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第３４回２０１８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」 

 

幼児期から始める金融教育連続講座の効果的な展開による自己実現を考える 

 

鳥取県金融広報委員会 金融広報アドバイザー（鳥取県在住） 

 村田 弘子 

 

１ はじめに 

厚生労働省は、社会的養護の推進に向けて（平成 29年 12月）の中で、平成 29年３月末において全国で社

会的養護対象児童は約 45,000人としている。 

社会的養護とは、保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に

養育し保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことをいう。 

社会的養護が必要と判断された児童は、社会的養護対象児童として児童養護施設、乳児院、里親等の社会

的養護関係施設に委託措置されることとなる。措置後は、それぞれの施設において自己肯定感を育みながら、

生活スキルや社会的スキル等を獲得していく。とりわけ生活管理、金銭管理、健康管理、社会人や職業人として

のマナーについては、重要なスキルとして日常生活の中で主に施設職員の指導により習得していくこととなる。 

彼らの多くは、18 歳前後に就職や進学等により家庭の支援が期待できないまま退所となる。当面はアフター

ケアとして施設職員や児童相談所職員等の支援を受けるが、長期の支援は困難な状況にある。そのため、退所

が近くなると金銭管理や生活管理、孤独や孤立等、将来に大きな不安を抱くようになってくる。また、退所者の

中には、社会に出てから騙されたり、適切な金銭管理ができず支援者がいない中で生活が破綻する者もおり、

その支援策が求められている。 

このような現状を踏まえ、児童養護施設入所児童に対して、社会の中で生きる力を育むための金融教育を幼

児期から連続実施し、その効果について考察する。 

 

２ 県内児童養護施設の現状 

近年の児童養護施設では、従来の大舎制及び中舎制から、より家庭的な養育環境を推進するため小規模化

への移行が進んでおり、一般家庭の生活に近いスタイルでの施設運営がなされている。このことにより、児童へ

のよりきめ細かな処遇がなされているが、児童養護施設等に措置された児童は退所するまでに、限られた時間

の中で身に付けなければならない生活スキルや社会スキルは少なくない。 

一方で児童養護施設では年間をとおして季節のイベントや地域住民、施設支援者等との交流等様々な行事

を多彩に行っている。そのため指導する職員の負担も大きく金融教育の必要性は理解しながらも金融教育に関

する職員の指導力、時間的な制限、職員の勤務体制にも影響を及ぼすこと等から、特に幼児期の児童に対して

は充分に実施できていないのが現状である。 

 

３ 幼児期から開始する金融教育の必要性 

児童が退所の年齢に近づくと、自立のための教育が始まるが、お金を使う等の消費活動は幼児期からすでに
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始動している。 

施設に入所している児童は、幼稚園や学校に通う時期に、お金を使う経験が一般家庭の児童に比較して少

ないため、この時期にあえてお金の知識やお金を使う行為を様々な場面で体験させ、失敗や成功体験を繰り返

しながら、しっかりとしたお金に対する意思決定力を習得し、退所後の不安要素である金銭管理や生活管理を

適切に行う力を身に付けさせて、将来の自立に備えていく必要がある。 

また、総務省平成２７年版情報通信白書によれば、世帯における情報通信機器の普及率は、携帯電話・ＰＨ

Ｓ94.6％、パソコン 78.0％と急速に普及が進んでいる。これに伴い子どものインターネット利用も増加の一途をた

どっており、僅かではあるが幼児のインターネット視聴も調査結果として現れている。これがゲームや動画の視聴

に留まらず、電子マネートラブルにつながる危険性も否めない。 

近年社会問題となっている特殊詐欺被害もそのうちの一つと言える。これは高齢者の被害割合が高いため高

齢者問題と考えられがちだが、各世代においてもその被害が認知されており、電子マネーによる特殊詐欺被害

も増加している。また、知らないうちにあるいは軽い気持ちで特殊詐欺行為に手を染めてしまう若者が存在する

ことも否めない現実がある。 

このように児童の周辺にはお金にまつわる様々な危険が潜んでいるため、幼児期から金融教育を丁寧に継

続して実施し、様々な情報や知識を習得させるとともに、自ら考え判断する力を身に付けさせていくことが求めら

れている。 

  そこで県内の児童養護施設等において、平成 29 年度から幼児及び小学生を対象にした年間プログラムに

基づく金融教育講座を、毎月１回年間をとおして連続して開催する「幼児期から始める金融教育連続講座（別

添資料）」を企画・実践し、その結果を考察した。 

 （対象施設は、平成 29 年度児童養護施設１施設、里親ファミリーホーム１施設、平成 30 年度児童養護施設３

施設、里親ファミリーホーム１施設） 

 

