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はじめにはじめに
金融リテラシー教育の必要性

　米国経済教育協議会によれば、アメリカではミレニアム世代の10人に４人が借金に苦しみ、半数

以上の人がぎりぎりの生活をしていて貯金をする余裕がないといいます。大学生のなんと75％がク

レジットカードの延滞料についての知識がないという驚くような統計もあります。学校で十分な

金融リテラシー（財務管理能力）の教育がなされていないことは、このことからも歴然としていま

す。パーソナル・ファイナンス（自分の財務管理）について学ぶことは、小・中学生にとっても大

切なことです。こうした教育は大人になってからも役立つものですから。しかし、アメリカの高校

でパーソナル・ファイナンスを必須科目としているところは、17州しかありません。

　近年、やっと金融リテラシー教育に進歩がみられるようになりました。幼稚園から高校卒業まで

の学習指導要綱にパーソナル・ファイナンスについての授業が含まれているところは、1998年には

21州しかありませんでしたが、2015年には45州に増えました。ところが残念なことに、パーソナ

ル・ファイナンスの授業を教えられる自信があると答えた教師は20％もいないのが現状です。

金融リテラシーを教える

　金融リテラシーの授業は難しいものではありません。むしろ楽しいものです。多くの子どもが、

お金をかせいだり貯めたり寄付したりすることを熱心に学びたいと思っています。本書が、小学校

高学年から中学校の生徒が金融リテラシーを学ぶ楽しくて親しみやすく、かつ充実した入門書とな

ることを願っています。この指導書には、教室で使えるアクティビティと、ディスカッションやレ

ポートのヒントが書かれています。本書で説明した重要な知識や情報やスキルを強化し、生徒が学

んだことを実生活に活かせるように使ってください。

　金融リテラシーは、「目標設定」、「批判的思考」といった、21世紀に必要なスキルの１つで

す。また、「目先の欲求をがまんする」、「マインドフルネス」、「自分の価値観を知ること」、

「友だちからのプレッシャーに負けないこと」、「自尊感情を向上させること」といった社会感情

的（ソーシャル・エモーショナル）なスキルにもかかわってきます。金融リテラシーのスキルを身

につけながら、生徒たちは、「誠実さ」、「良き市民としての言動」、「寛容さ」、「責任感」と

いった特質も育てていくことができます。あなたの学校で、パーソナル・ファイナンス教育をする

ことが求められていてもいなくても、健全な生徒を育てるためにこれは大切な教育なのです。

アクティビティの調整

　この指導書のほとんどのアクティビティは小学6年生から中学生向けに書かれていますが、やさし

くすれば5年生以下でも使えます。生徒にネットやそのほかの方法でまずリサーチをさせるアクティ

ビティもありますが、これは、授業中にさせたり、宿題にしたり、コンピュータの授業や、図書館

へ行く時間に、させてもよいでしょう。

　低学年の生徒の場合や、授業時間短縮のためには、教師が前もってリサーチをして、その情報を

生徒にあたえてもよいと思います。（たとえば、３の２つ目の職業についてのアクティビティは、

ある仕事につくためにはどのような教育やトレーニングが必要なのか、その仕事の給料などについ
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て、リサーチするというものです。先生が前もって６つほどの仕事について情報をプリントにまと

めて生徒に渡し、そこから１つをえらばせて発表させるようにしてもいいでしょう）

　どのアクティビティも、生徒が実際のデータ（各自のおこづかい、商品の実際の値段、株の実際

の価格など）を使って行うのが最も効果的ですが、計算を単純にするためや、おこづかいをもらっ

ていない子がいる場合などは、サンプルの数字を先生が提示してアクティビティをシンプルにして

もよいでしょう。

アクティビティに必要なもの

　アクティビティに必要なものはたいがい教室にあるものです。筆記道具やコンピュータやタブレ

ットだけでよい場合もありますが、インターネットや計算機が必要な場合もあります。３の２つ目

のアクティビティではポスターを作る画材が必要ですし、コンピュータでプレゼンテーションをす

る場合はそのためのソフトプログラムが必要です。

指導基準との相互性

　このガイドブックの最後に、日本の金融庁の見解（アドレス）を載せてあります。参考になさっ

てください。

　重要な金融リテラシーを生徒たちに授けてくれる先生方に、敬意と感謝の気持ちをお伝えしたい

と思います。

エリック・ブラウン、サンディ・ドノバン



この章で学ぶこと：
　●お金のいろいろな使い方
　●お金が重要だということの理解
　●物々交換の概念の理解、商品や作業に対する適切な報酬の決め方

サンドイッチのサンドイッチの逆逆
ぎゃく

襲襲
しゅう

お金っていったいなんだろう？ 11
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アクティビティ：　物々交換のシステムを作ってみよう

