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消費者庁作成教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会 

議事次第 

 

 

                日 時：平成30年３月13日（火）13:30～ 

                場 所：鳴門教育大学総合学生支援棟３階Ｆ会議室 

 

 

１．主催者挨拶 

 

２．消費者庁「新未来創造プロジェクト」取組説明 

 

３．授業報告 

 

４．消費者教育次世代リーダー認定表彰 

 

５．休憩 

 

６．意見交換会 

  テーマ：「社会への扉」の全国展開に向けて 

      ～消費者行政・消費者教育に求められること～ 

 

７．閉会挨拶 
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○司会 定刻となりましたので、ただいまから、消費者庁が作成いたしました消費者教育

教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会を開催いたします。 

本日の司会は、消費者行政新未来創造オフィスの小熊が務めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

開催に先立ちまして、御手元の資料の御確認をお願いします。 

上から順番に、本日の次第、消費者行政新未来創造オフィスの機能・業務についての資

料、授業報告の資料２種類、消費者教育次世代リーダー活動報告資料、とくしま「消費者

教育人材バンク」チラシ、「社会への扉」、「若年者への消費者教育の推進に関するアク

ションプログラム」、本日のアンケートです。 

不足する資料等は、ございませんでしょうか。不足する場合は、挙手にてお知らせくだ

さい。 

また、受付の際にお渡しした質問票につきましては、受付の場所に回収ボックスを用意

いたしますので、休憩時間終了までに可能な限りお早めにお入れください。 

なお、頂いた質問については、整理して、意見交換会の中で時間の許す限り、登壇者の

方にお答えいただきたいと思います。 

また、アンケートについても今後の参考とさせていただきますので、ぜひ御協力のほど、

よろしくお願いします。 

それでは、開会に当たりまして、消費者庁審議官の小野稔から御挨拶を申し上げます。

よろしくお願いいたします。 

○小野審議官 みなさん、こんにちは。消費者庁審議官の小野でございます。 

本日は、消費者庁が作成いたしました消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業実

践報告会に御参加いただき、誠にありがとうございます。 

消費者庁では、成年年齢引下げに向けた動きを踏まえ、自立した消費者を育成するとと

もに、消費者が主役の社会の一人として行動できるような消費者になることを目指し、こ

の教材を作成しました。「社会への扉」は、主に高校生を対象とした教材ですが、高校生

が近い将来、成人として消費生活を送る上で、最低限必要な「契約」、「お金」、「暮ら

しの安全」に関する知識を習得し、消費者被害にあったときは消費生活センターに相談で

きる等、適切な行動に結び付けられる実践的な能力を育むことを目的としています。 

昨年７月に徳島県庁舎 10 階に開設した消費者行政新未来創造オフィスでは、若年者へ

の消費者教育の推進を図るために、徳島というフィールドを活用し、徳島県内の全ての高

校等にこの「社会への扉」を配付しました。 

授業形式や取り上げる部分については、各学校・各先生方が生徒に合わせて自由にカス

タマイズした上で、同教材を活用した授業を実施していただきました。 

今回の「「社会への扉」を活用した授業実践報告会」は、徳島県、徳島県教育委員会、

消費者庁の主催で初めての開催となります。 

本日は、本教材を活用した授業がどのように行われたのか、４校の先生方に御報告いた

だきます。 

さらに、「「社会への扉」の全国展開に向けて」と題しまして、消費者行政・消費者教育

に求められることなどにつきまして、関係者の皆様方との意見交換会を実施します。 

そして、このような状況の中、この度、成年年齢の引下げを見据え、全国の高校生に対

する実践的な消費者教育の実施を推進するため、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁
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が連携して、「若年者への消費者教育の推進に関する４省庁関係局長連絡会議」を開催し、

アクションプログラムを決定しました。御手元に資料を配布しておりますので、御参照く

ださい。徳島での先進的な取組を全国に広げてまいりますので、引き続き御協力を賜りま

すよう何卒よろしくお願いします。 

本日の授業実践報告会が、今後の消費者行政・消費者教育の取組の一層の推進につなが

ることを期待しております。 

最後に、「社会への扉」の活用に当たりまして、一方ならぬ御尽力をいただきました、

飯泉知事を始め、徳島県、徳島県教育委員会、各学校並びに関係者の皆様に心より感謝申

し上げますとともに、この報告会が実りある会となりますことを願いまして、私の挨拶と

させていただきます。 
○司会 ありがとうございました。 

続きまして、徳島県を代表いたしまして、徳島県危機管理部消費者くらし安全局長、石

本寛子が御挨拶を申し上げます。 

○石本徳島県危機管理部消費者くらし安全局 徳島県危機管理部消費者くらし安全局長の

石本でございます。 

消費者庁作成教材「社会への扉」を活用した授業実践報告会の開会に当たり、県を代表

いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、年度末が近づくお忙しい中、文部科学省からは、生涯学習政策局 男女共同参

画学習課課長補佐、岩倉禎尚様を始め、県内外から多くの皆様に御出席を賜り、誠にあり

がとうございます。 

また皆様方には、日頃から本県の消費者行政・消費者教育の推進はもとより、県政各般

にわたりまして、御支援、御尽力を賜っておりますことに、重ねて御礼を申し上げます。 

さて、先ほど審議官からのお話もございましたように、昨年７月に消費者庁の新たな政

策拠点であります、消費者行政新未来創造オフィスが県庁舎10階に開設されましてから、

約８か月がたちましたが、この間、オフィスによる、本県を実証フィールドとしました、

様々なモデルプロジェクトにつきまして、その成果が全国モデルとして展開されるよう、

県ばかりでなく、挙県一致で御支援、御協力をいただいているところでございます。 

中でも、県内全ての高校、特別支援学校における消費者庁作成教材「社会への扉」を活

用しました授業の実施を始め、昨年10月に城北高等学校で行いました、デモンストレーシ

ョン授業や本日の授業実践報告会の開催は、成年年齢引下げを目前とし、若年者の消費者

被害の増加が危惧される中、全国にも発信できる大きな成果であると考えております。 

また、今年度、改定を進めております、徳島県の消費者教育推進計画におきましても、

成年年齢引下げへの対応やSDGsの推進、大学と連携した消費者教育の担い手の育成など、

社会情勢の変化に応じた消費者教育を始め、徳島ならではの視点を盛り込んでおりまして、

この後、行います、消費者教育次世代リーダー認定表彰も、その取組の１つでございます。 

県といたしましては、今後とも消費者庁と連携し、これまでの取組に更に弾みをつけま

して、その成果が全国へと広がるよう、取り組んでまいりたいと考えておりますので、本

日、お集まりの皆様方には、引き続き、御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

まして、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 
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それでは、内容に入りたいと思います。 

消費者行政新未来創造オフィスの指揮をとる、消費者庁参事官の日下部から、消費者行

政新未来創造プロジェクトの取組説明を行います。 

○日下部消費者庁参事官 消費者庁参事官の日下部でございます。 

資料を御覧いただければと思います。 

このオフィスの機能と業務ですけれども、先ほど審議官からの挨拶にもありましたが、

昨年の７月24日にオフィスが開設されまして、様々な取組をしております。 

今日のテーマであります、消費者庁作成教材「社会への扉」を活用した授業、これも重

要な業務の１つでございますけれども、それ以外にも、幾つかのモデルプロジェクトと先

進的な調査・研究、この２つが徳島のオフィスの業務になっております。 

それ以外の消費者庁が行っている、例えば国会対応とか、危機管理、法執行、司令塔機

能等、ここは左側に書いていますけれども、東京で行うという整理になっていまして、平

成28年９月の整理によると、このオフィスでは、分析・研究機能をベースとした発展・創

造の拠点ということでございますので、日々、それに精進しているところでございます。 

理論的な研究は何かといいますと、東京で行ってもいいのですけれども、体制が整わな

かったので出来なかったことをこちらで今行っております。例えば行動経済学とか、新し

い経済学を活用した調査分析、障がい者の消費者行動、特に発達障がい、知的障がい、精

神障がい、こういった障がいを持っている方々が、どんな消費行動をしているのかという

ことを調べようとか、若者、学生さんたちが、最近、マルチの被害に遭うことも多いとい

うので、なぜ若者たちがそういう被害に遭うのか、大人と何が違うのだろうということも

分析していく、こういう調査研究も一方で行っています。 

それ以外のモデルプロジェクトとしては、今回の、消費者教育が一番の花形のプロジェ

クトの１つでございますけれども、それ以外にも、見守りネットワークといいますが、高

齢者の消費者被害を防ぐために、見守りネットワークをつくりましょうということで、徳

島県内全ての自治体に、ネットワークをつくっていただくことも目指していまして、３年

度以内に二十いくつかの全市町村で、見守りネットワークができる予定になっており、既

にいくつかできあがっているということでございます。 

他にもいくつかのプロジェクトを実施しています。例えば公益通報者保護制度の窓口を

全ての自治体でつくることで、これも達成されました。徳島県が早々と全ての自治体にお

いて、公益通報の窓口ができたという、一定の成果が出ていまして、今後、大事なことは、

既に成果が出たものについて、成果を全国に普及することになります。 

消費者庁は、徳島にオフィスができて、徳島県が非常によくなりました、以上、という

わけにはいきませんので、ここの成果を消費者教育も含めていかに全国展開していくか、

これも消費者庁の大事な機能ということになっております。そのために我々は、ここで活

動しているということになります。 

それで、今日の消費者教育の取組について、皆さんも御存じの方も多いと思いますけれ

ども、我々は、消費者教育の関係で、何をここでしているかと申しますと、全ての高校で、

高校１年生を対象に、消費者庁で作成した教材の「社会への扉」を活用した授業を行うこ

とを、県にお願いして実施してもらいました。 

先ほども局長からの御挨拶にもあったかもしれませんけれども、支援学校も含めて、全

ての高校は、五十数校あると聞いておりますが、授業を行ったということです。消費者庁
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として、審議官の小野からも先ほど挨拶がありましたけれども、全国的にこれを進めよう

としていますが、全ての高校で授業を行ったという例はかつてないので、画期的なことを

消費者庁は徳島県にお願いをして、実施していただきました。ところが、画期的なことを

していただいたら、即、ほかの県でも展開しなければいけないという状況に、今なってい

るということでございます。 

徳島で展開して、何が分かったかということは、今日、まさに御議論いただくわけです

けれども、例えば今後の教材をいかに良くするか、どういう授業を行うか、あるいは先生

方がこういうことを導入するに当たって、どういう苦労をされたのか、といったことは、

他県に展開することにとっては、非常に参考になると思いますので、今日も貴重な議論が

されるのではないかと期待しているところでございます。 

また、２つ目に書いていますけれども、鳴門教育大学における教員養成による取組と書

いていますが、徳島の取組の１つの大きな特徴は、徳島の大部分の高校では、その高校の

先生自らがこの教材を勉強して、教えているという特徴がございまして、専門の方々が各

学校を回って教えるというのではなくて、先生方自ら、公民科なら公民科の先生、家庭科

なら家庭科の先生が自分の受け持つ授業で教えるために、自ら勉強されました。 

そのために、例えば鳴門教育大学で授業を受けるとか、あるいは国民生活センターの研

修を受ける、県が用意した研修を受ける、こういったことをされながら、先生方もいろい

ろ力を身につけていただいたという特徴がございまして、その中で、鳴門教育大学も消費

者教育に対して、大変力を入れていただいていますので、我々としても助かっているとい

うことでございます。 

「社会への扉」を使った授業が徳島でなされて、今後、それをいかに全国に展開してい

くのか、全国展開にわたっても、教材をつくるということから、文部科学省との連携も密

接にしておりますので、消費者庁だけが行っているわけではなくて、法務省、金融庁、文

部科学省などの省庁が連携して、今後、消費者教育をいかに全国に展開していくか、特に

来年度から早いところは、全県的にやっていただきたいと思いますし、遅くとも、民法の

成年年齢引下げの法案が施行される前には、高校３年生がこの授業を受けているという状

態に、いかに持っていくかということは、皆様の御協力を得ながら、消費者庁としても取

り組んでいきたいと思っているところでございます。 

私からは以上でございます。 

○司会 ありがとうございました。 

続きまして、授業報告に入りたいと思います。 

授業報告では、「社会への扉」を活用した授業をどのように行ったのか、４校の先生方

に10分間ずつ、お話をいただきます。 

なお、質疑につきましては、意見交換会の中でまとめて対応することとさせていただき

たいと思います。 

まず徳島県立富岡東高等学校定時制課程、瀬尾学先生より、御報告をいただきます。 

瀬尾先生、よろしくお願いいたします。 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭 よろしくお願いします。富岡東高校定時

