中平均 1.36 点と【フェアトレード】より若干高い

程度であった。あいまいに記憶しているようである。より知識が正確に定着するように検討してい

きたい。 

 メーカーからの外部講師による講義はたいへん好評だった。パワーポイント、ビデオや模型など

を用いて、商品の特徴、製造工程、歴史、製造者としての立場、方針などについてわかりやすく説

明してくださり、生徒からの質問にも丁寧に答えてくださった。食育の指導者や栄養士を目指して

いる生徒にとっては、自分の進路目標として映ったようである。企業の CSR として無償での実施は

とてもありがたく感謝している。 

 

13 使用教材・参考資料 

(1)横浜市経済局 消費経済課 

  『消費者市民社会の一員として持続可能な社会をめざした｢意思決定能力の育成｣Ⅱ 』  

(2)浜松市市民部 市民生活課くらしのセンター 

  『よりよい現在と未来を考える食の選択～消費者市民になろう～』 

(3)株式会社 明治『チョコレートの世界へようこそ』  

(4)特定非営利活動法人 ACE『おいしいチョコレートの真実』 

 

＜参考資料＞ 

 

  

「菓子を買うときに重視する項目」 
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＜参考資料＞ 

 「フェアトレード商品を買わなかった理由と改善案」（４班は欠番） 
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 自立した消費者  

兵庫県立伊丹高等学校 萩本三千代 教諭 

 

 

１ 対  象  １年生（８クラス） 

 

２ 科  目  家庭基礎 

 

３ 単 元 名  経済生活を営む 

          消費者としてどう行動するか 

          主体的な消費行動をめざして 

 

４ 単元構想   

 「私たちは消費者である」という自覚と、自立した消費者とはどのような消費者かを考えさせたい。 

 今の自分は自立した消費者かを問い、自立した消費者になるためにはどのような知識や技術が必

要か、さらに、それらをつかってどのような行動をおこさなければならないかを考えるきっかけに

なるような授業にしていきたい。 

 

５ 消費者教育の視点 

・生徒は今、保護者のもとで生活をし、たいていの消費行動は保護者の責任のもとにある。しかし、

数年後には家を出て一人で暮らしたり、結婚をすれば自分の家族を持ち、その家計を計画的に運

営していかなければならない。消費者教育を通して、自ら判断、選択、行動できる消費者力を持

ち、積極的に社会に参画・協働する力を育んでいきたい。 

・自律した消費者になることは、自分の生活をレベルアップさせるだけでなく、周りの人たちの意

識や生活をもレベルアップさせるということにつながるということに気付かせたい。また、社会

の一員としてよりよい社会の発展のために積極的に関与する消費者になってほしい。 

 

６ 消費者教育体系イメージマップの位置づけ 

・持続可能な社会をめざして、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 

・情報と情報技術の適切な利用法や、国内だけでなく国際社会との関係を考えよう 

 

７ 指導目標 

・私たち消費者には責任ある消費行動が求められていることを理解する 

・経済的自立を目指して、さまざまな生活情報を集め、消費者として適切な意思決定能力を身につ

けることができる 

・消費者は保護されるだけでなく権利の主体者として責任ある消費行動が求められていることを理

解する 
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・いろいろな人の考えに耳を傾け、考え、話し合いながら良い答えを出していく力を身につけるこ

とができる 

 

８ 評価規準 

①関心・意欲・態度 ②思考・判断・表現 ③技能 ④知識・理解 

・消費行動について関心を

もっている 

・自立した消費者とはどの

ような消費者か考えよ

うとしている 

・グループ活動に積極的に

取り組んでいる 

・自立した消費者とはどの

ような消費者か、自分の

考えや意見を言葉で表現

している 

・グループで話し合ったこ

とをみんなの前で発表し

たりしている 

・自立した消費者として考

え、行動を起こすことが

できる 

・自立した消費者として情

報を集めることができる

・消費者の持つ権利、責任

について理解している 

・適切な意思決定に基づい

た消費者行動がとれる

ための基礎的・基本的な

知識を身につけている 

 

９．指導計画  

学習内容 学習活動 学習支援の目標 評価観点 

 

 

 

 

消費者と

してどう

行動する

かを考え

る 

 

 

