
事例１
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 10分

・前時の学習の確認
・消費者の救済制度
を確認

・クーリング・オフ制度を説明する際に、当該制度を適用するため
の要件や手続方法について、教科書を用いて確認させる。
（実際に内容証明郵便の様式を見せて説明を行うことで手続のイ
メージを具体化する。）【写真１】

ー

展
開 25分

・契約クイズ（ケー
ス１～３）を考え
る

・【ケース１】～【ケース３】（下記参照）を用いて、クーリン
グ・オフ制度を適用できるかどうかについて、クイズを実施する。
（説明の際は、ケースごとにクーリング・オフ制度の要件に当て
はまるかどうかについて、確認を行い、理解を深めさせる。）

ー

ま
と
め

15分

・契約クイズ（ケー
ス４）を考える

・まとめ

・「社会への扉」を用いて、再度、クーリング・オフ制度について
の説明を行い、理解を促す。（活用箇所①、②）【ケース４】の
クーリング・オフ制度が適用できない場合でも、消費者契約法に
よって契約を取り消すことができる場合があることを理解させる。
（活用箇所③）

・授業のまとめを行う。【写真２】
・クーリング・オフ制度が適用できる要件について確認する。

・社会への扉

「社会への扉」を配付

【写真１】

講義形式

授業のテーマ 「クーリング・オフ制度」など消費者を救済する制度について知る

「社会への扉」は、
情報量が多いため、ま
ず情報を整理した後に
途中で配付する構成に
しました。
消費者を救済する制

度は、クーリング・オ
フ制度以外もあるため、
トラブルにあっても
「諦めずに、まずは相
談する！」ことを生徒
に伝えたかったです。

授業実施者

とにかく何かあれば、
まず消費生活センターへ
相談したいと思います。授業を受けた

生徒

【写真２】

「社会への扉」の主な活用箇所

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

３

【ケース１】今、16歳高校１年生。化粧品店で親に
内緒で10万円の化粧品を購入してしまった・・・。
【ケース２】街で呼び止められ、展示会場に行くと、
勧誘を断れず、10万円の絵画を契約してしまっ
た・・・・・。
【ケース３】ネットショップで１万円のＴシャツを
買った。「似合わない。返品したいな～。」
【ケース４】ネットショップで買った有名ブランド
のＴシャツ。「偽物だった。返品したい！！」

契約クイズ

「社会への扉」活用箇所Ｐ.５～６ ワークシート：掲載無

参考資料

「社会への扉」（P.5～６）

活用箇所②

活用箇所③



事例２
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

講義形式

授業のテーマ 「消費者市民社会」を実現するためには、どうすれば良いか

「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～２、11 ワークシート：有（参考資料集Ｐ.１）

「社会への扉」（P.11）「社会への扉」（P.１～２）

活用箇所①

活用箇所②

「社会への扉」を活用した授業 全３コマのうち２コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・前時の学習の確認
・契約クイズＱ１～４
を考える

・本時の目標の確認

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～４について、解答の
選択肢に対応する色紙を用いて、発表させる。【写真１】
（活用箇所①）

・本時の目標を伝える。

・社会への扉

展
開 35分

・消費者市民社会を考
える

・トラブルへの適切な
対応を考える

・身近な事例（ネットショップで購入したＴシャツの変色、色
落ち）を想定し、消費者市民社会を実現するために、自分た
ちの行動の在り方を考えさせる。（活用箇所②）

・トラブルへの対応、解決に向け、企業に対して手紙を書かせ、
発表させる。【写真２】その際、手紙を書くためのヒントと
なる「お助けカード」を示し、手紙を書くポイントを明確に
する。

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分

・消費者市民社会のビ
デオを見る

・本時の振り返り

・ＩＣＴ（電子黒板）を活用して、消費者市民社会についての
ビデオ（※）を見せる。【写真３】
※徳島県消費者情報センターからのメッセージ

・本時を振り返り、学んだことや考えたことを各自考察し、発
表させる。

・ワークシート

「社会への扉」と電子黒板を活用
し、生徒の心を動かすことのできる
授業を心掛けました。生徒たちの
「消費者市民社会」について学びた
いという気持ちが感じられる授業が
できました。

授業実施者

・安全・安心でより良い消費者市
民社会を実現するために、自分
にできることをもっと学びたい
と思いました。

・「社会への扉」は、イラストも
多く、分かりやすかったです。

授業を受けた生徒

【写真１】 【写真２】 【写真３】

「社会への扉」を配付

４

「社会への扉」の主な活用箇所



事例３
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・事前に実施した契
約クイズＱ１～３
の解答を知る

・事前に実施した「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～３の
解答の集計結果を示す。（活用箇所①）

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～３の解説後に「社会
への扉」を配付し、該当ページを確認させて、契約について
理解させる。（活用箇所②）

・社会への扉

展
開 40分

・一人暮らしを行う
際に必要な1か月の
生活費を考える

・ワークシート（一人暮らしオーダーシート、家計管理グルー
プワークシート）を用いて、将来一人暮らしを行う際に必要
な1か月の費用について、教師が２名のモデル例を提示し、グ
ループごとに当該モデルを使って計算させる。

（１）モデル２名が理想とする生活を送る場合に必要な支出に
ついて計算させる。（モデル２名のうちいずれか１名を
選択して、モデルの収入を伝えずに計算させる。）

（２）モデルの収入を伝え、収入に見合った支出となるように
再度、家計プランの見直しをさせる。

（３）変更箇所や変更理由、生活を送る上で「大切にしたとこ
ろ」などを発表させる。

・ワークシート

※参考資料P.４
（家計管理個人
ワークシート）
については、実
際の授業には使
用せずに参考配
付のみ

ま
と
め

５分

・家計管理で必要な
ポイントの振り返
り

・今後、大学進学等を機に一人暮らしや奨学金の利用などを行
う場合があることを踏まえて、収入と支出のバランスの取れ
た家計管理の必要性を理解させ、まとめとする。

ー

授業のテーマ 将来の経済生活を考える

クイズを実施し、集計し
たことで正答率の現状把握
に役立ちました。生徒も
知っていると思って回答し
たものが違っていたことで
勉強になったと思います。
また、生徒の多くは家計