　お金のない世界を想像しましょう。生徒にそれぞれ、物を作ったり作業を提供するビジネスを考えさせま

しょう。食物の生産者、建築業、警察、消防署などといったコミュニティに必要なものを、生徒に割り当て

て、現実味のあるコミュニティを作らせてもいいですね。

　つぎに、それらの生産や作業に必要なもの、時間、材料、労働などをリストに書かせます。そして、物や

作業を交換するための想像上の市場を作ります。もっと複雑にしたければ、条件を変えたり、アクシデント

を起こしたりしてみてもいいでしょう。たとえば、一人の生徒がインフルエンザで寝込んでしまいます。車

を売るビジネスをしているこの生徒は、どうすれば医療サービスを受けることができますか？　どのように

して、車や車の部品と薬を交換しますか？　また別の例として、野菜農家が、肉を野菜と交換したり、家賃

をはらうにはどうすればいいでしょう？

　このアクティビティはきっちりしたやり方でも、簡略なやり方でもいいのです。生徒に在庫管理をさせた

り、3者、４者間で交換させたり、必需品（食べもの、家、安全など）を手に入れさせたりしてみましょう。

生徒たちを小さいグループに分けて、10分ほど時間をあたえてほかのグループの生徒と交換するための公平

な価格を考えさせてみましょう。

ディスカッションとレポートのヒント
１．お金にはどんな使い方があるだろう？
２．紙幣や硬貨以外に、どんなものを通貨として使っているだろうか？
３．先週買ったものを思い出して、そのお金はだれに、なんのためにはらわれたのか、考えてみよう。
その物が買えるようにするために、どんな人たちが作業しただろうか？



この章で学ぶこと：
　●短期的、長期的な目標を立てることの大切さ
　●短期的、長期的な目標を立てるのに必要なステップ
　●目標達成の妨げとなるものはなにか

22きみはどんな人？きみはどんな人？
きみのしたいことは、なんだろう？
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アクティビティ：　目標について話し合おう

　本のP28とP29の用紙を使って、生徒たちに自分の目標について、採点し、優先順位づけをさせましょう。

下記のヒントを使って、生徒に少し時間をあたえて、なぜ目標が自分にとって大切なのか、その達成のため

にはなにが必要なのかを考えさせて書かせてみましょう。それから、生徒を２人ずつ、または３人ずつに分

けて、１人５分ずつ順番に自分の目標についてグループ内で話させましょう。ただ発表するのではなく、話

し合いをさせるとよいでしょう。目標の重要性や、達成の妨げとなるものについて、お互いにたずねあった

り、優先順位についてどう思うかなどを、それぞれ話し合わせます。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．グループ内で自分の短期的、長期的な目標と似たものはあったか？　その人とのちがいはどんなと
ころにあるか？

２．自分の目標は、自分のどんなところを表しているだろう？	
３．成長するにつれて目標は変わっていくだろうか？



この章で学ぶこと：
　●お金のつくり方のいろいろな方法
　●将来可能な様々なキャリア
　●将来の職業やキャリアに必要なスキル

おこづかいもらうだけでいい？
お金を手に入れる方法を考えてみよう
おこづかいもらうだけでいい？おこづかいもらうだけでいい？ 33
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アクティビティ1：　ビジネスプランを作ろう