主体的な

消費行動

を目指す 

１ 

私たちは消費者であることを

理解する 

消費行動の意思決定のプロセ

スについて理解し、グループ学

習で意見交換を行う 

・自分は消費者であり、自立した消費者に

なるべきだと考えることができる 

・考えながら消費行動を起こさなければな

らないことを意識する 

・いろいろな人の意見に耳を傾け、話し合

いながらよい答えを出すことができる 

関：観察・プリント

思：発表・ 

  グループワーク

知：テスト 

２ 

消費者の自由について考える 

消費者トラブルへの対応につ

いて考える 

・これまでの自分の消費者行動を見直し、

自分や社会がよりよい方向へ進むために

はどのように動かなければならないのか

考えることができる 

関：観察・プリント

思：プリント・発表

技：プリント 

３ 

消費者として世界にも目を向

け、自分にできることを考える

・大きな視野で物事を捉え考える必要があ

ることを理解し、自分のできることを考

えることができる 

関：観察・プリント

思：プリント 

知：テスト 

４ 

消費者の権利と責任について

理解する 

自立した消費者になるために

自分にできることを考える 

・権利や責任について、事前に調べ、友達

にわかりやすく説明することができる 

・自立した消費者として具体的な目標を立

てることができる 

関：観察・プリント

思：発表・ 

  グループワーク

技：プリント 

知：テスト 

 

10．学習指導過程 

 評価観点  関心・意欲・態度・・○関 思考・判断・表現・・○思 技能・・○技 知識・理解・・○知 

 

≪１時間目≫ 

 学習活動 指導上の留意点 評価観点 準備物 

導入 

５分 

・消費者教育４時間分の大

まかな内容を知る 

・本時のねらいを知る 

・本時の学習内容の確認 

・プリント配布 

 

 

プリント

パソコン

展開 

15分 

 

・私は消費者であるという

ことを理解させ、自分の

日常の行動を振りかえる 

・プリント記入 

・私たちは消費者であることを理解させる 

・日頃、自分が消費者として、どのような行動をしているか、

その中で責任ある消費行動がとれているか振り返らせる・・○関 

・自分自身の消費者として失敗した行動について振り返らせ

る・・○関 

プリント
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15分 ・自立した消費者として、

意思決定のプロセス例

“ある日の夕ご飯”の説

明を聞き、消費行動の意

思決定について理解する 

・“ある日の夕ご飯”の意思決定のプロセスを理解させる・・○知 

・何気なくしている消費行動も、説明したようなプロセスで成

り立っていることを理解させる・・○知 

・消費者として、多方面から物事を考えることが必要であるこ

とを理解させる・・○技 

プリント

パソコン

 

10分 ・“雑誌でみた服がほしく

なった”のテーマで、意

思決定のプロセスをたど

りながら、自分であれば、

どのような消費行動をと

るか、プリントにそって

考える 

・プリント記入 

・“ある日の夕ご飯”の例を参考にしながら、“雑誌でみた服”

について、個人で考えさせる・・○思 

・考えた選択について、メリット・デメリットを記入させる 

・・○思 

・個人で考えた後は、グループで話し合い、皆のアイディアを

まとめていくことを伝える 

プリント

５分 ・次回の予告を聞く 

 

 

・２時間目は、４人一組になり、個人の意見を班で発表し、４

人のアイディアをさらに良いものにしていき、代表者が発表

することを伝える 

プリント

ホワイト

ボード 

 

≪２時間目≫ 

 学習活動 指導上の留意点 評価観点 準備物 

導入 

５分 

・前回の授業を思い出す 

・今日の流れを理解する 

・班に分かれ、机・椅子を

移動させる 

・役割（発表、ボードにか

く、司会など）を決める 

・前回の授業と今日の流れについて説明する 

・各班にホワイトボードを渡し、４人の意見を出し合い、より

よいアイディアを出すように促す 

プリント

ホワイト

ボード 

 

 

 

展開 

20分 

・ホワイトボードに各班の

まとめを書き、黒板に貼

り、順番に発表する 

・ホワイトボードに書かれ

た意見だけでなく、どの

ような話し合いがなされ

たかなども発表する 

・プリント記入 

・それぞれの意見を聞くことで、自分が考える以外にも多種多

様な消費行動があることを理解させる・・○思 

・自分の持っている知識や技術により、さまざまな選択肢が出

てくることを理解させる・・○思 

・自分の消費行動の積み重ねが将来に影響を与えることになる

ことを理解させる・・○思 

・将来の自分のために、日々どのようなことを考えながら過ご

すことが必要かを考えさせる・・○思 

プリント

 