管理や生活設計に関わる機
会が少ないため、本時では
収入と支出のシミュレー
ションを行いました。将来、
自らの収入で生計を立てる
ことができるような力を身
に付けてほしいです。

授業実施者

カード払いのことや、消費者問題に
ついて、もっと学びたいと思いました。

授業を受けた生徒

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

活用箇所①

「社会への扉」（P.１～２） 「社会への扉」（P.３～４）

活用箇所②

「社会への扉」を配付

５

「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～４ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.２～５）



事例４
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・契約クイズＱ１～
３を考える

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～３について、各自解答
させる。（活用箇所①）

・社会への扉
・ワークシート

展
開 35分

・クイズの解答を知
る

・契約を知る
・未成年者取引を知
る

・クーリング・オフ
制度を知る

・ネットショッピン
グに関する制度を
知る

・教科書や「社会への扉」、ワークシートを用いて、解説を行い、
契約に係る理解を深めさせる。（活用箇所②）

・「社会への扉」Ｐ.３のワーク１を実施し、情報をうのみにしない
ことが大切であると理解させる。

・契約及び未成年者取引について、ワークシートの空欄に記入し
ながら要点を確認させる。

・若者がトラブルに遭いやすい販売方法について説明する。
・クーリング・オフ制度を説明し、「社会への扉」Ｐ.５のワーク３
について、グループで考えさせる。

・ネットショッピングで起こりやすいトラブル等について確認させ
る。

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分

・消費生活センター
を知る

・消費者市民社会を
知る

・本時の振り返り

・消費生活センターの役割について説明し、消費者ホットライン
「188」を紹介する。あわせて、徳島県消費者情報センター及び
最寄りの消費生活センターについても紹介する。（活用箇所③）

・「社会への扉」Ｐ.11のワーク８を実施し、グループで話し合わ
せ、相談することの大切さを理解させる。（活用箇所④）

・本時の振り返りとしてワーク（※）を実施する。
（※）本時で学習した内容を、これからの消費生活にどのように

いかしていきたいか。

・社会への扉
・ワークシート

授業のテーマ 消費者問題を考える

本時は、「社会への扉」とスライド
と教科書、それにワークシートを組み
合わせる形で実施しました。
スライドで実物の写真等を提示する

などして、消費生活をより身近に捉え
させるよう工夫しました。

授業実施者

・返品のことなど、自分が勘違いをし
ていたことに気付けて良かったです。

・自分の消費生活をより良いものにす
るために、これからはよく考えて物
を買ったり利用したりしたいと思い
ます。

授業を受けた生徒

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

活用箇所①

社会への扉（Ｐ.３～６）

活用箇所③ 活用箇所④

活用箇所②

社会への扉（Ｐ.１～２、10～11）

「社会への扉」を配付

６

「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所 Ｐ.１～６、10、11 ワークシート：有（参考資料集Ｐ.６）



事例５
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 「お金」と「契約」について

「社会への扉」を活用した授業 全３コマのうち１～２コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 15分

・「お金」について
考える

・日々の行動を振り返り、お金は生活していく中で必要であると
いうことを改めて確認させる。

・「物」や「サービス」を受け取るためにお金を支払うことや支
払方法が多様化していることを身近な例を用いて説明する。

・社会への扉
・ワークシート
・プロジェク
ター

（スクリーン）

展
開 55分

・契約クイズＱ１～
５について考える

・クーリング・オフ
制度を知る

・悪徳商法を知る

・ネットショップの
注意点を知る

・「買う」ことは契約であることを理解させる。（活用箇所①）
・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～５について、各自解答
した後、解説を行い、ワークシートの空欄に記入しながら要点
を確認させる。（活用箇所②）

・成年年齢が引き下げられる可能性があることを紹介し、その場
合は、若者が悪質業者に狙われやすくなることを理解させる。

・クーリング・オフ制度の概要や具体的な手続方法をワークシー
トを確認して理解させる。（活用箇所③）

・若者が狙われやすい悪質商法（キャッチセールス、アポイント
メントセールス、デート商法、マルチ商法、ワンクリック詐
欺）をイラストを用いて説明する。（活用箇所④）

・ネットショップの注意点や返品に係る店独自のルールを注文前
に確認することが必要であることを理解させる。その際に、大
事な情報が小さな文字で記載されていることが多いため注意を
要すること、またレビューの確認も有効であることを理解させ
る。（活用箇所⑤）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分
・消費生活センター
を知る

・消費生活センターの役割を説明し、消費者ホットライン「１８
８」を紹介する。あわせて、徳島県消費者情報センターの連絡
先や住所について、紹介を行う。

・ワークシート

文字を大きくしたり、イラ
ストを多用することで生徒の
印象に残るように心掛けまし
た。
アルバイトをしている生徒

が多く、働いて得たお金を失
わないようにトラブルの例を
紹介し、対処方法、スマホで
情報を得ることに触れました。

授業実施者

・クーリング・オフ制度
について、少し理解で
きたと思います。

・法律を学びたいと思い
ました。授業を受けた生徒

社会への扉（P.３～４）

活用箇所②

社会への扉（P.５～６）

活用箇所③

活用箇所⑤
活用箇所④

活用箇所①

社会への扉（P.１～２）

活用箇所②

「社会への扉」を配付

７

「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.７）



事例６
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 契約と暮らしの安全について理解する

情報は、日々、更新されるた
め、クイズについて、単に暗記
して答えるだけではなく、本質
を読み取って、それを正しく伝
える力を身につけてほしいと考
えて、本時を構成しました。

授業実施者

消費者問題は、ニュースなどで
聞いたことはありましたが、この
学習を通して、具体的な例で分か
りやすく知ることができました。
自立した消費者になれるように、

これからもしっかり学んでいきた
いと思います。

授業を受けた生徒

活用箇所

活用箇所

社会への扉（P.１～６、９）

「社会への扉」を活用した授業 全３コマのうち２コマ目

グループワーク形式

「社会への扉」を配付

８

「社会への扉」の主な活用箇所

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 5分

・本時の目標を確認
・グループ活動の準
備（ホームグルー
プ編成）

・本時の目標を、確認する。
・３～４人のホームグループを作らせる。（全12グループ）
・ホームグループとは別に活動する班（Ａ～Ｃ班）を決める。

・ワークシート

展
開 40分

・Ａ～Ｃ班での活動
（１）担当クイズの

解説を考える
（２）練習問題を作

成する

・ホームグループで
の活動

・ホームグループのメンバーが「社会への扉」P.１～２のクイズ
Ｑ１～５、Ｑ10に解答できるよう、Ａ～Ｃ班に分かれて活動を
行う。
（Ａ班：Ｑ１～２を担当、Ｂ班：Ｑ３～４を担当、Ｃ班：Ｑ５、
Ｑ10を担当、Ａ～Ｃ各班×４グループ）

