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はじめに 

  

消費者庁では、令和２年度の事業として、中学生を対象とした消費者教育プログラム開発に関す

る検討会1を開催し、次の二つのプログラムを作成いたしました。 

 

プログラム①契約編「買物のトラブルはなぜ起こる」 

プログラム➁批判的思考力編「事実とは異なる情報に惑わされないために」 

 

このプログラムは、実際に中学生が巻き込まれた買物トラブルや、インターネット上の事実とは

異なる情報に関するトラブルを紹介し、その事例をヒントに生徒たち自らが、なぜそのようなトラ

ブルが起こるのかを自分事として考え、話し合うことで、自分がトラブルに遭わないためにどうす

ればよいかを考えるように構成しています。その答えを先に示すならば、①契約の仕組みやその重

要性を理解することと、②情報を鵜呑
う の

みにしない批判的思考力を身に付けることが必要だというこ

とで、プログラムの①と②がそれぞれに対応しています。 

本プログラムを通じて、生徒が消費生活を送る上の知識と技能（上記①と➁）を身に付け、それ

に従って行動できるようになることを願っています。 

ここでは、実践例として技術家庭科の家庭分野の C 消費生活・環境（1）金銭の管理と購入単元

の 1校時ずつの授業展開のヒントを付けていますが、それぞれのブログラムのための事例や生徒用

の解説資料などの支援ツールは、１校時で使用するよりは多くなっていますので、単元全体の中で

活用ください。また、それ以外の科目等でも幅広くご活用ください。 

 

  

                                                      

1 令和 2 年 9 月から 3 年 3 月までに委員会 4 回、ワーキング 2 回、検証 (授業等)5 回開催。座

長:中村新造弁護士。委員名簿は最終ページ（奥付）参照。 
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プログラム➁批判的思考力編 

「事実とは異なる情報に惑わされないために」 

 

１.本プログラムについて 

 

【趣旨・目的】 

  このプログラムでは、物資・サービスの選択に必要な情報を収集・活用することができるよう

になることを狙いとしています。事実とは異なる情報が混在する中で、情報の収集に当たり、真

偽を見抜くことは容易ではありませんが、批判的に吟味することが必要であり、そのために批判

的思考力を身に付けることを目標とします。 

  中学生の身近な生活においても、SNSやインターネットを介した情報に触れる機会が増えてい

ます。様々な情報のうちでも消費生活に関わる情報の多くは、物資・サービスの購入・利用を促

す広告表示ですから、情報を鵜呑
う の

みにして安易に応答するなどした場合、消費者トラブルにつな

がるおそれがあります。中学生にも関わるような具体的な事例を通して、情報に対して批判的、

合理的に判断し、行動できるよう、生徒たちが考えることができるようにしています。 

  

【資料の構成とそれぞれの内容】 

  このプログラムは、①指導案、➁支援ツール、➂実践例がセットになっています。全体像は次

のとおりです。①指導案と③実践例は授業を組み立てるに当たってのご参考としてご利用くださ

い。支援ツールは授業の組み立てに応じて必要な部分をご利用ください。①指導案と③実践例は、

この解説書の中に記載していますが、②の支援ツールはパワーポイント、学習プリントとも別の

ファイルとなります。 
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■本プログラムの全体像 

 内容の説明 

①指導案 

➁支援ツール 

 

<パワーポイント> 

事実とは異なる情報の事例①～⑥ 

※事例➁➂にはそれぞれ補足事例があ

るため合計９事例 

事例の紹介として使用する 

※生徒の実態に応じて事例➁、➂に

ついて補足的に使用できる 

<パワーポイント> 

生徒用解説 批判的思考力編 

適宜必要に応じて使用する 

学習プリント 

➂実践例 教員によるもの 

外部講師によるもの 

 

■➁支援ツールの詳細 

事実とは異なる 

情報の事例 

（パワーポイント） 

①公式サイトに見えたけど？ 

➁飲むだけで筋肉増強？ 

➁-2身体に貼るだけで痩せられるという「ダイエットパッチ」広告 

➁-3動画サイト閲覧中の広告 

➂高評価のレビューが多いけど？ 

③-2有名人ブログに広告と示さず高評価の記事掲載 

④SMSに不在通知？ 

➄簡単にお金稼ぎができる！ 

⑥トイレットペーパーがなくなる！ 

生徒用解説 

（パワーポイント） 

①インターネット通販の偽サイト 

➁不当表示 

➂ステルスマーケティング・サクラ 

④フィッシング詐欺 

➄最近のトピックから：SNSが関連する相談 

⑥188消費者ホットライン・消費生活センター 

学習プリント 

（ワード） 
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２.指導案 

 

