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はじめに 

 

 民法改正による令和４年４月からの成年年齢の引下げを見据え、消費者庁では、平成 28年度に高校

生向けに消費者教育用教材「社会への扉」を作成し、全国の高等学校等に配布し実践的な消費者教育へ

の活用を促しています。令和元年度には、特別支援学校における実践的な消費者教育を実施する上での

課題等を明らかにするため、消費者行政新未来創造オフィス1 において、「特別支援学校（主に高等

部）における消費者教育の在り方に関する意見交換会」（以下、「意見交換会」という。）2 を実施し、

障害の特長に応じた教育上の配慮や、授業・教材や自立支援に関わる消費者教育の課題について論点整

理を行いました。 

 

今回、消費者庁新未来創造戦略本部（以下、「戦略本部」という。）の令和２年度のモデルプロジェク

トとして、特別支援学校向け消費者教育用教材等の制作に向けた検討会を立ち上げ、知的障害のある生

徒を主な対象とする教材とその授業等での活用法について検討を行いました。具体的な教材の内容につ

いては、特別支援学校の教員等で構成するワーキンググループにおいて検討を行い、徳島県と東京都の

特別支援学校の協力を得て、試行・検証を実施しました。 

 本活用の手引では、検討会で取りまとめた教材等の概要と活用法等について紹介しています。今後、特

別支援学校の授業等で教材等を活用する際の参考にしていただければ幸いです。 

 

 

 

  

                                                   
1 令和元年７月 30日に、恒常的な拠点として「新未来創造戦略本部」となった。 
2 取りまとめの詳細は、消費者庁のウェブサイト参照。

https://www.caa.go.jp/future/meeting_materials/review_meeting_002/ 
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１．スライド教材のテーマ構成について 

 

 本教材は、①スライド教材、②活用の手引、③ワークシート、④イラスト集から構成されています。ス

ライド教材は、「基礎編」と「実践編」から成り、「基礎編」では、買物・契約の基本に関わる内容を扱い、

４つのテーマで構成されています。「実践編」では、インターネットの利用に伴うネットトラブルや消費

者トラブルに関する内容とその対処法等を扱い、３つのテーマで構成されています。3 

 スライド教材の各テーマで扱っている内容と、消費者庁が制作した高校生向け消費者教育教材「社会へ

の扉」との関連については、【表１】を参照してください。また、学習指導要領（家庭）4の項目との主な

関連については、【表２】を参照してください。家庭科以外の教科や時間においても、適宜活用すること

ができます。 

 

【表１】スライド教材のテーマ構成 

 テーマ名 テーマの概要 「社会への扉」関連ページ 

基
礎
編 

テーマ①  

買物・契約の基本 

売買契約の仕組みや、返品・解約と

いった消費者保護の仕組みを学習す

る。 

「契約をする」３ページ 

「契約を守る」４ページ 

テーマ② 

商品の選び方 

ものを買うときの手順や購入目的に

応じた商品を選ぶポイントを学習す

る。 

 

テーマ③ 

いろいろな支払方法 

現金以外の支払方法の特長と注意

点を学習する。 

「お金を支払う（カード払い）」 

７、８ページ 

テーマ④ 

お金の上手なやりくり 

収入・支出や上手なお金のやりくりを

学習する。 

「暮らしとお金」７ページ 

実
践
編 

テーマ① 

ネットショッピング 

ネットショッピングの特長・注意点を実

店舗と比較し学習する。 

「契約をやめる」６ページ 

テーマ② 

スマホ・ネットでのトラブル 

スマホ・ネットでのトラブル事例とトラ

ブルに遭わないための注意点を学習

する。 

「契約をやめる」６ページ 

テーマ③ 

契約トラブルの対策・対処法 

身近なトラブル事例とトラブルに遭わ

ないための注意点を学習する。 

「契約をやめる」４、５ペー

ジ、「消費生活センターにつ

いて知ろう！」10ページ 

 

                                                   

3 各テーマで扱っている内容の詳細は、「テーマ別内容一覧表」（別添）をご覧ください。 

4 特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31 年２月告示）第２章第２節「知的障害者である生徒に対

する教育を行う特別支援学校」〔家庭〕を指す（【参考資料１】参照）。以下同様とする。 
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【表２】学習指導要領（家庭）との主な関連 

教
科 

段
階 

大

項

目 

中項目等 事項 基
礎
編
① 

基
礎
編
② 

基
礎
編
③ 

基
礎
編
④ 

実
践
編
① 

実
践
編
② 

実
践
編
③ 

家
庭 

１
段
階 

消
費
生
活
・ 

環
境 

ア．消費生活 (ア) 

㋐ 

購入方法や支払方法の特長が分か

り計画的な金銭管理の必要性に気

付くこと。 

○  ○ ○    

(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・整理ができること。 

○ ○   ○ ○ ○ 

(イ)  物資・サービスの選択に必要な情報

を活用して購入について考え、表現

すること。 

 ○ ○ ○    

イ．消費者の

基本的な権

利と責任 

(ア) 

 

消費者の基本的な権利と責任、自

分や家族の消費生活が環境や社会

に及ぼす影響について気付くこと。 

○       

(イ)  身近な消費生活について、自立した

消費者として責任ある消費行動を考

え、表現すること。 

○    ○ ○ ○ 

 
 

 
 

 

２
段
階 

ア．消費生活 (ア) 

㋐ 

購入方法や支払方法の特長が分か

り、計画的な金銭管理の必要性に

ついて理解すること。 

○  ○ ○    

(ア) 

㋑

エラー! 

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。 

○ ○   ○ ○ ○ 

(イ) 

 

物資・サービスの選択に必要な情報

を活用して購入について考え、工夫

すること。 

 〇 ○ ○    

イ．消費者の

基本的な権

利と責任 

(ア) 

 

消費者の基本的な権利と責任、自

分や家族の消費生活が環境や社会

に及ぼす影響について理解するこ

と。 

○       

(イ) 身近な消費生活について、自立した

消費者として責任ある消費行動を考

え、工夫すること。 

○    ○ ○ ○ 

 

C 
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２．スライド教材のユニットと指導案の作成について 

 

 スライド教材の各テーマは、学習内容に応じてまとめたスライド群（以下「ユニット」と

いう。）から構成されています。各テーマを構成するユニットで扱っている内容全てを、授

業時間内で使用する必要はなく、生徒の実態等に合わせて適宜ユニットを組み合わせてご

利用ください。 

 各テーマの「①想定される学習目標」と「②ユニットの内容」を一覧できるように示して

いますので、授業でスライド教材を活用し、指導案を作成する際の参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ユニットの選択と指導案の作成に当たって＞ 

 

 指導案の作成に当たっては、指導する内容と生徒の実態等に応じて本時の目標を設

定し、展開部分で使用するユニットを適宜選択してください。 

 ユニットは、各テーマの中で扱われているものを選択するだけでなく、関連する他の

テーマにあるユニットを組み合わせて実施することも可能です。 

 ユニットで示している時間は目安です。授業の展開や生徒の実態に合わせて考えて

設定してください。また、指導上の留意点は、考えられる例を示しています。生徒の

実態に合わせて変更してください。 

 ワークシートは、生徒が学習した内容を確認したり、自分の考えを整理したり、グル

ープで学習する際のヒントとして活用できます。 

 スライド（パワーポイント）のノートの部分には、ワークシートやアニメーションの

有無、スライドで扱っている内容に関する情報、語句の説明等を示しています。 
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○ 指導案の作成例 

 

学習の流れ 学習内容 指導上の留意点 教材資料 

導入 5分 ・本時の内容を知る。 

「自分の買物と契約につい

て考えよう」 

・本時の学習内容を確認す

る。 

・スライドに注目している

か確認する。 

・買物をした経験を思い出

させる。 

１－１ 

 

展開① 15分 

 

・買物が「契約」であること

を知る。 

・スライドに注目している

か確認する。 

１－２ 

 

ワークシート 
・契約と約束の違いを知

る。 

・ワークシートに注目させ

る。 

・ワークシートへの記入を

確認する。 

展開② 15分 

 

・契約が成立するのはいつ

か考える。 

・スライドに注目している

か確認する。 

１－３ 

 

・買物をするときのクイズ

に挑戦して、契約について

の理解を深める。 

（契約の成立や返品につい

て質問） 

・スライドに注目している

か確認する。 

・自分で考えてホワイトボ

ードに記入したり、○×カ

ードを挙げることができる

ように促す。 

１－５ 

 

 

まとめ 5分 ・本時の振り返りをする。 

・買物をするときのポイン

トや注意点をまとめる。 

 

・買物をするときの注意点

やポイントを振り返ること

ができているか確認し、次

回の学習につなげる。 

１－７ 

 

 

 