・各班にそれぞれのクイズに関する資料（※「社会への扉」、
「教師用解説書」から抜粋）を配付する。（活用箇所）

・担当するクイズに関する解説や、理解を深める練習問題をする。
・ホームグループで、各自がＡ～Ｃ班の活動で学んだ契約や暮
らしの安全について説明させながら、練習問題を提示させる。

・社会への扉
・ワークシート

・教師用解説書
（※）
配付した抜粋資
料については、
次ページに掲載

ま
と
め

５分
・次時の学習内容を
確認

・本時の振り返りを行い、次時は「社会への扉」P.１～２のクイ
ズＱ１～５、Ｑ10を実施することを予告する。

・ワークシート

教師用解説書
（P.８、10～12、15）

活用箇所

教師用解説書の主な活用箇所

「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６、９ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.８～９）



事例６
家庭科で活用した事例

実際に各班に配付した「社会への扉」、「教師用解説書」の抜粋資料一覧

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

９

Ａ班に配付
（Ｑ１～Ｑ２関連）

Ｂ班に配付（Ｑ３～Ｑ４関連）

Ｃ班に配付（Ｑ５、Ｑ10関連）

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.３から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.８から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.10から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.４から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.８から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.10から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.４から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.８から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.10から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.５から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.８から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.11から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.６から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.12から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.12から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.１～２から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.９から抜粋
「教師用解説書」
Ｐ.８から抜粋

「教師用解説書」
Ｐ.15から抜粋

「社会への扉」
Ｐ.９から抜粋



事例７
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 10分

・前時の学習の確認

・契約クイズＱ１～12
を考える

・前時の授業の振り返りとして、「社会への扉」P.１～２のクイズ
Ｑ１～12について、確認する。（活用箇所①）

・社会への扉

展
開 25分

・クイズの解答を知る

・ロール・プレイング
の実施

・ネットショッピング
を知る

・「社会への扉」P.３のライフステージと契約について、経験した
ことがあるものを質問する。（活用箇所②）

・クイズについて、「社会への扉」を用いて説明するとともに、教科
書で正解を確認する。（活用箇所③）

・キャッチセールスについて、各班１名ずつが演者となりロール・プ
レイングを行わせ、消費者の行動の問題点や、考えられる対処方法
について、各グループで考え、発表させる。

・ネットショッピングは、クーリング・オフ制度の対象外であること
を説明するとともに、返品特約の無い場合は、送料を自己負担して
返品することができること、また注意すべきネットショップの特徴
について理解させる。（活用箇所④）

・社会への扉
・ワークシート
①

ま
と
め

15分

・持続可能な社会を考
える（エシカル消費
について考える）

・ワークシート②を配付し、持続可能な社会の実現に向けて、事前
にグループごとに調べさせたエシカル消費の概要や、エシカル消
費に関連する用語の意味を発表させる。【写真】日頃から実施で
きるエシカル消費について、発表させ、本時のまとめとする。

・ワークシート
②

授業のテーマ ①契約について理解する ②持続可能な社会のためにできる消費活動を考える

意思決定のプロセスを
経て商品を購入すること
が消費者の務めです。ま
た、被害に遭った際には
泣き寝入りせずに勇気を
持って行動することが、
自立した消費者になるた
めに必要であり、より良
い社会の実現につながる
ことを伝えたかったです。

授業実施者

ネットショッピング
は、返品などができな
いので、気を付けなく
てはならないというと
ころが分かりやすかっ
たです。

授業を受けた生徒

「社会への扉」を活用した授業 全１コマのうち１コマ目

活用箇所①

活用箇所②

「社会への扉」（P.１～２）

活用箇所③ 活用箇所③

P.４ P.５

活用箇所④

P.６

活用箇所③

P.３

・フェアトレード
・地産地消
・エコ消費
・ロハス
・チャリティー消費

【写真】

「社会への扉」を配付

10

「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６ ワークシート：有（参考資料Ｐ.10～11）



事例８
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 10分

・クレジットカード
の仕組みを知る

・クレジットカードに係る一連の流れ（カードの申込みから銀行
口座からの引き落としまで）を確認する。（活用箇所①）

・各種カード会社の紹介やカード審査において必要な「信用」に
ついて、説明する。

・クレジットカードの支払方法別による手数料の違いや要点を説
明する。（活用箇所②）

・社会への扉
・ワークシート

展
開 25分

・キャッシュレスを
知る

・利息について考え
る

・プリペイドカードや電子マネー等を例示して、キャッシュレス
の具体例について説明する。

・キャッシュレスのメリット・デメリットや利用するに当たって
の課題について、各自に考えさせるとともに、キャッシュレス
は、お金の動きを意識的に把握していく必要があることを理解
させる。

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ８について、元利金等方式
を用いて利息を計算させ、返済額に占める元金充当額を理解さ
せる。（活用箇所③）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

15分

・多重債務を知る

・消費生活センター
を知る

・クレジットカード
の注意点を知る

・多重債務が起こる原因を考えさせ、誰にでも起こり得ることを
理解させる。（活用箇所④）

・消費者トラブルに遭ったときは、最寄りの消費生活センター
（消費者ホットライン「188」）に相談できることを説明する。

・クレジットカード利用の際の注意点について、要点を確認し、
本時のまとめとする。

・社会への扉
・ワークシート

授業のテーマ お金について理解する

「社会への扉」は、イラストが分かりやすく、
それを手掛かりに授業を展開することができま
した。また、教師用解説書にワークシートが何
例か掲載されているため、参考になりました。授業実施者

・正しい情報かどうかを判断して消費者被害
に遭わないように生活していきたいです。

・リボルビング払いについて、もっと詳しく
学びたいと思いました。

・「必ず儲かる」などのうまい話には、今後
気を付けたいと思います。授業を受けた生徒

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

活用箇所④

活用箇所③
活用箇所①

活用箇所②

社会への扉（Ｐ．７～８）

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.７～８ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.12）