制の瀬尾と申します。 

専門は、公民の倫理になります。 

最初に、学校の概要から説明させていただきます。 
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本校の在籍生徒は38名で、非常に小規模です。生徒の75％が何らかの仕事についており、

現在、この時間も働いております。働いてから学校に来るという生徒が非常に多いです。 

生徒の実態なのですが、私は、今、１年生の担任をしていますが、私のクラスの中には、

16歳にして毎月相当の収入がある生徒がいます。働いて稼いだお金を派手に使っている者、

大切なお金を詐欺に遭って騙し取られた者もいます。本校にとって消費者問題や消費者ト

ラブルは、非常に身近な問題です。 

生徒たちは、自らの興味、関心がある授業内容に対して意欲を示してくれます。生徒た

ちが積極的に参加できるような授業をするために、消費者教育に関する専門書も読んだ上

で考えました。そして、まずは基本的なこと、つまり、契約の概念やもし消費者トラブル

に遭ったときに、どのように対応すればよいのかということを確実に教えることにしまし

た。生徒たちが漫然と知識を頭の中に入れるのではなく、契約や消費者問題について主体

的に考えながら、いざという時に具体的な行動につながる生きた知識を、納得しながら身

に付けてもらえる内容になるように留意しながら授業を構成しました。 

これは、当時の授業の写真です。２年生の現代社会で、在籍生徒は６名ですが、１名欠

席しているので５名です。距離感が非常に近いです。物理的な距離感だけではなく、心理

的な距離感も近く、明るい雰囲気の中、授業を受けています。 

このメンバーで議論を進めていくのは、非常にやりやすいです。基本的な内容の確認か

ら始めて、率直に意見を交わしながら徐々に思考を深めていくことができます。今回、消

費者教育の授業をしたわけですが、消費者教育であろうと、主権者教育であろうと、それ

以外の内容であろうと、授業をする上で一貫して私が心がけているのは、生徒たちが批判

的思考力をしっかり身に付けられる内容にするということです。これは、全ての授業に通

底している私の問題意識で、対象をしっかり吟味しなければならないと、生徒たちには常

に言っています。吟味という言葉が授業の中でよく出てきます。 

自立した消費者として、主体的に行動するために必要な知識や考え方を身に付けさせる

ということを授業の目的にしました。 

授業の内容に関してですが、お手元の資料の２枚目以降が、授業のときに実際に使用し

たスライドになります。スライドをメインに授業を展開したのは、生徒の集中力を40分間

切らさないようにするためです。今、目の前にあるスライドに集中させようという意図で、

スライドを中心にしました。したがって「社会への扉」は、適宜、活用するというスタイ

ルをとっています。 

スライドの２枚目から５枚目までは、契約の概念、契約に関する基本的な考え方、そし

て、未成年であれば契約を取り消すことができるといったことを、クイズを一問一問解き

ながら考えていきます。 

スライドの５枚目までクイズを解き続けると、集中力が切れかけるので、６枚目で話を

まとめて、７枚目にスポーツカーの写真を載せています。このスポーツカーは、現在、製

造されていません。クラスの中に、このスポーツカーにどうしても乗りたいという女子生

徒がいます。車に興味・関心がある生徒は非常に多いので、ここで車、それも製造されて

いない車を例に挙げ、このスポーツカーをいかに購入するのかということを、実際に議論

しました。どこで買うのか、買うときに何を重視するのか。 

このスポーツカーの現在の価格は、100万から700万で、相当幅が広いです。価格の幅が

広いということが何を意味しているのかを理解し、適切に中古車を買う、つまり、適切に
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契約をするためにはどうすればいいのかということをテーマに話し合いました。 

中古車を買うときに、バッテリーがどこに積まれていて、配線がどうなっているのかと

いうことを詳しく調べずに買う人もいます。しかし、スポーツカーは改造されていること

もあるので、そういう点も気を付ける必要があるということを、話し合いを通して生徒た

ちは理解しました。 

その後、クーリング・オフについて詳しく解説し、授業のまとめに入りました。私が今

回の授業を通して生徒たちに最も伝えたかったことは、トラブルに巻き込まれたときに、

泣き寝入りすることなく冷静に対処するための方法です。 

具体的には、消費生活センターの存在をきちんと伝えるということで、最後の３枚は、

こういうスライドになっております。消費生活センターと私たち消費者の関係を車の両輪

に例えながら解説しました。リヤカーの写真を載せていますが、リヤカーは、車輪が１つ

だけだとその場で空回りしてしまいます。二輪そろって初めて進行方向に向かって進める

ということをイメージさせながら、我々もプロの力をかりながら、消費者トラブルを解決

していかなければならないということを伝えました。 

授業が終わった後、生徒が私のところに来ました。「先生、こんなものが届いた」と言

いながら、督促状を見せてくれました。彼は、この授業の２週間前に、インターネットを

使って商品を購入しましたが、お金を振り込んだものの、いつまでたっても商品が届かな

いという状態が続いておりました。そして、代金の支払いを要求するこの督促状が届きま

した。 

「どうする？」と彼に尋ねると、「泣き寝入りは嫌だから、社会への扉を開く」と彼は

言いました。「社会への扉」という教材の名称に関して、「自由に契約できる大人の社会

への扉を開く」という意味と、「消費者が主役である消費者市民社会への扉を開く」とい

う意味があるのではないかということを私は授業で話していたのですが、彼は、明らかに

後者の意味で、「社会への扉を開く」と言いました。 

そこで、彼の了承を得て、クラス全員でこの督促状を分析し、明らかに不自然な点を見

つけるとともに、消費生活センターにも相談しました。そして、皆で話し合いながら完成

させたのがこの通知書です。 

この通知書は、最終的に私が文章表現を修正しましたが、骨格は、基本的に生徒たちが

話し合ってつくりました。どういう情報を入れて、相手に何を通知するべきかということ

を、生徒たちが主体的に考えたのです。 

自立した消費者として、主体的に行動するために必要な知識や考え方を身に付けるため

には、このような具体的な事例を材料にするのが効果的なのかもしれません。生徒たちが

自らの問題として主体的に考えるような事例をどのように授業に組み込んでいくのかが今

後の課題です。 

以上です。（拍手） 

○司会 瀬尾先生、ありがとうございました。 

続きまして、徳島県立富岡西高等学校の立石真澄先生より、御報告いただきます。 

立石先生、よろしくお願いいたします。 

○立石徳島県立富岡西高等学校教諭 失礼します。徳島県立富岡西高等学校の立石と申し

ます。よろしくお願いします。 

本日のタイトルとしましては、消費者教育の実践を振り返ってということで、授業を改
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めて考えてみたいと思います。 

初めにですが、本校の概要について、昨年度、創立120周年記念を迎えました。非常に

伝統のある高校です。普通科と理数科がありまして、進学型単位制ということで、ほとん

どの生徒が大学とか、専門学校に進学をしております。合い言葉は「チーム富西」という

ことで、教員と生徒が一丸となって、日々、取り組んでおります。総勢761名ということで、

割と規模としては、大きな学校です。 

生徒は、南の和やかな雰囲気で、すごく素直に一生懸命いろんなことに頑張ってくれて

います。でも、そういう生徒の姿を見ていると、逆に社会に出たら、これはだまされるの

ではないか、いけるのかということで、心配しなければいけない子たちもたくさんいるの

で、今回の授業で、改めて契約について、考えてみようと思いました。 

消費者庁の方が来られた際、やったのが公民科の現代社会の授業です。対象クラスは、

理数科の３年次で行いました。 

授業の目的なのですが、一番には、契約とは何か。日ごろ、契約が身の回りにいっぱい

あるのにもかかわらず、そのことについて、よくわかっていない生徒がたくさんいますの

で、そこを一番の目的にしています。先ほど瀬尾先生も言われていたように、頭で対処が

できる、自立した消費者を目指してほしいというのが目標です。 

授業としましては、現代社会の経済分野の中の一授業になります。11番、消費者保護と

契約ということで、普通の授業の中で、１時間ぽっきりの授業ということで、特に取り上

げてというわけではないのですけれども、頑張ってみました。 

評価規準としましては、自分の生活に関心を持ってもらうこと、そして、公民科ですの

で、法律の知識、制度を理解していること、それに関する知識もあわせ持っていて、自分

で主体的に判断して、行動できる生徒を育てたいと思って、日々、授業をしております。 

授業の内容なのですが、社会に出る前に、これだけは知っておこうと書いてあります。 

ここで、私は、2004年に長期社会体験研修ということで、学校現場を離れまして、徳島

県立消費生活センター、現在の消費者情報センターに１年間、研修に行かせてもらいまし

た。その際に、消費者行政に関わることがたくさんありまして、神奈川県の国民生活セン

ターにも研修に行かせていただきました。 

センターでいろんな相談も受けましたし、事例も見てきました。それをもとに、生徒た

ちに伝えたいことがいっぱいあったので、授業としては、逆にやりやすかったです。 

授業の内容としましては、お手元の資料の裏に、授業のプリントをつけてありますので、

それと同じ流れになっております。 

授業の一コマですが、まずは消費者主権のことで、歴史的なところから消費者問題につ

いてです。1955年に森永ヒ素ミルク事件が起こりました。その現場であった徳島の工場が

2011年９月に閉鎖をしました。そのことから考えても、徳島から消費者教育が始まるとい

うのは、やっぱりそうかなという気がしております。 

2004年に消費者基本法が制定をされました。ちょうど私が研修に行っていた年です。国

民生活センターに行ったときも、保護という言葉がとれたのは、契約は対等な関係であっ

て、保護されるべきものではない、自立した消費者でなければいけない。だから、消費者

教育に力を入れようということが言われておりました。 

国民生活センターでの研修の際に、行政職員の方がいっぱいお話されているのですが、

名刺交換の際に、私は教員としての名刺を差し出しますので、消費者教育で肩身が狭いと
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思いながら、お話を聞いたり、意見をさせていただきました。その際に、ほかの県の方か