※教材資料の欄にある１－１等の番号は、スライドユニットの番号を示しています。 
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■ 基礎編 テーマ① 買物・契約の基本 

 

○ 想定される学習目標 

売買契約の仕組みについて学習し、契約には権利と共に義務が生じることを知る。ま

た、返品や解約といった消費者保護の仕組みを知り、ワークシートを使って学習するこ

とで、今後の生活や卒業後の生活で適切な契約ができるようつなげていく。 

 

 （１）契約と約束の違いについて知り、生活の中に様々な契約があることを理解する。 

 （２）契約の成立時期について知り、ワークシートに記入できる。 

（３）契約が成立すると権利と義務が生じることを知り、良く考えて契約することの大切

さを理解する。 

（４）計画を立てて買物・契約をすることの大切さを理解する。 

（５）返品、解約について知り、返品・解約できる条件を選ぶことができる。 

 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

1-1 5分 自分や家族の買物を振

り返る。 

 

 

・最近、どんな買物をしたか振り

返り、ワークシートに記入する。 

・自分で買物をしていない場合も

あるので、家族の買物でも良い。 

・日常生活のために買物が欠かせ

ないことに気付かせる。 

・お店での買物以外にも、商品を

買ったり、使ったりする場面があ

ることに気付かせる。 

 

・スライド 2-4 

 

1-2 15分 契約について知る。 

 

 

・契約と約束の違いについて事例

を交えて説明する。 

・生活における様々な事柄が契約

であり、社会のルールを守る必要

があることに気付かせる。 

・スライド 5-27 

・ワークシート 
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1-3 10分 契約の成立時期を考え

る。 

 

 

・契約の成立について、具体的

な例を挙げ説明する。 

・スライド 28-35 

・ワークシート 

 

1-4 5分 契約が成立したときの

ルールについて考え

る。 

 

 

 

・契約が成立したときのルールに

ついて、アニメーションを活用し

ながら、説明する。 

・契約には法的な権利だけでなく

義務が生じることに気付かせる。 

・契約により法的な義務が生じる

ため、契約が成立するタイミング

をしっかり知ることが大切である

ことを伝える。 

・スライド 36 

 

 

 

1-5 10分 買ったものが返品・交換

できるか考える。 

 

 

・生徒の状況に応じて、取り上

げる商品を入れ替える。 

・返品・交換ができる条件は限

られている。原則、自分の都合

では契約をやめることはできな

いので、契約する前に良く考え

ることが大切なことに気付かせ

る。  

 

・スライド 37-43 

・ワークシート 
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1-6 5分 買物での計画の必要性に

ついて考える。 

 

 

・買物をする際の計画の必要性

について、スライドを使って説

明する。 

 

・スライド 44-47 

 

1-7 5分 買物・契約のポイントに

ついてまとめる。 

 

 

・事前にしっかりと確認し計画

してから買物・契約することの

大切さを強調する。 

・消費生活センター（消費者ホ

ットライン）でトラブルの相談

ができることを伝える。 

・スライド 48-52 
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■ 基礎編 テーマ② 商品の選び方 

 

○ 想定される学習目標 

買物をするときに購入目的に応じた観点で見るポイントを知り、ワークシートを使っ

て買物の計画を学習し、今後の生活や卒業後の生活で上手な商品の選び方ができるよう

つなげていく。 

 

 （１）商品を買うときの手順、商品を選ぶポイントを知り、自分で考えて商品を選ぶこと

ができる。 

 （２）目的をもって予算の範囲内で、買物の計画を立てることができる。 

 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

2-1 10分 買物での失敗例につい

て考える。 

 

 

・事例を交えて、必要性を考えず

にものを買うとお金が無駄になっ

たり、部屋が片付かなかったりす

ることを説明する。 

・必要かどうか考えることの大切

さを理解させる。 

・スライド 2-8 

 

 

2-2 5分 商品を買うときの手順

について知る。 

 

 

・商品を買うときの手順につい

て、①買う目的、②情報収集、③

比較、④買う、⑤振り返るという

流れを説明する。 

・スライド 9 

・ワークシート 
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2-3 20分 商品を買うときの手順に

沿って、商品の選び方に

ついて考える。 

 

 

・食品（カレーの材料）を取り

上げて、買う目的、情報収集、

比較について考えさせる。 

・生徒の生活環境に合わせて、

商品の選び方として値段、分

量、産地などがあることを説明

する。 

・スライド 10-21 

・ワークシート 

 

2-4 5分 消費期限、賞味期限の違

いについて知る。 

 
 

・消費期限、賞味期限の違いに

ついて説明する。 

・食べるタイミングによって、

必要な期限や値段が変わること

に気付かせる。 

・スライド 22-24 

 

 

2-5 5分 商品を買った後、振り返

ることを知る。 

 

 

・買物は失敗することが良くあ

る。失敗した場合は、その原因

を考えることで、次の買物で失

敗しにくくなるので、振り返る

大切さを知らせる。 

・スライド 25 

 

2-6 20分 買物の計画を考える。 

 
 

・カレーの材料を買う予算を設

定し、計画を立てさせる。 

・予算を超えてしまった場合は

材料の中での優先順位を考え、

予算内に修正を促す。※難しい

場合は教員と一緒に考える。 

・スライド 26-30 

・ワークシート 
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2-7 5分 商品を選ぶ時のポイント

についてまとめる。 

 
 

・特に高額だったり、長い期間

使うものは、良く考えて選ぶこ

とが大切であることを知らせ

る。 

・スライド 31-35 
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■ 基礎編 テーマ③ いろいろな支払方法 

 

○ 想定される学習目標 

現金のほかカードやスマホ決済などを使った支払方法があることを知り、良く考えて

お金を使うことの大切さを学ぶ。また、現金以外の支払方法の特長と注意点を学習し、

今後の生活や卒業後の生活で上手な支払ができるようつなげていく。 

 

 （１）現金以外にカードやスマホ決済などの支払方法があることを知る。 

 （２）現金、カード、スマホ決済の特長を理解する。 

（３）前払い、即時払い、後払いの仕組みと長所・短所を理解する。 

（４）カードやスマホ決済の便利なところ、注意するところを理解する。 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

3-1 10分 ・どんな支払方法を利

用しているか確認す

る。 

 

 

・どのような支払を利用している

か、どのような支払方法を知って

いるかワークシートに記入させ

る。 

・いろいろな支払方法の説明は生

徒の生活環境に応じて補足する。 

・様々な方法があることに気付か

せる。 

・スライド 2-5 

・ワークシート 

 

3-2 15分 ・支払方法の特長につ

いて知る。 

 

 

・現金、カード、スマホ決済の支

払方法の特長について説明する。 

・生徒の生活環境に合わせ、スラ

イドを使って説明する。 

 

・スライド 6-14 
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3-3 20分 ・支払の時期とクレジッ

トカードの仕組みについ

て知る。 

 

 

・生徒の生活環境に合わせて補

足説明する。 

・後払いの場合は、使い過ぎる

危険があるため、特に注意が必

要なことを伝える。 

・クレジットカードの仕組みの

解説は、生徒の理解に応じてス

ライド(A・Bパターン)を使い分

ける。 

 

・スライド 15-25 

・ワークシート 

 

3-4 20分 ・クレジットカードの便

利なところや、注意する

ところ知る。 

 

 

・クレジットカードの便利なと

ころ、注意するところを説明す

る。 

・クレジットカードの特長を振

り返りながら考えさせる。 

・勧誘されても必要がない場合

は断ることを理解する。 

・スライド 26－35 

・ワークシート 

 

3-5 5分 ・困ったときは相談する

ことを知る。 

 

 

・困ったらすぐに信頼できる人

に相談することを伝える。 

・消費者ホットライン 188に相

談できることを伝える。 

 

・スライド 36-38 
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■ 基礎編 テーマ④ お金の上手なやりくり 

 

○ 想定される学習目標 

  収入や支出について学習し、良く考えてお金を使うことの大切さを知る。また、上手な

やりくりのポイントを知り、ワークシートを使って学習することで、今後の生活や卒業後

の生活で上手なお金の使い方ができるようつなげていく。 

 

 （１）お金のやりくりが大切なことを知り、生活に必要なものについて、支出を考えて、

適切なものを選ぶことができる。 

（２）収入と支出のバランスが大切なことを知り、適切な収支のパターンを選ぶことがで

きる。 

（３）お金のやりくりの方法を知り、ワークシートにまとめることができる。 

（４）家計簿の付け方や封筒管理の方法を知り、ワークシートにまとめることができる。 

 （５）レシートの見方を知り、表に情報をまとめることができる。 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

4-1 5分 やりくりに失敗した事

例を知る。 

 

 

・事例を見ながら、上手にやりく

りをしないと困ることを気付かせ

る。 

・スライド 2-6 

 