事例９
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ お金について理解する

「社会への扉」を活用した授業 全３コマのうち２コマ目

リボ払いはよく宣伝とかで聞きますが、どのようなものか知らな
かったので、今回の授業でよく理解できました。

授業を受けた生徒

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分 ・本時の内容の確認 ・日々生活する上で、必要な「お金」の役割について、説明す

る。 ー

展
開 40分

・各種カードを知る ・各種カード（※）の名称、特徴について、ワークシートの空
欄に記入しながら要点を確認する。（（※）プリペイドカー
ド、プリペイド型電子マネー、デビッドカード、クレジット
カード）

・ワークシート

・クレジットカードを知
る

・クレジットカードの現物を提示しながら、クレジットカード
の利用の流れ、仕組みについて、説明する。（活用箇所）

・社会への扉
・ワークシート

・クレジットカードのメ
リットとデメリットを
考える

・消費者、販売店、カード会社から見たクレジットカードのメ
リット、デメリットについて、要点を説明する。 ・ワークシート

・クレジットカードの支
払方法と手数料を知る

・クイズを実施し、クレジットカードを用いた各種支払方法
（※）と手数料の有無について、理解させる。
（※）一括払い、分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング

払い
・ワークシート

・利息、リボルビング払
いを知る

・金利の計算方法につい
て考える

・クイズを実施し、単利と複利の違いについて、理解させる。
リボルビング払いを理解させ、分割払いの場合（３回、12
回）とリボルビング払いの利息の計算問題をグループで話し
合わせる。

・計算結果を受けての気付きやリボルビング払いの注意点につ
いて、グループで話し合い、発表させる。

・ワークシート

ま
と
め

５分

・本時の振り返り ・分割払いを行う場合は、手数料をきちんと把握した上で利用
するよう注意を促す。

・リボルビング払いは、業者から勧められることも多いが、メ
リットの反面、デメリットがあるということを意識すること
が大切であることを理解させ、本時のまとめとする。

・ワークシート

活用箇所 社会への扉
（Ｐ．７）

授業実施者

クレジットカードは、非常に便利で
すが、アメリカでは、リボルビング払
いによる自己破産も多いと聞きます。
生徒たちには、勧められるがまま安

易な分割払いを行うのではなく、手数
料がどれくらい必要なのかを理解した
上で、クレジットカードを利用しても
らいたいと思います。

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.７ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.13～15）



事例10
家庭科で活用した事例

家庭基礎で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・お金にまつわる時事
ニュースを知る

・仮想通貨流出のニュースについて取り上げ、金融商品につい
ての興味・関心を持たせる。

ー

展
開 30分

・様々な支払方法を知
る

・クレジットカードの
仕組みや長所、短所
を考える

・支払方法別の手数料
の違いを知る

・借入れ等におけるリ
スクを知る

・クレジット、デビット、プリペイドなどのカードの種類別に、
審査や口座登録の要否の別などを説明する。

・クレジットカードについて、消費者、カード会社、販売店の
関係性について図を用いて説明する。【写真１】また、消費
者、カード会社、販売店それぞれのメリット、デメリットを
グループで話し合わせ、発表させる。（活用箇所①）

・クレジットカードの支払方法別の手数料の違い等について、
説明する。【写真２】

・自動車教習所へ通うための費用や奨学金の借入れ等について、
見通しを持って利用するよう注意を促す。（活用箇所②）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分

・消費生活センターを
知る

・本時のまとめ

・消費生活センターの役割について説明し、何かあれば消費者
ホットライン「188」へ相談することを説明する。【写真
３】（活用箇所③）

・将来のお金の使い方について、心掛けたいことを確認し、本
時のまとめとする。

・社会への扉
・ワークシート

授業のテーマ 「現代の消費社会」社会への扉～お金編～

カードの使用経験がない生徒に対
し、事例を資料や写真を活用し、具
体的にわかりやすく伝える工夫をし
ました。生徒は「社会への扉」にあ
るイラスト等を見ながら理解を深め
たようです。

授業実施者

・消費者として自覚を持つべきだと
いうことが分かりました。

・普段の生活を見直すとともに、こ
れからの自分や家族の行動に気を
付けていきたいと思います。

授業を受けた生徒「社会への扉」（P.６～７）

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

活用箇所①

活用箇所②
活用箇所③

P.11

【写真１】 【写真２】 【写真３】

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.７，８，11 ワークシート：有（参考資料集Ｐ.16～17）