ら、徳島県はいいですね、教員がそうやって入ってくださるというのは、とてもありがた

いですというお言葉をいただいたのが、すごく記憶に残っております。 

歴史的な流れから契約の成立、ここが一番大事です。今年のセンター試験でも、口約束

で契約が成立をするという問題が出ておりましたので、生徒諸君にも、軽々しく何でも言

ったらいけないということで、契約成立について、画面１です。 

画面２としては、払い方で、現金であったり、カードローンということで、ここで「社

会への扉」を使わせていただいております。でも、お金に関しては、カード払いであって

も、クレジットやローンであっても、今、未来のお金を使うこと、借金にかわりはないの

で、十分気をつけるようにという注意をしております。 

お金と商品を交換することで、契約が終了するのですけれども、トラブルに巻き込まれ

ることが多いので、トラブルをどうするべきかは、契約書やレシートなど、何らかの形で

残っているもの、これが強い味方になります。何でもこうではないのだという話をしてい

るのです。 

契約の変更がそうなのですが、店舗販売については、それで終わりです。店の御厚意で

返品などができたとしても、できないと言われても仕方がないという話であるとか、特定

商取引法にあるところのクーリングオフの話、それに通信販売、返品特約などの話をして、

未成年者ですので、未成年者の契約についても、話をしました。でも、未成年者の契約と

はいえ、自分は20歳を過ぎている成人だと、うそをついていたらだめです。うそは法律で

も守ってくれないから、正直にいきましょうということで「社会への扉」を用いて、話を

していきました。 

授業に関しては、時間がここで切れてしまったのですが、その後、まとめとして、次の

時間に話をしたのですが、契約について、ちゃんと知っていないと、トラブルに巻き込ま

れます。よく聞くようなワンクリックであるとか、マルチ商法などがあると思うのですが、

はいと返事をする、クリックをするのも、それは自分自身ですので、契約自体をさせられ

たということは、決してないのです。自分の判断でやっていることだから、自分の意思で

ちゃんと意思表示をして、いらないのならいらないと言って、トラブルに巻き込まれない

ようにしよう。 

でも、実際に私がセンターに行って、相談を受けている中で、消費者自身のわがままも

あります。ですので、良識ある公民として、どうするのが一番いいのか。自分で主体的に

考えて、行動できるようになってほしいと思います。 

消費生活センターのときの私の経験などの話をすると、生徒たちは、すごく食いついて

きました。特にネットオークションなどの話だったら、そんな仕組みになっているのか、

逆に怖いということを言っている生徒などもよくおりました。 

社会に出る前に、私が伝えたいことということで、やっぱり契約です。本当に必要なの

か、絶対にいるものなのか、あったらいいというものなのか、なくてもいけるのかなど、

それをよく判断することです。お金については、なければ我慢するのか、どうやったら買

えるのか、そういうところを考えていかないといけないので、金銭教育、金融教育という

のは大事だというのをすごく感じております。 

悩んだとき、困ったときの相談先で、特に大きな買い物をするときは、自分の家族であ

ったり、友達であったり、買う前にまず相談をして、買った後で何かあっても、誰かに言
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うことで、解決策は見つかるから、必ず相談して悩まないこと、みんなには、周りに友達

がいるからということで、授業を締めくくりました。 

授業を終えてなのですが、生徒たちの感想からです。高校３年生の授業ということで、

すぐそばにひとり暮らしが待っている子たちがたくさんいます。ですので、この授業の内

容を聞いて、自分に差し迫っている、自分で契約をしなければいけない、どうしたらいい

のか、よくわからないことが多くあります。特に経済的なことも絡むので、損をしないよ

うに、しっかり考えていこうと思ったという前向きな意見を、生徒たちからたくさんもら

いました。 

トラブルの引き金自体は、自分かもしれません。自分で考えて、自分で選択して、決定

をして、自分で責任のとれる生徒に育ってほしいと思っています。研修当時、相談員さん

からもいろいろと教えていただきました。その相談員さんのお話の中で、県内の大学生が

たくさんマルチ商法にひっかかって、大きな説明会を開くことがあったという話を聞きま

した。その説明会を見に行ったら、それではいけない、未来ある子供たちがそんな詐欺に

ひっかかって、生活が困るというのはいけないというお話が10年ちょっと前にありまして、

ずっとそういう思いを持ちながら、消費者の分野については、生徒たちに話をしてきまし

た。 

いろんな相談の話から考えても、おもしろい話から重たい話まで、いろいろ生徒たちに

しゃべってきましたが、事実に基づいているということで、生徒たちは、一生懸命授業の

内容を聞いてくれました。ですので、これからについても、いろんなことを授業として、

大切なことを教えていきたいというのが、私の希望です。 

改めてこの教材を使用して、授業をしてみまして、自分の授業であったりとか、生徒た

ちにとって、何が大切かということを考える機会になりました。こういう機会を与えてく

ださったことに感謝して、これで私の発表を終わりたいと思います。御清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○司会 立石先生、どうもありがとうございました。 

続きまして、徳島県立新野高等学校の西村陽子先生より、御報告をいただきます。 

西村先生、よろしくお願いいたします。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 徳島県立新野高等学校の西村です。本日は、よろしく

お願いします。 

最初に、本校の概要を御説明します。本校は、県南の阿南市新野町にあり、昭和18年に

那賀農林学校として設立されました。その後、農業、家庭、普通科などを経て、平成15年

に総合学科が新設され、今年度で創立75周年を迎えている学校です。本年度は、生徒数、

男子93名、女子130名、合計223名で１年を終えようとしています。各年次３クラスで構成

されています。また、来年度末で閉校となり、阿南工業と合併して、阿南光高校としてス

タートすることになっています。 

２、総合学科について、本校の総合学科は、４系列で構成されています。 

教育課程は、このようになっています。１年生は、クラスごとに授業を受けますが、２

年生、３年生になると、ほとんどが選択科目となり、生徒は、自分の進路等に合わせて、

自分だけの時間割を作成して、学んでいきます。 

選択科目の一覧です。このように多くの選択科目があり、生徒は、自分の進路や興味・

関心に応じて、授業を選択します。資格取得を目指した授業もたくさん設定されています。 
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今回は、１年生の必修科目である家庭基礎の中で、実践を行いました。家庭基礎には、

衣食住、保育、高齢者、経済生活など、様々な分野があります。消費に関することは、全

ての分野に関係していくことなのですけれども、今回は、経済生活の中の消費者本来の現

状と課題という題材の中で「社会への扉」を利用しました。「社会への扉」を利用するま

でに、教科書で、現在の消費の特徴や契約、問題商法についての学習は終えていた状態で

す。 

家庭科の授業を通して、生徒たちにつけさせたい力というのは、学んだことを実生活の

中で生かす力です。問題に巻き込まれないことが一番いいのですが、問題が起きたときに、

少しでも被害を少なく、小さくするために、できるようになってほしいことに重点を置い

て、授業を進めました。 

最初に、クーリングオフ制度について、取り上げました。クーリングオフの意味や条件、

方法などを説明しました。確実な方法として、内容証明郵便を用いた通知の仕方を説明し

ました。スマートフォンでのやりとりが当たり前になっている生徒にとっては、郵便を出

すこと自体が身近なものではなく、消印有効という言葉もぴんときていない生徒もいたの

で、実際に内容証明郵便の表紙を提示しながら、ゆっくり時間をかけて説明をしました。 

その後「社会への扉」を配付し、１～２ページにある一例を取り上げて、授業を進めて

いきました。取り上げたのは、赤で囲んだ３つの事例です。冊子を配付する前に、これら

の事例を黒板に提示して、一つ一つ事例を紹介していきました。この事例に対して、クー

リングオフや解約ができるのかを質問して、生徒に答えさせました。 

事例１は、高校生が化粧品店で、親に内緒で10万円の化粧品を契約してしまった場合、

事例２は、町で呼びとめられて、10万円の絵画を契約してしまった事例です。事例３は、

ネットショップで１万円のＴシャツを買ったが、似合わないので、返品したいという事例

です。その後「社会への扉」を開き、なぜそれは解約できるのか、できないのかというこ

とを、一つ一つ確認をしていきました。 

事例１では、店舗での購入であるので、クーリングオフの対象にはならないのだけれど

も、未成年者の契約であるため、取り消すことができるということ、事例２では、キャッ

チセールスの販売形態であるため、クーリングオフ制度を利用できるということ、事例３

では、通信販売であるため、クーリングオフの対象外になるという点を確認しました。 

その後、事例４を提示しました。インターネットショッピングでのクーリングオフはで

きないのだけれども、にせものだったという事例です。スマートフォンを利用してのイン

ターネットショッピングをしているという人は、かなりの数いるようで、このような事例

に出会うことも、たくさんあるだろうと考えて、設定をしました。 

通信販売では、クーリングオフ制度を利用できない、契約は一方的に解除できないとい

う条件があっても、まだ解決する方法はあるという流れで、消費者契約法の説明に入りま

した。「社会への扉」の５ページにあるプラスアルファの部分を利用しました。 

今回の授業では、クーリングオフ制度や消費者契約法、制度を利用する条件や方法など、

多くのことを盛り込んでいたので、授業の最後で、次のようなチェックシートを作成して、

配付しました。自分の消費生活の中で問題が起きたときに、クーリングオフできるのかど

うかを判断できるように、また、消費者契約法に該当する事例ではないかということを検

討すること、自分で考えても、どうにもならないと思ったときには、このままにせずに、

必ず相談すること、絶対に諦めないということを生徒に伝えました。 
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生徒が頼っていく先として、消費生活センターがあるということを紹介して、最寄りの

センターの電話番号をチェックシートに記入をさせました。 

その後の授業で、生徒に消費生活センターの番号は、自分のスマホの中に登録したのか

と聞いたところ、していないという生徒が多く、前回の授業だけでは、定着していかない

ことを実感しました。そして、そのときの授業で、十分説明できていなかった消費者ホッ

トラインの188番を取り上げて、119番や110番と同じように、自分が本当に困ったときに頼

っていく番号であることを説明しました。 

授業を終えての生徒の様子です。事例について、考えたときには、それぞれが自分の正

解を出そうと一生懸命考えたり、自分の答えが合っているのかを気にしながら、話を聞い

ていました。 

また、生徒が自分のこととして考えられるように、私が以前に勤めていた学校での事例

を挙げて、修学旅行で行った東京でキャッチセールスにあって、Ｔシャツの割には、とて

も高価な額のＴシャツを購入して、徳島に帰ってきてしまったという事例を挙げて、なる

べく身近な問題として、授業に取り組めるように工夫をしてきました。 

「社会への扉」にある事例は、生徒にとっては身近なものであり、ありそうという事例

が挙がっていたので、生徒に冊子の感想を聞くと、見やすい、わかりやすいという意見が

多くありました。 

内容証明郵便という言葉は、定着はしていないのだけれども、電話などではなくて、書

面で通知することを覚えていました。 

授業の実践は10月に行ったのですが、この発表に関して、つい先日、もう一度、お金の

使い方で困ったことが起きたときにどうするのかという問いかけをすると、消費生活セン

ターに相談するという答えは、すぐに返ってきました。それだけでも覚えてくれていたら、

この記憶をたどって、相談できるようになっていくのかと思いました。 

学んだことを実践するのが、授業の一番の目的、目標であるのですが、最初の段階で、

問題に巻き込まれないような、冷静な判断ができる大人になってほしいと思っています。

家庭科の授業では、４時間から６時間ほどかけて、消費生活のところは勉強するのですが、

機会がありましたら、このような冊子を使って、こういう生徒の印象に残るような授業を

していけたらと思っています。 

これで発表を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○司会 西村先生、ありがとうございました。 

続きまして、徳島県立阿南支援学校、岡本友美先生に御報告をいただきます。 

岡本先生、よろしくお願いいたします。 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 阿南支援学校の岡本です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

座って失礼します。 

阿南支援学校での「社会への扉」を活用した授業実践について報告させて頂きます。 

阿南支援学校は、知的障がいの児童生徒を対象にした特別支援学校です。教育目標は、

一人一人の特性に応じた教育を行い、その可能性を最大に伸ばし、社会参加や自立に向か

う児童生徒の育成を図るということで、小学部39名、中学部34名、高等部66名の計139名の

生徒が在籍しています。 

高等部についてです。高等部は、男子48名、女子18名の計66名です。学科は、普通科、



 

14 

 