４ 金融教育連続講座の学習領域 

金融広報中央委員会（注１）では、学校において金融教育をより効果的・効率的に推進するための「金融教育

プログラム」及び家庭において親子でお金について学ぶ「おかねのね」を作成し、それぞれの学習領域を下表

のとおり定めている。 

金融教育プログラム おかねのね 

〇生活設計・家計管理に関する分野 

〇金融や経済の仕組みに関する分野 

〇消費生活・金融トラブル防止に関する分野 

〇キャリア教育に関する分野 

〇おかねのつかい方道場 

〇おかねのやくわり道場 

〇おかねとくらし道場 

〇おかねとしごと道場 

平成 29 年度から実践している金融教育連続講座は、「金融教育プログラム」及び「おかねのね」の趣旨を活

かしつつ、各領域で学ぶ内容を児童養護施設に調和するようアレンジし、異年齢の児童が共に学習できる「幼

児期から学ぶ分野」として次のとおり設定した。 

（１） お金の使い方の分野（物を手に入れる方法や物の価値を学ぶ） 

【生活設計・家計管理に関する分野及びおかねのつかい方道場】 
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 欲しいものと必要な物を区別する 

 我慢することを知る 

 計画的に小遣いを使う 

 記録した小遣帳を有効に活用する 

 身の回りの整理整頓をして無駄を省く 

 健康を管理するための買い方を知る 

（２） お金の役割の分野（お金の価値を知り、その役割を学ぶ） 

【金融や経済の仕組みに関する分野及びおかねのやくわり道場】 

 物やサービスの価値を知る 

 お金を支払う体験をする 

 販売者の仕事を知る 

 商品の値段が変わるものがあることを知る 

 販売者や生産者の工夫や努力を知る 

 目的のために貯金をする 

（３） お金と暮らしの分野（物の価値に気付き、ものを大切に扱うことを学ぶ） 

【消費生活・金融トラブル防止に関する分野及びおかねとくらし道場】 

 目的を考えて買物をする 

 自然環境への影響を考えた買い方を知る 

 生産者や販売者の思いを知る 

 けがや事故を避けるため物の安全な使い方を知る 

 トラブルを避けるためお金の貸し借りはしない 

 困ったときは信頼できるところに相談する 

（４） お金と仕事の分野（お金は働いて手に入れることを知り、大切に使うことを学ぶ） 

【キャリア教育に関する分野及びおかねとしごと道】） 

 働くことの大切さを知る 

 お金は働いて手に入れることを知る 

 生産者や販売者の工夫や努力を知る 

 将来の夢や目標を思い描く   

 お手伝いをして自信をつける 

 約束を守り信頼関係を築く 

 

５ 金融教育連続講座の構成 

月ごとの講座は、前述の（１）お金の使い方分野とその他の（２）～（４）の各分野を組み合わせ、さらに目標と

それを行動に移すための具体的なテーマを設定した。 

講座は、児童の興味を刺激し円滑に進めるための導入として、テーマと関連する絵本の読み聞かせを行い、

その後テーマに沿った買物模擬体験、環境負荷を少なくする消費活動、販売模擬体験等を実施することとした。
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講座の最後には、気付いたことや感想を記録し自己評価につなげていき、その後の日常生活で施設職員のサ

ポートにより応用して定着するよう方向付けてまとめることとした。  

そのために、毎回４名～５名の施設職員が児童と共に講座に参加し、金融教育に関する知識やスキルを向上

させるとともに、四半期ごとにすべての施設職員に向けて講座の進捗状況や理解度等を研修する機会を設け、

児童が講座で学習したことを日常生活で応用できる環境を構築することとした。 

年間プログラムに沿った、月ごとに配布する「いっしょにお金の使い方を勉強してみない？」は、独自制作した

テキストであるが、児童ひとり一人の考え方をテキストに記録することにより、講座をより印象付けるとともに講座

後の振り返りにも役立つものとした。 

講座実施の評価については、講座理解度の評価サイクル（注２）を作成し、講座における行動や発表の内容、

アンケート等から時点の理解度を考察することとした。 

 