　本のP57の用紙を使って、ビジネスプランを作らせましょう。本当の計画でも、想像の計画でもいいので

す。広告費やほかの経費については、できるだけ実際のデータを調べてみるようにしましょう。

アクティビティ2：　職業をえらんでポスターを作ろう

　生徒たちに興味のありそうな職業をたくさん出させて、その中から１つをえらんでリサーチをさせましょ

う。その分野の仕事につくにはどのような教育やトレーニングが必要ですか？　どんなスキルが必要でしょ

う？　ほかに役立つことはどんなことでしょう？（例：インターン）　この分野に仕事はたくさんあると思

いますか？　この分野で仕事を得るのは大変でしょうか？　賃金はどのくらいでしょう？　賃金以外に、こ

の分野の仕事をしたい理由はなんでしょう？（例：人と話したり、人を助けたりしたい人には、カウンセラ

ーの仕事が向いているかもしれません）　この職業のマイナス面はなんでしょう？　(例：身体的な疲労、長

い期間学校に行かないとつけない職業なので、若いうちは奨学金を返すのに追われるかもしれない)

　リサーチを終えたら、その職業についてのポスター（公共広告）をつくらせましょう。その職業につくた

めの方法、仕事の内容、よいところと困難な点などポスターに組み入れます。ポスターができたら、クラス

やグループで発表してもいいですし、教室や廊下に貼ってもいいですね。

　ポスターの代わりに、コンピュータでスライド・プレゼンテーションをしたり、テレビコマーシャルを作

って演じてもいいかもしれません。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．きみは何もしなくても、おこづかいをもらえる？　それとも、おてつだいをするとおこづかいがも
らえる？　おこづかいをもっともらいたいとき、どんなおてつだいをすればいいだろう？

２．おこづかいをアップしてほしいとか、新しいおもちゃや本を買ってほしいとたのむ時、よい結果を
得るには、どのようにしたらいいだろう？

３．お金をかせぐ方法を、次のカテゴリーから最低１つずつアイディアを出してみよう。「家のおてつだ
い」、「祖父母の用事」、「物を売る」、「物を作って売る」。その中から１つをえらんで、どんなステッ
プで進めたらいいか、グループで話し合ってみよう。

４．きみのやりたい仕事、なりたい職業はなんだろう？　毎日どんなことをして、どんな人たちといっしょ
に働くだろう？　なぜその仕事がすきなのか？



プランをつくろう！プランをつくろう！
予算を立ててみよう 44

この章で学ぶこと：
　●予算の立て方を理解する
　●短期目標と長期目標と予算の関係を知る
　●お金の貯め方のいろいろな方法を知る
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アクティビティ1：　自分の予算を立ててみよう

　本のP70の予算プラン表を使って、生徒に自分の予算を立てさせましょう。自分のお金の流れ――どんな

ものを買ったか、安く買えたかどうか、あるいはもっと安く買えるはずだったかどうか――といったことに

ついて、深く考えたことがない、まったく考えたことがない、という生徒が多いでしょう。実際の自分の予

算を立て、収入と支出が同額になるようにします。予算を立てたら、お金の管理を注意深く行うように手助

けしましょう。積極的に貯金をしていない生徒には、貯金箱に入れたり、封筒に入れて机の中にしまった

り、親に頼んで定期預金口座を開いたりするよう指導しましょう。

アクティビティ2：　職業をえらんで予算プランを立てよう

　アクティビティ１の延長として、仮想の予算プランを立てさせてみましょう。すきな職業を１つえらばせ

て、その平均的な初任給をネットで調べさせます。その給料が収入です。家賃、電話代、インターネット代

といった、決まった支出の額は、教師が出します。娯楽、衣服、貯金といった、変動する支出は、生徒に

決めさせましょう。（生徒の年齢や、このアクティビティにどのくらいの時間を費やしたいかにもよります

が、月々の決まった支出と変動する支出の額すべてをリサーチさせてもよいでしょう。たとえば、実際のア

パートの家賃や、実際の携帯電話プラン、音楽のストリーミング費、月に１，２度映画を観る時のおやつ代

込みの金額など）　こうした予算のサンプルはネットでも見つけることができます。毎月、いくらかでも必

ず貯金することを強調しましょう。

　予算プランができたら取っておいて、将来の貯蓄を増やすために月々もっとお金を貯めるには、予算をど

う調整したらよいかについて、8章で学びましょう。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．予算って何だろう？　なぜ重要なの？
２．本文中の２つの予算プラン（30-30-30-10 プラン、３分の１プラン）のうち、自分に合うのはどち
らだろう？　なぜ？　もっと自分に合うように調整するにはどうすればいいだろう？　

