
消費者教育
の授業 は

完ぺき習得です！完ぺき習得です！完ぺき習得です！
これで

楽しく学べる教材がたくさん！
大好評のおとなドリルに加え､新刊ＤVＤも登場！

消費者教育教材
の

全国　　 校　 万部の実績！
を紹介します

本誌ｐ３～５をご覧ください！

500
授業実践事例
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新刊 新刊

「フェアトレード」や「エシカル消費」など、NPOや企業による環境に配慮し
た取り組みを見ながら、消費者の立場からできることを探ります。
持続可能な社会の実現に向けて、一人ひとりがグローバルな視点を持つ
大切さを学びます。

コード番号 定価

3847060 +税￥15,000

DVD約18分

2017年発行
■監修　仙波圭子(女子栄養大学教授)
■解説書・ワークシート付

解 説

内 容

エシカルコンシューマーを目指して ～持続可能な消費生活～ 　
人や社会、地球のことを考えて、
商品やサービスを選択していますか？

20-04

お取り扱い代理店名
お問い合わせ

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3-2
TEL 03-3233-9100（代）／FAX 03-3233-9104
URL https://www.kyoiku-tosho.co.jp/
E-mail info@kyoiku-tosho.co.jp

●消費者の権利と問題①
  （消費者問題の歴史/カネミ油症事件/消費者保護基本法制定と
　消費生活センター 設立/現在の消費者問題）

●消費者の権利と問題②
 （食卓を脅かす消費者問題/PL法の制定）

●消費者の選択
  （エシカル消費/カカオのフェアトレー
　 ド/オーガニック商品とはなど）

●カードの種類
  （プリペイドカード/デビットカード/クレジットカード）

●クレジットカードの仕組み
 （消費者信用/代金後払いの仕組み）

●クレジットカードをよく知る
  （クレジットカードの申し込み/
　支払手数料とは）
●クレジットカードの落とし穴
　（遅延損害金/リボルビング払い/
　 多重債務/自己破産）

クレジットカードの仕組みと使う時の注意点、使い方次第では多重債務に
陥ってしまうこともある危険性について、映像で詳しく学んでいきます。

コード番号 定価

3247070 +税￥15,000

DVD約17分

2013年発行
■監修　仙波圭子(女子栄養大学教授)
■解説書・ワークシート付

解 説

内 容

知っておきたいクレジットカードの基本
もっとも身近な消費者信用のひとつ
「クレジットカード」について学びます。

※映像を一新！統計資料も最新になりました。
現在、私たちは、商品をインターネット通販や通信販売など様々な方法で
購入することができます。便利になった反面、それにともなうトラブルも続
出するようになりました。私たちが自立した消費者として行動するために
は、必要な知識を身につけることが大切です。
●インターネットの普及による消費生活の変化
  （インターネット通販/インターネット通販をめぐるトラブル）
●クレジットカードの仕組みと問題
  （クレジットカード誕生のエピソード/多重債務問題）
●さまざまな悪質商法
  （デート商法/マルチ商法）
●消費者トラブルに
　あってしまったら
  （クーリングオフ/消費者センター）

コード番号 定価

3847100 +税￥15,000

DVD約22分

2018年発行
■監修　一般財団法人  日本消費者協会
■解説書・ワークシート付

解 説

内 容

消費者教育DVD NHKとタイアップした最新の映像。
いろいろな視点から学習できるDVD教材です！

消費生活とトラブル防止 【改訂版】 文部科学省選定

生徒自身が“自立した”“賢い”消費者になるための
手段を学びます。
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おとなドリル

●はじめに
①おとなの条件とは？
②ひとりでできる契約の楽しさと怖さ
③「支払いはクレジットカードで…」って
　どういう仕組み？
④もうお小遣いとは呼ばせない
⑤あなたはどのタイプ？性格診断テスト
⑥困ったとき，相談できるのがおとなです！
●おわりに

Contents

これで完ぺき！

18歳成人に向けて

B5判・中綴じ・24頁
コード番号 定価

+税￥140
　4～6時間で効果的に学べる消費者教育教材の決定版！この１冊で「契
約」から「三者間契約」「悪質商法」「消費者保護」までがQ&A方式でトータ
ルに学べるので，消費分野の学習にピッタリ！
　民法改正による18歳成年と，アクティブ・ラーニングに対応した，新学習
指導要領移行期の今にピッタリのワーク型教材です。

1047110-02

おとなの「キソ」知識を、正確に、楽しく、実用的に身につける！ おとなドリルの活用法 「18歳成人に向けて　おとなドリル」を活用した指導実践事例
栃木県立烏山高等学校　教諭　國嶋 昭子

1 はじめに
本校では、家庭基礎２単位を１年次に学習しています。
11－12月に消費生活の分野で、「おとなドリル」を主題材として扱い、
活用した授業を行いました。

2 学習の展開　
おとなドリルは、６つの内容に分かれているため、１つの内容を１～２
時間の授業内容として学べるように授業計画を立てた。それぞれの内
容を①導入に使用したケース②まとめの学習として使用したケース③
振り返りの学習として部分的に使用したケースなど、おとなドリル＋α
（DVD・ワークシート）で、授業を展開させた。 （右図参照）