 

 

 

 

プリント

展開 

20分 

・「消費者の自由」の写真を

見て、私達消費者が本当

に自由なのか考える 

・プリント記入 

・消費者として知ってほしいことがあることを伝える 

・写真が訴えていることについて考えさせる・・○思 

・自立した消費者として知っておく必要のあること、とるべき

行動があることを伝える・・○思 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パソコン

プリント

まとめ 

５分 

・次回の予告を聞く 

・プリント提出 
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≪３時間目≫ 

 学習活動 指導上の留意点 評価観点 準備物 

導入 

３分 

・前回の授業を思い出す 

・本時の学習内容の確認をす

る 

  

展開 

17分 

・消費者の責任を果たすとい

うことはどういうことか

考える 

・プリント記入 

・トラブルや被害が続くと、不正な取引や被害の拡大につなが

り安心して買い物ができなくなることを理解させる 

・私たち消費者が声を出したり行動にうつすことが、社会をよ

くすることにつながることに気付かせる・・○技 

プリント

展開 

20分 

・「フェアトレード」「バング

ラデシュの衣料品工場崩

壊事件」について知る 

・自分たちに何ができるか考

えさせる 

・プリント記入 

・フェアトレードについて、日本の現状（知名度・製品購入額

など）を理解させ、私達とどのような関係があるのか考えさ

せる・・○思 

・省エネ商品やエコ商品、フェアトレード商品などを選ぶこと

で、地球環境や社会に配慮した商品・企業を応援することに

なることを伝える 

パソコン

プリント

展開 

８分 

 

・消費者の８つの権利と５つ

の責任について知る 

・プリント記入 

・次の時間までに、一つの権

利・責任をピックアップ

し、わかりやすく説明する

ための文章を書いてくる

ことを理解する 

・私たち消費者は８つの権利と５つの責任をもっていることを

理解させる・・○知 

・次の授業で、これらの権利や責任について事例をあげわかり

やすく説明できるよう、自分の消費行動を思い出し、またイ

ンターネットなどで調べ学習をしてくるよう伝える・・○技 

・例を示す 

・生徒に調べる権利、責任について調べる項目を指定しておく 

プリント

パソコン

 

 

 

 

 

まとめ 

２分 

・次回の予告を聞く 

 

・次回、消費者の権利、責任について、調べてきたことを発表

してもらうことを伝える 

・わかりやすい発表にするには、どのように発表するのがよい

か考えておくよう伝える 

 

 

≪４時間目≫ 

 学習活動 指導上の留意点 評価観点 準備物 

導入 

３分 

・前回の授業を思い出す 

・本時の学習内容の確認をす

る 

  

展開 

20分 

・４人グループになり、調べ

てきたことを発表し、グ

ループで共有する 

・発表者は指定された項目に

ついて前に出て説明する 

・プリント記入 

・お互い調べてきたことを共有し、理解を深めさせる 

・わかりやすい発表になるように助言する 

 

 

プリント

展開 

25分 

・自立した消費者として、自

分が何をするべきか考え

る 

・プリント記入 

・一人一つずつ発表する 

・40個の項目をみて、自分に

取り入れられることはな

いか、さらに考え、自立し

た消費者に少しでも近づ

けるよう意識する 

・プリントにそって、自立した消費者になるために自分が今で

きることを５項目から10項目あげさせる 

・そのうち一つを発表する・・○思 

・教員は箇条書きにして黒板に書きだす 

・書き出された40個を生徒と確認し、２学期の 後、３学期に

も評価していくことを伝える 

・私たちの行動が未来をつくっていくこと伝える 

 

パソコン

プリント

まとめ 

２分 

・プリント回収 ・プリントを回収する  
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11 生徒の反応（感想・授業時の様子） 

 授業の内容を大きく６つに分けて授業展開 

 ①自立した消費者としての意思決定のプロセス 

 ②私たち消費者は本当に自由なのか 

 ③あなたの買った商品やサービスで不満や被害があったらどうするか 

 ④消費者として世界に目を向けてみよう 

 ⑤消費者の権利と責任 

 ⑥自立した消費者として自分にできること 

 