６ アンケート結果（平成 29年 11月に１施設で実施） 

【児童への質問と結果】 

（１）講座内容が理解できたか 

☆良く分かった ６割 ☆まあまあ分かった ４割 

☆どちらともいえない - ☆わかりにくい - ☆まったくわからない  

          ・感謝することが分かった。（小３児童） 

          ・実際にスーパーで買物をして値段や消費税について分かった。（小１児童） 

          ・お金をバランスよく使うことが分かった。（小４児童） 

          ・講座を続けているからよく分かった。（小１児童） 

          ・講座が楽しい。（幼児） 

（２）講座で学んだことを実生活で活かしたいか。 

☆活かしたい ８割 ☆どちらともいえない ２割 ☆活かすことは難しい - 

          ・考えて買物をする。（小３児童） 

          ・将来お金を使う時に役立てたい。（小１児童） 

          ・買物名人になりたい。（小１児童） 

（３）講座で学んだことを家族や友人に教えたいか。 

☆伝えたい ４割 ☆どちらともいえない ４割 ☆伝えたいと思わない ２割 

          ・上手にお金を使ってほしい。 （小４児童） 

          ・お金の大切さを知らせたい。（小１児童） 

          ・伝えるのは恥ずかしい。（小１児童）、面倒くさい（小３児童） 

（４）その他の意見（自由記載） 

        ・お金を上手に使ってお世話になった人に恩返しがしたい。（小４児童） 

        ・もう少し分かりやすくして欲しい。（小１児童） 
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【職員の主な感想】 

          ・独自制作の教材や講座の継続が、理解の定着につながった。 

・幼児が自発的に文字や数字を練習する等自分で考え行動する姿勢が見られるようになった。 

・遊びと学びがリンクしており、講座を楽しみながら理解した。  

          ・日常生活で応用できるよう意識を高めてサポートしていきたい。 

 

７ 実践結果 

（１）児童の興味・関心  

施設入所児童は自分でお金を使うという経験が希薄なため、毎回設定したテーマに関連する絵本を読み聞

かせることにより、お金の使い方についての興味を引き出すところからスタートした。その結果、読み聞かせに慣

れてくると、様々な意見や質問が投げかけられるようになり、お金の使い方について学ぼうとする意欲や姿勢が

養われてきている。 

また、精神面での不安定さにより、講座に集中できなかったり、順番が待てない等の理由で自分本位の態度

をとる児童もいるが、回を重ねるごとに落ち着きが見られ、講座の中で自らの意見を積極的に発表したり、さらに

は手伝いを自発的に申し出る等自らの考えで行動する姿勢が表出した。 

買物疑似体験では、第１回及び第２回にお金を貝殻で代用し買物をさせたところ、非常に興味を抱きその後

の模擬硬貨を使う講座を円滑に進めることができた。年少者がどうしたら良いのか悩む場面では、年長者がサポ

ートする姿勢が回を重ねるごとに自然に表出し、積極性、思いやり、共感等の姿勢が身に付くとともに、年長者

の態度が年少者に思考力や判断力を養う機会を与えていることも確認し、異年齢の集団学習における相乗効

果を認めることができた。 

模擬硬貨を使用して買物をする場面では、硬貨の組み合わせがうまくいかず多くの児童が苦労したが、年長

者の様子を観察することで理解が進んだ児童もあった。 

児童はそれぞれのホームごとに生活しており、ホームには中学生や高校生も同居しているが、食事の場面な

どで、講座で学んだ五色の食材（注３）や地元食材が食卓に上っているのか等を話題にしながら、お金の使い

方を日常生活と結び付けることも行われている。 

 アンケートの自由記載意見に見られる「お金を上手に使ってお世話になった人に恩返しがしたい。」は、興味

深い意見である。 

 

（２）指導の工夫 

３歳から１２歳までの異年齢の児童が参加する講座であるため、毎月４ページ程度のイラスト入りテキストを作

成し使用している。このテキストでは、ひとり一人にその月の目的を達成するための計画を立てさせ、実践した後

に全員に発表させている。発表することで緊張する児童もいるが、他者の共感を得たり、違う手法を知る等の大

きな収穫もある。 

使用したテキストは、配布したファイルにひとり一人が収納しており、講座にはファイルを持参することで学習

に向かうという意識の切り替えにもなっている。 

年少者は計画を立てたり実践することが難しい者もいるが、年長者の様子を観察させたり、年長者のサポート
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で理解を高めさせている。 