 

4-2 25分 やりくりについて知

る。 

 

 

・卒業後の生活をイメージしなが

ら考えるように伝える。 

・支出については、生徒の生活環

境に合わせ、具体的な例を出しな

がら「毎日使うお金」、「月に一

度使うお金」、「時々使うお金」

について考えるように説明する。 

・スライド 7-15 

・ワークシート 
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4-3 10分 収入と支出のバランス

が大切なことについて

知る。 

 

 

・支出が多いと困ることを、具体

例を示しながら説明する。 

・収入を全部使ってしまったら困

ることがないか問い掛ける。急に

お金が必要になった場合に、困る

ことがあることに気付かせる。 

・スライド 16-19 

・ワークシート 

 

4-4 5分 やりくり上手になるた

めの方法を知る。 

 

 

・やりくりの順番や考え方につい

て伝える。 

・生徒に応じて 4-8、4-9と組み

合わせる。 

・スライド 20-24 

・ワークシート 

 

4-5 5分 収入を３つに分けて管

理する方法を知る。 

 

 

・収入の使い道を３つに分けて

管理する方法について説明す

る。 

・卒業後の生活をイメージしな

がら考えるように伝える。 

 

 

・スライド 25-26 

・ワークシート 

 

4-6 20分 お小遣いの年間計画を考

える。 

 

 

・欲しいもの（携帯の機種変

更）やしたいこと（旅行など）

について、生徒の意見を聞く。

それに向かって目標金額を設定

し、少しずつお金を貯めていく

ことが有効であることを伝え

る。  

・スライド 27-31 
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4-7 20分 家計簿を付ける方法を知

る。 

 

 

・収入と支出の費目について家

計の例示を基に記入させ、自由

に使えるお金を計算させる。 

 

・スライド 32-36 

 

 

4-8 20分 封筒でお金を管理する方

法を知る。 

 

 

・封筒と模擬紙幣を使ってやり

方を確認する。 

 

 

 

  

・スライド 37-40 

 

 

4-9 10分 レシートの確認方法を知

る。 

 

 

・レシートに書かれている情報

の見方について確認する。 

・スライド 41-42 

 

 

4-10 5分 やりくりのポイントを知

る。 

 

 

・やりくりのポイントを振り返

る。 

・お金を使う前に考えることの

大切さを伝える。 

・スライド 43-47 

・ワークシート 
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■ 実践編 テーマ① ネットショッピング 

 

○ 想定される学習目標 

ネットショッピングについて、お店（実店舗）での買物との比較から特徴を理解する。

また、ネットショッピングでのトラブル事例から利用上の注意点を知り、今後の消費生

活で上手な買物ができるようつなげていく。 

 

（１）ネットショッピングの特徴について、お店での買物と比較しながら、便利なところ、

不便なところをまとめることができる。 

（２）求める商品に応じて、お店での買物とネットショッピングのどちらを利用するか、

選ぶことができる。 

 （３）ネットショッピングをするときの注意点を理解する。 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

5-1 5分 ・スマホやパソコンを使

って何をしているか確認

する。 

 
 

・スマホやパソコンを使ってで

きることを例に挙げて考えさせ

る。 

 

・スライド 2-6 

・ワークシート 

 

5-2 30分 ・お店での買物とネット

ショッピングとの違いに

ついて考える。 

 
 

・お店（実店舗）での買物とネ

ットショッピングの便利なとこ

ろ、不便なところについて考え

た後、表にまとめるように促

す。 

・生徒に応じて、表に記入する

ワーク、選択肢を表に埋めるワ

ークを選択する。 

・スライド 7—13 

・ワークシート 
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5-3 15分 ・ネットショッピング

で買ったものが思って

いたのと違っていたト

ラブル事例を知る。 

 

 

・トラブル事例を確認し、返品・

交換できるか問い掛ける。 

・生徒がイメージできるよう、利

用経験に応じて、事例の場面につ

いて補足説明する。 

・表示されているルール（利用規

約）を事前に確認することが大切

であることを伝え、気を付けるポ

イントを確認する。 

・スライド 14-19 

 

 

5-4 15分 ・ネットショッピング

で買ったものが頼んだ

ものと違っていたトラ

ブル事例を知る。 

 

 

・トラブル事例を確認し、返品が

できるか問い掛ける。 

・生徒がイメージできるよう、利

用経験に応じて、事例の場面につ

いて補足説明する。 

・表示されているルール（利用規

約）を事前に確認することが大切

であることを伝え、気を付けるポ

イントを確認する。 

・スライド 20-23 

 

 

5-5 15分 ・ネットショッピング

で偽物が届いたトラブ

ル事例を知る。 

 

 

・トラブル事例を確認し、返品が

できるか問い掛ける。 

・生徒がイメージできるよう、利

用経験に応じて、事例の場面につ

いて補足説明する。 

・表示されているルール（利用規

約）を事前に確認することが大切

であることを伝え、気を付けるポ

イントを確認する。 

 

・スライド 24-29 

・ワークシート 
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5-6 5分 ネットショッピングの

ポイントについてまと

める。 

 

 

・ネットショッピングをすると

きのポイントを確認する。 

 

・スライド 30-36 
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■ 実践編 テーマ② スマホ・ネットでのトラブル 

 

○ 想定される学習目標 

スマホ、ネットでのトラブル事例を学習し、トラブルに遭わないための注意点を知る。

また、スマホやネットを今後の生活で上手に活用できるようつなげていく。 

 

 （１）ゲーム課金について知り、トラブルに遭わないための注意点を理解する。 

（２）課金をしてしまう心理について知り、トラブルに遭わないための注意点を理解する。 

（３）定期購入について知り、トラブルに遭わないための注意点を理解する。 

（４）ワンクリック詐欺について知り、トラブルに遭わないための注意点を理解する。 

（５）迷惑メール詐欺について知り、トラブルに遭わないための注意点を理解する。 

 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 指導上の留意点 教材資料 

6-1 5分 ・スマホやパソコンを

使って何をしているか

確認する。 

 

 

・生徒が普段スマホを使って何を

しているか考えて書くように促

す。 

・扱うトラブル事例に応じて、ス

マホやネットでできることを示す

スライドを選択する。 

・スライド 2-4 

・ワークシート 

 

6-2 15分 ・ゲーム課金の事例を

知る。 

 

 

・トラブル事例を確認し、何が良

くなかったと思うか問い掛ける。 

・生徒の課金の経験に応じて、事

例の場面について補足説明する。 

・問題点について、スライドを使

って確認する。 

・スライド 5-16 

・ワークシート 
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6-3 15分 ・ゲーム課金の心理を

知る。 

  

 

・トラブル事例を確認し、何が

良くなかったと思うか問い掛け

る。 

・アイテムの購入の事例か、ガ

チャの購入の事例を選択する。 

・生徒のゲームでの経験に応じ

て、事例の場面について補足説

明する。 

・課金をしたくなることは、誰

しもあることだが、ルールを決

めたり、我慢をしたりすること

が重要であることを伝える。 

 

・スライド 17-27 

・ワークシート 

 

6-4 15分 ・定期購入の事例を知

る。 

 

・トラブル事例を確認し、何が

良くなかったと思うか問い掛け

る。 

・生徒の生環境に応じて、事例

の場面について、補足説明す

る。 

・問題点について、スライドを

使って確認する。 

 

・スライド 28-37 

・ワークシート 

 

6-5 15分 ・ワンクリック詐欺の事

例を知る。 

  

 

・トラブル事例を確認し、何が

良くなかったと思うか問い掛け

る。 

・生徒の生活環境に応じて、事

例の場面について補足説明す

る。 

・問題点について、スライドを

使って確認する。 

 

・スライド 38-47 

・ワークシート 
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6-6 15分 ・迷惑メールによる詐欺

の事例を知る。 

  

 

・トラブル事例を確認し、何が

良くなかったと思うか問い掛け

る。 

・生徒の生活環境に応じて、事

例の場面について補足説明す

る。 

・問題点について、スライドを

使って確認する。 

・スライド 48-56 

・ワークシート 

 

6-7 5分 ・スマホ・ネットでのト

ラブルの注意点を振り返

る。 

 

 

・授業で扱ったトラブル事例を

振り返り、トラブルを防ぐため

の注意点を確認する。 

・自分は大丈夫とは思わずに、警

戒することがトラブルの予防に

なることを知らせる。 

・スライド 57-64 
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■ 実践編 テーマ③ 契約トラブルの対策・対処法 

 

○ 想定される学習目標 

身近な契約トラブル事例から、トラブルに遭わないための注意点を知る。また、契約

トラブルに巻き込まれそうになったときの断り方のポイントや周囲への相談の仕方を

知り、今後や卒業後の生活で契約トラブルに対処ができるようつなげていく。 

 