生活科学科、産業工芸科の３学科があります。普通科は、職業基礎コース、生活基礎コー

スの２つのコース、生活科学科は、クリーニングを、産業工芸科は、木材加工を主とした

内容となっています。 

普通科についてです。普通科には、生活基礎と職業基礎の２つのコースがあります。今

回の授業の対象となるのは、普通科の職業基礎コースの生徒が対象となります。作業学習

を中心に、幅広い学習、体験を通して、働く力や意欲の育成を目指す教育課程となってお

り、卒業後は、一般就労や社会的就労につきます。 

普通科の職業基礎コースの作業風景となっています。園芸、陶芸、手工芸、ポスター剥

がし、造花の組立などを行っています。 

平成29年度の進路状況になります。先週の金曜日に卒業式がありました。卒業生24名中、

一般就労が９名、福祉的就労が15名となっています。 

今回の授業の対象について、説明します。普通科、職業基礎コースの34ＨＲ、35ＨＲの

男子８名、女子４名の計12名となります。全員知的障がいがあり、うち自閉症４名、高次

機能障がい１名です。家庭の授業は、毎週水曜日の２時間です。食物、被服、お金、洗濯

と、各自の年間目標を参考にして、主に卒業後の生活に役立つ内容を指導しています。ま

た、特別支援学校での消費者教育は、家庭の時間にそれぞれの生徒の実態にあわせて、行

っています。 

これらの状況を踏まえ、高校３年生である生徒たちを対象に、彼らのこれからの生活に

すぐに生かすことができるような授業と考えて「社会への扉」の３ページを活用し、今回

の授業は、賢い消費者になろう、全９時間で授業を計画しました。 

今日は、その中でも、研究授業を行った、商品に表示されている情報を調べようについ

て、紹介していきたいと思います。 

目標は、次の３項目になります。商品を選ぶ条件を理解することができる、商品につい

ているさまざまな情報を意識して、買い物をする必要性を知ることができる、いろいろな

観点から、商品を選択することができることです。 

本時の目標についてです。本時の目標は、次の４項目で設定しました。それでは、本時

の授業内容について、実際に使用したスライドを見ながら、紹介したいと思います。 

学習の目標を提示しました。 

次に、消費者とは何かについて、概念の理解が深まるよう、包むようにわかりやすく、

かみ砕いて紹介しました。 

テーマについて、確認しました。 

家庭での買い物や消費期限、保存方法についての調べ学習として、宿題を出していまし

た。これらを各グループに分かれて、宿題の読み合わせをしました。 

冷凍、冷蔵、常温のそれぞれの保存方法の確認をしました。 

宿題を読むときに、表記の理解が進むように、注意事項を確認しました。 

グループに分かれての発表部分の風景です。これを班の代表者に発表させました。班に

よって、商品の保存方法や保存場所が違うというところに気づきがありました。 

グループワークを通して、わかったことです。グループの半数は、消費期限や保存方法

について、日常生活で実践できる状態まで理解が進んでいました。ただ、残りの生徒は、

消費期限の記載については、理解できていたものの、消費期限の日までに食べること、保

存方法を理解し、日常生活で確実に実行できるまでには、具体的な行動レベルでの学習が
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必要であると感じました。 

消費期限が記載されていない商品もあることを紹介しました。具体物を提示して、考え

させました。消費期限の記載のない商品を、どこで判断したらよいのかを確認しました。

消費期限のあるもの、消費期限のないものをどこで判断して食べていくかを確認しました。 

次に、ここで、３つの大切なこととして、生徒たちに考えさせるため、提示しました。 

最後に、今日、学んだことをクイズ形式で確認を行い、学びを深めました。 

クイズの例です。どちらを買うということで、今日は、12月13日です。12月20日までの

牛乳と12月13日の牛乳、当日に牛乳を１リットル使い切る予定がない限りは、どちらを買

うかな、ということで考えさせました。 

消費期限の記載のない生鮮食品で、どちらを買うということで、ジャガイモと芽が出た

ジャガイモ、正解を提示しました。 

どこに保存をするということで、お刺身の保存方法を確認して、袋の中に保存をするの

か、冷蔵庫の中に保存するのかということで、生徒たちに質問をして、正解を出しました。 

今日のまとめです。買い物をするときに気をつけること、賢い消費者になるために大切

なことを、今日のまとめとして、再度、確認をしました。 

次の時間の授業内容はということで「社会への扉」の９ページ、10ページを活用して、

暮らしの安全について理解をしよう、消費者センターについて知ろうというテーマで、学

習することを予告して、授業を閉じました。 

ちなみに、これは、おにぎりの中に入っている虫です。この写真は、異物混入について

の教材です。 

今回の授業での工夫についてです。コンビニエンスストアでの買い物に限定しました。

消費期限の理解が深まるよう、同じ種類の商品で、消費期限の違うものを用意しました。

消費期限の記載がない生鮮食品の劣化について、具体物を用いて、紹介しました。一般の

私たち大人でも、消費期限と賞味期限について、迷ってしまいます。生徒たちの障がいの

特性上、消費期限と賞味期限の両方を教えると、混乱してしまうと考えられるので、消費

期限に限定して、授業を行いました。 

商品の種類によって、消費期限や保存方法が違うことに気づかせるため、宿題をグルー

プで行いました。卒業後は、家庭で過ごすことが長い生徒たちです。学校で学んだことを

家庭でできるよう、家庭と学校との連携を深め、消費生活に関する意識を高めるため、家

庭で購入した商品の消費期限や保存方法の宿題を出しました。用語や語句は、丁寧にかみ

砕いて説明し、理解を助けるよう配慮しました。 

繰り返し学習することにより、理解の定着を図りました。具体物や写真、イラストを活

用することで、視覚的にわかりやすくし、生徒が興味・関心を持ちやすいように、配慮し

ました。クイズ形式での定着を図りました。 

以上の10点が、今回の授業にあたり、配慮したことになります。 

今回の授業による生徒の変化についてです。給食で毎日出される牛乳やジャム、デザー

ト、プリンやヨーグルト、ゼリーに記載されている消費期限や表示内容を気にする姿がよ

く見られるようになりました。２月の神戸卒業遠足では、お土産を買う際、焼き菓子やゼ

リーなどの消費期限を気にしながら、購入できていました。 

保護者の方から見た変化ということで、一緒に買い物に行くと、消費期限や商品の表示

内容をよく確認している。また、冷蔵庫に消費期限が近いものがあれば、食べようと声を
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かけてくれるようになったということです。 

ライフステージに関しては「社会への扉」のテキストが非常にわかりやすく、生徒たち

の自分の今、体験したことがある、これから体験していくことであろうことを、イメージ

しやすかったようです。この「社会への扉」のテキストは、子供たちが生きていく上で、

必要な項目がわかりやすく網羅されています。今後も、このテキストを活用して、実践し

ていきたいと思います。 

これで「社会への扉」を活用した授業実践について、報告を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手） 

○司会 岡本先生、ありがとうございました。 

瀬尾先生、立石先生、西村先生、岡本先生、皆様、どうもありがとうございました。 

授業報告は以上となります。 

続きまして、消費者教育次世代リーダー認定表彰式を行います。 

本表彰は、徳島県が行うものでございます。そのため、ここからの進行につきましては、

徳島県の御担当者にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○加茂徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課課長補佐 失礼します。

徳島県危機管理部消費者くらし政策課の加茂と申します。 

私からは、認定表彰について、説明をさせていただきます。 

この表彰は、今年度、徳島県消費者情報センターが、学校における消費者教育の推進に

向けて、実施いたしました。出前授業のサポーターとして、積極的に授業に参加し、児童

生徒の指導に関わられた鳴門教育大学の学生に対しまして、消費者教育を担う次世代リー

ダーとして、認定し、表彰を行うことでございます。 

今年度の活動につきましては、御手元にお配りしております、消費者教育次世代リーダ

ーの活動報告資料を御覧いただければと思います。 

それでは、認定される皆様は、前にお進みください。 

認定者は、徳島県危機管理部消費者くらし政策課長兼徳島県消費者情報センター所長の

勝間基彦より、授与いたします。 

順にお願いします。 

（９名の出席者に認定証を授与） 

○加茂徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課課長補佐 それでは、表

彰者の代表より、一言、御挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

○代表者 失礼します。出前授業に参加させていただいて、生徒の皆さんがロールプレイ

ングをしたり、また、分からないことは積極的に質問しておられ、自分も消費者の１人で

あるということを、自覚していたと感じました。 

今後、教員を目指した私たち学生にとっても、貴重な体験となりましたし、これからも

消費者教育について、学び続けていきたいと思っております。ありがとうございました。

（拍手） 

○加茂徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課課長補佐 ありがとう

ございました。 

今後、消費者教育次世代リーダーとして、学校や地域で御活躍されることを期待してお

ります。 

以上で、消費者教育次世代リーダー認定表彰式を終了いたします。 
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○司会 それでは、ここで、一度、10分間の休憩をとりたいと思います。 

意見交換会は、10分後の14時45分から開催したいと思いますので、関係者の皆様におか

れましては、それまでの間に御着席をいただけますよう、よろしくお願いいたします。 

御手洗いは、会場を出まして、右手奥にございますので、御利用ください。 

大学構内は禁煙となっておりますので、御注意をいただけますよう、お願いいたします。 

御質問票におきましては、休憩時間中にできるだけ早目にボックスにお入れいただけま

すよう、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（休  憩） 

 

○司会 お待たせいたしました。 

これより、意見交換会を行います。 

まずは、意見交換会の司会者を御紹介いたします。鳴門教育大学大学院学校教育研究科

准教授の坂本有芳先生でございます。 

坂本先生は、現在、鳴門教育大学において展開しております、消費者教育推進プロジェ

クトのリーダーとして御活躍されております。 

これからの進行は、坂本先生にお任せいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○坂本鳴門教育大学准教授 それでは、早速、意見交換会を始めます。 

本日の意見交換会のテーマは「「社会への扉」の全国展開に向けて～消費者行政・消費

者教育に求められること～」です。 

先ほど授業報告をいただきましたけれども、本年度、徳島県の全ての高校・特別支援学

校で「社会への扉」を活用した授業が行われています。今後、こうした実践を消費者庁で

は全国に展開し、若年層に対する消費者力の向上を図っていくとのことでございます。 

本日は「社会への扉」の全国展開を見据えながら、これからの消費者行政・消費者教育

に求められることにつきまして、意見交換を行いたいと思っております。 

本日は、県内外から、消費者行政部局や教育関係者を初め、多くの皆様に御参加いただ

いております。 

皆様から御質問を頂いておりますので、後ほど、できる限り、お時間をとらせていただ

きたいと思います。 

それでは、まず初めに、意見交換会で御発言いただく皆様から、自己紹介をいただきた

いと思います。御所属とお名前をお願いいたします。 

○岩倉文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課課長補佐 文部科学省生涯学習政策

局男女共同参画学習課より参りました、岩倉と申します。 

男女共同参画学習課で、消費者教育を担当しておりまして、学校教育、社会教育の取り

まとめを行っています。学校教育におきましては、学習指導要領の中で消費者教育を推進

することとされておりますし、社会教育の中では、社会教育施設ですとか、消費生活セン

ターと連携した取組を推進するということで、主に私のほうは、連携・協働した消費者教

育ということで、地域のさまざまな関係者、教育委員会、事務局の方々が連携して、消費

者教育を推進できるよう、体制整備に努めております。どうぞよろしくお願いいたします。

（拍手） 
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○米山消費者庁消費者教育・地方協力課消費者教育推進室長 消費者庁消費者教育・地方

協力課の中に、消費者教育推進室というものがございまして、そこで室長をやっておりま

す、米山眞梨子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

「社会への扉」を作るような仕事をしている部署でもございますが、大きなところでは、

消費者教育推進会議を運営しており、また、消費者教育に関する基本的な方針の変更案を

策定して、もうすぐ閣議決定という運びになって、皆様方の目に触れることになろうかと

思います。そういった国全体のことと、今日の「社会への扉」の一つ一つの実践という、

両方、鳥の目と虫の目みたいな形で動かしていきたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

○勝間徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長 徳島県の消費者くら

し政策課長の勝間でございます。どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

○桂徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長 失礼いたします。徳島

県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長の桂でございます。よろしくお願

いいたします。（拍手） 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭 富岡東高校定時制の瀬尾と申します。よ

ろしくお願いいたします。（拍手） 

○立石徳島県立富岡西高等学校教諭 徳島県立富岡西高等学校の立石と申します。よろし

くお願いします。（拍手） 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 新野高校の西村と申します。本日は、よろしくお願い

します。（拍手） 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 徳島県立阿南支援学校の岡本と申します。よろしくお

願いします。（拍手） 

○坂田徳島県消費者情報センター研修生 徳島県消費者情報センターの坂田です。私は、

高校の地歴科の教員です。よろしくお願いします。（拍手） 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございました。 

