【 消費者教育調査研究事業報告 】

１ 題材名
「生活の自立及び消費と環境」 エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画
２ 題材の目標
消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任について理解させ、適切な意思決定に基づいて行動できる
ようにするとともに、生涯を見通した生活における経済の管理や計画について考えることができる。
３ 題材設定の理由
(1)題材観
本校では１学年で「家庭基礎」を履修している。卒業後ひとり暮らしをする生徒も多く、自立への意識を経済的
な側面からも高めていく必要がある。教材作りにおいては、限られた授業時数の中で、生徒が理解しやすく効果
が出やすいものを常に意識している。本時では、家計の仕組みを理解させるために、「ひとり暮らしの生活費」を
題材に演習を行う。生徒の実際の生活は、生活費の管理など親に頼り切っている現状であるため、家計に関す
る金銭感覚が曖昧である。また、社会保障制度について、実体験を通して学ぶ機会も少ない。そこで、家計のシ
ミュレーションができる演習シートを表計算ソフトで作り、短時間で演習できるよう工夫をした。また、グループ演
習により他の生徒とお金に関する価値観を共有し、楽しみながら興味を高めるようにした。これらの工夫により、
生徒が生活全般の収支をより身近なこととして捉えて、自分の消費行動を見直し、お金への関心を高めるきっか
けとしたい。
(2)生徒の実態
本校は城下町として栄えた飫肥の傍に立地した歴史と伝統を誇る進学校であり、生徒の多くが幼い頃から地
域に関わる行事が多いことから、地域を愛し地域とのつながりを大切に感じている。生徒のほとんどは自宅から
通学しており、生活面においてかなりの部分を家族に頼っている。物や小遣いが必要な時にお金をもらう生徒が
多く、金銭管理能力を養う機会が少ない。自分が使用している携帯電話の支払料金を知らない生徒もおり、お金
に対する興味・関心が薄い生徒が多いのが実態である。
(3)指導観
大学卒業後の社会人１年生が、どれくらいの収入と支出で暮らしているのかを知り、費目ごとの経費を考えるこ
とにより、これからの生活の収入と支出を考えさせたい。家計における収支のバランスや計画性にとどまらず、将
来にわたるリスクを想定して、不測の事態に備えた貯蓄や保険などの資金計画についても関心を持たせたい。
また、自立に向けて、今の自分に何が足りないのかを自覚させ、これからの実生活において「お金」を意識する
習慣を身につけさせたい。自分の将来を見通しながら、限られた収入を上手に分配して最大の満足が得られる
金銭管理力を養いたい。
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５ 本時の目標
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７ 授業実践
（１）指導・演習の工夫
ア シミュレーションの工夫
①事前価格調査
昨年度の実践では、生活に必要なものや値段を知らない生徒が
多く、演習中に悩む場面が多くあった。そこで、生活に必要な物
品の価格調査と家族が家計管理において気をつけていることなど
をインタビューするレポートを課題にした。事前に調査すること
で、演習が昨年度よりもスムーズにできた。また、家族の人が家
計管理においてどのような場面で苦労しているのかも知ることが
でき、家計管理の大切さを実感しながら演習に臨めた。
②給与明細の利用
地歴・公民科と連携し、給与明細を利用して収支について興味
を持たせる工夫をした。給与は学歴別、地域別に差があることや、
所得税・社会保険について理解させ、社会経済と家庭経済のお金
の繋がりを意識させることができた。また、現代社会の授業で、
この部分の学習をすることで、それぞれの教科で学んだ内容が繋
がり、学びの連続性が生まれ、より効果的な学習につなげること
ができた。
③演習シートの工夫
短時間で効率よく演習ができるよう演習シートを作成した。生徒が混乱しないようシートの項目に補
足部分を作ることと、決まった金額や選択肢のある金額は選択方式で入力ができるようシートを工夫し
た。シミュレーションは、①実収入②非消費支出③消費支出・実支出以外の支出の順で入力し、家計に
おけるお金についての項目をしっかり確認させた。また、生徒が卒業後に想定されるライフスタイルと
して３つの地域パターンを作り、住居選択カードを作成して地域の実態に合わせた選択肢を作ることで
限られた時間でも演習ができるようにした。選択カードは、住居以外に食費、被服履物費、任意保険費
のカードも作り、将来を見通してどのような生活がしたいのかを様々な視点から考えながら演習できる
ようにした。

