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さあ、街を眺めてクイズに挑戦！
 自立した消費者になるためにまず、このクイズにチャレンジしてみよう。

あなたも私も、みんな消費者。
一人ひとりの消費者の行動は、社会や経済などに大きな影
響を与えます。
消費者が生き生きと暮らし、消費者が主役の社会、「消費者
市民社会」を実現していくために、あなたにできることは？

マルチ商法のセミナー

クレジットカードの支払方法で、
１つ１つの商品の残高が分かり
にくいのは？

①36回分割払い
②リボルビング払い（リボ払い）
③ボーナス1回払い

Q7
自動車教習所へ通うため金融機関から２０万円
を年利（金利）１７％で借りた。毎月５,０００円
ずつ返済した場合の返済総額は？

①約23万円
②約26万円
③約29万円

Q8「必ずもうかる投資」ってあるの？

①「必ずもうかる投資」はない。
②マルチ商法の仕組みを使った投資は必ずもうかる。
③専門家なら必ずもうかる投資を知っている。

Q9

製品による事故が発生したとき
損害賠償を求めることができる？

①損害賠償はされない。
②製品の代金のみ返金を求めることができる。
③欠陥による損害であれば、治療費なども含め、
広く損害賠償を求めることができる。

Q10 消費生活について相談したい
ときにかける電話番号は？

①消費者ホットライン�118番
②消費者ホットライン�188番
③消費者ホットライン�189番

Q11

１７歳の高校生が、保護者に内緒で
１０万円の化粧品セットを契約した。
この契約は取り消せる？

①取り消すことはできない。
②未成年者取消しができる。
③保護者が取り消しを求めたときのみ、未成年
者取消しができる。

Q3 街で呼び止められ、展示会場に行ったら勧誘され、
断れなくて１０万円の絵画を契約してしまった。
この契約をクーリング・オフすることはできる？

①事業者がウソを言って勧誘した場合は、クーリング・オフ
できる。

②絵画を飾るなど、商品を使用していなければ、クーリング・
オフできる。

③契約してから8日間であれば、クーリング・オフできる。

Q4

消費者トラブルにあったとき、あなたならどうする？

①自分が我慢すればよいことなの
で何もしない。

②ネット上に事業者を誹
ひぼ う

謗中
ちゅう

傷
しょう

し
た書き込みをする。

③消費生活センターや事業者※（お
客様相談室）に相談する。

Q12

今まで
気付か

なかっ
た

お店や
会社が

たくさん
ある！

店で買い物をするとき、契約が
成立するのはいつ？

①商品を受け取ったとき。
②代金を払ったとき。
③店員が「はい、かしこまりました」と
言ったとき。

Q1

ネットショップでTシャツを買っ
たけれど似合わない。
クーリング・オフできる？

①クーリング・オフできない。
②契約してから14日間ならクーリング・
オフできる。

③商品が届く前なら
クーリング・オフ
できる。

Q5

クイズの解答はこちら：�Q1➡P3、Q2➡P4、Q3➡P4、Q4➡P5、Q5➡P6、Q6➡P7、Q7➡P8、Q8➡P8、Q9➡P9、Q10➡P9、Q11➡P10、Q12➡P11

※「企業」、「売り手」という言葉が使われることもある。具体的には、販売店や、※「企業」、「売り手」という言葉が使われることもある。具体的には、販売店や、
メーカー、クレジットカード会社等の金融機関。メーカー、クレジットカード会社等の金融機関。

消費者
市民社会

アパート

店で商品を買ったが、使う前に
不要になった。解約できる？

①解約できない。
②レシートがあり1週間以内なら解約で
きる。

③商品を開封していなければ解約できる。

Q2

買い物をした後日に代金
を支払うことになるのは
どれ？

①デビットカードで買う。
②クレジットカードで買う。
③プリペイドカードで買う。

Q6
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消費者市民社会
●�日本で「消費者市民社会」が公的な文章に記述されたのは、
「平成20年版�国民生活白書」のタイトル「消費者市民社会へ
の展望―ゆとりと成熟した社会構築に向けて」が最初といわれ
ています。
●�消費者教育推進法（第2条第2項）に、「消費者市民社会とは、
消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相
互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将
来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影
響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な
社会の形成に積極的に参画する社会」と定義されています。