本日の前半では「社会への扉」を活用した授業報告が行われましたが、実際に教材を活

用した授業報告を御覧になった感想について、岩倉課長補佐、いかがでしたか。一言、お

聞かせいただければと思います。 

○岩倉文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課課長補佐 先生方から、様々な事例

について、御発表いただきました。どの発表も「社会への扉」をうまく活用していただい

ておりまして、「社会への扉」の全てということではなくて、必要な部分を上手に活用し

ていることがわかりました。 

工夫としては、特に写真を使ったり、現物を使うことで、いかに自分が消費生活と関係

しているというところを分かりやすく生徒に示しながら、授業を行っています。また、生

徒の集中力なども気にされて、長い時間だと、なかなか集中力がもたない、理解につなが

らないということについて留意したり、それから、生徒の好きな自動車という話もござい

ました。生徒が関心を持っている自動車に関しての題材を使った消費者教育ということで、

それぞれ「社会への扉」との関係性を持たせながら、授業の中でうまく使っているという

ことです。その中で、クイズを使ったり、生徒の理解度を確認しながら授業を行っていま

す。あと、グループ学習などを使って、それぞれの意見が違うということも、学ばせてい

るということもございます。 
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それから、成果として、実際の授業を行った後に、生徒の変化が多く見られているとい

うことで、どの取組も非常に素晴らしい取組という印象を持ちました。 

「社会への扉」につきましては、文部科学省におきましても、教科書の専門家である教

科調査官が、作成段階から協力して、授業の中でも活用していけるような形で作成をして

おります。 

現在、徳島県の中の全ての高校で活用していただいているところであり、これを全国に

広めていくということでございます。本日いただきました先生の御報告は、非常に力強い

ものと感じております。これらの事例を日本全国に推進していきたいということで、文部

科学省といたしましても、消費者庁と連携しまして、今日いただいたお話なども参考にし

ながら、全国に推進していきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

米山室長にも授業報告を御覧になった感想と、あわせて今後の全国展開につきまして、

お話をいただければと思います。よろしくお願いします。 

○米山消費者庁消費者教育・地方協力課消費者教育推進室長 感想といいますと、今、岩

倉補佐が網羅的に全てお話しくださったので、重なるところは避けまして、「社会への扉」

をうまく使って、全部ではなくて、必要なところを先生方が料理をしてくださっていると

いうことで、ありがたいと思いました。 

それと、実践的な力を身に付けるということは、頭に入れて、覚えて、テストで答える

ということではなくて、実際の生活の中で使っていけることが大事だということを、どの

先生もとてもお考えくださっている。特に困ったときにどうするのか、泣き寝入りなんか

しない、188だ、そこまで教えてくださっているのが、本当にありがたいですし、まさに私

たちとしても、そこをお伝えいただきたいと思っていたので、どれもこれも素晴らしい、

嬉しいと思って聞かせていただきました。 

全国展開に先立ちまして、今日のこともそうなのですけれども、色々な先生が活用して

くださった事例を、他の皆様、まだ活用していない皆様たちにも伝えていけるように、事

例集を作成するということも考えておりますので、そういったことでも御協力いただけた

らと思っておりますし、他県への働き掛けということは、この後、色々なお話を聞きなが

ら、私たちも勉強していくのですが、18歳で成人になってしまう時代が来るということを、

徳島の先生はもう御理解いただいていますけれども、まだまだ全国の先生にはお分かりい

ただけていません。教え子たちが、学生の間に成人になってしまう、ここのところをまず

知っていただいて「社会への扉」も使いつつ、先生方のお力で、被害に遭う成人が１人で

もいなくなるように、進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

成年年齢の引下げへの対応は、待ったなしということで、今後は全国展開に向けて、他

県での活用や教材の改善、また、事例集の作成などが行われるということです。ありがと

うございます。 

それでは、授業報告をいただきました先生方から、お話を伺いたいと思います。先生方

からは、３点、お願いいたします。 

１点目は、最初に「社会への扉」を活用した授業を全県的に実施すると聞いたときに、

どのように思われたかということ。 
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２点目は、教材を活用した授業を行う際に、大変だったこと、御苦労されたことなどを

お聞きしたいと思います。 

３点目は、「社会への扉」の教材としての感想、使いやすさ、使いにくさなど、率直な

意見をお聞かせいただければと思います。 

瀬尾先生から、順番によろしくお願いいたします。 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭 お願いします。 

「社会への扉」を活用して授業をするということを聞いたときに、チャンスだと思いま

した。私は、定時制に赴任して、まだ１年たっていないのですが、この１年弱の間で消費

者トラブルに巻き込まれた生徒を何人も見てきました。 

生徒たちが消費者トラブルに巻き込まれないように、また、もし巻き込まれたとしても

泣き寝入りすることなく冷静に対処できるように、必要な知識や考え方を詳しく教えたい

と思っていました。ずっと考えていたことを実行に移すチャンスだと思ったのです。 

大変だったことは、小さい字で書かれている文章に対して苦手意識を持つ生徒が非常に

多いので、教材の活用のタイミングに工夫を要した点です。そこで、基本的にはスライド

を用い、ここぞというときに「社会への扉」の該当ページを確認することによって、「こ

の冊子は使える」と、彼らに認識してもらうことを心がけました。 

「社会への扉」は非常によくできていて、非常に使いやすい教材でした。生徒たちも、

「社会への扉」を活用して、実際に消費生活センターにも足を運び、皆で力を合わせて消

費者トラブルを解決するという貴重な経験ができました。「社会への扉」の内容が、生徒

たちにとって生きた知識になったと思っています。いい機会を与えていただいて、ありが

とうございました。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございました。 

立石先生、お願いします。 

○立石徳島県立富岡西高等学校教諭 お願いします。 

この教材を使うと初めて聞いたときに、自分が研修に行ってから10年余り、やっと消費

者教育が始まったということを、すごく感じました。実際に自分が研修を終えてから今ま

での間を考えても、生徒諸君の中で、いろんなトラブルに遭った、先生、どうしたらいい

のかということを聞いたことも幾つかありましたので、やはり伝えていかなければいけな

い。確かに、毎年、消費者の授業はあって、同じように生徒たちには伝えてきましたが、

自分たちでできること、何より契約についてちゃんと見られる子になってほしいというこ

とを、改めて考えるようになりました。 

教材に関しての苦労なのですが、私個人としては、研修に行って、生の声であったり、

実際に相談も受けてまいりましたので、苦労という苦労はありませんでした。持ちネタが

多い分、教材よりも、実際の言葉で、声で、生徒たちを啓発する、そちらのほうが多かっ

たです。 

強いて言うならば、進学ということを考えたときに、１時間以上、消費者教育でとるこ

とができません。時間と進路の関係から、内容については、大分省略をして進めなければ

いけないというのが、気になります。「社会への扉」自体、内容が非常に詳しく書かれて

いて、生徒たちが持っていてくれれば、何かあったときには、強い味方になるかと思いま

す。１時間の授業の中で、これだけの情報量を使いこなすことは無理ですし、自分の要る

ところだけ、必要なところだけ、見てほしいところだけということでしか使えないのは、
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残念だと思います。 

○坂本鳴門教育大学准教授 時間が足りないという、お悩みがあったということです。あ

りがとうございました。 

西村先生、お願いいたします。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 お願いします。 

まず最初に、活用した授業を実施するということを聞いたときには、消費者教育の必要

性が高まっている、そのことが迫ってきているということを実感しました。また、徳島か

ら全国にその情報を発信していこうとしていることを感じて、そのことを生徒には伝えて

いないのですけれども、徳島から発信していこうと伝えると、きっと自分たちも頑張って、

先頭に立って学んでいかなければいけないということを思ってくれるのではないかと期待

をしています。 

教材での苦労なのですが、私も、家庭科で、消費生活の分野は、時間も結構とってはい

るのですが、法律とか、制度などもどんどん新しいものが出てきて、また、前からあった

のだけれども、私が知らないこともたくさんあるので、授業をする前には、法律や制度の

再確認がたくさんあり、苦労しました。 

実際に読んでもわからないところは「社会の扉」に載っている、一番最後の発行元に電

話をさせていただいて、これはどういうことなのですかと、実際に質問もさせていただき

ました。とても丁寧に教えてくださったので、本当に助かりました。 

あと、教材の感想なのですが、生徒にとっては、カラーであったり、イラストもあって、

とても見やすいのだけれども、逆に冊子を配ると、生徒はそれを見ることに一生懸命にな

ってしまって、こちらの都合なのですが、私が授業で進めたい、話をしたいところがある

のですが、生徒は冊子を見ているという場面もあったので、開くタイミングとか、閉じる

タイミングとか、そういうところを指示していかないと、使いにくい面もありました。 

あとは、クイズ形式もあって、楽しい冊子になっているのではないかと思いました。 

以上です。 

○坂本鳴門教育大学准教授 準備にとても時間をかけてくださったということ、あと、冊

子を生徒に見せるタイミングは、留意が必要だということです。ありがとうございます。 

岡本先生、お願いいたします。 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 お願いします。 

「社会への扉」を活用した授業をすると聞いたときに、「社会への扉」のテキストは、

一般の高校生を対象としてつくられているので、知的障がいのある特別支援学校では、こ

のまま即授業で活用するのは、ちょっと難しいと思いました。 

次に苦慮した点についてなのですけれども、生徒たちは、行動レベルでの学習がとても

大切になります。生活に根差した具体的な教材、具体物が必要なので、対応を工夫してい

きました。ただ、今回、消費期限の日にちは理解できたものの、時間の推移までの把握、

例えばお弁当の消費期限の時刻を把握して、自分が食べる時刻にあわせた消費期限の時刻

のお弁当を購入するということは、ちょっと難しかったようでした。今後も細かくステッ

プアップしていく必要があると感じました。 

次に使いやすさについてですが、このテキストは、すごく図やイラストがたくさん入っ

ているので、生徒の興味・関心を特に引きやすいと感じました。その特性を最大限に利用

して、細かいステップで指導していけば、生徒の理解が深まるのではないかと考えて、授
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業を継続していきました。 

次に使いにくさについてです。「社会への扉」のテキストは、概念の理解に困難を伴う

知的障がいのある生徒達には少し難しく、個に応じて教材対応をしている特別支援学校で

は、正直、使いにくかったです。できれば、特別支援学校用のテキストをつくってくださ

ると、ありがたいです。 

以上です。 

○坂本鳴門教育大学准教授 個々の生徒に対応した授業をされているということで、その

際には、少し難しい点があったということです。ありがとうございます。 

先生方が様々な工夫をされて、準備に大変時間をかけられて、すばらしい授業をなさっ

たということが伝わってまいりました。ありがとうございます。 

徳島県では、平成15年度から、現職教員が県の消費者情報センターの研修生として派遣

されて、学校での出前授業の講師として、学校と行政をつなぐ消費者教育コーディネータ

ーの役割を果たしています。 

立石先生はそれを経験されて、研修を終わられて、10年ほどたったということです。 

今、発言者として出席されています坂田先生は、学校で「社会への扉」を活用した出前

授業を実践されたと伺っています。他県においても、外部講師を活用して、出前授業の形

で「社会への扉」の教材を活用する授業もあろうかと思いますので、その際の課題があれ

ば、坂田先生にお話しいただければと思います。 

○坂田徳島県消費者情報センター研修生 私が今年、出前授業に出た回数は、84回です。

うち「社会への扉」の活用も含めた、同じような内容を15回実施しました。 

実施しての感想なのですが、先生方がおっしゃるように、この教材に書かれている当た

り前と考えられている知識が、生徒にとっては当たり前のような状態になっていない部分

に危機感を感じています。 

課題としまして、出前授業を現場の先生方に活用していただいて、この知識を知っても

らうこと、その努力を続けることが必要であると思います。 

私がしているのは、先ほど表彰でも、大学生の方の話がありましたけれども、今年は、

鳴門教育大学の学生さんと一緒に協力して、出前授業をすることによって、現実味がある

ロールプレイングを大学生と一緒にやったり、あるいはグループ活動のところに、大学生

に入ってもらって、対話をより深めていくというような、今、現場の先生方は、非常に忙

しい状態でありますので、学生と一緒にすることで、魅力ある内容をつくって、こういう

内容だったら、現場で使ってみたい、実際にそういう準備をする時間が十分にとれないか

ら、これが活用できたらいいと思えるような授業の幅をできるだけつくって、現場の先生

方に活用していただいて、その知識が生徒に身近なものになり、さらには先生方の多忙化

という、忙しい状態をちょっとでも軽減できればいいという気持ちで、毎日、取り組んで

いる状態です。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

他県で実施する際に、どんなことに気をつけたらいいとか、アドバイスみたいなものは、

坂田先生からございませんでしょうか。 

○坂田徳島県消費者情報センター研修生 アドバイスというわけではないのですが、消費

生活センターには、さまざまな消費生活に関する情報が集まってきています。具体的な消

費者トラブルの内容、あるいは消費生活相談員の方々の知識、そういう情報などが集まっ
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ていますので、教材化を図る必要があると思います。私は教員で、教材化するというのは、