（演習シートの工夫）
【ひとり暮らしの生活費シミュレーションシート】
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イ 演習の工夫
３人程度のグループを作り、３つの地域パターンの１つを担当させ シミュレーション演習を行った。グループ
内でも生活の価値観からおもむきをおきたい項目が違い、それぞれの生活スタイルの違いを実感していた。グ
ループ内で出た項目の金額差について意見を出し合い、決め
られた金額の中でやりくりをするために何を優先すべきなのか
を議論をしていた。グループ演習をすることで、他の生徒とお
金に関する価値観を共有し、より楽しみながら、生活に必要な
お金について興味を持てるようにした。また、地歴公民科との
連携で、日本や世界の経済の動きによって、不測の事態が起
きる可能性があることを理解させ、リスク管理についても考えさ、
現在と将来に渡って必要なお金のバランスについて考えさせ
た。 協議後、悩んだ点とその理由を発表用シートに書かせ、
２分以内で発表ができるようにまとめをさせた。

（２）発表の工夫
シミュレーションで悩んだことや工夫したこと、こだわった部分について全班発表をした。生徒は悩ん
だ点について話し、生活の中で大切にしたい部分や、今の生活が親に頼りきりであることに気づかされた
等の発表をした。また、リスク管理を考え保険や預貯金に目を向けると、金銭的に余裕のある生活が厳し
くなってくるので、バランスの調整に迷ったなど様々な意見が出された。

各班の意見と各グループの発表を聞き、改めて気づいた点を学習
プリントに記述させた。最後に本時を振り返り、自分が大学を卒業
するまでに身に付けたい力を「○○力」という言葉で表現させ、そ
の理由を書かせ、数名の生徒に発表させた。
その他の「○○力」
・自立力 ・判断力 ・経済力 ・計画力
・生活力 ・適応力 ・自己管理能力 ・学力 など
（３）生徒の感想（学習プリントから抜粋）
・急な出費や思わぬ事故など人生は自分の想定内では生きていけないので、それに対応できる判断力が必要
だと感じた。余裕のある生活ができるようにしたい。
・今は消耗品などを家族みんなで使うので、一人暮らしをする時にどのくらい消費するかがわからなかった。
今回考えてみて、いろいろな種類の出費があることがわかった。また、男性と女性でも出費の違いが大き
いことにも気づいた。
・どこで暮らすにしても、お金のやりくりが大変だと感じた。節約できるところはしっかり節約し、限られ
たお金を有効に使えるようにしたいと思った。
・卒業するまでに自分の力でいろいろなことができるようになりたい。

８ 成果（〇）と今後の課題（●）
○ 家計の仕組みを理解させ、演習を通して家計管理の重要性を理解させる点では、シミュレーション演
習シートは効果が高かった。また、選択カードを使って選択方式にすることで入力が簡潔になり、生徒
が自分の生活として理解しやすいようだった。また、グループで演習することで、お金に対する様ざま
な考え方があることや、他の生徒の暮らしぶりから自分の自立度を認識できた。
○ 地歴・公民科と連携することで、家庭経済だけでなく社会経済にも目を向けることができ、広い視野
で家計管理を考えることができたのは成果として大きかった。昨年度のシミュレーション結果と比較す
ると、任意保険などリスク管理にお金を配分するグループが増えた。現在だけでなく、将来を見通した
設計が大切であることに気づいた生徒が多かった。
○この授業を通して、生徒は親に頼り切って生活をし、自立できていない自分に気づくことができた。そ
して、これからの生活の中で何を意識して生活する必要があるのかを考えられたことは成果としてあげ
られる。生活の中でお金を意識することで、家族とのコミュニケーションも増え、親への感謝の気持ち
が自然と持てるようになったのはとてもよかった。
●「家庭基礎」は授業時間が少なく、効率よく生徒が理解しやすい授業の工夫がとても大切である。その
ためにも他教科との連携は重要で、年間計画を見直し、もっと多くの分野での連携が必要である。