 

 

 

 

 

（１）小題材名 物資・サービスの選択・購入に必要な情報と情報リテラシー 

（２）本時の狙い  

   物資・サービスの選択に必要な情報についての話合いの活動を通して、適切な情報収集・活

用の仕方について理解することができる。 

（３）学習活動（本時の指導） 

 

時間 学習内容 指導上の留意点 支援ツール 

10

分 

１ 本時の学習課

題を確認する。 

 

・調べ学習や日常生活における SNS の活用時など

において、その情報が事実かどうか迷った経験

があるか考え、発言するよう促す。 

 

 

 

 

30

分 

 

２ 最近のインタ

ーネット上の「事

実とは異なる情

報」や「情報に振

り回される事例」

について事例を

知る。 

 

３ 事例の問題点

について考え、

学習プリントに

記入する。 

 

 

４ 各自で考えた

ことをグループ

で話し合う。 

 

５ グループで話

し合った内容を

全体で発表する。 

・準備した事例の中から、生徒のインターネット

活用環境に応じた事例を複数紹介し、生徒自身

に類似の経験があるかを想起させる。 

・新型コロナによるトイレットペーパーやマスク

不足が起こったことについて、併せて意見の伝

え方も考えても良い。 

 

 

・そのような事例を信用してしまうことがあると

いうことを前提に、事実とは異なる情報を安易

に信用せず、情報を活用するためにはどのよう

にすれば良いかを各自で考え、学習プリントに

記入するよう促す。 

 

・自由に発言できるよう雰囲気作りをし、自分の

意見を基にグループで話し合う。 

 

 

・グループで話し合った内容を全体で発表し、問

題点を整理する。 

 

・情報は、インターネット以外にも多様な収集方

法があることに気付くことができるようにする。 

・「事実と異な

る情報の事例」

のパワーポイン

ト 

 

 

・「学習プリン

ト」 

 

どうすれば事実とは異なる情報に惑わされず、情報を活用することが

できるだろうか。 

中学校学習指導要領【技術・家庭科（家庭分野）】 

Ⅽ消費生活・環境(1)金銭の管理と購入 ア(イ)売買契約の仕組み、消費者被害の背景とその対

応について理解し、物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理が適切にできること。  

※関連的な指導:特別活動、総合的な学習の時間、社会科（公民的分野） 
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・困ったことがあったときには身近な大人に相談

する、などについても触れるとよい。 

 

10 

分 

６ 本時を振り返

り、分かったこと

を自分の言葉で

まとめる。まず、

生徒が自身で考

えた上で教師が

それを引き出し

つつまとめとし

たい。 

 

・学習プリントに、物資の購入やサービスを受け

るに際しての情報の活用の仕方などについて、

自分が気を付けたいことを整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・時間があれば、仮にトラブルに遭った場合に備

えクーリング・オフ、消費生活センター等の救

済制度についても説明し、相談することが消費

者市民社会の形成に参画する第一歩となること

も伝えてもよい。次の時間に取り上げてもよい。 

 

・「虚偽のイン

ターネット通販

サイト」、「誇大・

虚偽広告」、「サ

クラ、ステルス

マーケティン

グ」などのパワ

ーポイント 

 

 

 

・「188消費者ホ

ットライン」な

どのパワーポイ

ント 
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３.消費行動に関わる SNS やインターネットとして 

どのようなものがあるか 

 

 授業の導入で、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の利用経験や、インターネットで

ニュースサイトや動画サイトの閲覧経験を尋ねることとしています。これは、自分に関係のある話

題であることを生徒に感じさせることが目的です。教員の経験の中で、具体的な SNSの名称やニュ

ースサイト、動画サイトなどを例示していただくと、生徒からも意見が出てくると考えられます。 

 さらに、事例を紹介する前に、SNS、インターネットで流れてくる情報の中には事実とは異なる

情報があるのではないか、といった発言があると、次の事例紹介につなげやすくなります。 
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４.各トラブル事例の内容 

 

・事例① 公式サイトに見えたけど？ 

 

 

 

・事例➁ 飲むだけで筋肉増強？ 

 

 うそや大げさな表示などにだまされた。 

  

インターネット通販で商品を注文したが届

かず、その後調べたところ、偽の通販サイト

と分かった。 
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※類似の事例を複数紹介したい場合に次の補足事例も紹介してください。 

・補足事例➁-２ 身体に貼るだけで痩せられるという「ダイエットパッチ」広告 

 

 

・補足事例➁-３ 動画サイト閲覧中の広告 

 

 

 

・事例➂ 高評価のレビューが多いけど？ 

 