毎日の授業の中でしてきていますので、そういう情報を教材化するという視点のもと、で

きた教材が、先生方に使っていただきやすいという形があるので、徳島県のように、教員

を経験されている人が、センターのようなところに行って、貴重な情報を教材化するとい

う視点や、そういう制度がなくても、先生方に協力をしていただいて、その視点を導入す

ることによって、貴重な情報をどう教材化していくのか、そういう視点があれば、連携・

協働につながっていくと感じています。 

○坂本鳴門教育大学准教授 教材化をしていくときに、いろんな経験があってこそという

ことです。ありがとうございます。 

それでは、これから全国に展開していく際に、いろいろ課題が出てくるのではないかと

思いますけれども、米山室長、いかがお考えでしょうか。 

○米山消費者庁消費者教育・地方協力課消費者教育推進室長 ありがとうございます。 

今、特に坂田様から言っていただいたような、教材を活用できるかという点ですが、学

校の先生は、すごく勉強もされて、社会の事象を自分が教えられるように準備されるのだ

けれども、現実にはとても忙しい、多忙な中でやっておられる。消費生活センターでの御

勤務の経験がある先生なら、それはアドバンテージなのだけれども、そうではない先生も

多い。多いというか、消費生活センターなんか知りません、行ったことがありませんとい

う先生もおられると思います。そういう先生方に、より実践的な情報提供ができる仕組み

も大事だと、今、伺っていて思いました。 

「社会への扉」を作った時点では、もちろんそういったものをいっぱい詰め込んではい

ますけれども、日々新しいことが起こる。かといって、教材をいちいち更新していくとい

うのも、それはそれでまた大変です。なので、消費者庁だけではなくて、各都道府県とか、

消費生活センターとか、御指導いただく方たちとの連携をもっと作っていくことが、具体

的に大事なことだと思います。 

これから全国展開していく中で、先生たちだけに、これで教えてくださいと、お任せす

るのではなくて、色々な人たちがバックアップして、出前講座だけではなく、出前になる

前の情報提供みたいなことも含めた連携の仕組みをつくることも、あわせて進めていかな

いと、難しいだろうと思いました。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

全国展開をする際には、消費者行政部局と教育を担う教育委員会との連携が非常に重要

だということで、私自身もそこをしていかなければいけないと思っております。消費者行

政の部局は、何が起こっているか、どういう消費者問題があるのかということを把握して

いますけれども、学校現場にいるものは、そこがよくわかっていなかったりしますので、

連携を深めていくことがとても重要なのではないかと、日々感じているところです。 

今回、徳島県を挙げて、全部の高校で「社会への扉」を使って授業をすることになりま

したけれども、こういうことがあるから、急に連携するといっても、なかなか難しいもの

ではないかとも思うのですが、今回どのように連携を進めて、徳島全部で行うことができ

たのかということを、勝間課長にお話しいただきたいと思います。 

学校現場は、今、非常に多忙で、消費者教育のみならず、キャリア教育ですとか、主権

者教育など、たくさんの何とか教育というものがあって、消費者教育を入れていくのが大

変だという声もあるのですけれども、どのように連携をされて、どのように進められてい



 

24 

 

たのか、勝間課長からお願いできればと思います。 

○勝間徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長 徳島県で消費者行政

を担当しています、消費者くらし政策課の課長をしております、勝間でございます。 

私自身も事務職ということで、一般の普通の県の職員でございます。今回、県内の全て

の高校で授業をしていただくということで、お願いしたわけなのですけれども、何やかん

やいっても、教育委員会としっかりタッグを組んで、前に進めなければいけないというと

ころが、一番重要になります。特にモデル校を指定して、１校、２校ということではなく

て、全部でやろうという話になってくると、それなりにしっかりとした準備が必要だとい

うことを改めて感じました。 

進めるに当たって、中身の話よりも、手続面で気になったことがあります。先ほどペー

パーでお配りをさせていただきました。私が気になっている点という部分で、２点、ここ

には書かせていただいております。 

まず教育委員会としっかりとした連携を図るためには、教育委員会さんがどういった意

思決定の手順とか、時期を決めていかれるのかということを、こちらが把握していないと

いけないと思います。例えば他県の消費者行政の担当者、また、我々のほうで、突然学校

に行って、「社会への扉」で来月から授業をしてもらえませんかと言っても、絶対に無理

です。いつごろ、その話をしに行ったらいいのだろうかというところがわかりにくい。そ

れについては、ここに書いてありますとおり、来年度の分については、前年度でかなり調

整をしたり、年度当初には、授業計画ができますという話も聞きました。 

先ほどの報告にもありましたけれども、それぞれの先生がどこで授業をするのかという

のは、先生方によって違うのです。学校によって、クラスによって、みんな違うというこ

ともあります。そこの中で位置づけてもらうためには、いつごろ話をすればいいのだろう

かみたいなことは、しっかりと事前に調整をしていくことが必要だと思います。 

そこで特記していますけれども、校長会、そういう意思決定の機関があります。そうい

うものがいつ開かれて、そこでどういう議題をいつまでに出さないといけないのか、それ

と、言われたのは、文書です。正式な依頼文書を学校は欲しいという、非常に強い要望が

ございました。そういったものをちゃんと出していくということでございます。 

その中でのポイントは、教育委員会の中の手続の話は、我々にはわかりにくい部分もご

ざいます。我々が学校現場を知っているわけでもございません。そういうことを聞ける相

手が必要だと思います。私自身でいえば、センターの所長も兼ねておりますので、先ほど

発表されました坂田先生も、我々と同じところにおりますし、私のところにも、１人、高

校の家庭科の先生がいます。あそこに座っております、加茂という先生がおりますので、

そういった人に聞く。そして、いつごろ、どういう形でお話を持ちかけたらいいのかとい

うことを、しっかりとステップを踏んでいくことが大事になります。丁寧にそこはやって

いかないと、後で、それは聞いていないというお話になっては困るので、今回、進める中

でも、理解いただいたところでございます。 

２点目は、現場目線に立った教材の活用ということで、私の思い込みで、一番最初、「社

会への扉」を学校で活用するというのは、１ページ目からめくって、知識を伝えるような

形式の授業を思い浮かべてしまって、非常に恥ずかしい思いをしました。そうではなくて、

これをカスタマイズして、それぞれの先生方がいろんなやり方で活用された。これ以外の

教材をつくられたり、スライドをつくられたり、いろいろ工夫をされております。この使
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い方について、最初のうちは、ここら辺を教えてもらいたいみたいな話をちょこちょこ言

ったりしていたのですが、そうではなくて、現場の先生方にお任せしないと、広がってい

かないという思いを非常に強く持っています。 

特に私のような教育現場を知らない人間からすると、例えば今日も、後ろのほうに、家

庭科とか、社会の教科書を置かせていただいております。何で置いてもらっているのかと

いいますと、我々のような立場の人間は、実際の教科書に消費者行政の絡みはどれぐらい

書いてあるのだろうかということを知らないのです。今回、私自身は、この４月から直接

の担当になりましたけれども、資料集で結構詳しく載っているものがあっても、なかなか

気づいていない。そういうものをしっかりと知った上で、それぞれお願いにいくというと

ころが、重要になってくるのではないかと思います。相手方が何をどういうふうにしたい

のかということと、うまくすり合わせていくことが、非常に重要なのだろうと思っており

ます。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。行政側の立場からの御意見を勝間課

長から伺いました。 

それでは、教育委員会からの御意見というか、状況をお知らせいただければと思います。 

○桂徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長 失礼いたします。教育

委員会の桂です。 

先ほど前に座っていらっしゃる現場の先生方の活用を聞きましたけれども、非常にすば

らしいです。すごく勉強されています。教員は一生懸命勉強するのですが、限界もござい

ます。非常に専門的なことについては、わからない部分もあります。そんなことがありま

すので、消費者教育のあり方について、専門家の方から学ぶ講座も非常に有効でございま

す。そういうことをしようとすると、例えば先ほどから話にありますように、消費者情報

センターと連携して、教員向けの研修講座を開くということは、非常に有効ですし、必要

なのではないかと思います。 

それから、先ほどから話がありましたけれども、坂田先生がセンターに行っているとい

うこともございます。ほかの県は知りませんけれども、そういうことを積極的にやってい

くことは、非常に重要なのではないかと思います。 

これも先ほど話がありましたけれども、出前授業といいましょうか、生徒向けの授業、

いわゆる学校の先生がする授業は、当然重要なのです。それが基本だと思いますけれども、

学校の先生でない人、生徒もたまに学校の先生でない人から聞く話に対しまして、敏感に

反応しますので、出前授業というものも、消費者情報センターでありますとか、いろんな

関係のところ、消費者行政が一体となってやっていくことは、大事だと思います。 

これも先ほど課長からお話がありましたけれども、家庭科の専門の方が、昨年まで私の

課におりまして、今年度は消費者行政のほうに移っている。そういうことで、人間関係と

いいましょうか、教育委員会側と行政側の関係が非常に円滑にいっています。人事面です。                        

なおかつ、教育委員会は、県庁の９階にありまして、消費者行政は10階にあるのです。階

段を上ったらすぐなのです。物理的な距離が近いのですが、心の距離も非常に近くて、す

ぐに相談に行けるというところは、非常に大きいのではないかと考えております。 

○坂本鳴門教育大学准教授 どうもありがとうございました。 

学校で新しい取組をしてくださいと言っても、急にやることは、簡単ではないという状

況ですけれども、コミュニケーションをしっかりとられた。行政のほうは、教育のほうで
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は、どんな手順で物事が進んでいるのか確認して、それにあわせて進めてきたということ

ですし、人的交流もすごくされていて、消費者情報センターでの研修生ということもあり

ますし、消費者行政機関と教育委員会との間の人材の交流などがあるということで、そこ

が非常によいコミュニケーションになって、連携が深まっているというのが、徳島県の大

きな特徴ではないかと思っております。 

ほかに何かつけ加えることなどはありますか。 

○勝間徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長 一言だけあるのです

けれども、私どもは、一般の事務屋さんなので、いろんなところの部署にいるのですが、

大きなプロジェクトみたいな、例えば全ての高校で授業するというのは、非常に大きなプ

ロジェクトになるのですけれども、そこを動かすためには、キーマンになっていく人が、

うちと教育委員会の側にいるかというのが、非常に大きいところだと思います。 

正直言いまして、円滑にいっているように見えるところもあるのですけれども、一方で

は、細かいコンフリクトみたいなものは起こってきたわけです。そこについては、私も何

回も室長のところに行きました。室長に来ていただいたりして、かなりやりとりをさせて

いただいております。普通の業務でも同じなのですけれども、連携、意思疎通をしっかり

ととれるように、どうにか工夫する。最初のときは、正直言いまして、教育委員会へ行っ

て、どういう話をしたらいいか、わからなかった部分もあるのですけれども、そこへ入り

込んでいって、話をしていったというのが、１つ大きなポイントになったと、今は思って

おります。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

桂室長からも何かコメントはございますか。 

○桂徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長 特にはありません。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。消費者行政と教育委員会の連携につ