３．収入と支出の中で、決まっていて自分ではコントロールできないものは、どれだろう？　コントロー
ルできるもの、毎月変えられるものはどれだろう？　今、支出が収入を上回っているようなら、ど
うすれば改善されるだろう？



この章で学ぶこと：
　●かしこい消費者になる方法を理解する
　●商品を売るために広告会社が使う、様々なテクニックを理解する
　●ふだん最も多く広告に触れるのはどんな場所なのかを見分ける

お金をかしこく使うお金をかしこく使う
かしこい消費者になる６つのヒント 55
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アクティビティ1：　広告を記録しよう

　１、２日間、あるいは１週間の間、生徒が見たり聞いたりした広告を次のページの用紙に記録させましょ

う。テレビのコマーシャルだけではなく、ネットで動画の前に流れる広告、ゲームをしている最中に出てく

る広告、アプリの中の広告、ソーシャルメディアのバナー広告、ラジオコマーシャル、町や学校で見たポス

ターなどの宣伝も数えるようにします。見聞きしたすべての広告を記録させましょう。期間の終わりに、生

徒たちに気づいたことを話し合わせましょう。どれだけたくさんの広告に触れたか、広告が最も多かったの

はどんな場所か、どの企業の広告が一番多かったか、その期間中に見たり聞いたりした広告の数は思ったよ

り多かったか？　少なかったか？　直接子どもに向けた広告は何％ぐらいあったか？　大人向けの広告の割

合はどのくらい？　なぜ多くの広告が若い人に向けられているのだろうか？　などを話し合いましょう。

アクティビティ2：　広告を分析しよう

　生徒の集めた広告から１つえらびましょう。それをクラスみんなで分析してみましょう。商品の悪いとこ

ろは無視して、よいところだけに焦点をあてているということが、生徒にわかるでしょうか？　「その商品

を買うと人気者になる」というように商品の利点だけが強調されていませんか？　ほかにも、広告のどんな

テクニックに気づくことができたでしょう？

　さらに分析したい生徒には、別の広告をえらばせて、いかに商品を売ろうとしているかを分析させて短い

レポートを書かせてもいいでしょう。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．友だちからのプレッシャーをはねかえすのがむずかしいのは、なぜだろう？
２．「衝動買い」をしたことがあるか？　どんなものを衝動買いをしたか？　なぜその時、　そんなに魅
力的に思えたのだろう？　あるいは、買いたいけど、これまでずっと　がまんしていたのかもしれ
ない。なぜ衝動買いをするのか、話し合ってみよう。

３．ネットで買いものをしたことかあるか？　それはなに？　その代金は、どこから出たのか？　



広告記録シート

一週間の間、見たり聞いたりした広告の数、見聞きした場所、商品やサービス名を表に記録しよう。

日付 テレビ ネット ゲーム
アプリ
/SNS 

印刷広告
町で見聞き
した広告

ラジオ

月

火

水

木

金

土

日

『達人になろう！　お金をかしこく使うワザ　指導のためのガイド』エリック・ブラウン＆サンディ・ドノバン上田勢子訳©2020
このページは個人や教室での営利目的ではない使用に関してコピーを許可します。それ以外については出版社にお問い合わせください。



きみのお金はどこへ行く？きみのお金はどこへ行く？
しっかり考える消費者になろう 66

この章で学ぶこと：
　●商品にはらった代金がどこへ行くのかを理解する
　●どんな会社の製品を買ったらよいかを見分ける
　●ある企業（会社）の社会的観点、環境問題についての立場、地域社会への貢献度を調べる

