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第３２回２０１６年ＡＣＡＰ消費者問題に関する「わたしの提言」   最優秀賞 内閣府特命担当大臣賞 

 

生徒が発信する「積極的な消費者教育」プログラム 

 

愛知県南陽高等学校教諭 (愛知県在住) 

渡辺 力樹 

 

１ はじめに 

現行の学習指導要領から設置された商業科目「ビジネス経済応用」には、生徒に地域が抱える問題を調べさせ、

地域経済の活性化のためのプランを考案させ、地域や産業界に提案させる単元がある。平成 27年度、この単元を指

導するにあたり「地域が抱える問題」として消費者問題を取り上げたいと考え、効果的な指導法を探った。 

 本稿では、まず消費者教育に関わる法律とその実施状況を確認した後、指導すべき内容と指導方法を考察する。

その後、本校が SMBCコンシューマーファイナンス株式会社と行った消費者教育と、その成果について紹介する。 

 

２ 消費者教育の推進に関する法律と、文部科学省による調査 

2012年 12月 13日に施行された消費者教育の推進に関する法律第 11条１項では、「国及び地方公共団体

は、幼児、児童及び生徒の発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消

費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない」と規定されている。この法律の制定前

後である 2010年と 2013年に文部科学省が全国の教育委員会に対して行った調査（『地域における様々な主体

の連携と協働を目指して－平成 25年度「連携・協働による消費者教育推進事業」を踏まえて－』2015年）によれ

ば「貴自治体において、消費者行政部局（消費生活センター）等との連携のため、連絡協議会を設置していま

すか」という問いに対する回答では、「設置している」と答えた自治体が、都道府県・政令市で 37.9％から 50.7％

に、市区町村で 0.9％から 5.6％に増加しており、同法の影響が見てとれる（資料１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、同法第 11 条２項で「国及び地方公共団体は、教育職員に対する消費者教育に関する研修を充実す

るため、教育職員の職務の内容及び経験に応じ、必要な措置を講じなければならない」とされているにも関わら

ず「貴教育委員会が平成 25 年度に実施した（実施予定を含む）教職員対象の研修において、消費者教育に関

する内容を扱っていますか」という問いでは「扱っている」という回答は 15.3％に留まっている（資料２）。また同法

第 11 条３項で「国及び地方公共団体は、学校において実践的な消費者教育が行われるよう、その内外を問わ

ず、消費者教育に関する知識、経験等を有する人材の活用を推進するものとする」とされているが「消費者団体
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資料１ 文部科学省『地域における様々な主体の連携と協働を目指して－平成 25 年度「連携・協働による消費者教育推進事業」

を踏まえて－』2015年７ページ図１「消費者行政部局等との連絡協議会の設置」を参考に筆者が作成 
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や企業・事業者団体と連携して実施している取組について教えてください。実施している取組はありますか。ま

た、その内容はどのようなものですか」という問いへの回答は「連携した取組を実施していない」が 77.2％となっ

ている（資料 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのグラフについて、報告書では「教育委員会においては、さまざまな課題があり、新たな研修を導入す

ることは難しい現状もあると考えられる（32 ページ）」、「消費者団体や企業等は実に豊富で優良な教材を用意し、

ワークショップなどと合わせて無料で提供できる体制がかなり整っている。他方、活用が少ないのは、学校や社

会教育にそうした情報が届いていないこと……（中略）……社会的な責任を果たそうとする団体や企業の活用を

考えたい（22ページ）」と分析されている。 

 

３ 消費者教育の対象となる学問分野と指導方法 

「消費者教育」というと「教員もしくは外部指導者が、パンフレットや再現ドラマを利用して消費者トラブルの事

例やインターネットの安全利用等を紹介する」などの形式が一般的である。しかし、消費者教育の推進に関する

法律において、「消費者教育」で生徒に伝えるべき「消費者市民社会」とは、「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ことを自覚して、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（同法第２条２項）」であると規定されている。このことを鑑みると、学問分野

や指導方法に広がりを持たせることが必要であることがわかる。学問分野について、「内外の社会経済情勢」へ

の影響を自覚させるための指導内容は、流通や金融のしくみ、商取引に関する法律整備などの社会科学分野

である。「地球環境」への影響を自覚させるための指導内容は、廃棄物処理やエコ技術などの自然科学分野で

扱っている
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資料２ 文部科学省『地域における様々な主体の連携と協働を目指して－平成 25年度「連携・協働による消費者教育推進事業」を

踏まえて－』2015年 32ページ図 16「教職員研修における取扱いの有無」を参考に筆者が作成 
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資料３ 文部科学省『地域における様々な主体の連携と協働を目指して－平成 25年度「連携・協働による消費者教育推進事業」を

踏まえて－』2015年 21ページ図 11「消費者団体等と実施した取組内容」を参考に筆者が作成 
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ある。文系科目でも理系科目でも、消費者教育が必要だということになる。指導方法について、「社会の形成に