（１）生徒が一番興味をもった内容 

 ①自立した消費者としての意思決定のプロセス ④消費者として世界に目を向けてみよう 

理
由 

内容が身近で考えやすかった  

自分の経験と照らし合わせることができた 

すぐに実践につながる 

グループ活動を取り入れたことで、色々な考え方があ

ることに気づくことができた 

自分の視野の狭さに気づくことができた 

自分の消費行動の裏で、辛い悲しい思いをしている人

の存在がいることに気づくことができた 

消費者の責任を改めて考えさせられた 

 

（２）アクティブラーニングを取り入れての展開 

 アクティブラーニングを取り入れることについて ９０％以上の生徒が肯定的 

 ①自立した消費者としての意思決定のプロセス ⑤消費者の権利と責任 

方
法 

個人で考える  

→５人グループで発表し合う 

→話し合いながら一番良い答えを出し合う 

→代表者がグループでまとまった意見を発表 

家で調べ学習をする 

→５人グループになって調べてきたことを共有 

→一番わかりやすい説明を代表者が発表 

生 

徒 

の 

感 

想 

○一人一人が違う意見を持っているということを知った。 

○自分も意見を発信できるので眠くならなかった。 

○自分の考えを話すのが楽しかった。 

○わからないことがあっても、気軽に友達に聴けた。 

○本当に理解していないと発表はできないので自分のためになった。 

○５人で考えると色々なアイディアが思いつくのだなあと思った。 

○自分の意見を伝えることは、自分の意見をまとめることにつながるので理解が深まってよかった。 

○皆の前で発表することが苦手な人もグループでは少人数、気軽に話せてよい。 

○みんなは色々なことをよく知っているなあと感じ、もっと勉強しなければなあと思った。 

○下調べをすることで授業内容がわかりやすくなったし、授業が楽しかった。 

○自分で調べることによってより関心がわいてきた。 

●意見が言いにくい人やまとめてくれる人がいないと話し合いが苦痛。 

●誰の意見を採用するのか気を遣う。 

●時間が少なく話し合いが不十分。 

●発表者を決める時間が無駄。 

●私は人見知りなので少し辛い・・。 

●発表者は緊張するので、できればしたくない。 

●発表の時に上手に伝えられない。 

●グループ学習は気を遣う。 

●友達が説明するより先生が説明した方がわかりやすい。 
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（３）継続的な学習 

 ⑥自立した消費者として自分にできること→自立した消費者として今日からできる目標を10個

掲げ、自分の実践を点数化していくといったもの 

１回目と２回目の点数比較（１回目・・９月下旬  ２回目・・１２月上旬  ３回目・・３学期予定） 

＋８ ＋６ ＋４ ＋２ ０ －２ －４ －６ －８ 

１ ２３ ２７ ３０ ７ １０ １ ０ １ 

        （％）

＜生徒の感想＞ 

・消費者教育の授業を受けて、消費行動を起こす前に色々なことを考えるようになった 

・何事も計画を立てるようになった 

・買い物をするときに授業（意思決定のプロセスやフェアトレードなど）を思い出し、考えて買い

物をするようになった 

 

＜授業の写真＞ 

 

  

代表者が発表 

グループで意見交換 

権利と責任の説明ボード 

ホワイトボードに記入しみんなで内容を共有 
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12 評 価（成果と課題） 

（１）消費者教育の重要性 

 ①生徒達の興味関心、意欲が見られた。 

 ②生徒達は消費行動に責任を持ち始める必要のある年齢であり、授業後の感想等から、生徒は自

立した消費者になりたいと強く感じている様子が見られた。 

 

（２）授業方法の工夫 

 ①グループ学習（まず一人で考え、グループで話合い、皆でよりよい答えを出していく） 

 ②探究学習（家で調べてきたことを、グループ皆で共有する） 

 ③継続的な学習（その時だけで終わらせるのではなく、複数回振り返りを行い、意識を高めていく） 

 ④ホワイトボードの活用 

 

（３）来年度に向けて 

 ①探究学習の充実（探究学習は生徒の学力を伸ばす） 

 ②授業内容の充実 

 ③わかりやすいパワーポイント・プリント作成 

  

13 使用教材・参考資料 

 使用教科書  自立・共生・創造 家庭基礎（東京書籍） 

 資料集    2017 生活学 Navi（実教出版） 

 