 （１）先輩や友人から勧誘された場合の注意点と適切な断り方を知る。 

 （２）名義貸し、キャッチセールス、デート商法等のトラブルの注意点を知り、適切な断

り方を知る。 

（３）消費生活センター（消費者ホットライン 188）について知り、契約トラブルなどで

困ったときに周囲や相談機関に相談することが大切なことを知る。 

 

 

○ ユニットの内容 

番号 時間 学習内容 学習活動と指導上の留意点 教材資料 

7-1 5分 ・契約やお金のトラブ

ルの対策が必要なこと

を知る。 

 

 

・具体的な例を出しながら、トラ

ブルで困らないために、対策が必

要であることを伝える。 

・日頃困ったことを生徒に問い掛

けても良い。 

・スライド 2-3 

 

7-2 15分 ・トラブル事例を学

ぶ。（アポイントメン

トセールス） 

 

 

 

・アポイントメントセールスの

販売勧誘の特徴を伝える。 

・困った状況について問い掛

け、なぜ困ったか気付かせる。 

・はっきりと勧誘を断ることが

大切であることを伝える。 

 

・スライド 4-9 
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7-3 15分 ・トラブル事例を学

ぶ。（マルチ商法） 

 

 

・マルチ商法の販売勧誘の特徴を

伝える。 

・困った状況について問い掛け、

なぜ困ったか気付かせる。 

・はっきりと勧誘を断ることが大

切であることを伝える。 

 

・スライド 10-16 

 

 

7-4 15分 ・トラブル事例を学

ぶ。（名義貸し） 

 

 

・名義貸しによるトラブルの特徴

を伝える。 

・困った状況について問い掛け、

なぜ困ったか気付かせる。 

・はっきりと勧誘を断ることが大

切であることを伝える。 

・スライド 17-21 

 

 

7-5 15分 ・トラブル事例を学

ぶ。（キャッチセール

ス） 

 

 

・キャッチセールスの販売勧誘

の特徴を伝える。 

・困った状況について問い掛

け、なぜ困ったか気付かせる。 

・はっきりと勧誘を断ることが

大切であることを伝える。 

・スライド 22-28 

 

 

7-6 15分 ・トラブル事例を学

ぶ。（デート商法） 

 

・デート商法の販売勧誘の特徴

を伝える。 

・困った状況について問い掛

け、なぜ困ったか気付かせる。 

・生徒の状況により男女を入れ

替える。 

・スライド 29-35 
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 ・はっきりと勧誘を断ることが

大切であることを伝える。 

7-7 15分 ・断り方の練習をす

る。 

 

 

・どのような断り方が良いのか

考え、様々な販売勧誘の例で断

り方の練習を行う。 

・自分は大丈夫とは思わずに、

警戒することがトラブルの予防

になることを知らせる。 

・スライド 36-40 

・ワークシート 

 

7-8 5分 ・クーリング・オフにつ

いて知る。 

 

 

・契約トラブルへの対応の１つ

として、クーリング・オフを取

り上げ、クーリング・オフの効

果、やり方を説明する。 

・訪問販売などの販売形態に応

じてクーリング・オフができる

期間が異なることを、カレンダ

ーを使って伝える。 

 

・スライド 41-51 

・ワークシート 

 

7-9 5分 ・未成年者取消しについ

て知る。 

  

 

・成年年齢引下げにより、2022

年４月から 18歳から大人（成

年）になることを知らせる。 

・未成年者取消しなど、契約を

やめることができる場合につい

て説明する。 

・スライド 52-56 

・ワークシート 
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7-10 10分 ・消費生活センターの役

割と相談の方法を学ぶ。 

 

 

 

・契約トラブルで困ったらすぐ

に相談することの大切さを気付

かせる。 

・相談するときには、困ったこ

とを整理した方が伝わりやすい

ことを知らせる。 

・消費生活センターでトラブル

の解決に向けた相談やアドバイ

スをしていることを伝え、「消

費者ホットライン」について説

明し、活用を促す。 

 

・スライド 57-64 

・ワークシート 
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３．特別支援学校向け教材の意義と役割 

 

東京家政学院大学現代生活学部准教授 小野 由美子 

 

１．はじめに 

 

学校における消費者教育は今、２つの大きくて新しい流れの中にあります。１つは、コロナ禍における

授業形態の変化であり、従来は一部の学校で取り組まれていたオンライン授業が、この１年でずいぶん

身近なものになってきました。今回の教材作成に当たっても、教室にいる生徒と、タブレット越しに自宅

から授業に参加している生徒が同時に学習する「ハイブリッド授業」も試行されていました。このような

場面では本教材のように標準的な内容のスライドが既に準備されていると、教員の授業準備にかかる負

担を軽減することにつながります。 

もう１つの流れとして、今回のテーマでもある令和４年度からの成年年齢の引下げに関わる変化があ

ります。高等部３年生では誕生日を迎えた人から順番に成人となりますから、３年生までに家庭科で消

費者教育を受けることが求められ、文部科学省も公示しているところです（「平成 31 年４月１日から新

特別支援学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行特別支援学校高等部学習指導要領

の特例を定める件の一部改正について」5）。成年年齢が引き下がることの影響は小さくありませんが、成

人を迎える時期に学校で消費者教育を受けられることが好機につながるよう、本教材の活用が期待され

ます。 

 

２．特別支援学校向け教材の特長 

 

知的障害のある生徒の消費者教育では、障害のほかに生活や社会での経験などの程度を掛け合わせな

がら学習目標を考える必要があります。今回の教材は必要な学習領域をまんべんなく伝えることができ

るように配慮されており、授業を効果的なものとするために生徒に合わせて教員が内容を選択したり、

スライドにある文字やイラストを調整することができます。本教材を使った授業の試行でも、スライド

の順番を入れ替えたり、スライド内にあるオブジェクトの追加や削除に加えて、アニメーションや音声

を付けたりと、生徒に合わせてアレンジされていたことが印象的でした。教員による「ひと手間」がとて

も重要になり、料理に例えると、準備された材料を食べてくれる人に合わせてほど良く味付けをするこ

とかと思います。一方で、美味しいだけではなく、栄養面を考えて敢えて必要なものを加えていくといっ

たさじ加減も求められます。 

 消費者教育は学校教育だけではなく、社会教育でも重要なテーマですから、本教材は地域で生活して

いる障害のある消費者にも役立ちます。就労や社会福祉に関わる社会資源でのお金に関する支援の場面

や、消費生活センターがサポートする形での学習会の機会に活用できます。 

                                                   
5 令和元年９月 25日付元文科初第 764号  

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/10

/03/1399950_12.pdf 
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３．知的障害のある生徒の授業で使用する教材における留意点 

 

 以前、全国の特別支援学校を対象に調査を実施したところ、お金に関する授業は算数や数学、家庭科な

どの教科教育や、進路学習、校外学習、生活単元学習など生徒に応じて領域や教科を合わせた形での実施

が多くみられました。6 このことから、教科横断的な素材で、買物学習などの目的にも応えられるよう

な細かいユニット型の教材が望まれていることがわかりました。 

東京都消費生活総合センターが平成 28年度に作成した Web版読本「ちえとまなぶのず～っと役立つお

金の話」7の作成に検討会のメンバーとして関わった際には、デジタルネイティブ世代の生徒に違和感を

持たれない工夫を凝らすことや、情報は盛り込みすぎずに「見やすさ」「分かりやすさ」「使いやすさ」が

大切であることが分かりました。教材にこのような配慮をすることは、教員が興味をもって採用するこ

とにつながります。その Web教材でも目指した「繰り返し練習することで、金銭の感覚を養える」「契約

トラブルを疑似体験できる」「見えないお金の知識が身につくこと」に加えて、お金の貸し借りや、断り

方も取り扱うことは、お金の話を特別支援学校で取り扱う際の普遍的なテーマであると私は考えます。 

 

４．おわりに 

 