積極的に参画」させるよう生徒を育てるためには、問題点やトラブルへの対処法を一方的に教えこむ方式以外

の方法を模索する必要がある。アメリカ国立訓練研究所（National Training Laboratories）の「ラーニング・ピラミッ

ド（Learning Pyramid）」という研究がある（資料４）。これはアクティブラーニングの有用性を示す資料であり、複数

の大学で、これに基づいた学習者主体型講義が行われている。これによると、講義形式の平均学習定着率（半

年後に内容を覚えているか）は５％であり、再現ドラマ等の視聴覚教材でも 20％である。これらに対し、自ら体験

する場合は 75％、他の人に教える場合は 90％と、学習定着率が高くなっている。消費者教育のような実社会を

対象とした教育は、生徒の将来の行動を変えてこそ意味がある。将来、「社会の形成に積極的に参加」させるた

めには、講義形式によるインプットの指導にとどまらず、「自ら体験する」、「他の人に教える」といったアウトプット

を経験させる必要があると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の選択科目「ビジネス経済応用」（受講者：３年生９名）において、一方的に教えられる「予防的な消費者

教育」ではなく、身につけた知識を使い生徒が外部に提案する「積極的な消費者教育」を実施したいと考え、金

融経済教育に詳しい SMBCコンシューマーファイナンス株式会社に相談したところ、同社の持つ教材を導入とし

て用い、生徒が消費者問題を分析し、その解決方法を関係団体に提案する教育プログラム「消費者問題が起き

ない理想のまちについて、高校生からの提案」の実施が可能となった。同社担当者と綿密に打ち合わせを行い、

以下の指導日程を設定した。 

 

＜「消費者問題が起きない理想のまちについて、高校生からの提案」指導日程＞ 

第１回 平成 27年９月３日（木） オリエンテーション 

第２回 平成 27年９月４日（金） 消費者問題を知る① 

第３回 平成 27年９月８日（火） 消費者問題を知る② 

第４回 平成 27年９月 25日（金） 中間発表① 

第５回 平成 27年 10月 22日（木） 中間発表② 

本 番 平成 27年 11月７日（土） 名古屋市消費生活フェアにて関係団体に提案 

 

第１回のオリエンテーションでは、学習の見通しを生徒に伝えた。その後、貨幣の歴史に関わる物々交換ゲー

資料４ アメリカ国立訓練研究所（National Training Laboratories）「ラーニング・ピラミッド（Learning Pyramid）」  

名古屋商科大学 HP「アクティブラーニングとは」http://www.nucba.ac.jp/active-learning/を参考に筆者が作成 
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ムで、外部講師と生徒が親交を深めた。 

 第２回は、「契約・ローンのトラブル」と「振り込め詐欺のトラブル」についての講義を受けた。選挙権年齢が 18

歳になることを受け、売買契約ができる年齢も 18 歳になる可能性があることを指摘されると、生徒は真剣に話に

聞き入った。また、スマートフォンの分割払いが滞ると、個人信用情報へ遅延情報が登録され、滞納日数によっ

ては、異動情報が記録されることや異動情報が記録されることで一定の制約を受ける可能性があることを教えら

れ「そんな身近なことでトラブルが起きているとは知らなかった」と感想を述べた。また、振り込め詐欺にもさまざま

な種類があることを学んだ。第３回は、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社より紹介を受けた消費生活相