  

代表者が発表 自立した消費者としての目標を一人一つずつ発表 

黒板に40個の目標 
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 「消費者教育モデル授業」２年間の取組を振り返って  

公益財団法人消費者教育支援センター 総括主任研究員 柿野成美 氏 

 

 

１．はじめに 

 先生方と初めてお会いしたのは、平成28年７月初旬のとても暑い日だった。先生方はこの機会を

前向きにとらえて、ご自身の授業を見直そうと意欲的だったこともその日の天候以上に記憶に残っ

ている。この２年間、四季折々にお会いし、実践の状況をうかがう機会をいただいた。先生方を通

じてその向こう側にいる高校生たちの生き生きとした学びに触れることができたことは、私にとっ

ても貴重な時間となった。ここでは、今回収録されている消費者教育モデル授業の内容について、

簡単ではあるが其々にコメントしてみたい。 

 

２．各実践内容について 

 県立神戸高等学校森和代教諭の実践は、「『もの』を作ること、作る過程を知らないから、『もの』

が大切にできない、捨てればよいという短絡的な発想になっているのではないか」という本質的な

問題提起が根底にある。それに気付かせるために、廃棄処分にせざるをえない制服・シャツの端切

れを使って、手縫いを中心にしたマチ付ミニトートバックの制作によって基本的な技術を身に付け

ると共に、そこから発展的に作ったトートバックを一つの作品として評価し、製品と価格、リサイ

クルとゴミの問題など、消費者としての観点や環境に配慮した取組などに視点を広げている。また、

生徒たちは他教科での学びを関連づけ、「責任ある消費者」を考える総合的な学びを実現することに

成功している。本実践は、被服分野の制作の時間を消費者の学習に関連づけた内容であり、家庭科

だからこそできる奥深い学びになったと言えるだろう。 

 県立夢野台高等学校阿部恵子教諭の実践は、消費生活の学習を家庭科各分野の学びに関連付けて、

領域の枠組みを超えて年間を通して計 10 時間の内容とした点が一つの大きな特徴である。小単元①

「変わる社会と時代の流れを知る『人生の先輩から学ぶ持続可能な社会と生活』」は、人生の先輩で

ある高齢者からの聞き取りからどのような生活やライフコースをたどってきたか「人生年表」を作

り、そこから高齢者に寄り添いその立場に立って考えることや、時代の流れを体感し過去から未来

へと繋がっていることなど、持続可能な社会を考える上で基本的な資質を身に付けている。また、

小単元②「持続可能な社会の維持をめざして『世界の片隅で起きている事と私達の生活』『Need と

Want エシカルコンシューマーとは』」では、日常的に菓子等に使われているパーム油と熱帯の原生

林破壊（ボルネオ象の生存）とのつながりについて知り、消費者としての責任について考えさせる

内容になっている。特に、これまでの経験に基づく指導方法の多様性には目を見張るものがあり、

例えばエクササイズ「直径 1.5ｍサイズで捉える地球」などは、体感的に理解できる優れた指導法で

あるので、ぜひ授業で取り入れてみたい。 

 県立神戸甲北高等学校塩谷莉菜教諭の実践は、消費者庁が作成した教材「社会への扉」と兵庫県

が提供した県内の相談データを活用し、高校生自身の調べ学習を取り入れた、基本的であるが応用

可能性が高い優れた実践事例である。今後、民法改正成年年齢引下げにより 18 歳で成人となること

から、高校時代から消費者トラブルが懸念されており、それに対応するためには、生徒自らが自分

の問題として考えること、また自分のことだけではなく、社会全体で消費者被害を減らすために、
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どのような行動が必要かを考えることが重要となる。塩谷教諭の実践では 後に川柳をつくって共