消費者基本法（2004年改正）

●�消費者基本法の前身である消費者保護基本法は、消費者は
「保護される者」、つまり受動的な立場で捉えられていました。
●�しかし、規制改革の推進による市場メカニズムの進展により、
消費者は「自立した主体」として自らの利益を確保するよう能動
的に行動する立場と捉えられるようになったことに伴い、消費者
の権利を位置付けるとともに、消費者の自立を支援することが
必要となりました。
●�そこで、消費者保護基本法が改正され、消費者基本法として
2004年に公布・施行されました。

消費者の権利
消費者基本法（第 2 条第 1 項）による消費者の権利

消費生活における基本的需要が満たされ、健全な生活環境が
確保される中で、①安全の確保、②選択の機会の確保、③必要
な情報の提供、④教育の機会の提供、⑤消費者の意見の反
映、⑥消費者被害の救済
●�どの「消費者の権利」に関係があるかを念頭に置いて学習を
進めることで、抽象的な概念である消費者の権利の実現を、日
常生活の中の具体的な出来事として発見することができます。
●�なお、消費者の権利について以下の記述をしている教科書も
あります。

ケネディ大統領の消費者の 4 つの権利

①安全への権利、②情報を与えられる権利、③選択をする権利、
④意見を聴かれる権利

国際消費者機構（CI ※）の 8 つの権利と 5 つの責任

8つの権利�①生活のニーズが保証される権利、②安全への権
利、③情報を与えられる権利、④選択をする権利、⑤意見を聴か
れる権利、⑥補償を受ける権利、⑦消費者教育を受ける権利、⑧
健全な環境の中で働き生活する権利　5つの責任�①批判的
意識を持つ責任、②主張し行動する責任、③社会的弱者への配
慮責任、④環境への配慮責任、⑤連帯する責任
※CI：Consumers�International

消費者教育　基本 Word

・�街のイラストには多種多様な店（事業者）等が描かれています。これ
まで自分に関係ないので気付かなかった店もあることでしょう。

・�高校生は消費者の立場ですが、事業者として働く人であっても、みな
消費者です。消費者が生き生きと暮らし、消費者が主役として主体的
に行動していくためにできることを考えてみましょう。

・�毎日の小さな行動の蓄積が、社会経済情勢及び地球環境に影響力を
持つようになります。このようなことを考え実践していく身近な場
が、街の中にあるのです。

・�こうした影響を自覚して消費生活を営むことは、公正かつ持続可能
な社会の形成にも役立ちます。

・�クイズは導入として使うことを想定しているため基本的な質問です。「あっ、そうなんだ」という気付きから、消費生活に
おける決まりやポイントを考えるきっかけになるよう内容を構成しています。

・まず、クイズを考え、次に3ページ以降の解説のページを中心にして教科書等も併用して学習を深めます。

・学習方法は生徒の状況等に応じて、グループワークなどを用い、主体的で深い学びになるよう配慮してください。

・�なお、クイズを使わずに、直接3ページ以降に入ることも可能です。また、クイズをやって分からなかった項目を重点的に
取り上げる、調べ学習のテーマとする、クイズを学習の確認として使うなどの方法もあります。
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消費者が主役の社会へ

さあ、街を眺めてクイズに挑戦！
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詳しくは5ページ以降で解説しています。Q&Aの解説（一覧）

Q1
答③

P.3

契約は、二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法的な約束です。実生活では、③②①の順番がほ
ぼ一瞬のうちに、また③なしで無言のうちに買い物を終えることもあります。これは、暗黙の中でお互いに合意
していると考えられるからです。③を言うことを省き、「ありがとうございます。」と言う店員もいます。