  

動画共有サイトで動画を閲覧中に、一方的

に商品の広告が表示される。 
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※レビューだけでなくタレントなどの書き込みについても紹介する場合、次の補足事例を紹介して

ください。 

・補足事例➂-２  有名人のブログに、広告であることを示さず商品に対する高評価の記事が掲載 

されていた 

 

 

・事例④ SMSに不在通知？ 

 

 宅配便の不在通知を装うメール。再配達依頼をすると個人情報が相手方に伝わってしまう。 

 

事例➄ 簡単にお金稼ぎができる！ 

 

 アイドルのファン同士で知り合った人に、SNSで簡単にお金稼ぎができるソフトの購入を勧めら

れ代金を支払ったが連絡がつかなくなった。 
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・事例⑥ トイレットペーパーがなくなる！ 

 

 

  

SNS 上の情報をつい信用して拡散してしま

った。 
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５.生徒用解説の内容 

 

 生徒に事例を紹介し、話合いをさせると、１校時で全ての解説をする時間は確保しがたいと考え

られます。必要な部分をご利用ください。 

 

（１）事例①の解説 

インターネット通販の偽サイト 

 

 

事例①のように、インターネットサイトがそ

もそも偽物という事例も生徒にとっては身近

といえると思われます。その見分け方として、

上図にもあるように、 

〇URL が購入を希望しているサイトと一致して

いるか。←似せた虚偽のサイトの可能性があり

ます。 

〇事業者の連絡先（住所や電話番号）の記載が

あるか。←何か問題が生じたときにメールアド

レスしかない場合には連絡が取れない場合も

あります。 

〇日本語表記に違和感はないか。←海外の事業

者によるサイトの可能性があり、万が一トラブ

ルが生じたときに言語や商習慣の違いから、そ

の解決が困難になる場合もあります。 

〇極端な値引きがされていないか。←通常、安

すぎる価格は事業者の採算が取れないため、詐

欺などの可能性もあります。 

なお、インターネット通販も含めて通信販売

については、広告に記載すべき事項が法令（特

定商取引法）で規定されています。契約編の中

にある解説も、生徒に詳しく説明する場合には

ご利用ください。 

 

 

 

（２）事例➁（補足事例➁-２、➁-３）の解

説 不当表示 

 

 このプログラムでは、物資・サービスの選択

に必要な情報を適切に収集・活用することがで

きることを目的にしています。物資・サービス

の選択に必要な情報とは、具体的にはその物

資・サービスの品質、内容、価格等を示す「表

示」であり、表示には物資やサービスそのもの

（外箱など）に付けられるもの、インターネッ

ト・チラシ・紙面等における広告、テレビ番組

での発言や電話・訪問によるセールストークな

どが幅広く含まれ、これらは消費者の物資・サ

ービスの選択に影響を与えます。不当景品類及

び不当表示防止法（景品表示法）や健康増進法

といった法律で表示の規制が行われているの

は、消費者がより良い物資・サービスを自主的・

合理的に選択できる環境を整えるためです。 
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景品表示法で規制される「不当表示」とは、

うそや大げさな表示など、消費者をだますよう

な不当な表示のことです。 

事例①のように「飲むだけで筋肉が増える」

や、事例②の「貼るだけで痩せる」など、合理

的な根拠がなく消費者が誤認するような表示

をすることは禁止されています。 

 また、健康食品など食品として販売されるも

のについては、健康増進法上の「虚偽誇大表示」

としても規制されています。景品表示法につい

て詳しく知りたい方は、下記などが参考になり

ます。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/rep

resentation/fair_labeling/pdf/fair_labeli

ng_160801_0001.pdf 

 インターネット上では、補足事例②-３のよ

うに、動画を見ていると突然広告が出て来たと

いったケースもしばしばみられます。 

（３）事例③（参考事例③-２）の解説 

ステルスマーケティング・サクラ 

 

 

サクラは、事例③のように、商品購入のレビ

ューなどで事実に反するコメントをするもの

です。そのコメントをする人間が広告主自身の

場合もありますし、ブログやサイトなどの媒体

主（アフィリエーターといいます）の場合もあ

ります。 

ステルスマーケティング（ステマ）とは商品

やサービスの宣伝であることを消費者に隠し

て行う広告です。なお、「ステルス」とは、「隠

密」、「こっそり行うこと」です。 

広告主が、アイドルやブロガーなどに、宣伝

であることを伏せて情報発信してもらうよう

に依頼するもので、広告内容に虚偽・誇大がな

かったとしても、そもそも宣伝であることを隠

していることには道義的な問題があります。事

例③-２のような場合です。 

 