※同校においては、本実践の際、45分授業であった
が、年間を通じて、「家庭基礎」２単位の履修に
必要な授業時数の確保がなされている。



事例11
公民科で活用した事例

現代社会で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ８分

・消費者政策、社会背景
の変遷を知る

・消費者としての権利や
責任を知る

・消費者は、保護されるだけの存在ではなく、生産者がどのよ
うな商品・サービスをどれだけ作るかに影響を与えることが
できることを理解させる。 ・ワークシート

展
開 37分

【場面１】契約の成立
（ケーキ屋さんでショート
ケーキを買いたい。契約が
成立するのはいつ？）

・契約は特別なものではなく、日常生活のあらゆるところに存
在することを気付かせる。（活用箇所①）

・口約束でも、売り手と買い手の合意があれば契約が成立する
ことを理解させる。

・社会への扉

【場面２】支払方法
（代金を支払うには、どの
ような方法があるか？）

・クレジットカード、デビットカード等のカードの種類や、そ
の違いについて考えさせる。

・店舗と消費者に加え、信販会社が関わるクレジットカードの
仕組みについて、説明する。（活用箇所②）

・クイズQ8をアレンジ（年利17％→手数料15％）し、完済ま
でに掛かる期間の長さや返済額の管理の難しさに気付かせる。

・社会への扉

【場面３】契約の終了
（レシートにはどのような
役割があるのか？）

・「もし、ケーキが原因で腹痛になったら?」と問いかけ、レ
シートや契約書が契約内容の証明になること、トラブル回避
に役立つことを理解させる。

ー

【場面４】契約の変更・
解除
（やっぱりシュークリーム
が食べたい。商品の交換は
できるか？）

・法律上は交換できないことを理解させる。
・契約の変更、解除、クーリング・オフ制度について、理解さ
せる。

・通信販売についてはクーリング・オフ制度が適用できないこ
とを、返品特約で確認するよう注意を促す。

・社会への扉
（活用箇所③）

ま
と
め

５分
・まとめ ・トラブル事例や法律上のルールを理解させ、本時のまとめと

する。 ー

授業のテーマ 消費者保護と契約

活用箇所③

活用箇所②

活用箇所①

「社会への扉」を活用した授業 全１コマのうち１コマ目

本時の内容は、「社会への
扉」の構成にとらわれず、「契
約」⇒「支払」⇒「契約の終了
/変更・解除」と、教科書の流
れに沿った形で教材を活用しま
した。

授業実施者

社会への扉（P.３～８）

・来年から一人暮らしを始め
るかもしれないので、授業
で習ったようなことに気を
付けて生活したいと思いま
した。

・「契約」について、詳しく
知ることができて良かった
です。

授業を受けた生徒

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.３～８ ワークシート： 有（参考資料集Ｐ.18）



事例12
公民科で活用した事例

現代社会で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 「社会への扉」を開いて～自立した消費者になるために～

授業を受けた
生徒

「社会への扉」（P.１～２）

活用箇所①

P.４

活用箇所③

P.10

活用箇所③

P.８

活用箇所③

活用箇所②

P.５～６

活用箇所③

活用箇所③

「消費生活センター（１８８）

へ」のフレーズを授業中に

何度も用いることで「相談

することの大切さ」を意識

づけた。

ポイント

「社会への扉」を活用した授業 全２コマのうち１コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 15分

・契約を知る
・契約クイズＱ１
～３を考える

・日々の生活の中で、様々な契約をしていることを理解させる。
「社会への扉」のP.１～２のクイズＱ１～３をさせ、なぜ正解がそ
うなるのかについて、説明する。（活用箇所①）

・社会への扉
・ワークシート

展
開 25分

・契約の重要性を
知る

・クーリング・オ
フ制度を知る

・契約には、「権利」と「責任」が生じることを、生徒の興味のある
話題や身近な話題を取り上げて説明を行い、契約の重要性を理解さ
せる。

・クーリング・オフ制度について、適用できる場合や適用した効果に
ついて、事例を用いて理解させる。またクーリング・オフ制度が適
用できない場合についても消費者契約法により契約を取り消すこと
ができる場合があることを理解させる。（活用箇所②）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分

・消費生活セン
ターを知る

・消費者市民社会
を知る

・まずは、トラブルに巻き込まれないことが大切であることを説明
するとともに、巻き込まれた場合は、消費生活センター（消費者
ホットライン「１８８」）に相談することが必要であることを理
解させる。（活用箇所③）消費者市民社会の考え方を説明し、本時
のまとめとする。

・社会への扉
・ワークシート

授業実施者

これまで消費者教育に対して重点的に
取り組んだことはなかったので、今回の
「社会への扉」を活用した授業は、私に
とっても良い機会となりました。
消費者トラブルに遭っても、適切な対

応の仕方が分からない生徒が多いことも
事実であるため、生徒たちに対しては、
「泣き寝入りせずに済む！」ということ
を今回の授業で伝えたかったです。

「社会への扉」を配付

15

「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６、８、10、11 ワークシート：有 （参考資料集Ｐ.19～24）

この授業で学んだことは、すぐ
に役に立って、消費生活センター
にも相談に行くことができました。



事例13
公民科で活用した事例

現代社会で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 医薬品や食品等に関する消費者問題を知る

「社会への扉」を活用した授業 全１コマのうち１コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・「社会への扉」の改訂
点を知る

・特定商取引法改正に伴い、平成29年12月1日から特定の美
容医療が追加され、これに伴い、６業種から７業種になった
ことを理解させる。（活用箇所①）

・社会への扉

展
開 35分

・「消費者問題と企業の
社会的責任」を知る

・日本国憲法第13条、第
25条の視点から食品や
医薬品の消費について
考える

・消費者の６つの権利を
知る

・食品や医薬品等に関わ
る消費者問題を知る

・消費生活センターを知
る

・消費者の５つの責任を
知る

・事前学習として行った「消費者問題と企業の社会的責任」に
ついて、要点を確認する。

・日本国憲法第13条及び第25条を確認する。また、第13条及
び第25条が保障されるためには、口に入れる（飲食する、
服用する）商品等はどのようなものでなければならないかを
考えさせ、ワークシートに記入させる。

・消費者基本法の消費者の６つの権利について、「社会への
扉」から確認する。（活用箇所②）

・食品や医薬品等に関わる主な消費者問題について、ワーク
シートに記入させる。

・商品に対する情報収集や企業に関する情報収集が大切である
ことを理解させる。

・情報収集の方法の一つとして、消費生活センターへ問い合わ
せる方法や、消費者ホットライン「１８８」を理解させる。
（活用箇所③）

・消費者の権利と責任があることを確認する。

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

10分

・本時の振り返り ・薬や食品で健康被害が生じた（と思われる）ときは、まずは
医師の診察・治療を受けることが大切であることを確認し、
本時のまとめとする。

・ワークシート

本校は徳島県で唯一の「看護科」高
校であり、将来、生徒が看護師になる
ことを踏まえて、食品や医薬品等に係
る消費者問題を本時で取り扱いました。

授業実施者

・「社会への扉」は、イラスト
も多く分かりやすかったです。

・クーリング・オフ制度につい
てもっと学びたいと思いまし
た。授業を受けた生徒

P.10

活用箇所③

P.２

活用箇所②

「社会への扉」（P.５）

活用箇所①

16

「社会への扉」の主な活用箇所

「社会への扉」を配付

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.２、５、10 ワークシート：掲載無



事例14
総合的な学習の時間で活用した事例

外部講師や消費生活相談員、教員を目指す大学生を活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 消費者トラブルに遭わないために ※外部講師：県消費者情報センター職員

社会への扉

（P.11）

活用箇所①

P.10

活用箇所④

P.５

P.４

活用箇所②

「社会への扉」を活用した授業

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助
教材等

導
入 15分

・消費生活センターを知
る

※消費生活センター相談員
が担当

・ロール・プレイング
※教員、大学生、生徒が実施

・20歳の相談件数が増加
する理由を考える

・消費生活相談員から、消費生活センターの概要や役割を説明す
る。その際、消費者トラブルに遭ってしまったとき、消費生活
センターに相談できることを確認する。（活用箇所①）