発問ヒント   ①、②と回答した生徒にその理由を発問。契約が意思表示のみで成立するものであること、自ら判
断し、それを他人に表示することがいかに重要な行為であるか、を理解させるきっかけにつなげる。

Q2
答①

P.4

法的な約束なので、一旦結ばれた契約はお互い守る義務が生じます。

発問ヒント   ②、③と回答した生徒に理由を発問。②、③の経験がある生徒がいれば、その状況を発表する。②、
③の場合、店にとって困ることは何かを考えさせる。また、応じてくれたのは店と意思の合致（合
意）ができた結果であることに気付かせる。

Q3
答②

P.4

未成年者取消権のクイズです。法律は、契約の拘束力を定めていますが、未成年者には特別な配慮があることを
学習できます。

Q4
答③

P.5

キャッチセールスは特定商取引法の適用があり、契約した日から 8 日間はクーリング・オフが可能です。クーリ
ング・オフは、定められた期間であれば、①や②のようなその他の条件は必要ないという、消費者にとって大変
強い味方であることを知るきっかけになるクイズです。

Q5
答①

P.6

ネットショッピングにはクーリング・オフの適用はありません。しかし、商品を見ず、店員とも会わずに購入す
るのでトラブルになりがちです。実際には、返品や交換のルールを定めている事業者が多くみられることから、
消費者は、ネットショッピングでもクーリング・オフができると勘違いしがちです。

Q6
答②

P.7

クレジット契約は、カード会社が消費者に代わって代金を立て替え、後日、消費者がカード会社に立替金を返済
することになります。商品を購入した後に支払をするということを理解することが大切です。なお、デビットカー
ドやプリペイドカードとの違いに着目することで、クレジットカードの特徴の理解が深まります。  
①デビットカードは即時払い。　③プリペイドカードは前払い（P.18 参照）。
※ 以下、本教師用解説書において「カード」、「カード会社」と表記している場合は、「クレジットカード」、「ク

レジットカード会社」を指します。

Q7
答②

P.8

①は返済期間が長いので金銭管理が難しくなりがちです。②は買い物した代金を全部一つにまとめて、そこから
一定額（一定率）の支払いをするので支払状況を正しく理解することは容易ではありません。③はボーナス月の
支払をうっかり忘れてしまい、残高不足で引落しができないことがあるかもしれません。

発問ヒント   「後からリボ」、「ポイント〇倍」等のリボ払いの宣伝を聞いたことがあるかや、高校生では本人名
義のクレジットカードを持ってはいないが、どの程度の知識があるかを確認する。

Q8
答③

P.8

少額ずつ無理せずに返済することは重要ですが、少額ずつ返済した場合、なかなか元金が減らず、その残元金に
対する利息が毎月発生するため、いつまでたっても完済せず、返済総額がかさんでいきます。借金の返済の仕組
みを念頭に置き、利息が加算されていく感覚をつかむためのクイズです。

Q9
答①

P.9

投資はハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターンが基本です。②は投資を指南する DVD を高額で
購入させ、友人にも紹介することでマージンを得るという、若年者に多いマルチ商法の事例です。③は専門家で
も断言できません。

発問ヒント   「投資」の言葉のイメージについて発問。

Q10
答③

P.9

製品に欠陥があって危害が生じた場合、民法、製造物責任法（PL 法）に基づき損害賠償が行われます。製造物責
任法の考え方について学ぶきっかけとなるクイズです。

Q11
答②
P.10

局番なし 188 番に電話をすると、最寄りの消費生活センターにつながります。「泣き寝入りは 188（いやや）」
で覚えられます。①の 118 番は海上における事件・事故の緊急通報用電話番号、海の「もしも」。③は消費者ホッ
トラインと同時期に開設された児童相談所全国共通ダイヤル「189」（いちはやく）。

Q12
答③
P.11

消費者市民社会は、消費者が主役の社会です。消費者が主体的に行動することが求められます。②の感情的な誹
謗中傷、暴力的な内容をインターネット上に書き込むことは、言葉の暴力であるばかりでなく、事業者との話合
いによる適正な解決を阻むことにもなります。