 先に述べた特別支援学校の調査では、学校生活や進路に関する地域の連携先についても尋ねており、

「障害者就業・生活支援センター」「相談支援事業所」「福祉施設」「ハローワーク」といった就労や福祉

に関連する機関が多く、「弁護士会等」や「消費生活センター」の割合は低かったことが気になりました。

地域と生徒規模数によって活用の状況に差はあったのですが、消費生活センターが特別支援学校におけ

る地域の連携先として活用されるためにも、センターを活用することのメリットや利用方法の具体的な

紹介といった働き掛けをしたり、就労や社会福祉の領域との連携を試みるのも方法です。学校側にとっ

ても、卒業後を見据えた就労と社会福祉の関連機関との連携に加え、消費生活に関わる機関も加えるこ

とで、生徒や卒業生が地域で安全に暮らすための後押しができます。 

東京都教育委員会「令和２年度公立学校統計調査報告書」8では、令和元年度に卒業した東京都の特別

支援学校（知的障害）の生徒数は 1,610 人であり、就業者は 804 人（卒業者の 49.9%）と、社会福祉施

設入所・通所者 750 人（卒業者の 46.6%）より多い状況です。都内の特別支援学校高等部をみると、知的

障がいのある生徒のうち半数が卒業後に就業者として給与生活をスタートしています。加えて、成年年

齢が 18歳に引き下げられることで、特別支援学校高等部は消費者教育を実施する上で大切なタイミング

であることに間違いありません。さらに、卒業後の 20歳は障害基礎年金の受給が始まる人も多く、就労

を経験して具体的な金銭感覚が身についてくる時期でもあります。こうした背景からも本教材は学校教

育と社会教育の両方で役立つことから、地域ぐるみでの活用が求められます。 

 

                                                   
6 小野由美子、川崎孝明著「全国の特別支援学校における金銭管理教育と社会資源の活用について」 

国民生活センター『国民生活研究』、第 58巻第 1号、2018年。 
7 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyouzai/main/043.html 
8 https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/statistics_and_research/academic_repor 

t/report2020.html 
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４．特別支援学校向け教材の活用に向けて 

 

岡山県消費生活センター 消費者教育コーディネーター 

消費者庁客員主任研究官 矢吹 香月 

 

１ はじめに 

 

 知的障がいのある生徒は、一人一人障がいの程度が異なり、重度、中度、軽度では全く異なる生活をし

ています。知的障がいの重度の人は、一人で買い物をする機会はなく、支援者の保護の中での暮らしが中

心となるので、消費者トラブルに巻き込まれることはあまりないかと思われます。しかし、特別支援学校

に通い卒業後就職する軽度の知的障がい者や発達障がいのある生徒は、学校・家庭という保護の中から

出ると、自立して社会に飛び立ち、事業所あるいは作業所で頑張って仕事をして、自由になるお金を持つ

こととなります。自らの労働によって得たお金が、自分の人生の糧となるものとして使うことができる

ように、消費者として判断力を養い、消費生活の基礎知識や実践的知識を習得することが重要となりま

す。 

令和４年４月からの成年年齢の引下げに向けて、特別支援学校の生徒にも身に付けておいて欲しい、自

立した消費者として消費生活を送ることができる力、消費者被害に遭わない力、消費者被害に遭ったと

きに相談することができる力の育成が必要となります。 

 

２ 若年者の消費者被害 

 

令和２年度の『消費者白書』9によると、15歳から 19歳の消費生活相談は、男女共に「脱毛剤」や「他

の健康食品」等美容に関連する相談が上位を占めています。具体的には「一回だけのつもりで注文した

が、実際は定期購入が条件の契約だった」など、インターネットを利用した定期購入のトラブルが多くみ

られます。このように、本人の思った通りの契約ではなく、責任を負うことも困難な場合が多くありま

す。 

また、販売購入形態別に相談状況をみると、20歳代では、「マルチ取引」の割合は、他の年齢層に比べ

て高くなっています。近年は、ファンド型投資商品や副業などのサービスを販売するマルチ商法の相談

が 20歳代を中心に広まっていることが指摘されています。20歳代で「マルチ取引」の割合が高くなる要

因の一つに、未成年者契約の取消しを挙げることができます。事業者は、未成年者による取消しリスクを

回避するために、成年になったことを確認して勧誘を行っていることが推察されます。 

 若年者に多いこれらの消費者被害に遭うことなく、自立した消費生活を送ることができることを目標

に据え、本教材では、生徒に身近な買物・契約でのトラブル事例を多数扱い、販売勧誘の断り方や消費生

活センターへの相談方法等について具体的な内容を扱っています。教材は、学校現場等様々な場面で生

徒等に使用されて初めて生きた教材となります。特別支援学校の生徒等の状況に応じてカスタマイズし

て使用することで、教材が学習者にとってより身近なものとなり、関係者と共に成長すると思います。 

                                                   
9 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/ 



30 

 

３ 特別支援学校での試行授業からの提案 

 

検討会においては、生徒が理解しやすい教材となっているか内容面やスライドの取扱い面等の試行授

業を実施し、検証を行いました。 

 

（1）徳島での試行授業からの提案 

徳島での試行授業では、基礎編を中心に契約の基本や商品の選び方についての教材が検証されまし

た。検討会議において、「契約」と「約束」の違いを生徒に理解させることが難しい等の意見が出まし

た。 

「法的義務が生じる約束」や「権利・義務」という言葉の意味を生徒が理解できるようにするため

には、これら抽象的概念を、具体的な事例で考える必要があり、授業時間数も必要となります。そこ

で「消費者の権利」、「法やきまり」については、家庭科だけでなく社会科でも取り扱う内容であるこ

とから、教科間連携でより効果的な授業が行えます。 

新学習指導要領の社会科には、「（２）内容 ア 社会参加ときまり」で社会参加するために身に付

ける事項として、(ｲ)において「㋐ 社会生活を営む上で大切な法やきまりがあることを理解すること。 

㋑ 社会生活を営む上で大切な法やきまりの意義と自分との関わりについて考え，表現すること。」が

示されています。新学習指導要領解説編によると、取り扱う内容について、「社会生活に必要な法につ

いて、それらを守ることが快適で安心、安全な生活につながること、法を守らないことが社会の秩序

を乱すことにもつながることを自分の生活に基づいて考えることである。」と解説されています。さら

に、指導上の注意点として、「実際の指導に当たっては、法律の名前や役割を覚える指導になったりす

ることのないよう、例えば、道路交通法などを取り上げ、法律がある生活と法律がない生活を比較し、

どのような違いがあるかを調べ、まとめるなどの活動を通して法やきまりの意義について実感を伴っ

て考えられるよう指導することが大切である。」と身近な法律を用いながら法について学ぶことが示

されています。 

つまり、道路交通法と同様に生徒に身近な法律として民法を取り扱うことも実感を伴って考えられ

る内容で、社会科と家庭科の教科間連携の授業をマネジメントすることで、より実効性のある消費者

教育を行うことができるのではないでしょうか。 

 

 (2) 東京での試行授業からの提案 

   東京での試行授業では、実践編を中心にネットショッピング、ネットトラブルと支払いの方法に

ついての教材が検証されました。検討会議において、実践編を教えるに当たっては、地域でどのよう

な消費者問題が発生しているか等実情を教えることが中心となるが、消費者問題の実態が学校現場

では分からないとの意見が出されました。 

   このような場合は、地域でどのような消費者問題が発生しているか、外部講師（ゲストティーチャ

ー）として消費生活相談員を学校に招き、地域における「消費者問題の実情」を話してもらう授業も

考えられます。このような手法については、消費者庁、文部科学省、法務省、金融庁の４省庁が示し

た「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」で、実務経験者の知見が学校現場
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で活用される外部講師との連携授業が、高等学校等における消費者教育の推進の方策の一つとして

示されています。 

   特別支援学校所在地の都道府県には必ず消費生活センターがあります。地域の消費生活センター

に連絡をして、消費生活相談員と一緒に授業をする計画を立てることも可能です。消費生活相談員

は、教えることの専門家ではありませんが、様々な契約についての実情と消費者トラブルについての

知識を習得している専門家です。本教材を消費生活相談員と一緒に使用することで、より実践的な授

業を実施することができます。 

こうした外部講師を招く授業に効果があることは多くの教員間で周知されていると思いますが、

実施するためには、書類の作成など煩雑な事務手続があり、毎日の授業準備で忙しい教員にとって更

なる負担が増えることになります。時間がない場合には、生徒と一緒に消費生活センターに電話をか

けてヒアリングを行い、ヒアリングをした結果と一緒に教材を使用する方法も良いのではないでし

ょうか。 

また、学校卒業後、困ったときに相談できる場所として消費生活センターが記憶に残るように、地

域の消費生活センターを訪問して、消費生活相談員から消費者問題について話を聞くという授業を

計画すると、卒業後の実生活に生かせる授業になるのではないでしょうか。 

 