  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0001.pdf
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（４）事例④の解説 フィッシング詐欺 

 

 

事例④のように、宅配便の不在通知のような

実際の企業を装ったメールが届き、そこに示さ

れた URLにアクセスし、誘導に従って不正なア

プリをインストールしてしまった結果、身に覚

えのない通信料が発生したり、偽サイトに入力

した個人情報を不正利用されて被害が生じた

などのケースが多数報告されています。本物か

どうかの見極めは難しい場合もありますが、図

の注意点のような配慮が必要です。 

 

（５）事例⑤の解説 

SNSをきっかけとした「もうけ話」の勧誘 

 

 事例⑤のように、SNS がきっかけで消費者ト

ラブルに巻き込まれることが少なくありませ

ん。消費者庁「消費者白書」令和２年版には次

のような情報が掲載されています。 

 

SNS が何らかの形で関連している相談は、10

歳代や 20 歳代で増加しており、20 歳代の割合

が最も高いです。20歳代の相談のうち、SNSが

何らかの形で関連しているものは、全相談の

9.1％を占めています。 
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また、SNS をきっかけにもうけ話のトラブル

に遭う事例もみられます。SNS で知り合った人

から、簡単にお金を稼ぐ方法を教えるなどとう

たう「情報商材」の購入を勧める事例や、人を

紹介すればお金がもらえるなどと「マルチ商法

（商品、サービスを契約して、次は自分がその

組織の勧誘者となって紹介料報酬等を得る商

法）」に誘われる事例がみられます。特に、投資

や副業などのサービスのマルチ商法（モノなし

マルチ商法）の事例が、若年者で多くみられま

す。 

 

（６）事例⑥の解説 

 

また、SNSを通じて様々な情報が届く中には、

事例⑥のような新型コロナウィルス感染症の

拡大に関連した、事実とは異なる情報もありま

す。そのような情報に対しても鵜呑
う の

みにせず、

批判的に吟味する態度を身に付けさせること

が重要です。 

 併せて、根拠を確認することなく SNSに情報

を流してしまう、あるいは必要以上に買い占め

てしまうなどの自分の行動が、他の人や世の中

に影響を及ぼすということも気付かせたいと

ころです。 

 

 消費者が事業者（販売者）に意見を伝えるこ

とは、「消費者市民社会」の形成につながる行動

の一つですが、意見の伝え方には配慮が必要で

ある、ということも、この事例を通して考えさ

せることができるとよいでしょう。 

 

 

 消費者庁のサイトに紹介している資料です。 

  

その他、消費生活に関するトピックについて

は、以下のようなサイトが参考になります。 

 

・国民生活センター 

http://www.kokusen.go.jp/ 

・消費者庁消費者教育ポータルサイト 

https://www.kportal.caa.go.jp/links.html 

 

 

 

http://www.kokusen.go.jp/
https://www.kportal.caa.go.jp/links.html
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(７)契約トラブルに遭遇した場合の対応 

 

188 消費者ホットラインの仕組みと各地の消費

生活センター 

 
もし買物などの消費生活上のトラブルに巻

き込まれそうになったり、トラブルに遭ったり

した場合、一人で悩まず、身近な大人に相談す

ることが大切です。 

その上で更に専門家に相談したい場合は 188

に電話して相談しましょう。 

188 は全国共通の番号で、最寄りの消費生活セ

ンター等の相談窓口につながります（相談窓口

が閉所している時間にかけた場合は、開所して

いる時間と電話番号が流れます）。消費生活セ

ンターは、都道府県や市町村などの地方公共団 

体が運営している機関で、無料で相談できます

（通話料は相談する側の負担となります）。 

 

 生徒に対して、契約に関してトラブルになっ

た、あるいは何かよく分からなくて困った場合

などは、一人で悩まずに周りの大人に相談する

ように勧めていただくことが重要です。その意

義は、生徒自身がトラブルに巻き込まれること

を防ぐ、あるいは被害に遭っているのであれば、

早期に解決するための有効な手段だという点

にあります。 

それだけではなく、例えば不正な取引や、法

律に反する表示などの情報が消費生活センタ

ーに集められることで、国（消費者庁）や地方

公共団体が、それらの不適正な取引、表示など

を排除する対応をとることにつながります。そ

の結果、問題ある事業者が淘汰され、健全な事

業者が育ち、良質で安全な商品・サービスが増

えて、より良い社会になっていきます。このよ

うに、消費者が積極的に行動することでより良

い世の中にしていくことが消費者市民社会の

実現につながるのです。 
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６.実践例 

 

 

 