学習項目 指導上の留意 点学習活動・学習内容

消費者トラブルに巻き込まれることなく、自立した消費者としての力を養う。
消費者市民社会を目指して、消費者トラブルへの対応に関する知識や情報を収集・整理することができる。

到達目標

【おとなドリルP18】

指導計画① 授業時間：2コマ 【導入として使用】

以下に、内容５・６を使った指導計画①、内容３を使った指導計画②、内容４を使った指導計画③を紹介する。

あなたはどのタイプ？性格診断テスト 性格診断テストを実施し、結果をグループで発表
し合う。

・ 悪質商法の種類や手口を知る。・

消費者市民社会を目指した実践活動 学習した知識や情報の中から、消費者市民社会
を目指した啓発用グッズを考える。

・

啓発用グッズを作ろう！
うちわ
マウスパッド
その他のグッズ

例
啓発グッズの製作（図案）・

各班、発表原稿を考える。・
グッズの紹介（班ごとに発表）・
他の班の評価をする。・

グループワーク
悪質商法に関する啓発グッズを考
えさせる。

・

本時の学習内容をまとめる 感想を書く。・ 感想を書かせる。・
作品（図案）　
発表原稿
評価表を提出させる。

・

評価表に記入させる。・

・対象　高校生
・キャッチフレーズを考える。
・工夫した点
等を考慮し、魅力ある作品を考え
させる。

【おとなドリルP22】
困ったとき相談できるのがおとなです！ 消費者トラブルに巻き込まれてしまったらどうす

るかを確認する。
・ トラブルが起きたら、消費者ホット

ライン「１８８」に電話をかけて、相
談することを確認する。

・

※グッズ製作は
　『トキめく未来　ひらめく消費者教育』
　教育図書2019刊参照

おとなドリル構成内容

1．おとなの条件 ○

○ ○
○○

○

○

○

○

○
○
○

2．ひとりでできる契約の楽しさと怖さ

3．「支払いはクレジットカードで・・・」ってどういう仕組み？

5．あなたはどのタイプ？性格診断テスト

4．もうお小遣いとは呼ばせない

6．困ったとき、相談できるのがおとなです！

おわりに

①導入として使用 ②まとめの学習
　 として使用

②振り返り学習
　として部分的に使用
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指導計画② 授業時間：１コマ 【振り返り学習として使用】・【まとめの学習として使用】

学習項目 指導上の留意 点学習活動・学習内容

多様な支払い方法について ・DVD「アクティブに学ぼう　暮らしと消費」を
　視聴
　クレジットカード使いたい？
　　・クレジット支払いの方法
　　・仕組み（三者間契約）
　　・多重債務と自己破産
　　・相談窓口（１８８）など

・DVDワークシートを
 まとめながら、視聴するように
 伝える。

「支払いはクレジットカードで・・・」って
どういう仕組み？

・支払い方法を確認
   （おとなドリルP10）
・カードの種類と特徴について知る。
　（おとなドリルP1１、１３）
・三者間契約について仕組みを理解する。
　（おとなドリルP12）

・DVDの内容を振り返りながら、
 おとなドリルを使用し、補足説明
 をする。

本時の学習内容をまとめる ・クレジットカードのメリット、デメリット考える。
・クレジットカードを使うときの注意事項を
 まとめる。
（おとなドリルP12）

・ワークシートを回収する。

現代のキャッシュレス社会における消費者としての必要な対応について考え、理解する。
到達目標

【おとなドリルP10】

（おとなドリルP10）

暮らしと消費

NHK DVD
アクティブに学ぼう

Vol.2

P7
参照

指導計画③ 授業時間：2コマ 【導入として使用】【振り返り学習として使用】【まとめの学習として使用】

学習項目 指導上の留意 点学習活動・学習内容

暮らしに必要なお金は？

もうお小遣いとは呼ばせない

１ヶ月の家計をシミュレーション

・生活するためにどのようなお金が必要なのか？
収入と支出について知る。
（おとなドリルP14,15,16)
・総支給額・手取り収入（可処分所得）
・消費支出・非消費支出
・実収入以外の受取・実支出以外の支払

・１ヶ月の家計を計算する。ある家庭の１ヶ月分の
家計（項目と金額）を示し、収入と支出の計算、手
元に残るお金はいくらかを計算する。

給料明細をみて、どのようなお金を
意味するのか理解させる。

本時の学習内容をまとめる。 ・人生における大きな出費の例
 （おとなドリルP17）
  リスク管理・保険について理解する。
・感想を書く。

・おとなドリルP17を書画カメラ
 で映し説明。

・感想を書かせ、ワークシートを
 回収する。

・おとなドリルP14,16を参考に、
 計算させる。

家計に必要な基本的な知識を身に付け、家計管理に関する情報を収集・整理することができる。
到達目標

【おとなドリルP14】

３ 評価のポイント
・グループ活動を意欲的に行っているか。（話し合い、意見交換を積極的に行っているか。）
・おとなドリルを提出させ、取り組み具合を評価する。
・定期テストで理解度を評価する。