（3）障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集からからの提案 

消費者庁では、平成 29年度から徳島県と岡山県をフィールドとした「障がい者の消費行動と消費

者トラブルに関する調査」10 が実施されました。この調査を基に平成 30年度は、実際に障がい者本

人が直面している消費者トラブルについてヒアリング調査が行われ、「障がい者の消費行動と消費者

トラブル事例集」11 として公表されています。この調査では、消費者トラブルを経験したことがな

いと答えた方でも、直接ヒアリング調査をすると思いもよらない消費者トラブルに遭っていること

があり、どこにも相談しないで解決に至らなかった事例も明らかになりました。令和元年度には、こ

の事例集を活用した啓発出前講座の実践事例集が公表されました。実践事例集には、作業所等での教

材の活用方法等が提案されています。軽度の知的障がい者は、特別支援学校を卒業してすぐに就職し

て自立することが困難な場合等、作業所等での社会経験を経ることがあるので、事例集を基にした講

座の実践例が報告されています。こうした事例集を参考に消費者被害の実態を学び、本教材を活用さ

れるとより実践的になると思われます。 

消費者庁新未来創造戦略本部のモデルプロジェクトの一つとして、脆弱な消費者への対応として

見守りネットワークの更なる活用の取組が行われています。その取組として、徳島県内の作業所で軽

度知的障がい者を対象とした消費者教育講座が開催されました。この講座は、受講者と一緒に考える

ワークショップ形式で行われ、1時間の予定で以下（次頁、講座の展開例）のとおり展開されました。 

講座の導入では、参加者のスマートフォンの利用状況を把握し、次に 3 つの事例をクイズ形式で

出題する場面では、同様の経験があるか問い掛けながら一緒に考えることで、消費者問題をより身近

な事例として考えることができました。 

また、地域の消費生活センターの相談員に、講座の流れなどが共有できるように参観の協力を求

                                                   
10 https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/pdf/project_009_170820_0002.pdf  
11 https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/pdf/future_cms_201_200729_01.pdf 
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め、今後地域で繰り返し消費者教育講座が開催できるような仕組みも構築されました。消費生活セン

ターが今後地域の作業所等で講座を実施する際に、本教材を使用することも有益ではないでしょう

か。 

 

○講座での展開例 

 

 時間 内容 留意点 

導入 10分 スマートフォンの利用状況確認 参加者がスマホを生活のどのような場面で

利用しているか把握する 

展開１ 15分 クイズ 

①ワンクリック詐欺 

②オンラインゲームの課金 

③送り付け商法 

・参加者に経験があるか否か問いながら進

める 

・クイズは①→②に進む際には①の解答や

注意点を繰り返しながら進める 

展開２ 15分 ロールプレイング 

・デート商法 

参加者の様子に応じて、支援者がロールプ

レイングをしてみて考える 

展開３ 15分 断り方 

・キャッチセールの事例 

どのように断れば良いか、参加者に問い掛

けながら一緒に考えて進める 

まとめ ５分 ・一人で悩まない 

・消費者ホットライン 

相談することの大切さを伝える 

 

４ まとめ 

 

「障がい者も消費者」です。自分がやりたいことを自分で決めることができる自己決定の主体であるこ

とに変わりはありません。障がい者が消費者被害に遭うことなく、安全で安心な消費生活を送ることが

できるような環境を整備することは喫緊の課題の一つです。 

障がい者の消費者被害が顕在化しにくい要因として、①消費生活の経験や情報の少なさ、②悪質な事業

者に対する抵抗力の弱さ、③相談すると叱られるとの思いが先行して相談できない等が推察されます。

こうした要因を取り除く手立てとして、消費者教育を繰り返し行うことはとても重要です。本教材が特

別支援学校のみならず様々な機関で活用されることで、障がい者に①自立した消費者として消費生活を

送ることができる力、②消費者被害に遭わない力、③消費者被害に遭ったときに相談することができる

力が身に付くことを期待しています。 
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おわりに 

 

 今回制作した特別支援学校向け教材は、生徒の実態等に応じて、教員がユニットを組み合わせたり変

更したりすることができるスライド教材である点が特長となっています。 

教材の制作に当たっては、扱う内容面のほかに、スライドで表示する情報量や文字の大きさや、ユニバ

ーサルデザインのフォント等も取り入れましたが、学校によっては、ICTの活用として生徒に１人１台タ

ブレット端末を配布しているところもあり、生徒の端末で教材を見ながら学ぶといったやり方も考えら

れます。 

今後、特別支援学校における消費生活に関する授業や出前講座等で本教材が活用されることを期待し、

生徒の実態に応じて教材等の工夫を図った実践をされましたら、情報をお寄せいただければ幸いです。 

 

 本教材の制作に当たっては、検討会及びワーキンググループの委員やオブザーバー、試行授業に協力

いただいた学校関係者、監修に協力いただいた中村新造弁護士、多くの方々にご協力をいただきました。

末筆ながらお礼申し上げます。 
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【参考資料１】特別支援学校高等部学習指導要領（平成 31年２月告示）抜粋 

 

第２章第２節第１款 〔家庭〕  

２ 各段階の目標及び内容 

○１段階 

（２） 内 容 

Ｃ 消費生活・環境 

ア 消費生活 

       消費生活に関わる学習活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

（ア） 次のような知識及び技能を身に付けること。 

㋐ 購入方法や支払方法の特長が分かり，計画的な金銭管理の必要性に気付くこと。 

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・整理ができること。 

（イ） 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え，表現すること。 

イ 消費者の基本的な権利と責任 

       消費者の基本的な権利と責任に関わる学習活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

（ア） 消費者の基本的な権利と責任，自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響について気    

  付くこと。 

（イ） 身近な消費生活について，自立した消費者として責任ある消費行動を考え，表現すること。 

 

○２段階 

（２） 内 容 

Ｃ 消費生活・環境 

ア 消費生活 

       消費生活に関わる学習活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。 

（ア） 次のような知識及び技能を身に付けること。 

㋐ 購入方法や支払方法の特長が分かり，計画的な金銭管理の必要性について理解すること。 

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。 

（イ） 物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え，工夫すること。 

イ 消費者の基本的な権利と責任 

       消費者の基本的な権利と責任に関わる学習活動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指

導する。 

(ア)  消費者の基本的な権利と責任，自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響について理解

すること。 

（イ） 身近な消費生活について，自立した消費者として責任ある消費行動を考え，工夫すること。 
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【参考資料２】特別支援学校学習指導要領解説知的障害者教科等編（下）（高等部）（平成 31 年２

月）抜粋 

 

〔１段階〕 

Ｃ 消費生活・環境 

 ア(ｱ).㋐の「購入方法の特長」については，インターネットを介した通信販売などの無店舗販売を取り上げ，利

点と問題点について分かるようにする。 

 「支払い方法の特長」については，支払い時期（前払い，即時払い，後払い）の違いによる特長が分かるように

すると共に，クレジットカードによる三者間契約を取り上げ，二者間契約と比較しながら利点と問題点について分

かるようにする。 

 「計画的な金銭管理の必要性」については，収支のバランスを図るために，生活に必要な物資・サービスについ

ての金銭の流れを把握し，多様な支払い方法に応じた計画的な金銭管理が必要であることに気付くようにする。

その際，収支のバランスが崩れた場合には，物資・サービスが必要かどうかを判断し，必要なものについては，優

先順位を考慮して調整することが重要であることに気付くようにする。 

 また，生活に必要な物資・サービスには，衣食住や，電気，ガス，水，交通などのライフラインに係る必需的なも

のや，教養娯楽や趣味などに係る選択的なものがあることに触れるようにする。 

 ア(ｱ).㋑の「物資・サービスの選択に必要な情報の収集・整理」については，選択のための意思決定に必要な

安全性，機能，価格，環境への配慮，アフターサービス等の観点や，関連する品質表示や成分表示，各種マー

クを基に，広告やパンフレットなどの情報源から，偏りなく情報を収集し，購入目的に応じた観点で適切に整理し，

比較検討できるようにする。その際，情報の信頼性を吟味する必要があることにも触れるようにする。 

 さらに，物資・サービスの選択・購入に必要な情報の収集・整理を適切に行うことが，消費者被害を未然に防い

だり，購入後の満足感を高めたりすることにも気付くようにする。 

 ア(ｲ)の「物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入について考え，表現する」とは，物資・サービスの

購入についての課題を解決するために，(ｱ)で身に付けた基礎的・基本的な知識及び技能を活用し，物資・サー

ビスの選択，購入方法，支払い方法等について考え，表現することができるようにすることである。 

 イ(ｱ)の「消費者の基本的な権利と責任」については，消費者基本法の趣旨を踏まえ，消費者の基本的な権利と

責任に気付くようにする。その際，身近な消費生活と関連を図り，具体的な場面でどのような権利と責任が関わっ

ているのかに気付くようにすると共に，権利の行使には責任の遂行が伴うことに気付くようにする。例えば，物資・

サービスを購入する際には，必要な情報が与えられたり，自由に選んだりする権利が保障されると共に，情報を

良く調べたり確かめたりするなど批判的な意識をもつ責任が生じることなどに気付くようにする。 

 また，消費者が，購入した物資・サービスに不具合があったり，被害にあったりした場合に，そのことについて適

切に主張し行動する責任を果たすことなどが，消費者被害の拡大を防ぐことについて気付くようにする。 

 「自分や家族の消費生活が環境や社会に及ぼす影響」については，物資・サービスの購入から廃棄までの自

分や家族の消費行動が，環境への負荷を軽減させたり，企業への働きかけとなって商品の改善につながったり

することなどに気付くようにする。その際，電気，ガス，水をはじめ，衣食住に関わる多くのものが限りある資源であ

り，それらを有効に活用するためには，自分や家族の消費行動が環境に与える影響を自覚し，環境への負荷を

軽減させることについて自分だけでなく多くの人が行ったり，長期にわたって続けたりすることが大切であることに 

気付くようにする。 
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 また，商品の改善につながることについては，品質や価格などの情報に疑問や関心をもったり，消費者の行動