４名程度のグループを編成し、話合いが円滑に行えるよう指示する。 

ツール「学習プリント」を配布する。 

 

 

 

◎教師からの発問 

スマホやパソコンなどを通して、私たちは毎日のように、ニュースや動画などの情報に触れてい 

ます。 

 調べ学習の際にも、インターネットで情報を集めることもあるでしょう。 

皆さんは、普段どんなインターネット情報を見ていますか？  

（３名程度の生徒に話を聞く。ここで、あまり意見が出ないようなら深追いはせず、次に進める。） 

 

 教師向け参考情報 予想される意見   

  ・SNS（ソーシャルネットワークサービス）の投稿 

  ・SNSのニュース 

  ・動画投稿サイト 

  ・動画配信サービス 

  ・インターネット上の百科事典  など 

 

◎教師からの発問 

今話が出たように、例えば、投稿、ニュース情報などで流れる広告などをよく目にすると思いま 

す。 

インターネットの情報を見る際、どんなことに気を付けていますか？ 

生徒に挙手を促し、挙手した生徒に、「なぜそう考えるのですか？」などと尋ね、その答えに応

ずる形で、今日はそれについて詳しく学びましょう、などと続けるとよい。 

※導入を 10分以内に収まるようにして、話合いの時間を確保する。 

  

準備（授業開始前） 

 

導入（10分） 

 



17 

 

 

◎教師からの発問(事例の紹介) 

これから、何人かの中学生が登場する事例を紹介します。 

事例を聞いて気付いたこと、気になったことがあれば、学習プリントの「１.事例について、気 

付いたこと、気になったこと」の欄にメモしておきましょう。 

 ツール「学習プリント」 

 ツール「事実とは異なる情報」パワーポイント①～⑥を示す。 

（②-２、②-３、③-２は時間が確保できる場合に紹介） 

 【事例】 

  ①インターネット通販のサイト。注文して支払ったのに商品が届かない。実は偽サイト。 

  ②筋肉増強サプリの効果があると誇張している広告。買ったが効果がない。 

   ②-２根拠なく「体に貼れば短期間で痩せるパッチ」という、「貼るだけダイエット」という

虚偽の広告。 

   ②-３動画サイトで、一方的に流れる誇大広告。 

  ③サクラ（関係者のなりすまし）が書き込んでいるインターネット通販のレビュー、口コミを

信じてしまった。 

   ③-２タレントのブログ記事で、広告であることを明示していないが、実は企業がタレント 

にお金を払って書いてもらっている商品宣伝。 

  ④宅配便の不在通知を装う偽メール（偽メールを開いて表示されている URLにアクセスするこ

とで不正なアプリがインストールされるなど被害につながる）。 

  ⑤アイドルファン同士の SNSで知り合った人から、「１万円の USBを買えば、月３万円稼げる」

といわれた。お金を支払ったが、USBは届かず、相手とも連絡がつかなくなった。 

  ⑥新型コロナウィルスの影響でトイレットペーパーがなくなるといううそ情報で品切れ。 

 

 いくつかの事実とは異なる情報、詐欺を狙った情報などを紹介しましたが、他にもこんな事例を

知っている、というものがあれば教えてください。 

（３名程度の生徒に話を聞く。生徒が考える時間をつくる｡） 

 

今日は、どうすればそのような事実とは異なる情報に惑わされずに情報を活用することができる

か考えたいと思います。 

 

  

展開Ⅰ 「“事実とは異なる情報”の事例提示（共有）」（10分） 
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◎教師からの発問 

 さて、インターネットで出会う、事実とは異なる情報。事例に出てきた人たちは、それらを信じ 

てしまいました。そんな情報に惑わされず、情報を活用するために、どのようなことに気を付けれ 

ばよいか考えてみましょう。 

 

まずは個人で、事例のどこが気になったか、何が失敗だったのか、などを少し考えてみましょう。

学習プリントの先ほどのメモと同じ枠に自分が思ったことや気付いたことを書いてみてくださ 

い。 

その後、班の中でそれぞれの意見を発表しあいます。 

 個人で考える時間は、２分間です。 

  

（２分後） 

 はい、２分が経ちました。 

 ここからは、考えたことをグループ内で紹介する時間です。何番の事例について、どんなことが 

気になったか、何が失敗だと思ったかなど、他の生徒に紹介してみましょう。 

各自の考えたことの紹介が終わったら、どうして気になったのか、何が失敗だと思ったのか根拠 

を基に話し合ってみましょう。そうすると考えが深まっていきます。他の生徒の意見や気付いたこ

とがあれば、学習プリントの「２.グループの話し合いで気付いたこと」にメモしておきましょう。 

   