4 指導者のコメントと生徒の感想
■イラストの効果があり、興味・関心を持ってもらえたようだ。

●イラストがわかりやすい。かわいい。
●漫画がおもしろい。

●カラフルで見やすい。（色で分類されているところがよい。）
●イメージがつかめる。

生徒の
感想

■Q＆Aで重要な内容が確認できる。

■定期テスト・・・おとなドリルをベースに問題を作成した。

●クイズの解説がわかりやすい。
●次のページに答えがあるため、使いやすい。

●クイズを解くことにより、理解度が増した。生徒の
感想

（おとなドリルP14 , 15）
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2020 話題の新刊DVD!!

監修：公益財団法人消費者教育支援センター
「契約」「悪質商法」「消費者市民社会」についてコント形式で楽しく学習できる
消費者教育DVD発行！！

オリジナルDVD

笑費者になろう！
教育図書 オリジナルDVD
笑費者になろう！
教育図書 オリジナルDVD
笑費者になろう！
教育図書 オリジナルDVD

～笑って学ぶ消費生活～～笑って学ぶ消費生活～～笑って学ぶ消費生活～

1　契約について知ろう
2　消費者トラブルに巻き込まれないために　～様々な悪質商法～
3　消費者トラブルに巻き込まれないために　～デート商法～
4　消費者トラブルに巻き込まれないために　～マルチ商法～
5　消費者市民として行動しよう

内 容

コード番号 定価

3847210 18,000円+税
●監修：公益財団法人消費者教育支援センター　

人気お笑い芸人ラバーガールの
コントで学ぶ！とっておきの
消費者教育DVD誕生！

人気お笑い芸人ラバーガールの
コントで学ぶ！とっておきの
消費者教育DVD誕生！

DVD約47分

2020年発行

コード番号 定価

3847200 15,000円+税
●解説書・ワークシート付　

DVD約26分

2020年発行

2015年9月に国連で採択されたSDGs（Sustainable Development Goals）。
国と政府企業、そして私たち一人一人がどのように関わっていくことができるのか、
「食」「共生」「環境」3つのテーマを通して学んでいく待望のDVD登場！！

● SDGsとは何なのか
● 世界の食料状況はどうなっているのか
● 日本の「食品ロス」の現状と解決に向けた取り組み
● 外国人の受け入れトラブルと解決に向けた取り組み
● 共生社会の概念とは
● マイクロプラスチックと環境問題
● SDGsに取り組もう！

SDGs
を学ぼう！
SDGsの基本構造を見て、
「食品ロス」「多文化共生」
「マイクロプラスチック」の
例から、問題点と解決のた
めの取り組みを紹介！

SDGｓ 
NHK DVD
SDGｓ 
NHK DVD
SDGｓ
NHK DVD

今、私たちにできること今、私たちにできること今、私たちにできること

内 容

消費者教育 「なるほど」納得！

コード番号 定価

3847160 15,000円+税

DVD約25分

2019年発行

コード番号 定価

3847130 15,000円+税
●解説書・ワークシート付　

DVD約26分

2018年発行

新聞・雑誌・インターネットなどから大量の情報が
あふれているなか、どの商品を選んでどのように
買えばよいのでしょうか。情報を読み解く力を身
につけて、消費生活でどのような選択をすればよ
いのかを考えてみましょう。

暮らしと消費
NHK DVD

暮らしと消費 
NHK DVD

暮らしと消費
NHK DVD

1８歳成人
NHK DVD
1８歳成人
NHK DVD
1８歳成人
NHK DVD

～できること できないこと～～できること できないこと～～できること できないこと～

内 容

●オープニング
●世界の成人年齢は何歳？
●成人年齢引き下げで
　何が変わる？

●契約とトラブル

●クレジットカードの仕組み

●18歳で成人になっても
　できないこと　

●おとなへの第一歩

～結婚・性別変更年齢・国家資格の取得・
　契約など～

～マルチ商法・無料商法・
　お金を借りるということ～

～三者間契約・一括払い・分割払い・
　リボルビング払い～

～喫煙・飲酒・公営ギャンブル～

おもな収録内容

おもな収録内容

●解説書，ワークシート付
●監修：柿野 成美
（（公財）消費者教育支援センター総括主任研究員）
●協力：桜丘中学・高等学校（東京都）

●監修　仙波圭子（女子栄養大学教授）

アクティブに学ぼう Vol.2アクティブに学ぼう Vol.2アクティブに学ぼう Vol.2
教育映像祭優秀作品賞

「おとなドリル」
とともに活用した
授業実践事例を紹介

P3～⇒

テーマ１
店舗で買う？インターネット通販で買う？
テーマ２
不要なもの捨てる？売る？
テーマ３
クレジットカード使いたい？
テーマ４
エシカル消費とは
テーマ５
その音楽 ダウンロードしても大丈夫？
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