・ロール・プレイング（「いいバイトがあるんだ！」）を行い、
トラブルに遭わないための方法について考えさせる。

・消費者トラブルに係る相談件数のグラフを提示し、「なぜ20歳
になると相談件数が増えるのか」の理由を考えさせる。

・社会への扉
・ワークシート

展
開 25分

・契約を知る

・クーリング・オフ制度
を知る

・ネットショップの注意
点を知る

・未成年者取消しを知る

・日々の買物は契約であり、「法的な責任が生じる約束」である
ことをカバンの購入を例として提示する。

・契約の成立時期について、クイズを実施し、説明する。
・商品購入後、返品をした経験がある生徒に挙手をさせながら、
契約解除の条件を説明する。

・エステ契約の具体的事例からクーリング・オフ制度、未成年者
取消権を説明する。（活用箇所②）

・ネットショップにおけるサプリメント定期購入の具体的事例か
ら、特約が細かな字で記載されているケースについて、注意を
促す。

・クーリング・オフ制度が適用できない場合について、未成年者
取消しができる場合があることを理解させる。（活用箇所③）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

20分

・ロールプレイング４例
①「いいバイトがあるん
だ！」

②「前から欲しかったカバ
ン！」

③「街を歩いていると！」
④「ネットショッピング！」
※教員、大学生、生徒が実施

・ロール・プレイング４例を行い、消費者トラブルにつながる誘
いへの正しい断り方を理解させる。

・消費者トラブルに遭った場合は、消費生活センターへ相談する
ことが大切であることを説明し、まとめとする。（活用箇所
④）

・社会への扉
・ワークシート

成年年齢引下げを
見据えて、消費者意
識を高める授業を実
施することができて
良かったと思います。

学校担当者

全３コマのうち２コマ目

消費生活について、
相談したいときにか
け る 電 話 番 号 は
「188」としっかり
覚えました。

授業を受けた
生徒

「社会への扉」を配付

17

消費者被害を自分の問題として捉えるた
めに、ロールプレイングと20歳の相談件
数が多い理由を考えさせ、トラブルに遭っ
たときに利用する制度を「社会への扉」で
理解させました。外部講師

活用箇所③

「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.４～５、10～11 ワークシート：有 （参考資料集Ｐ.25）



事例15
ホームルーム活動で活用した事例

ホームルーム活動で、各担任が共通の指導案（※）を用いて、同学年全クラスで同時実施した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 25分

・契約クイズＱ１～
５を考える

・契約を知る

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～５を各グループ（３～
４人で１グループ）で話し合わせる。（活用箇所①）

・各グループの解答を発表させる。
・クイズの解説を行い、契約成立の条件や、未成年者取消しがで
きない場合など、契約に関する基本的な知識を理解させる。

（活用箇所②） ・社会への扉
・ワークシート

・教師用解説書展
開 20分

・消費者トラブルの
概要や、未然に防
ぐ方法について

・ワークシートを用いて、成年直後の者が悪質業者に狙われやす
い立場にあることや陥りやすいトラブルについて説明する。

・トラブルを未然に防ぐためには、よく考えて、契約することが
大切であることを理解し、自分事として捉えることができるよ
うにさせる。

ま
と
め

５分
・消費生活センター
を知る

・消費者トラブルに遭ってしまった場合、消費生活センターへ相
談をすることで二次被害を防ぎ、消費者市民社会につながるこ
とを説明し、まとめとする。（活用箇所③）

授業のテーマ 消費者の権利と責任

クイズで正解できなくても、
「なぜそうなるのか？」と思
わせることで、授業内容への
興味・関心を引き出すことが
できました。
また、１グループ当たりの

人数を３人にしたり、１問ご
とにグループ内の意見の発表
者を変えるなど、できるだけ
全員が発言し、生徒が主体的
に授業に取り組むことができ
るよう意識しました。
授業の準備にかけられる時

間が限られているため、教師
用解説書の中に実践事例や
ワークシート案が掲載されて
いる点が良かったです。

授業
実施者

・消費者トラブルのこ
とや社会でのルール
など、知らなかった
ことがたくさん分
かって良かったです。

・ネットショッピング
をする際は、正しい
判断を行えるよう心
掛けます。

授業を受けた
生徒

社会への扉

（P.１～６、10、11）

全１コマのうち１コマ目
「社会への扉」を活用した授業

活用箇所①

活用箇所②

未成年者取消し
ができない場合

教師用解説書（P.23）

実践事例

ワークシートＡ

教師用解説書（P.25）

活用箇所③

※教師用解説書Ｐ．23（実践事例）、Ｐ．25（ワークシートＡを参考）に作成

教師用解説書の主な活用箇所

「社会への扉」を配付

18

「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６、10、11 ワークシート：有（参考資料集Ｐ.26）



事例16
ホームルーム活動で活用した事例

同学年全クラスで同時に実施した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 契約と契約トラブル～権利と義務～

「社会への扉」を活用した授業

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・日常生活における契
約について考える

・ワークシートに日常生活における生徒自身の行動を記入させる。
・スクリーンに10項目（下記参照）を投影して、契約に当たるか
どうかを確認する。

・ワークシート

展
開 40分

・契約クイズＱ１～５
を考える

（個人ワーク、グルー
プワーク）

・「社会への扉」P.１～２のクイズＱ１～５について、各自が解
答した後、グループに分かれ、グループでの解答をまとめさせ
る。（活用箇所①）

・各グループの解答とその理由を発表させる。
・契約クイズの解説を行い、契約についての基礎知識を、ワーク
シートへ記入させ、自分事として捉えることができるようにさ
せる。（活用箇所②）