 話合いの時間は 10分間です。では始めましょう。 

 

◎留意事項 

時間の関係で、全員で全ての事例を吟味することが難しい場合もあるので、班ごとに検討する事

例を分けてもよい。 

 

  

展開Ⅱ「適切な情報を収集活用するのはどうしたらよいか考える 

（個人で考え、次に話合い）」 （15分） 
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◎教師からの発問 

 では、どんな意見があったのか、グループごとに話を聞いてみたいと思います。 

印象的だったことを１つ教えてもらえますか。 

もし良いアイデアが出ていたら、それを教えてください｡ 

 

◎留意事項 

時間の関係により、代表のグループによる発表にしてもよい。教師が問題点を簡単に整理すると

ともに、困ったときには身近な大人に相談することも生徒に伝える。 

インターネットの情報についての意見しか出されなかった場合などに、様々な媒体での情報収集

の必要性についても気付かせる。 

  

 教師向け参考情報 予想される中学生のコメント 

  「他人の評価を簡単に信じている。」 

  「個人の感想が自分にも合うとは限らない。」 

  「評価の高い口コミだけを信じない。」 

  「イメージの写真を簡単に信じない。」 

  「なりすましの可能性もある。」 

  「ネットの情報だけでは嘘がある。」 

  「個人の感想です、という表示を見逃したのが問題。」 

  「お金を払う場合は、要注意。」 

  「記憶にないようなメールは開かない。」 

  「有名人以外の情報も調べる。」 

  「複数の情報を確かめる。」 

  「情報を他者に流す時は、正しい情報かどうか確認することが大事。」  

  

「全体共有」（５分） 
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 最後に、本日の授業の振り返りです。 

私たちがよく見るインターネットの情報には、事実とは異なる情報もたくさんあります。 

全ての情報を鵜呑
う の

みにせず、情報の出所や、公的な機関の情報を確認するなど疑いの気持ちを持 

って冷静に情報を調べる心構えが必要です。 

ツール事例ごとに生徒用解説のパワーポイント資料（事例①については「インターネット通販

の偽サイト」、事例②については「不当表示」、事例③については「ステルスマーケティング・

サクラ」、事例④は「フィッシング詐欺」、事例⑤は「最近のトピックより:SNS が関連する相

談」）を使って解説してもよい。なお、１校時で取り扱うのは時間的に難しいと考えられるの

で、次の時間で解説してもよい。 

 

 仮に、契約に関してトラブルになったあるいは何かよく分からなくて困った場合などは、一人で 

悩まずに周りの大人に相談しましょう。さらに、188に電話をして消費生活センターなどに相談す 

ることも大切です。消費生活センターなどに相談することで自分の被害を防ぐことができたり、解 

決のために力になってもらえたりするだけでなく、皆さんからの情報で、同じような被害に遭う人 

を少なくすることもでき、皆さんの行動が社会を変えることができるのです。相談することを諦め 

てしまうと、一人だけでなく、多くの人が被害に遭ってしまう可能性があります。自分の問題の解 

決が社会を変える力にもなることを知っておいてください。 

番号を忘れないように、「学習プリント」の穴埋めもしておきましょう。 

ツール「188消費者ホットライン・消費生活センター」 

 

◎振り返り 

 情報を安易に信じてしまう状況などを、これまでいろいろ考えてきました。 

 最後に「学習プリント」の「４.事実とは異なる情報に惑わされないために自分は何に気を付け 

たいと思いますか。」の枠内に自分の考えを書いてみましょう。 

 ツール「学習プリント」 

 プリントに書いたことを次の時間に共有してもよい。 

  

まとめと振り返り（10分） 
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７.外部講師の実践例 

 

「事実とは異なる情報に、惑わされないために～注意が必要なインターネット情報～」 

・技術・家庭科（家庭科）での実践 

・授業はパワーポイント（別添）を投影して進行した。 

 

 

 

・グループでの話合いが行いやすいように、授業開始時から机と椅子の配置を変える。 

・１グループの人数は、４人程度（３人～５人）で編成する。１グループの人数が６名以上になる

と、話合いの質が下がり意見もまとまらなくなる。 

・話合いをメモするワークシート（全体を通して、自分の意見、グループ内での意見、気付いた点

等を記載できるワークシート）を準備し、授業開始時に配布しておく（時間の有効活用のため）。 

 

 

 

◎意義 

・これから行う授業が、自分の生活と直接関わりがあることがイメージできるように、生徒が自

分事化しやすくなるための問いを発し、関心を向けるよう促す。 

 