が社会に影響を与えていることを自覚したりして，良く考えて購入することが大切であることにも気付くようにする。 

 イ(ｲ)の「身近な消費生活について，自立した消費者として責任ある消費行動を考え」とは，身近な消費生活に

ついての課題を解決するために，アで身に付けた基礎的・基本的な知識を活用し，自立した消費者としての責任

ある消費行動を考えることである。 

 

〔２段階〕 

 Ｃ 消費生活・環境 

 アでは，１段階で学んだ内容を踏まえ，計画的な金銭管理の必要性を理解し，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ようにすると共に，物資・サービスの選択に必要な情報を活用して購入につい

て考え，工夫できるようにする。 

 イでは，１段階で学んだ内容を踏まえ，消費者の基本的な権利と責任，自分や家族の消費生活が環境や社会

に及ぼす影響について理解すると共に，自立した消費者として責任ある消費行動を考え，工夫できるようにする。 

 今回の改訂においては，中学部と高等部の系統性や，成年年齢の引下げを踏まえ，「Ｃ消費生活・環境」を新

たに位置付けた。消費生活と環境を一層関連させて学習できるようにし，消費者教育の推進に関する法律（消費

者教育推進法）の定義に基づく消費者市民社会の担い手として行動できるようにすることを意図している。 

 

〔内容の取扱い〕 

 カの事項に関しては，次について示している。 

 消費者被害は，以下について扱う。 

 売買契約については，両者が対等な立場で契約に臨むことが公正な取引の前提であり，消費者の意志が尊重

されなければならないことに触れるようにする。また，消費者にとって熟慮する時間が短かったり，必要な情報が

与えられなかったりする場合に，消費者被害に結び付きやすいことに気付くようにする。 

 消費者被害の背景については，消費者被害が消費者と事業者（生産者，販売者等）の間にある情報量などの

格差によって発生することを理解できるようにする。また，インターネットの普及やキャッシュレス化の進行により，

目に見えないところで複雑な問題に巻き込まれやすくなることや，被害が拡大しやすいこと，被害者の低年齢化

により，生徒も被害者になりやすいことに触れるようにする。 

 消費者被害への対応については，消費者と事業者が対等な立場で結んだ公正な売買契約であるかどうかを判

断する必要性について理解できるようにする。また，誤った使い方などによる被害を防ぐためには，消費者が説明

書や表示，契約内容を確認することが重要であることに気付くようにする。 

 さらに，消費者支援の具体例として，地域の消費生活センターなどの各種相談機関やクーリング・オフ制度を取

り上げ，消費者を支援する仕組みがあるのは，消費生活に係る被害を未然に防いだり，問題が発生した場合に

適切に対応して被害を拡大させないようにしたりするためであることを理解できるようにする。その際，通信販売に

は，クーリング・オフ制度が適用されないことについても触れるようにする。 

 被害にあった場合の対応については，保護者など身近な大人に相談する必要があることに気付くようにし，地

域の相談機関の連絡先や場所などの具体的な情報についても触れるようにする。 

 また，クレジットなどの三者間契約について扱う際には，二者間契約と比較しながら利点と問題点について理解

できるようにする。 
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【参考資料３】特別支援学校での試行授業の実施 

 

徳島県と東京都の特別支援学校の協力を得て、教材案を活用した試行授業を実施しました。授業後の

検討会議では、教材の使いやすさや改善点について、生徒の反応や授業を担当した教員や委員等による

意見交換を実施しました。今後、教材を活用した授業を実施するに当たっての参考として、試行授業の

様子を掲載します。 

 

試行授業① 基礎編テーマ①「買物・契約の基本」を使った授業 

 

  ○授業日時：令和２年 12月 21日（月） 

○実 施 校：徳島県立国府支援学校 

○対象生徒：高等部 1年 ７名 

○科  目：家庭科（40分） 

 

１ 題材名 契約ってなんだろう 

 

２ 生徒の実態と題材設定の理由 

 本クラスの生徒は，知的障害を持つ生徒が２名、知的障害を伴う発達障害を持つ生徒が５名で構成さ

れている。そのうち４名が本校中学部からの進学生であり、３名が地域の中学校からの入学生である。コ

ロナウィルス感染症予防における休校措置でスタートが遅れたが、それぞれが新しい環境の中で、それ

ぞれの課題を克服するための努力を重ねている。障害の程度にはかなり幅があるが、お互いの性格や特

性を感じ取りながら，学習や生活面で関わりを深めつつある。また、お互いに気配りしたり，助け合った

りする場面も多く見られ，暖かい雰囲気の明るいクラスである。 

本時のテーマである消費活動においても、他校の友だちと幅広い交友関係を持ち、休日にはカラオケや

映画を楽しむ生徒、施設で暮らしており一人で買物に行く経験がほとんどない生徒、スマホで電子マネ

ーを日常的に使っているが、その仕組みを理解できず、無料で品物をもらっていると誤解している生徒

など、実態は様々である。コロナ禍の影響で、校外学習や買物学習の機会がなかなか持てない中であるこ

とも踏まえ、一番身近な「買物＝契約」ということをテーマに学習することで、賢い消費者になるための

第一歩としてほしいと思い、この題材を設定した。 

 

３ 題材の目標 

買物は契約であり、簡単に取り消すことができないからこそ、慎重に行う必要があることを理解でき

るようにする。また、買物でトラブルになった時に、どうすれば良いかを考えることができるようにす

る。 
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４ 本時の目標 

（１）買物が「契約」であることを知る。 

（２）「契約」と「約束」の違いを考えることができる。 

（３）「契約」が成立する場面がいつかを知る。 

（４）「返品」について考えることができる。 

（５）買物は良く考えてするべきであるということに気付くことができる。 

（６）買物で困ったときにどうするか考えることができる。 

 

５ 本時の展開 （40分） 

 

学習の

流れ 

時間 学習内容 学習支援 

（指導上の留意点） 

教材資料 

（ユニット番号） 

導入 5分 自分の買物について考える ・スライドに注目しているか確認する。 

・買物をした経験を思い出させる。 

１－１ 

 

展開 

①  

5分 ・買物が「契約」であることを知る ・スライドに注目しているか確認する。 追加スライド 

展開 

②  

10分 ・「契約」と「約束」の共通点と違

う点を考える 

・ワークシートに注目させる。 

・記入の確認。 

１－２ 

ワークシート 

展開 

③  

5分 ・契約が成立したときのルール

について考える 

・スライドに注目しているか確認する。 １－３ 

 

展開 

④  

10分 ・買物をするときのクイズに挑戦

して理解を深める 

クイズ① 

契約が成立するのはいつ？ 

クイズ② 

返品できるかな？ 

・スライドに注目しているか確認する。 

・自分で考えてホワイトボードに記入した

り、〇×カードを挙げることができるよう促

す。 

１－５ 

〇×カード 

まとめ 5分 ・買物をするときのポイントや注

意点をまとめて、次回の学習に

つなげる 

 

・買物をするときの注意点やポイントを振

り返ることができているか確認する。 

１－７ 

追加スライド 

 

※教材資料の欄に記載のユニット番号のスライドを全て使ったわけではなく、教員が適宜選択し、一部修正・

追加を行って実施しています。 
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＜授業の様子＞ 

 

 

 

（写真１）パソコンからパワーポイント教材を投影して説明 

 

 

 

（写真２）生徒からの意見をホワイトボードに書きながら説明をする様子 
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試行授業② 基礎編テーマ②「商品の選び方」を活用した授業 

 

  ○授業日時：令和２年 12月 18日（金） 

○実 施 校：徳島県立みなと高等学園 

○対象生徒：高等部２年 ６名 

○科  目：家庭科（45分×２コマ） 

 

 

１ 題材名 良く見て・考えて、買物をしよう 

 