また、講座では児童にお土産を渡す機会をつくり、全員に同じものを渡す場合と違うものを渡す場合を意図

的に分けているが、色や味の違う物を渡した場合、欲しいものが重複すると、話し合いで解決しようと試行錯誤し

て解決に導くことを学んでいる。 

児童養護施設入所の幼児や小学生は、退所することを随分先のこととして捉えており深く意識していない。そ

こで 10 年先の自分を想像し具体的に記載させてみたところ、考えが及ばず苦労していたが、「どこで誰と暮らし

ているのか。どのような部屋に住んでいるのか。どのような食事をしているのか。」等の質問を投げかけることによ

って、現在の自分が考える将来像を思い描くことができ、将来の目標を考える動機付けになった。 

 

（３）施設職員の意識変化 

講座に参加した施設職員からは、「簡単な硬貨の組み合わせは分かるものと思っていたところ、実際にはでき

ず練習の必要性を感じた。日常生活の中からは読み取れなかった相手への思いやりを講座の中で発見するこ

とができた。栄養満点の食材選びの講座後に、ホームでバランスの良い食材を考えて購入し、児童と共に調理

して意識を高めた。食材の彩や栄養、産地について話題にしながら食事をした。」等の感想を講座後に得た。こ

のことから、施設職員の金融教育に対する意識は確実に高まっており、思い込みや先入観をなくして日常生活

に応用することが期待できることを確認した。 

 

８ 考察とまとめ 

年少者が疑問を気軽に尋ね、年長者が丁寧に応える教え合う姿は、異年齢の集団学習の特徴である。年少

者にとって年長者の話は大きな支えであり、一方年長者にとっては教えることで理解が高まり、双方にとって有

効な刺激となった。 

また、児童が記録する感想や意見は、アドバイザーのコメントとともにファイルに保存させているため、振り返り

から見えてくる課題をその後の学習につなげていることも理解の定着を促進しているものと考える。さらに施設職

員の支援により、講座を日常生活に応用できる可能性も見えてきた。 

実践結果から、金融講座を連続して繰り返し実施することにより、幼児であってもその内容を理解し日常生活

に定着させており、講座理解度の評価サイクルにおける評価４に達していると判断している。これは他者からの

支援や励まし、共感等により講座を楽しい体験として捉え、自分で考えて行動できたことが自信となって理解の

定着につながったものであり、これが今後の児童の自己実現に大きな影響を及ぼすものと考えられる。 

従って、金融教育は継続的に実施し、社会に巣立ってから「安心して家計管理や生活管理ができる」、「トラブ

ルに巻き込まれない」等の予防策を学習するだけで終わらせてはいけない。考え方や価値観を形成していく幼

児期からお金の使い方に関する様々な失敗や成功を経験させることにより、自ら考え判断する力を身に付け予

想される問題を回避する力や発生した問題を解決する力を獲得させていくことが将来の自立につながるものと

考える。 

人は生涯をとおして消費者であり続ける。自立した消費者となるためには、自己の家計管理や生活設計のた

めだけでなく、社会に対する感謝や貢献、また、自らの消費が未来に与える影響等も考えて行動することが必要

である。退所後の支援者が希薄な児童養護施設入所児童にとって、自立や自己実現のためには、主体的に考
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える姿勢を身に付かせるための金融教育連続講座が有効な手法の一つであることを提言するとともに、彼らが

次世代を担う一員として社会に貢献していくことを願っている。 

 

（注１）日本銀行情報サービス局内に事務局を置き、都道府県金融広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団

体、民間団体等と協力して、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実施

している。 

 

（注２）講座理解度の評価サイクル 

 

 

 

（注３）食材を緑、赤、白、黒、黄の五色に分け、一日３回の食事で五色の食材をすべてとり、栄養のバランスや

彩を整えて健康を保つことを目的にしたもの。 

 

（参考資料） 

・厚生労働省 社会的養護の推進に向けて（平成 29年 12月） 

・総務省 平成 27年版情報通信白書 

・金融広報中央委員会 金融教育プログラム「学校における金融教育の年齢層別目標」 

（「年齢層別の金融教育」改訂版）及びおかねのね 

 