談員の方から「訪問販売等のトラブル」と「マルチ商法のトラブル」についての講義を受けた。実際の相談事例が

具体的に紹介された。点検商法や SF商法などさまざまな手口があることが講義されたほか、クーリングオフの制

度も説明された。また、マルチ商法の事例では、勧誘の際の声かけ例が紹介された。 

第３回の終わりに、生徒に課題を与えた。「紹介された４つの消費者問題から２つを選択し、どのようにしてそ

の問題に巻き込まれるのか実態を調べ、それを紹介するプレゼンテーション資料を作成して第４回で中間発表

を行う」というものである。生徒９名を２つの班に分け、まとめる消費者問題を選択させた。話し合いの結果、「振り

込め詐欺のトラブル」と「マルチ商法のトラブル」をまとめることとなった。「どのような種類があるのか」、「発生件数

はどのように推移しているのか」、「被害総額の動向はどうなのか」、「どんな事例があるのか」等を、分担して調べ

させた。はじめは自分が何をしたらよいか戸惑う生徒もいたが、次第に「発生件数は私が調べるから、事例をまと

めて」などと声をかけあうようになった。第４回ではそれぞれの問題について、概要を発表した。SMBCコンシュー

マーファイナンス株式会社の方からは、トラブルに巻き込まれた時の対処法などについて助言をいただいた。ま

た、プレゼンテーションにおける「動き」の重要性を話していただいた。 

第４回で消費者問題の紹介を終えた生徒に、次の課題を与えた。「複数の事例研究を行い、その問題の根本

原因を調べ、第５回で中間発表を行う」というものである。生徒たちは、それぞれの問題の被害者年齢層や事例

から、被害者に共通する心情を探った。その結果として、振り込め詐欺被害者の大半は 60歳以上の高齢者であ

ること、一人暮らし高齢者の世帯数が増加していること、その半数は親族に会う頻度が月一度以下であることを

知った。そして、電球の交換や掃除など、日常生活の中で困っていても相談相手がいない状況が振り込め詐欺

のつけいる隙を作っていることに気がついた。また、詐欺加害者が複数の役割を演じる劇場型が増え、被害額

が激増していることも把握した。マルチ商法では、20 代の若者が巻き込まれること、断れない状況を作られて

渋々契約してしまうこと、自分が勧誘する側にまわってしまうと加害者になってしまう可能性のあるトラブルである

ことを学んだ。そして、長時間労働や性別による差別などの労働問題が頻発しており、辛い仕事から逃げ出して

楽そうなマルチ商法に流れる若者がいることを把握した。 

第５回では前回指摘していただいた「動き」を取り入れ寸劇で事例を紹介した。また、高齢化、労働問題という

社会問題がトラブルを招く根本原因となっていることを指摘した。第５回を終えた後、11 月７日の名古屋市消費

生活フェアまでは、どのような団体にどのような提案を行えば振り込め詐欺やマルチ商法のトラブルが生じない

まちをつくることができるのかを考察させた。生徒が考えた関係団体への提案は次のとおりである。 

 

＜振り込め詐欺のトラブル撲滅に関する生徒からの提案＞ 

提案先 提案内容 

親と別居する世帯 郵便局の見守りサービスの利用 

郵便局 ポスティング広告や新サービス追加で、見守りサービスを普及する 

教育委員会 高齢者の方が、学校において実社会での経験を語る機会をつくる 
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＜マルチ商法のトラブル撲滅に関する生徒からの提案＞ 

提案先 提案内容 

消費生活センター クラウドファンディングで賛同者から資金を集めて啓発 CMを作成し、テレビで放映する 

文部科学省 
新科目「公共」の内容にマルチ商法のトラブルに関する内容を組み込み、高校生に被害

を周知する 

行政 
ブラック企業ゼロに向けた取り組みを強化し国民のワークライフバランスのとれた生活を

保障する 

 

名古屋市消費生活フェアでは客席が賑わうなかステージ上から堂々と提案を行うことができた。参観された方

からは「郵便局の見守りサービスを始めて知った」、「高校生が、自分たちで学ぶだけでなく、解決方法を考え発

信していることに驚いた」等の感想をいただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 実践の成果 

 上記の提案をみると、「学校」や「高校生」を絡めた提案を行っていることから、生徒が消費者問題を他人事で

はなく自らの問題として捉えることができたと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

身についたと思う能力について尋ねたところ、「チームワーク力」が８票（88.9％）であった（資料５）。「グループ

で誰がどの部分をまとめるか話し合いをしながら資料を作ったので、チームで仕事をする力が身についた」、「任

せられた仕事をしっかりやろうという気持ちが強かった」などの声がきかれた。「思考力」と「創造力」は７票

（77.8％）であった。これに関するコメントは「消費者問題が身近なことだと知り、事例を調べ、解決策を提案でき

たから」、「この授業は、今まで学校生活の中で習ってきたことを自分自身でより深く調べて学ぶことができるから

すごく楽しい」等であった。生徒の学習が主体的だったことがわかる。 

当事者意識を持って解決策を考えたことは「自ら体験する」活動、その解決策を関係団体に提案したことは

「他の人に教える」活動に該当する。「まず知らないと対策をとることもできないので、私たちの発表で、沢山の人

資料５ アンケート「消費者問題が起きない理想のまちについて、高校生からの提案」で身についたと思う能力 
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に消費者問題とその解決策が伝わったなら嬉しい」、「今回体験したことで、今まで社会のことに興味がなく、知

らないままだったことが怖くなった」という感想からは、アウトプットによって学習が深まったことがうかがえる。 

 

５ おわりに 

消費者教育の推進に関する法律が施行され、各自治体は消費者教育を進める体制を整えつつあるが、教育

現場まで浸透させるにはまだ時間が必要であると推測される。しかし、各学校は現在、各科目へのアクティブラ

ーニング導入手法を模索しており、実社会のことを取り扱う消費者教育はそれと折り合いのよい内容である。さら

に、その学習分野は文系科目と理系科目双方に関わっている。教育に対する時代の要請に即しているといえる。

それぞれの科目で、インプットのみならずアウトプットさせるところまで行う実践が、生徒が「消費者市民社会」を

担う一員となるための指導であり、これから必要な消費者教育であると考える。 
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［審査委員長からのコメント］ 

 

 

 

 

 

 

 生徒たちが「他の人に教える」ことを目標としたプログラムを考案しており、従来の受け身的な消費者教育

にとどまらないところが良い。特に消費者市民社会に言及し、「社会の形成に積極的に参加する主体を育て

る」という観点に基づいていることが評価される。 