◎講師からの声掛け 

 今日の授業は、インターネット情報への向き合い方について考えます。 

 スマホやパソコンなどを通して、私たちは毎日のように、ニュースや SNS、動画などの情報に 

触れています。 

 調べ学習の際、インターネットで情報を集めることもあるでしょう。 

 

 皆さんは、普段どんなインターネット情報を見ていますか？  

  ※３名程度の生徒に話を聞く。 

  ※生徒が発表した後、小さく拍手をすると場に活気が出る。 

  

◎留意事項 

 ・対象となるインターネット情報がどのようなものかを具体的に示す。 

  「インターネット情報」だけだと範囲が広すぎて、具体的なイメージが持ちにくいため。 

 ・インターネット情報には「広告」も含むことを伝える。 

 ・できれば先生も、よく閲覧しているインターネット情報を１～２事例程度生徒に伝える。先生

からの自己開示があることで、生徒と先生との心理的な距離が縮まり、生徒の思考も柔軟にな

りやすくなる。 

  

 

■準備（授業開始前） 【２分間】 

■ステップ１：「導入の時間」 【５分間】 
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 ※ステップ２から５が指導案上の「展開」 

◎意義 

 ・今回の授業のテーマを提示する。 

 

◎講師からの声掛け 

インターネットにはたくさんの情報があり、その中には、正しくない情報（事実とは異なる情報） 

もあります。 

すべてを鵜呑
う の

みにせず、「もしかすると正しくない情報かもしれない」と考えを持っておくこと、 

これが大事です。 

  

 

 

■ステップ２：「問題提起（メディアに対する批判的思考について）」 【１分間】 
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◎意義 

 ・“事実とは異なる情報”とはどのようなものなのかを、具体的に知る。 

 ・この後のステップで、自分事化しながら考えるための材料を提示する。 

 

◎講師からの声掛け 

 インターネットに存在している、うその情報、デマ情報、詐欺を狙った情報などの、具体的な例

を紹介します。 

 気になる事例や思い浮かんだことを、ワークシートにメモをしながら聞いてください。 

 

【事例】 

①インターネットで欲しかった靴がすごく安かったので購入したが、実は偽サイトだった。 

②根拠なく「体に貼れば短期間で痩せる」という誇大広告に引っかかってしまった。 

③新型コロナの影響によりトイレットペーパーがなくなるという嘘情報で大混乱。 

④サクラ（関係者のなりすまし）が書き込むインターネット通販のレビュー、口コミを信じてし

まった。 

⑤宅配便の不在通知を装う偽メール（偽メールへ返信することによって個人情報が抜き取られて

しまった。 

⑥アイドルファン同士の SNSで知り合った人から、簡単に毎月３万円稼げる方法を教えると言わ

れた。その情報が入った USBを送ると言われたので住所を教えて１万円を支払ったが、USBが

届かない上に、相手と連絡が取れなくなってしまった。 

 

◎留意事項 

 ・事例を話す際、トラブルに遭った人の気持ちになりながら、少し感情を込めて話す。そうする 

ことで、生徒が自分事として事例に触れることとなり、感情が動き、関心を抱きやすくなる。 

 ・事例を紹介しながら、生徒たちがメモを取っているか確認する。メモを取っていないようなら 

「気になる事例は、ちゃんとメモをしてくださいね」と伝える。 

 

 

 

◎意義 

 ・事例をイメージしながら、当事者の状況や心理を自分事として考える。 

 ・原因の深掘りを行う（思考を深める）。 

 ・話合いを通して他者の考えを知る。新たな気付きを得る。発想を広げる。 

  

 

 

■ステップ３：「“事実とは異なる情報”の事例提示（共有）」 【７分間】 

 

■ステップ４：「自分事として考える時間（個人で考え、次に話合い）」 【20 分間】 
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◎講師からの声掛け 

 さて、ここからは“考える時間”になります。 

 インターネットで出会う、事実とは異なる情報。 

 私たちの中には、それらを信じてしまう人がいます。 

 なぜ私たちは、事実とは異なる情報を信じてしまうのでしょう。 

 

自分が気になった事例に焦点を当て、トラブルに遭った人の立場になり、信じてしまった人の心

理や状況を想像してみてください。 

自分が信じてしまうとしたら、こんな理由からかも知れない、ということでも結構です。 

 

 まずは個人で、メモをしながら少し考えてみましょう。 

 その後、グループで話し合ってもらいたいと思います。 

 個人で考える時間は、２分間です。 

 今から考えることに正解はありません。 

 どんなことでも良いので、自分が思ったことや気づいたことを紙に書いてみてください。 

  