・社会への扉
・ワークシート

ま
と
め

５分

・契約にかかる確認テ
スト

・消費生活センターを
知る

・確認テストを実施し、グループ内で採点させる。クイズの解答
を解説し、授業の振り返りを行う。

・徳島県消費者情報センター及び消費者ホットライン「１８８」
を紹介し、トラブルに遭わないための注意事項（下記参照）を
説明し、まとめとする。

・ワークシート

全２コマのうち２コマ目

・「社会への扉」を読んで、消費生活
センターの存在を初めて知りました。

・自分が知らないことがたくさんあっ
たので、それを知ることができて良
かったです。授業を受けた生徒

社会への扉（P.３～６）

活用箇所②

社会への扉（P.１～２）

活用箇所①

消費者としての権利がある一方で、責
任があるということ、またクーリング・
オフができなくても諦めずにどうトラブ
ルに対応していくかを伝えたかったです。授業実施者

・「あ」いまいな返事はトラブルのもと

・「わ」かってる？その契約

・「お」いしい話・もうけ話は信用しない

・「ど」うしよう、困ったときはすぐ相談

・「り」こうな消費者になろう

トラブルに遭わないために
①コインロッカーに荷物を預ける（契約）
②携帯電話の加入を申し込む（契約）
③ボランティア活動に参加する
④週末に友達と野球をする
⑤銀行のキャッシュカードでお金を引き出す（契約）
⑥公園で遊ぶ
⑦テーマパークに入場する（契約）
⑧学校の図書館で本を借りる（契約）
⑨マンションを借りる（契約）
⑩ネットオークションでコンサートチケットを競り落とす（契約）

契約にあたるものを選ぼう！

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式
グループワーク形式

「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.27～28）



事例17
外部講師による出前授業で活用した事例

外部講師を活用し、同学年全クラス合同で実施した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 社会生活における役割の自覚と自己責任 ※外部講師：県消費者情報センター職員

「社会への扉」を活用した授業

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 15分

・20歳の相談件数が増加
する理由を考える

・消費者トラブルに係る相談件数のグラフを示し、「なぜ20
歳になると相談件数が増えるのか」をグループで考え、発表
させる。（Ｑ１：20歳の消費者トラブルの相談件数が多く
なるのは、なぜだろう？）

・年齢別の消費者トラブルに係る商品・役務別の表を示し、
19歳と20歳でどのような変化があるのかをグループで生徒
に考えさせる。（Ｑ２：消費者トラブルが起きた商品・役務
について、19歳と20歳での違いは何だろう。どの商品・役
務が増減している？）

・事業者の側からみると、単独で契約が可能な20歳はター
ゲットとして狙いやすいことを説明する。

・ワークシート

展
開 35分

・契約を知る

・クーリング・オフ制度、
未成年者取消しを知る

・契約とは「法的な責任が生じる約束」であり、日々行ってい
る買物は、契約であることを説明する。クイズを実施し、契
約の成立には、契約書などは必要なく合意で成立することを
確認させる。

・具体例を用いて、クーリング・オフ制度を適用できるケース
やできないケース、また未成年者取消しができるケースやで
きないケースについて、理解し、自分事として捉えることが
できるようにさせる。

・社会への扉
（P.３～６：活
用箇所①）

・ワークシート

ま
と
め

10分

・消費者市民社会を知る

・成年年齢引下げを知る

・消費者市民社会の考え方について、説明し、消費者トラブル
に遭った際は、消費生活センター（消費者ホットライン
「１８８」）に相談することが大切であることを説明する。

・成年年齢の引下げの動向について、説明する。

・社会への扉
（P.10～11：
活用箇所②）

・ワークシート

全１コマのうち１コマ目

・グラフや具体例があって、分かり
やすかったです。

・返品できることが当たり前ではな
いということが理解できました。

授業を受けた生徒
社会への扉（P.10～11）

社会への扉
（P.３～６） 活用箇所①

活用箇所②

「社会への扉」を配付

20

まだ消費者市民社会は生徒に定着してい
ないので、「社会への扉」でイメージさせ、
トラブルを防ぐキーワードについて、楽し
みながら理解を深めさせました。外部講師

外部講師の方に授業をしていただきまし
た。入学後、早いうちに消費者トラブルに
ついて学習することができ、学生にとって
プラスになったと思います。学校担当者

「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.３～６、10、11 ワークシート：有 （参考資料集Ｐ.25）



事例18
特別支援学校で活用した事例

ＩＣＴを活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 賢い消費者になるために

生徒たちが生活の中でどの
ようなことに気を付けたら良
いのかを具体物を使って分か
りやすく指導しました。授業実施者

「社会への扉」（P.３）

活用箇所

「社会への扉」を活用した授業 全９コマのうち８コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 5分

・「消費者」とは
誰かを知る

・本時の内容の確認

・「消費者」の意味を電子黒板に示し、紹介する。
・「社会への扉」P.３のライフステージと契約の中で、実践したこ
とがあるものを発表させる。（活用箇所）

・食品を購入する際に気を付けることについて説明する。

・社会への扉

展
開 25分

・グループ内で調べ
てきた食品表示の
確認

・消費期限が記載さ
れていない食品を
購入する場合につ
いて考える

・グループ内で宿題（※）を１人１分で発表させる。（※自宅に
ある食品について、それぞれの消費期限や保存方法を調べてく
る形式）

・グループ内で、調べてきた食品表示の消費期限が長いものと短
いものを２つずつ選び、発表させる。食品の種類によって、情
報（消費期限や保存方法）が違っており、食品を購入する際に
は、情報を確認することが大切であることを説明する。

・消費期限等が記載されていない食品を購入する際は、目でよく
見て判断することが大切であることを説明する。

・黄色いバナナと黒いバナナ等、現物を提示し、どちらを購入
するか、その理由について発表させる。

・消費期限のない食品は、新鮮な状態のものを早めに食べるこ
とが大切であることを説明する。

・宿題
・ワークシート
・食品（バナナ
などの現物）

ま
と
め

10分

・まとめのクイズ
①～②を考える

・本時のまとめ

・次時の学習内容を
知る

・食品を購入するときに大切な３つのことについて、穴埋めク
イズ（下記参照）を実施し、グループで話し合い、発表させる。

・どっちを買うかクイズ（下記参照）を実施し、本時の学習内容
を確認させる。

・食品を購入する際に大切な３つのことを意識して食品を購入し、
消費することが賢い消費者であるということを説明し、まとめ
とする。

・次時は気を付けて食品を購入しても、異物等が入っていること
があるかもしれないこと、そのようなときの対応方法等につい
て、「社会への扉」P.11を用いて、学習することを予告する。

・社会への扉

次回の授業における活用箇所
「社会への扉」（P.11）

参考

《まとめクイズ①》食品を購入するときに大切な３つのこと
①「買うときは、（消費期限）を見て買います。」
②「買ったものは、（保存方法）を見て保存します。」
③「（消費期限）までに食べます。」