有しているが、このことは自身の知識を定着することに役立つだけでなく、教諭も指摘するように

周囲への啓発活動へと繋がる視点を持っているだろう。パワーポイントの資料も充実しており、参

考にしたい。 

 県立伊川谷北高等学校中村真理子教諭の実践は、学校設定科目「生活実践」において食生活から

「エシカル消費」を考える意欲的な内容となった。フェアトレードの学習をした後、調理実習でチョ

コレートブラウニーを作るためのチョコレートを生徒自身に購入させたところ、実際にフェアト

レードチョコレートを購入する者はいなかった。この事実は結果的に、この実践に奥行を持たせる

ことに繋がった。すなわち、「フェアトレード商品を買わなかった理由と改善点」を改めて生徒に考

えさせる機会を得たからだ。売り場に置いてなかった、高い、なじみがない、生徒から出された意

見はどれも納得するものであり、この状況の中で選ぶことは難しい。消費者には選ぶ権利があるの

に、なぜスーパーに置いてないのか。日常生活でのジレンマと向き合い、答えは一つではないこと

に気づいたり、その課題解決に向けた行動につなげたりすることが消費者教育の本質だと言える。

本実践はチョコレートを題材に、生徒に対する様々な投げかけを通して大きな種まきをした事例と

言えよう。 

 後に、県立伊丹高等学校萩本三千代教諭の実践は、消費者としての自覚を促し、よりよい社会

の実現に向けた消費者としての役割を考えさせる優れた実践である。萩本教諭の実践は、まず一人

で考え、グループで話し合い、皆でよりよい答えを出していくグループ学習や、家で調べたことを

グループ内で共有するといった探究学習など、全体が生徒の主体的な話し合いを中心に組み立てら

れていた。それを効果的にするため、グループごとにミニホワイトボードを活用する等の工夫も有

効であった。また、学習した時で終わらせるのではなく、生徒が自立した消費者として必要な項目

を設定し、年間を通じて自分で５段階評価を行っていく手法なども非常に参考になる。また、生徒

に対する課題提示の方法が優れており、生徒自身も「内容が身近で考えやすかった」という感想を

寄せている。その一つである「消費者の自由」を考えさせるイラストも是非活用されたい。 

 

３．おわりに 

 公正で持続可能な社会の担い手を育む消費者教育において、これまで学んだ様々な知識を総合化

し、実践的能力を育むことができる高等学校家庭科の役割は非常に大きい。本稿で提示された考え

方や手法等を参考に、これをご覧になった先生方から新たな実践が生まれることを期待したい。 

 

 

 

  



54 

 

兵庫県消費者教育モデル授業実践校 名簿 

 

 

   平成２８年度 

学 校 名 担 当 教 諭 備  考 

兵庫県立神戸高等学校 森   和 代  

兵庫県立神戸甲北高等学校 塩 谷 莉 菜  

兵庫県立伊川谷北高等学校 中 村 真理子  

兵庫県立伊丹高等学校 萩 本 三千代  

兵庫県立西宮高等学校 坂 東 美 苗  

 

 

   平成２９年度 

学 校 名 担 当 教 諭 備  考 

兵庫県立神戸高等学校 森   和 代 事例１担当 

兵庫県立夢野台高等学校 阿 部 恵 子 事例２担当 

兵庫県立神戸甲北高等学校 塩 谷 莉 菜 事例３担当 

兵庫県立伊川谷北高等学校 中 村 真理子 事例４担当 

兵庫県立伊丹高等学校 萩 本 三千代 事例５担当 

 

 

 

 

 

 

  【事業協力】 

(公財)消費者教育支援センター 

総括主任研究員 柿 野 成 美 

研究員 野 中 奈 美 

 

 

  



55 

 

 

 

  

資  料 
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１ 兵庫県における若者向け消費者教育の主な取り組み 

 

 兵庫県では、生きる力を育み、よりよい社会の形成に積極的に寄与する消費者を育成するため、平

成27年３月に「兵庫県消費者教育推進計画」を策定し、全県的な消費者教育を推進するため、高校生

などを対象に次のような取り組みを行っています。 

 

(1) 高等学校における消費者教育モデル授業（平成28・29年度事業） 

 県立高等学校５校をモデル校に指定し、消費生活に関連するテーマについて、生徒自らが考え、

体験・実践する授業を、家庭科教員が専門機関である(公財)消費者教育支援センターの助言を得な

がら実施しました。この事業では兵庫県高等学校教育研究会家庭部会にて報告を行うとともに、29

年度は授業展開例や学習指導案等をまとめた事例集を作成し、県内各高等学校に配布しました。 

 