いて、ヒントが得られたように思います。 

お話にありましたように、今後、文部科学省と消費者庁の連携もすごく重要で、各都道

府県においても、消費者行政、消費者教育の推進に向けて、行政機関と教育機関が連携し

ていくというのは、とても重要だと思います。 

連携をいかに図っていくかということについて、岩倉課長補佐と米山室長から御意見を

いただければと思います。 

まず岩倉課長補佐、お願いいたします。 

○岩倉文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課課長補佐 「社会への扉」につきま

しては、先ほども申しましたが、作成段階から文部科学省も協力をしておりまして、今、

思えば、反省点なのですけれども、例えば文部科学省と消費者庁との連名といいますか、

同じクレジットでつくっておけば、もっと広がりが早かったのではないかと反省しており

ます。 

現在、高等学校の学習指導要領の見直しが検討されておりますので、それを踏まえて、

今後「社会への扉」を見直すこともありますので、引き続き、文科省としては、消費者庁

と連携を図りながら、全国展開もあわせて御協力をしていきたいと思います。 

あと、消費者庁との連携につきましては、コミュニケーションをとっていく必要がある

ということで、定期的な打ち合わせをして、今後どのように消費者行政、消費者教育を展

開していくのかということで、話し合いをしながら、先を見据えながら、検討していると
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ころでございます。 

現在、消費者教育フェスタというものがございますけれども、これも年１回は、消費者

庁の地方消費者フォーラムと一緒になって先進的な取組を発信していくということで、連

携協力をしており、地域の消費者行政部局と教育委員会との連携協力にも、つながってい

くものと思っております。消費者庁と文科省もよくコミュニケーションをとって、先を見

据えた施策を考えていくということが重要であると考えています。 

それから、現場の声、教育委員会、消費者行政部局、消費生活センターの声をよく聞き

ながら、どうすれば効果的に連携できるのかということを関係者の皆様と検討しながら、

連携を進めていくということが、重要ではないかと考えております。 

今、学校の先生も忙しいと言われております。このため、働き方改革ということで、先

生の負担にならないようにということで、いろんな業務改善の工夫がなされているところ

でございます。消費者教育の内容については、指導要領の中に記載されておりますので、

これはしっかりとやっていかなければいけないということでございます。 

今後、成年年齢の引下げということもございますので、消費者行政部局、消費生活セン

ター、教育委員会が一体となって推進していけるように、消費者庁とも、連携して、協力

していきたいと思います。 

以上でございます。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

米山室長、お願いいたします。 

○米山消費者庁消費者教育・地方協力課消費者教育推進室長 同じことになりますけれど

も、今、距離が近いということもありました。役所ですから、同じ建物の中ではないです

けれども、顔が見える関係で話を進めていかないと、難しいというのは、実感として思っ

ております。 

先ほどちょっと言いましたけれども、消費者教育推進法という法律ができたときに、文

部科学大臣と内閣総理大臣が基本方針の案をつくるということも、法律で明記されていま

す。消費者教育を推進するには、消費者庁だけではだめで、文部科学省と一緒にやりなさ

い、つまり現場でいえば、学校の先生と消費生活センターが一緒にやりなさいと、法律が

言っているのです。法律で言うから、言うことを聞きなさいというのは、余りにもひどい

言い方なのですけれども、とにかく手を携えてやろうというのが、消費者教育の分野なの

だと、つくづく思っております。 

何が言いたいかというと、抽象的には「連携します」と、誰でも簡単に言えるのです。

でも、具体的には、一人一人の顔なのです。どうしても、人間だから好き嫌いもあるかも

しれない。だけれども、目的は消費者教育の推進であって、特に今の「社会への扉」は、

生徒たち、子供たちが、被害に遭わない、まともな大人になるために、また、社会のスタ

ートからつまづかないために、どれだけ我々が支援できるか、大人たち全部にかかってい

る、そのために連携をするということがあれば、多少のことは我慢しながら、一緒にやっ

ていけるものではないかと思っております。 

個別のところで、困ったときに、勝手に決めないで、早目に相談するとか、相手に仕事

の進め方をよく理解した上で、教えてもらいながらやるといったことで、進めなければい

けないと思っております。 

以上です。 
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○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございました。 

岩倉補佐の話にありましたように、学習指導要領が変わって、消費者教育は学習指導要

領にも書かれておりますし、今後、充実していくということですので、学校での消費者教

育というのは、充実していく方向にあると思います。新しい課題に対応するとか、現場で

どういうことが起こっているのか、消費者教育というのは、範囲も広いですし、どんどん

変わっていくところがありますので、その情報をしっかり消費者庁の方と連携して、現場

の状況を踏まえた教育にしていくことが、すごく重要なのではないかと、私自身も改めて

学ばせていただきました。ありがとうございます。 

質問をたくさんいただいておりますので、時間が許す限り、質問にお答えいただきたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。結構厳しい、難しい質問がたくさんいただい

ていて、この場で全部お答えできるかどうか、わからないのですけれども、できる限りや

りたいと思います。 

授業実践を報告された先生方に聞きたいということで、「社会への扉」のクイズの中で、

授業内で取り上げられなかった質問とか、生徒からもうちょっとやってほしいとか、そう

いう要望などはありませんでしたかということですけれども、授業で取り上げた場所、取

り上げられなかった場所とか、もっとここが知りたいとか、そういうものは何かございま

せんでしたでしょうか。 

瀬尾先生、いかがですか。 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭 本校は授業時間が40分なので、２回の授

業で「社会への扉」の内容をすべて学びました。今日は、１回目の授業の分を説明させて

いただきました。 

２回の授業で、全てのクイズに取り組み、解説もしております。授業の前と、授業の２

週間後に、同じクイズを解いてもらったのですが、正答率は格段に違っておりました。２

週間たっていても正答率はほぼ100％に近かったので、教材を活用した授業に一定以上の成

果があったと考えております。本校では、「社会への扉」のクイズを全問活用させていた

だきました。 

以上です。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ほかにはどうですか。 

○立石徳島県立富岡西高等学校教諭 私については、クイズのコーナーは全く使っており

ません。ただ、買い物をするときに、どこで契約が成立するのかという問いについて、手

を挙げさせたぐらいです。 

それ以外の授業で扱っていないところについては、後での質問というのは、ありません

でした。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございました。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 新野高校の実践では、クイズの３番、４番、５番だけ

を取り上げました。 

その他のことについては、クイズとしてはしていないのですが、授業の中で、一方的な

のですが、説明して終わりという形になってしまいました。 

特にこのクイズをやっていないというのは、生徒からの直接の声としては、上がってい

ない状況です。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 
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どうぞ。 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 阿南支援学校では、生徒には難しいと思って、クイズ

はしていません。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

いただいた質問票にも、このテキストは難し過ぎる、使うのが難しいという御意見をい

ただきましたけれども、易しくするには、どんな工夫があればいいでしょうか。この教材

だと理解しにくいという生徒さんに、もうちょっと使いやすくなるというところで、岡本

先生、御意見はありませんでしょうか。 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 できれば、全ての漢字に、ルビをつけていただきたか

ったと思いました。字ももう少し大きくしていただければと思います。イラストなどは、

生徒は視覚的に興味があります。 

○坂本鳴門教育大学准教授 今もイラストが入っていてわかりやすいけれども、字を大き

くして、ルビを振るなど、イラストがふやせるところは、もう少しふやしたほうがいいの

ではないかということです。ありがとうございます。 

込み入った質問になりますけれども、続けて、先生方にお聞きします。クーリングオフ

の授業実践をされた先生で、内容証明郵便を取り上げた狙いについて、教えてくださいと

いう質問が来ています。特定記録つきの簡易書留でもいいのではないですか、どうでしょ

うかという質問が来ています。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 配達の記録は残ると思うのですけれども、コピーもと

ると思うのですが、意図としては、確実に内容が証明してもらえる方法として、１つ例を

挙げただけなので、ほかにもいろんな方法があると言えばよかったとは思います。そこだ

けにこだわってという、そこまで強い意図はありません。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

慎重に、本当にやろうと思えば、こういう方法があるということを、生徒に伝えたいと

いうことですね。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 そうです。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

アクティブ・ラーニングを取り入れた授業展開を消費者教育で行うとすると、時間がか

かってしまって、取り扱う内容が減ってしまったりすることはないのかという質問をいた

だいているのですけれども、先生方のコメントはございますか。 

坂田先生、どうでしょうか。アクティブ・ラーニング形式で授業をすると、時間がかか

ってしまって、教える内容が限られることはないのでしょうか。 

○坂田徳島県消費者情報センター研修生 確かに活動する際に、時間が必要になることは

あると思うのですが、先生方も使われていたように、パワーポイント等で、スライドによ

って、今まで教科書を読む中で時間がかかっていたものを、もう少し端的に伝えるような

手段が、環境も含めてふえてきているようにも感じるので、それをうまく利用することに

よって、基本的に押さえるべき知識を効率よく伝えて、今度それをいかに使うのかという、

アクティブ・ラーニングの時間に、時間を割くという形になると、私は感じているのです

けれども、パワーポイントの教材をつくるにも、時間が必要になってくるので、そのあた

りの兼ね合いといいますか、そこがまた問題になってくると思います。私はそういう形で、

時間確保のために、いかに基本的なところを効率よく伝えるのかという形で、伝えている
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つもりです。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

桂室長にお伺いしたいのですけれども、学校教育の現場で、アクティブ・ラーニングと

いうのは、どのように広めているのか、どういう研修機会があるのかみたいな質問もいた

だいているのですが、いかがでしょうか。 

○桂徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長 28年度からそうなので

すけれども、いわゆるアクティブ・ラーニングにつきましては、高校ですと、学校訪問を

私どもの課でやっておりまして、学校訪問をしていく中で、説明をしましたり、アクティ

ブ・ラーニング的な授業をしていただいて、授業の後に研究会をしたりということで、広

めていったりしています。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

いただいた御質問で、授業で活用した部分についてはよいとしても、授業以外で実施す

るとしたら、定期考査とか、評価には、かかわりがないのですかという質問です。 

今日、いらっしゃっている方は、特定の教科の授業で実施されたということです。教科

の評価の一環として、定期考査なども含めて、全体的な評価を出されたということです。

全県的に実施した中では、ホームルームで「社会への扉」を活用したところもあったとい

うことなのですけれども、そのような形になると、評価の対象にはしないということにな

ります。どのように評価されたのですかという質問がございました。 

すぐにお答えするのが難しい内容があるのですけれども、現場の先生の声もいろいろ聞

かせていただきたいということなのですが、教科書で随分カバーできる内容だと思うけれ

ども、「社会への扉」を使ったことで、よかったことはなかったですかという御質問です。

これは、先生方、いかがでしょうか。 

瀬尾先生、どうでしょうか。 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭 現代社会の教科書にも消費者問題に関す

る記述はあるのですが、「社会への扉」のように詳しくは記載されていません。今回、「社

会への扉」を活用したことで、授業中に言及できた内容がたくさんあります。副読本とし

て効果的に用いれば、学びがより深まるのではないかと思っております。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

西村先生、いかがですか。 

○西村徳島県立新野高等学校教諭 家庭科の教科書には、いろいろ載っているのですけれ

ども、生徒は教科書を見ると、勉強する道具だ、難しい、頑張らなければみたいな意識に

なってしまうところがあります。でも、こういうふうに、カラーで、イラストも入ったも

ので、しかも、ページ数も少ない状態で配られると、配ったときは、よく見て、先のめく

らなくてもいいところまで、ずっと見ていたような気がするので、生徒の興味を引くとか、

見たいところを見るという、自主的な気持ちが出てきているので、教科書以外にこういう

ものがあると、非常に有効だと感じました。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございます。 

時間も残りわずかとなってまいりましたので、御質問への回答は、ここで一旦終わりに

させていただきます。 

それでは、最後に、発言者の皆様から、消費者行政、消費者教育推進に向けて、今後、

取り組んでいきたいことについて、御発言いただきたいと思います。 
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岩倉課長補佐からは、高等学校の学習指導要領が変わりますので、消費者教育のところ