２ 生徒の実態と題材設定の理由 

 本クラスは、知的障害を伴う発達障害のある生徒、男子 6 名女子 2 名の計 8 名で構成されている。緊

張からくる吃音や目を見て対話をすることに不安な生徒などコミュニケーションに困難さを抱える生徒

がいる。一人で買物をしておおよその値段が分かる生徒や現金出納帳を使ってお小遣いの収支の計算を

する生徒、買物の仕方は理解しているが、一人での買物の経験が少なく多くの品物の値段を知らない生

徒など実態は様々である。 

消費行動において積極的に自分の買いたい物が決まらない生徒もいる。将来、自立した生活を送ること

ができるように計画的な買物や貯金などにも興味を示している生徒もいる。しかし、現在では保護者に

見守られた状態で生活をしており、生活に必要な経費を考えることや貯金の経験も少ない。今後も大半

の生徒が保護者と共に生活することから卒業後に必要な経費を具体的にイメージすることは難しいと思

われる。そこで消費者教育のデジタル教材とワークシートを取り入れ、身近な買物体験から具体的に商

品を選ぶことをイメージした学習の中で、目的に応じた商品を選ぶ時に何が必要かを考えさせたいと思

う。 

 

３ 題材の目標 

 買物をするときに、商品には様々な選択肢があることを理解し、目的に応じた商品を選択するために

は何が必要か、どうするべきかを考えることができるようにする。 

日常生活の中で自分の力で商品を選ぶ楽しさや収入と支出のバランスを知り、お金を大切にやりくり

することを知ることができるようにする。 

 

４ 本時の目標 

（１）商品の何を見て選べば良いか答えることができる。 

（２）消費期限･賞味期限の違いを説明することができる。 

（３）どちらを買うか比べることができる。 

（４）買う物を決定し、理由を説明することができる。 

（５）買物で困ったときはどうするか考えることができる。 
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５ 本時の展開（１時間目：45分、２時間目：45分 ※実施日は短縮授業） 

 

学習の

流れ 

時間 学習内容 学習支援 

（指導上の留意点） 

教材資料 

（ユニット番号） 

導入 

 

５分 本時の目標の確認 本時の目標を示す。  

スライドに注目しているか確認す

る。 

２－１ 

ワークシート 

展開 

①  

20分 商品を選ぶ時のポイントを知る 物を買う時には買う物によって何を

見ているかを考え、理解させる。 

２－２ ２－３ 

ワークシート 

②  15分 消費期限と賞味期限の違いを

考える 

表示やマークには意味があること

を理解させる。食べるタイミングに

よって期限や値段が変わることに

気付かせる。 

２－４ 

ワークシート 

③  ５分 本時の振り返り ワークシートに注目させる。記入の

確認。 

２－７ 

ワークシート 

休憩 10分 換気・水分補給等 

④     15分 どちらを買うか比べることができ

る 

 

値段、分量、産地等、様々な選択

肢の中から予算に応じて総合的に

判断することを理解させる。 

２－３ ２－４ 

ワークシート 

⑤  15分 選んだ理由を考える 

自分の意見を伝え、友達の意

見を聞く 

ワークシートにどちらを選んだかの

理由を書く。自分の考えを説明す

ることでいろいろな考え方があるこ

とを知る。計画的な買物の仕方を

理解させる。 

２－７ 

ワークシート（ 

⑥  10分 返品/交換する時や困ったとき

の対処方法を知る 

消費生活センターパンフレット

の配布と内容の確認をする 

困ったときにどうするかを知り、身

近な相談先があることを知らせる。 

消費生活センターパンフレット

『はいこちら徳島県消費者情

報センターです』『消費生活で

困った時は１８８』 

まとめ 5分 本時の振り返りシートの記入を

する 

買物をするときのポイントを理解さ

せる。 

振り返りシート 

 

※教材資料の欄に記載のユニット番号のスライドを全て使用したわけではなく、教員が適宜選択し、一部修正・

追加を行って実施しています。 
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＜授業の様子＞ 

 

 

（写真１）パソコンからパワーポイント教材を投影して説明 

 

 

（写真２）ｉＰａｄを用いて賞味期限についての調べ学習をする様子 
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試行授業③ 実践編テーマ①「ネットショッピング」を活用した授業 

 

  ○授業日時：令和２年 12月 15日（火） 

○実 施 校：東京都立永福学園 

○対象生徒：高等部１～３年 ５名 

○科  目：家庭科（50分） 

 

 

１ 題材名 ネットショッピングについて 

 

２ 生徒の実態と題材設定の理由 

 本グループは、肢体不自由と知的障害を合わせ有する生徒、男子４名女子３名の計７名であるが、本時

では男子 1 名女子１名については欠席が決まっている。障害の特性から吃音がある生徒やコミュニケー

ションに困難さを抱える生徒がいる。コロナ禍以前では、週末に保護者やヘルパーさんなどと外出し、好

きなものを買ったり外食をしたりするなどの経験があるが、生活経験や買物経験は少ない。また、保護者

とネットショッピングで必要なものを注文してもらったり、買ってもらったりした経験はあるようだ。 

ネットショッピングでの経験があるが、そこでの注意点やトラブルがあることを理解していない。トラ

ブルに遭わないように注意点を知ったり、トラブルに遭ったときの対処方法を知ったりしてほしい。ま

た、ネットショッピングと実店舗での買物の仕方を比較し、必要に応じてどちらでも買物ができるよう

になってほしいと思いこの題材を設定した。 

 

３ 題材の目標 

ネットショッピングの特長を理解すると共に、トラブルがあったときの対処方法や、事前にトラブルを

予防する。また、ネットショッピングと実店舗とを比較し、今後の生活や卒業後の生活で上手な買物がで

きるようにする。 

 

４ 本時の目標 

（１）ネットショッピングをするときの注意点を理解する。 

（２）相談することができる消費生活センターについて知る。 

（３）ネットショッピングと実店舗の特徴を知り、便利なところ、不便なところをまとめることができる。 

（４）求める状況や商品に応じて、実店舗とネットショップのどちらで買物をするか選ぶことができる。 

 

 

 

 

 

５ 本時の展開 （50分） 
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学習の

流れ 

時間 学習内容 学習支援 

（指導上の留意点） 

教材資料 

（ユニット番号） 

導入 ５分 ・授業を受けるに当たっての

注意点 

・困っている人からの手紙を

読む 

・注意点を理解し、積極的に授業に参加する動

機付けとする。 

 

展開① 10分 ・ネットショッピングで買ったも

のが頼んだものと違っていたト

ラブル事例を知る。 

 

・事例を確認し、どうすればいいか考えさせる。 

・生徒がイメージできるよう、利用経験に応じ

て、事例の場面について補足説明する。 

・表示されているルール（利用規約）を事前に

確認することが大切であることを伝え、気を付け

るポイントを確認する。 

５－４ 

 

展開② 10分 ・ネットショッピングで買ったも

のが思っていたのと違ってい

たトラブル事例を知る。 

・事例を確認し、どうすればいいか考えさせる。 

・生徒がイメージできるよう、利用経験に応じ

て、事例の場面について補足説明する。 

・表示されているルール（利用規約）を事前に

確認することが大切であることを伝え、気を付け

るポイントを確認する。 

５－３ 

 

展開③ 10分 ・ネットショッピングで偽物が届

いたトラブル事例を知る。 

 

 

 

 

・身近な人や消費生活センタ

ーに相談できることを知る。 

・事例を確認し、どうすればいいか考えさせる 

・生徒がイメージできるよう、利用経験に応じ

て、事例の場面について補足説明する。 

・表示されているルール（利用規約）を事前に

確認することが大切であることを伝え、気を付け

るポイントを確認する。 

・返品交換ができることや、買う前にお店のル

ールを確認すること、困ったら 188番消費生活

センターに電話することを知る。 

５－５ 

 

展開④ ５分 ３つの事例について振り返る 手紙の返事を考えることで、３つの事例につい

て再確認する。 

 

展開⑤ 15分 ・実店舗とネットショッピングの

違いについて考える。 

・求める商品（人や場所など）によってどちらで

買うか色々な考え方があることを気付かせる。 

・実店舗とネットショッピングのそれぞれ便利な

ところ、不便なところについて、生徒に考えさせ

た後で、スライドを使って補足し、表にまとめる

ように促す。 

５－２ 
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まとめ ５分 本時のまとめ ・ネットショッピングや実店舗での便利な点や不

便な点を考えて、状況に応じて買物ができるよ

うに整理する。 

５－６ 

 

※教材資料の欄に記載のユニット番号のスライドを全て使用したわけではなく、教員が適宜選択し、一部修正・

追加を行って実施しています。 

 

 

＜授業の様子＞ 

 

 

（写真１）パソコンからパワ-ポイント教材を投影して説明 

 

 

 

（写真２）ネットショッピングとお店での買物の違いをロールプレイ 

 



46 

 

 

 

（写真３）ネットショッピングとお店での買物の違いをロールプレイ 

 

 

 

 

（写真４）ネットショッピングとお店での買物との違いについてのワークに取り組む様子 
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