 

［審査委員長からのコメント］ 

 

 

評価１（参加する）

興味や関心を持ち、
愉しんで参加でき
る。

評価２（応える）

想定した反応を返
すことができる。

評価３（説明する）
理解した内容を言語
化できる。

評価４（定着する）

学習した知識が生活
に定着している。

評価５（応用する）

知識を応用して生活
に活用している。

児童養護施設に着目して３歳から１２歳までの異年齢児童を対象とした金融教育を行ったことは重要な取

り組みであり、実践報告として大変評価できる。汎用性もあると思われるが、これを広げていくための課題や

示唆に触れているとなお良い。 



別添資料 
 

 

 

 幼児期から始める金融教育連続講座 年間プログラム 
 

～ひとり一人が主役になって学ぶお金の使い方講座～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                 鳥取県金融広報委員会 

 金融広報アドバイザー 村田 弘子 

 



実施月 目標及びテーマ 内  容 展  開 教材及び資料 

４月 【目標】 

物を手に入れる方法や物の価

値を知る 

【テーマ】 

栄養満点のお鍋をつくろう 

・お店の商品はお金と交換する

ことを知る。 

・買物を通して目的・選択・計

算・思いやりを学ぶ。 

・貝殻 10個使い買物を体験する。 

・家族のために、予算の範囲で

バランスよく買物をすること

により、食事の大切さや家族等

他者への思いやりを育む。 

・絵本：とっとりおこのみやき 

・４月テキスト 

・鍋の材料（模擬食材紙等で準備） 

・貝殻（硬貨の代用）、鍋 

・学習ノート 

 

５月 【目標】 

物を手に入れる方法や物の価

値を知る 

【テーマ】 

家族にお弁当をつくってみよ

う 

・海外の環境保護や教育を聞き

様々な通貨による物品の価値を

知る。 

・お弁当の材料購入をとおして、

決められた予算で家族を思い必

要な物を買う。買い過ぎにも注

意することを学ぶ。 

・家族にお弁当を作るため、限

られた予算で材料を購入する

ことにより、物の価値とお金の

価値を結びつける。 

・買い過ぎによる無駄を知る。 

・整理整頓により無駄な物を買

わない習慣を身に着ける。 

・絵本：そらまめくんとめだかのこ 

・５月テキスト 

・海外紙幣、コイン 

・お弁当の材料（別添みんなで食材

を描いてみよう）  

・貝殻（硬貨の代用）、お弁当箱 

・学習ノート 

 

６月 

 

 

 

 

 