(2) 高等学校・特別支援学校等への出前講座 

 社会経験や契約知識が不十分な若者を悪質商法から守るには、本人の自覚はもちろんのこと、若

者を取り巻く社会・学校・行政などが連携して、消費生活の正しい知識や情報を積極的に提供して

いくことが求められています。このため、 新の消費者トラブル事例やその対処法、インターネッ

ト関連情報などについて、外部講師等も活用しながら、出前講座を実施しています。 

 

(3) 小・中・高等学校、特別支援学校へのメール情報発信 

 県内すべての小・中・高等学校、特別支援学校に対し、年３回（夏・冬・春の長期休暇前）、消費

生活情報メールにより情報提供を行っています。 新のスマートフォンやインターネット利用に関

するコンテンツについては、対象者と年代の近い大学生が作成することで、より効果的な働きかけ

ができるよう努めています。 

 

(4) 消費者教育体験学習会 

 主体的に考え行動する消費者を育成するためには、知識の習得だけでなく、定着を図り、社会を

たくましく生きていく実践的な能力を育んでいくことが重要であることから、身近な製品の使用方

法やお金の管理に関する学習会を開催しています。楽しみながら参加・体験することで実践的な能

力を養成します。 

 

２ 消費者教育にかかる出前講座等実施機関 

【兵庫県】 

機  関  名 連 絡 先 内  容 

兵庫県立消費生活総合センター 078-302-4000 

契約トラブル、金銭教育、製品安全

など 

＊東播磨、中播磨、西播磨、丹波、但馬、

淡路の各県民局・県民センター（消費生

活担当）でも出前講座を実施しています。
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【その他】 

機 関 名 連 絡 先 内    容 

兵庫県警察サイバー犯罪防犯

センター 
078-351-3180 

サイバー犯罪被害防止教室（モラルから SNS・

セキュリティまで、トラブル事例と被害や加害

防止のヒント） 

兵庫県金融広報委員会 078-334-1129 
クレジット・カードローンの基礎知識、金融・

経済のしくみ など 

近畿財務局 

神戸財務事務所 
078-391-6941 

金融取引の基礎知識、金融トラブルに巻き込ま

れないために など 

公正取引委員会 

近畿中国四国事務所 
06-6941-2173 

独占禁止法教室 

（物価の動きを学ぶ、身近な事例 など） 

兵庫県弁護士会 078-341-7061 
賢い消費者となるための知識、インターネット

をめぐるトラブル など 

兵庫県司法書士会 078-341-6554 
消費者被害未然防止・対処法 

（基本的な法律知識、悪質商法の事例など） 

消費者関連専門家会議 

（ACAP） 
03-3353-4999 

企業における消費者対応について、暮らしのな

かの生活に役立つ情報 など 

日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント・相談員協会 

西日本支部 

west-gkyouiku 

@nacs.or.jp 

 （06-4790-8110） 

契約トラブル、環境、金銭教育、製品安全  

など 

全国銀行協会 03-6262-6724 
金融経済教育、ローン・クレジットの仕組み 

など 

日本クレジット協会 

クレジット教育センター 
03-5643-0011 

クレジットの基礎知識や消費者相談の事例、ク

レジットカードの仕組みや留意点 など 

生命保険文化センター 03-5220-8517 
生活設計とリスクへの備え、ほけんのキホン for

ビギナーズ開設講座 など 

日本 FP 協会 03-5403-9779 
金融経済教育（金融教育、ライフプラン、税金

と社会保険 など） 

日本証券業協会 03-3667-8491 
私たちの暮らしと株式会社の役割、社会に出る

前に知っておきたいマネーの基礎知識 など 

安心ネットづくり促進協議会 https://www.good-net.jp/
情報モラル、インターネット・スマホ・ケータ

イ安全利用 など 

 ※情報が変更されている場合がありますので、詳細は必ず実施機関に確認してください。 

 

３ 消費者教育ポータルサイト 

 消費者庁が開設しているサイトで、消費者教育の基盤整備として、消費者教育に関する様々な情報

を提供しています。消費者教育の体系イメージマップによる検索（ライフステージと重点領域の組み

合わせによる検索）や条件絞込み検索などにより、行政や企業などが作成している教材を手軽に探す

ことができ、無料で活用できる高校生向け教材なども掲載されています。 

■ http://www.caa.go.jp/kportal/index.php  



58 

 

 

 

兵庫県消費者教育モデル授業事例集 

 

発  行：平成３０年（２０１８年）３月 兵庫県 
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