 ※もし何も書くことができない生徒がいたら、 

 「すごいことを書こうとしなくて良いです。模範解答はありません。ありのままの自分の思いを

紙に書いてみてください」とアドバイスを送る。 

 

 （２分後） 

 はい、２分が経ちました。 

 ここからは、考えたことをグループ内で紹介する時間です。 

 話し合いをするわけですが、いくつかのルールを決めて進めます。 

 

 

 話合いのルール 

  まず、どんな意見にも批判や否定はしないようにしましょう。 

いろんな意見があった方が良いです。 

  次に、話を聞いていることを、できるだけ態度で示しましょう。 

無視や無反応は、話す人がちょっと辛くなってしまうんですね。 

  そしてある程度考えたことを紹介し終わったら、話が少し横道にそれても良いので、気になっ

たことを「それはなぜ？」と質問をしてみてください。そうすると考えが深まっていきます。 

   

 話合いの時間は 10分間です。 

 まずはグループのメンバー同士で顔を見合わせ、“よろしくお願いします”と挨拶を 

 するところから始めましょう。 
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◎意義 

 ・他者の考えを知り、新たな気付きを得る。発想を広げる。 

 

◎講師からの声掛け 

では、どんな意見があったのか、いくつかのチームから話を聞いてみたいと思います。 

時間があまりないので、印象的だったことを１つ教えてもらえますか。 

もしユニークなアイデアが出ていたら、それを教えてください。 

 

◎留意事項 

 ・発表者の人数は５名～８名程度が目安。 

・できるだけたくさんの意見に触れることが大切。発表の際、意見がかぶらないように配慮する

ことを生徒に伝える。 

 ・終了の 10分前には全体共有（発表）を終える。 

 ・生徒一人一人の発表後、全員で拍手を送る。 

 ・生徒からの発表が多様性に欠けた場合、下記の【他の中学生からの意見】をいくつか紹介する。 

 

【他の中学生の発言から】 

 ・ほかに買っている人がいると安心感があるので、それにつられて買ってしまう。 

・お金がないときに「簡単に稼げる」と話を聞くと、その話に乗ってしまう。 

・人には欲があるので、事実とは異なる情報を信じてしまう。 

・焦っていたり悩んでいたり、心が不安定な状況だと信じやすくなる。 

・情報が正しいか、確認のために調べることが面倒。 

・自分の欲しかったもののレビューに良いことが書かれていると、つい欲しくなってしまう。 

・有名だから安全だと思って信じてしまう。 

・情報にデータや写真がついていると信じやすくなる。 

・不在通知のメールは日常的なものなので、返信をしてしまう。 

  

 

 

■ステップ５：「全体共有」 【５分間】 
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◎意義 

 ・「自分ならどうするか」を各自が考える時間。 

・授業を振り返り、大切な情報の再確認を行う。 

 

◎講師からの声掛け 

『事実とは異なる情報に惑わされないために、自分はどんなことに注意したいか』を書いてみま 

しょう。時間は３分間です。 

  ※各自が紙（ワークシート）に記載。 

 

 さて、３分経ちました。 

 何人かの方に、どんなことを書いたのか教えていただきたいと思います。 

  （４人くらいの生徒の意見を聞く） 

  ※発表後、拍手をする。 

 

◎留意事項 

 ・多様な考えに触れるため、下記の【他の中学生からの意見】をいくつか紹介する。 

 

【他の中学生からの意見】 

 ・怪しいと思ったら調べるようにする。 

・知らない人とのやり取りには注意が必要だ。 

・買物をするときは、本当に必要かどうかをよく考え、必要だと思うものを買うようにする。 

・レビューを見るときは、良い意見だけでなく、否定的なレビューもしっかり目を通す。 

・複数のサイトで比較、確認をする。 

・ネットに書いてあるものは、信じ過ぎないように普段から心掛けておく。 

・人の欲に付け込んだ広告は信用しない。 

・焦っていたり、心が不安定だったりする時は判断をしない。 

・周りの大人や友人などの意見を聞いてみる。 

 

 最後に、本日の授業の振り返りです。 

 私たちがよく見るインターネットの情報には、事実とは異なる情報がたくさんあります。 

なので、全ての情報を鵜呑
う の

みにせず、疑う気持ちや冷静に情報を調べる心構えが必要です。複数 

の情報を調べる、人に意見を聞く、自分の目で確かめるなどの行動を心掛けるようにしましょう。 

 

◎トラブルに遭ったら 

トラブルに遭ったら、消費者ホットラインの 188・いややへ電話をしましょう。 

 ワークシートにも 188と書いておきましょう。書くことで覚えられます。 

 

 

 

 

■ステップ６：「まとめ」 【10分間】 
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