【目標】 

物を手に入れる方法や物の価

値を知る 

【テーマ】 

わくわくのおべんとうをつく

ろうよ 

・遠足のお弁当づくりのため、

予算の範囲で食べたい材料とお

菓子を買う。 

・かいものけいかくノートに、

買いたいものを決めて印をつけ

計画に沿って買物をする。 

・買物の感想や反省を記録し発

表する。 

・買物は、計画し記録をつける

ことにより、見直しすることを

学ぶ。 

・地産地消などエシカル消費を

知る。 

・小遣帳を記録する習慣を身に

着ける。 

・絵本：ぐりとぐらのえんそく  

・６月テキスト 

・ワークシート（別添わくわくのお

べんとうをつくろうよう） 

・模擬硬貨 

・学習ノート 



実施月 目標及びテーマ 内  容 展  開 教材及び資料 

７月 【目標】 

お金の価値に気付き、物を大切

にすることを理解する 

【テーマ】 

こんなにお金がかかっている 

・物やサービスと交換できるお

金について、硬貨の種類と組み

合わせを知り理解を深める 

・毎日の生活にお金が必要なこ

とを知り、その価値に気付く。 

・文房具等身のまわりの物を硬

貨の組み合わせで表現する。 

・生活するためには多くのお金

が必要であることを知り、物を

大切にすることを学ぶ。 

・絵本：買物絵本 

・７月テキスト 

・模擬硬貨（別添お金を切り取って

練習してみよう）   

・学習ノート 

８月 【目標】 

お金の価値に気付き、物を大切

にすることを理解する 

【テーマ】 

夏休みに何をする？ 

・絵本によりお金の気持ちに気

付き、その目的を考える。 

・模擬硬貨で夏休みイベントの

テーマに沿った買物をする。 

・家族の一員としてお手伝いの

大切さを知り楽しむ。 

・模擬紙幣・模擬硬貨を使い買

物をすることで、予算の収支を

理解し実践につなげる。 

・様々な体験からお金を学ぶ。 

・絵本：おかねのきもち 

・８月テキスト 

・模擬硬貨 

・夏休みのイベントグッズ 

・学習ノート 

９月 【目標】 

お金の価値を知り、その役割を

学ぶ 

【テーマ】 

すてきなお店を作ってみよう 

・絵本によりなぜ市場を作った

のか考え、生産者や販売者の気

持ちを思いながらお店を作る。 

・どのようなお店を作り、何を

売るのか考え、商品を作り売る。 

・日常的には経験することのな

い売手の立場で、商品の価格を

設定し販売することにより、お

金の価値について理解する。 

 

・絵本：もりにいちばができる 

・９月テキスト 

・模擬硬貨 

・学習ノート 

10月 

 

 

 

 

 

【目標】 

お金の価値を知り、その役割を

学ぶ 

【テーマ】 

作った人売った人の気持ちを

知ろう 

・毎日の食生活で消費している

牛乳の生産から消費までを学

ぶ。 

・牛乳でホワイトシチューを作

る買物をする。材料は赤・黄・

緑・白・黒の五色をそろえる。 

・日常的に消費している牛乳に

ついて、消費するまでに生産者

の見えない現場を知り、その努

力を無駄にせず、生産品に対し

ても感謝する消費の在り方を

学ぶ。 

・絵本：ぶたぶたくんのおかいもの 

・10月テキスト 

・模擬硬貨 

・学習ノート 



実施月 目標及びテーマ 内  容 展  開 教材及び資料 

11月 【目標】 

お金の価値を知り、その役割を

学ぶ 

【テーマ】 

地球にやさしい生活をしよう 

・日常的に使用する生活用品に

付けられている安全や環境マー

クを認識し、意味を理解する。 

・マークを切り取り、テキスト

に記録しまとめる。 

・お金の価値や使い方を学ぶこ

とで、環境負荷を少なくする行

動をできることから実践する。 

・環境アートを制作し、環境保

護について考える。 

・絵本：ふゆじたくのおみせ 

・11月テキスト 

・整理表（別添環境マーク整理表） 

・環境マーク等のついた袋等 

・学習ノート 

12月 【目標】 

お金は働いて手に入れること

を知り大切に使うことを学ぶ 

【テーマ】 

お店屋さんの仕事を知ろう 

・パン屋さんを疑似体験し、材

料の仕入れ、パンづくり、陳列、

販売、売上げ計算、片付け等が

あることを知る。 

・パンやさんの仕事をまとめる。 

・新作パンを考案しお店で売る。 

・パン屋さんはお客の見えない

ところで多くの仕事をしてい

ることに気付く。 

・お金は働くことによって手に

入れることを理解する。 

 

・絵本：パンやのくまさん 

・12月テキスト 

・模擬硬貨 

・学習ノート 

１月 【目標】 

お金は働いて手に入れること

を知り、大切に使うことを学ぶ 

【テーマ】 

働く人の気持ちを考える 

・虫歯でお世話になる歯科医院

には誰がどのような思いで働い

ているのか考える。 

・１０年後の自分を想像する。 

・将来の夢を書いてみる。 

・将来の夢やなりたい自分を想

像し、夢を実現するためにどの

ような努力が必要か考える。 

・周りの人に感謝し、お手伝い

でその気持ちを伝える。 

・絵本：なりたいものだらけ 

・１月テキスト 

・学習ノート 

２月 

 

【目標】 

お金の使い方をまとめる 

【テーマ】 

お金の使い方を覚えよう 

・お金の使い方についての意見

を自由に発表する。 

・テキストを使って復習する。 

・意見内容を踏まえ、生活の中

で実践してみる。 

・絵本：ありがとうのおかね 

・テキストお金の使い方あいうえお 

・学習ノート 

 

３月 

 

・テキストで学習内容を定着さ

せる。 

・テキストを通して学習を定着

させるとともに、自律的に応用

する力を養う。 

・テキストお金の使い方あいうえ

お、ワークシート、模擬硬貨他 

・学習ノート 



 