についても、改めて教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○岩倉文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課課長補佐 高等学校の学習指導要領

でございますが、今年度３月末に向けて、現在、改訂の作業を進めています。２月14日に、

高等学校の学習指導要領の改訂案を公開しまして、３月15日までパブリックコメントを実

施しているところでございます。３月末の改訂に向けた作業をしているところでございま

す。 

特に高等学校の学習指導要領で、今回、消費者教育の関係では、御承知のとおり、公民

科に新たに公共という科目が設けられまして、多様な契約及び消費者の権利と責任という

内容が盛り込まれておりますし、家庭科におきましても、契約の重要性ですとか、消費者

保護の仕組みについて、理解をするという内容も充実されているところでございます。 

2022年度から、学年進行で進められていくということでございます。 

以上でございます。 

○米山消費者庁消費者教育・地方協力課消費者教育推進室長 先ほどお話したことの続き

になるのですけれども、今日、最初の御挨拶のときに、若年者への消費者教育の推進に関

するアクションプログラムがついております、後で見てくださいということで、御紹介し

たかと思いますが、今、ここで、皆様方から教えていただいたこと、ヒントとしていただ

いたことをアクションプログラムの中に生かしていきたいと思っております。 

アクションプログラムの資料が、御手元にすぐ出るようでしたら、見ていただきたいの

ですけれども、後ろから２ページ目の３ページにございますとおり、「社会への扉」を活

用した授業を実施する都道府県数のグラフをぐんと上げる形で進めたいと思っています。 

今、ここにおられる方々は、徳島の方が中心でありますけれども、それ以外の県の方も

お越しになっていると聞いております。徳島以外の皆様も、徳島での経験を生かしていた

だいて、こういった取組をしていただきたい。 

そのために、消費者庁、文部科学省の連携だけではなくて、金融庁と法務省も連携して

という、国としては、結構珍しい横の連携を明示的に決めたものでございますので、本気

度があるということで、アピールをしたいと思います。「社会への扉」を活用した授業の

実施と、その下、消費者教育コーディネーターの育成・配置、これは先ほどから何度も出

てくる連携を具体的にうまく進めていくためのつなぎ役の方を各県に置いていただき、こ

ちらにおられる坂田先生のような方、あるいは消費生活相談員のプロの方に、こういった

役割を担っていただけるように、国としても、バックアップといいましょうか、お願いを

してまいりたいと思っております。 

以上です。 

○勝間徳島県危機管理部消費者くらし安全局消費者くらし政策課長 私どもといたしまし

ては、今年、全国で初めてやったということでございますけれども、これは１回ぽっきり

ということではなくて、持続的にやっていかなければいけないのではないか。持続的にや

っていくということを、まずは目指していきたいと思っております。 

そのときに、連携先として、今までは教育委員会とやってきましたけれども、市町村で

ありますとか、あるいは消費生活センター、特に相談員の方々との連携みたいなものも、

視野に入れていくべきだということを、今、考えているところであります。 

また、徳島県としては、今年、高校にアプローチをいたしましたけれども、来年度につ
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きましては、できたら、中学校、あるいは小学校高学年以降を視野に入れた教材づくりに

も、踏み出していこうと考えておるところでございます。 

いずれにしても、ここでいいスタートが切れたという思いでございます。これを持続的

にしていかないと、若い人たちが実際に被害に遭うときに、廃れていたということは、ど

うしても避けたいと思っておりますので、ここにいる皆様方の御理解と御協力をいただけ

ますよう、どうかよろしくお願いします。 

○桂徳島県教育委員会学校教育課キャリア・消費者教育担当室長 失礼します。 

国民生活センターのデータで、消費生活に関する相談件数というものは、20歳の人と18

歳の人を比べると、今は20歳の人のほうが倍なのだそうです。成人年齢が18歳になります

と、その数字が18歳におりてくる。すなわち、高校３年生の人も、被害に遭う可能性が非

常に高くなってくるということで、若年者への消費者教育にはしっかりと取り組む必要が

あると考えております。 

このたび、本県を実証フィールドとしまして、「社会への扉」を活用した授業を実践し

ております。今後ともするということなのですけれども、これは徳島県の高校生の消費者

力を育成する上で、非常に効果があると考えております。共通の教材を使用するという、

徳島の取組を全国に発信していけること、また、これによって、徳島の高校生の消費者力

が上がることを期待しておりまして、今後、ますます推進してまいりたいと考えておりま

す。 

○瀬尾徳島県立富岡東高等学校定時制課程教諭  

消費者教育は、徹底してプラグマティックなものでなければならないと私は考えていま

す。インターネットが発達し、スマートフォンは、今、ほぼ全ての生徒が持っています。

そして、スマートフォンを用いた消費行動は、日常的に行われています。日常的に行われ

ているということは、トラブルに遭遇するリスクも必然的に高まるということです。トラ

ブルに遭遇するリスクが高まっているにもかかわらず、トラブルに対応する方法を知らな

いというのが現状なので、実用的な知識をただ一方的に流し込んだり、教え込んだりする

のではなくて、アクティブに、生徒自身が納得する形で理解してもらう必要があると考え

ています。 

私が消費者問題について初めて考えたのは、大学に入学した18歳のときでした。法学部

だったのですが、しっかり勉強することなく、毎日遊び暮らしていました。そんなとき、

サークルの女友達が30万円の化粧品セットを、キャッチセールスで契約してしまったこと

を知りました。このとき初めて、仲間と一緒に契約について必死で勉強し、事務所を訪ね

て、契約を解除することに成功しました。この経験を通して、生きた知識がなければトラ

ブルに対応できないと実感しました。 

トラブルに対応できる生きた知識を身に付けられる授業をいかに実践していくかとい

うことが私にとっての今後の大きな課題です。 

○立石徳島県富岡西高等学校教諭 失礼します。 

私が研修に行ったときというのは、ちょうど架空請求はがきがすごく流行していた年で

す。センターでも、相談件数が１日に100件くらい、電話での相談がありました。その中で、

浄水器であるとか、エステであるとか、いろんな相談などがありました。 

消費者問題については、多岐にわたる分野だと思います。子供であっても、お年寄りで

あっても、どんな年齢層でも、問題に関わることがあると思います。それも私が見ていた
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当時は、架空請求だったように、現在、デジタルコンテンツを中心にトラブルが多く起き

ています。ですので、常に時事問題として意識をして、情報の更新をしていくという必要

性をすごく感じております。 

情報時代で、全て更新されていくように、情報の賞味期限が切れる前に、生徒諸君にア

ナウンスをして、こういう場合に、君たちはどうするのか、どうしたらいいのかというこ

とを、生徒に問いかけて、一緒に考えていこうと思っています。 

○西村徳島県新野高等学校教諭 私は、家庭科の中で、生徒たちにいろんな情報を伝えて

います。消費生活の分野以外でも、学んだことを教えて、答えを出すだけではなくて、実

践してほしいという願いで、授業を進めていますし、生徒にも、授業の最初に、そのよう

にいつも伝えています。 

消費者問題については、勉強をしても、まだその学んだことを上回るような新しい問題

が起きてくる分野だと思っているので、そういうふうに変わっていくということも、生徒

には伝えながら、泣き寝入りしないということ、自分で困ったままにしない、声を上げる

ような生徒を育てていきたいと、日々、思っております。 

○岡本徳島県立阿南支援学校教諭 お願いします。 

今後も家庭の時間を中心に、消費者教育を行っていきたいと思います。 

また、知的障がいのある特別支援学校の独自の学習形態でもある、生活単元学習や自立

活動等を通じて、実生活での経験ができるように、教科横断的に取り組んでいきたいと思

っています。 

○坂田徳島県消費者情報センター研修生 私は学校と消費者行政の両方の立場を経験した

ので、両方をつなぐような役割が果たせたらと思っています。 

また、学校現場では、先ほど瀬尾先生からスマートフォン等の話も出ましたが、そうい

う学校現場の課題に対処するために、センターの情報をどう活用するのか、あるいはどう

いう人材がいて、どういう方に助けてもらえればいいという人材を紹介したりします。 

消費生活センターには、地域の学校に出向いていって、本当に子供たちが消費者トラブ

ルに遭わないように、情報発信をしていただいているのですが、学校の教壇に立つことに

対して、抵抗感を持たれている方もいますので、出前授業等で一緒に出向くことによって、

そこで、学校とつながるきっかけができたり、そういう形でも、人材同士、あるいは機関

同士でうまくつなげることができる、役割を果たすことによって、子供たちが自立した消

費者になるために、そういう形につながっていくのかと思っています。 

○坂本鳴門教育大学准教授 ありがとうございました。それぞれのお立場から、大変心強

い御発言をいただきました。 

本日の意見交換会を契機としまして、実践に結び付く消費者教育の取組が、徳島から全

国に広がっていければと思っています。 

本日は、どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 坂本先生、御登壇の皆様方、どうもありがとうございました。 

以上で、意見交換会は終了となります。 

最後に、閉会に当たりまして、消費者庁参事官の日下部 英紀から御挨拶を申し上げま

す。よろしくお願いいたします。 

○日下部消費者庁参事官 消費者庁参事官の日下部でございます。 

本日は、色々な授業についてお話を聞かせていただくことができて、大変勉強になった
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のではないかと思っております。長時間にわたり、たくさんの方に御参加いただき、あり

がとうございます。 

これから、先ほど消費者庁からの説明にも何度かありましたけれども、消費者教育は、

非常に大事になってきまして、全ての学校においても、全県的に徳島に限らず、全国でこ

ういった授業が行われることが求められる時代になってしまったということでございます。 

今日みたいな成果を各県から来ていただいた方には、持ち帰っていただいて、少しでも

具体的な施策にいかせていただければ、幸いでございます。 

現在、消費者庁において、今回の報告会もそうなのですけれども、徳島県の全校で行わ

れている取組を基に、事例集の作成もしているところでございます。今後「社会への扉」

の活用事例集ができあがるのは、もうちょっと時間がかかると思いますけれども、今後の

消費者教育の参考になれば、幸いでございます。事例集ができた暁には、ホームページに

載せるなり、色々な広報もしていきたいと思っているところでございます。 

成年年齢引下げがちょうど国会でも議論が間もなく始まるということでございますの

で、皆様方の一層の御協力とお力が日本の消費者教育の推進、すなわち、日本の高校生が

もう成年となったときに、少しでも被害に遭わないために、大変重要になってくることで

ございますので、各県の行政、教育委員会、各学校の先生方の御理解、御協力は、必要不

可欠となってきますので、皆様方の御理解、御協力を、今後ともよろしくお願いしたいと

いうことで、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

皆様方の円滑な進行に御協力いただきまして、おかげで、時間よりも早く終わらせてい

ただくことができました。 

以上をもちまして、本日のプログラムは全て終了となります。御協力をいただきまして、

誠にありがとうございました。 

本日は、遠方からも、多くの方々にお越しいただきました。ありがとうございます。 

せっかくの機会ですので、この後、お時間のある方は、全員ではないのですけれども、

意見交換会の参加者も残らせていただきますので、御質問等にお越しいただいても構いま

せん。是非お越しいただければと思います。 

なお、お帰りの際の路線バスですけれども、徳島空港へ４時53分から停留所の出発がご

ざいます。鳴門駅、徳島駅に関しましては、４時43分、鳴門教育大学前の出発の便もござ

いますので、御案内をさせていただきます。 

お忘れ物などございませぬよう、お気を付けて、皆様、お帰りいただければと思います。 

本日は、長時間にわたりまして、誠にありがとうございました。（拍手） 