《まとめクイズ②》どっちを買うか？
①写真（状態が良いバナナ or 少し痛んだバナナ）
②文章（本日、消費期限を迎える食品 or １週間後に消費期限を迎える食品）
③写真（状態が良いホウレンソウ or 少し痛んだホウレンソウ）

「社会への扉」Ｐ.３のラ
イフステージの図は、今後、
経験するであろう契約につ
いてのイメージが持ちやす
かったです。授業を受けた

生徒

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

グループワーク形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.３ ワークシート：有 （参考資料集Ｐ.29～30）



事例19
特別支援学校で活用した事例

２コマ連続で活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ 計画的な消費生活

「社会への扉」を活用した授業 全10コマのうち７～８コマ目

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分 ・本時の内容の確認 ・賢い消費者になるために必要なことについて、本時の学習内

容を確認させる。 ・ワークシート

展
開

45分

・かしこい消費者にな
ろうクイズを考える

・これまでの学習の復習として「社会への扉」P．１～２のク
イズＱ１～５、Ｑ11～12について、各自に考えさせる。

・クイズの解説を行い、契約について説明する。（活用箇所①、
②）

【解説のポイント】
問２：実際のレシートを提示し、実生活では、店のサービスの

一環で条件を設けて返品に応じてくれる場合があること
を説明する。

問４：クーリング・オフを行う際の３ポイントについて、説明
を行い、理解させる。その際に、併せて割引商品の場合
のクーリング･オフ適用の可否について、条件を加えた
応用問題を実施する。

問５：ネットショップでブランド品と偽って販売されていたサ
ングラスと同ブランドの正規品の現物を提示し、違いを
説明する。その際に、ネットショップは、実物を見るこ
とができない、触れることができないため注意を要する
ことを理解させる。

・社会への扉
・ワークシート
・レシート
・サングラス
（２種類）

20分

・20歳前後の消費者ト
ラブルを知る

・ロール・プレイング

・消費者トラブルにかかる年齢別の相談件数のグラフを示し、
なぜ20歳になると相談件数が増えるのかを考えさせる。

・未成年者取消権のなくなった直後の20歳の若者を狙った事
業者が多いことを説明し、実際に被害に遭わないためにロ
ール・プレイング（キャッチセールスを題材）を実施する。

・ロール・プレイングの振り返りとして、グループで話し合わ
せる。
①どのタイミングで、どうやって、何と言って断れる？
②契約してしまった場合はどうしたらよい？

・グループでまとめさせ、再度、ロール・プレイングを行わせ
る。

・ワークシート

ま
と
め

20分
・かしこい消費者にな
ろうすごろく

・生徒の宿題を基に作成したすごろくをグループで実施し、必
要に応じて助言を行い、本時の振り返りを行う。 ・ワークシート

ネットショップの注意点（Ｐ.６）な
ど、教科書での説明が難しい箇所など
を説明する際に、イラストも多く役に
立ちました。

授業実施者

・悪質商法に引っ掛からないようにす
る、万が一引っ掛かったら消費生活
センターに相談するということがよ
く分かりました。

・この学習を機会に色々と気を付けて
いきたいです。

授業を受けた生徒

問１ 問２ 問３

問４

問５
問６

問７

活用箇所①

「社会への扉」（P.１～２）

活用箇所②

P.６

「社会への扉」を配付
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式
グループワーク形式

「社会への扉」活用箇所Ｐ.１～６ ワークシート：有（参考資料集Ｐ.31～37）



事例20
特別支援学校で活用した事例

ＤＶＤ教材を活用した事例

「社会への扉」活用事例集
‐reference cases‐

授業のテーマ インターネットトラブルについて、悪質商法について

「社会への扉」を活用した授業 全６コマのうち５コマ目

「社会への扉」で教える内容やポイントを
つかみ、生徒の実態に合わせて指導しました。
インターネットトラブルの学習後に、自宅で
オンラインゲームをする時間が減った生徒も
いて、効果がありました。

授業実施者

昨年の12月に、僕の携帯に不審なメール
が届いて、どうしたらよいかずっと心配でし
たが、「無視したらよい」ことが分かって、
とても安心しました。授業が役に立ちました。

授業を受けた生徒

学習の流れ 主な学習活動 指導上のポイント 活用補助教材等

導
入 ５分

・本時の内容を理解す
る

・インターネットトラブルと悪質商法について、説明する。
ー

展
開

10分

・インターネットトラ
ブルについて考える

・前回の学習内容であるインターネットに潜む危険（オンライ
ンゲームやＳＮＳのトラブル等）について、各生徒に考えさ
せたインターネットを使うときの約束事やそれに伴う標語
（下記参照）を発表させる。

・過去に経験したダイエット商品をめぐるトラブルの相談を受
けた事例などを説明し、困ったことがあれば、まず消費者
ホットライン「１８８」や身近な人に相談することが大切で
あると説明する。【写真】

ー

20分

・悪質商法（架空請求、
キャッチセールス
等）を知る

・「架空請求」や「キャッチセールス」の内容や対応方法につ
いて、ＤＶＤ教材「断るチカラの磨き方」を視聴させ、理
解させる。穴埋め形式のワークシートに商法名や対応方法、
相談できる人や断り文句を記入させる。

・ワークシート
・ＤＶＤ教材
「断るチカラ
の 磨き方」
（東京都消費
生活総合セン
ター）

ま
と
め

５分

・本時の振り返り

・次時の学習内容の確
認

・何か困ったことがあれば、一人で抱え込まずに、まずは相談
することが大事であることを説明し、本時のまとめとする。

・次時では、実際に断り方のロール・プレイングを行うことを
予告する。

ー

社会への扉
（P.10）

活用箇所

生徒の状況に
合わせて教材
を分かりやす
く説明するた
めに工夫。

「書き込むな 個人情報 危ないぞ」
「まどわすな ゲームをすると お金がかかるぞ」
「無視しよう 知らない電話や メールには」
「メールするとき 相手の気持ち 考えよう」
「無視したら 騙されないよ チェーンメール」

標語
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「社会への扉」の主な活用箇所

講義形式 「社会への扉」活用箇所Ｐ.10 ワークシート：有（参考資料集Ｐ.38）
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