11

アクティビティ：　企業の倫理観について調べてみよう

　生徒に課題としてあたえても、小グループやクラス全体で行ってもよいでしょう。まず、ふだん生徒がゲ

ームや食べものや洋服を買っている企業から１社をえらばせましょう。テレビ番組やネット動画を作ってい

る会社、音楽のストリーミングを提供している会社、チェーンのスーパーや、ネットショッピングのお店で

もよいでしょう。１社に決めたら、ネットでその会社について調べます。その会社では人権が守られている

か、環境や動物に対してはどうか、地域社会へ貢献しているか？（例：地域社会のチャリティに寄付をした

り、従業員にコミュニティ・サービスをすることを奨励しているだろうか）　その企業が、政治献金をして

いるとしたら、それによってどんな法律に影響をあたえようとしているのか。差別やハラスメントの問題を

起こしたことはないか？　など。

　ネットのサーチエンジンに、社名と、「企業倫理」という言葉を入れて検索させましょう。消費者団体の

ウェブサイトや様々なアプリなどからも情報を得られることがあります。

　本書のP105-106の「チェックリスト：企業倫理は？」の用紙を使って、調べたことをわかりやすくまとめ

させましょう。

　より深い授業にするのであれば、調べたことを簡単なレポートにまとめさせたり、同じカテゴリーの２つ

の会社（例：コーヒーチェーン２社）を調べて多方面から比較させてみるのもよいでしょう。リサーチした

企業の倫理感が、自分の価値観と合っているかどうか、これからもその企業の製品を買い続けるかどうか

を、レポートの結論として書かせることをわすれないように。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．より慎重な消費者となるために、今日から自分にできることはなんだろう？
２．自分にとって最も重要なのは、その企業のどういうところだろうか？　たとえば、環境や人権につ
いてのその会社の考え方は、自分にとってどれほど重要だろう？　もしあるスポーツチームやレス
トランや洋服メーカーの経営者が、人種や性を差別するようなことを言ったら、自分はその会社を
ボイコットするだろうか？

　　自分が最も大切にしている価値観はなにか、そのことは、自分の消費のしかたにどう影響している
だろうか？

３．P102 のガイドラインを参考にして、どんなチャリティに寄付したいかを考えてみよう。
　　人や動物を助ける団体？　環境を保護するところ？　地域社会の団体なのか、全国規模、あるいは
国際的な団体か？　なぜそのチャリティをえらんだのか？　自分の価値観とどう合っているか。自
分の価値観に合うチャリティをネットで探してみよう。
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この章で学ぶこと：
　●いろいろな種類の銀行預金について
　●クレジットカードの種類とそれぞれの仕組み
　●利子のレートを使って毎月のしはらい額を計算する

12

アクティビティ：　クレジットカードにかかる費用を調べよう

　人気のあるおもちゃ、ゲーム、洋服などをえらんで、その値段を広告かネットで調べさせましょう。とく

に子どもたちがほしがるもので、1万円以上の高いものがこのアクティビティに適しています。ネットでクレ

ジットカードの種類（マスターカード、VISAなど）を調べて、１つえらばせましょう。次にそのクレジット

カードの月々の利子のレートと最小返済義務額を調べて、その商品をクレジットカードで購入して、毎月、

最小返済義務額だけをはらっていった場合、最終的にはいくらはらったことになるかを、計算させます。は

らい終わるまでにどのくらいの期間がかかるでしょう？　元の値段と、クレジットカードで買った場合との

最終的な金額の比較をレポートにして、どう感じるかをクラスで話し合わせてみましょう。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．ネットで個人情報を守るにはどうすればいいだろう？　なぜそれが重要なのだろう？
２．デビットカード、プリペイドカード、クレジットカードの違いを説明してみよう。失くすとどうな
るか、それぞれのカードの場合を考えてみよう。

３．クレジットカードのよいところと、悪いところはどこだろう？　クレジットカードはどんな場合に
使うのがよいのか考えてみよう。
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この章で学ぶこと：
　●投資と貯蓄のいろいろな方法を理解する

12 13

アクティビティ1：　定期預金口座をえらぼう

　5万円をプレゼントされたと仮定して、地域の銀行の定期預金口座の複利レートを調べて、１つの銀行をえ

らんで5万円を預けるシミュレーションをしましょう。元金をそのまま置いておいた場合、5年後にはいくら

になっているでしょうか？　10年後、20年後はどうでしょう？　毎月1000円ずつ元金に足していったら、5

年、10年、20年後にはいくらになっているでしょうか？

アクティビティ2：　投資を分散してみよう

　上級生向きのアクティビティです。5万円を定期預金、株、国債などに分けて投資してみましょう。実際の

ROIを使ってシミュレーションしましょう。（将来の株価を予想するために、これまでの平均的な変動率を

使用するとよいでしょう）　自分の資金をどのように投資するかを生徒に決めさせましょう。5万円を分散し

て投資した場合、5年後、10年後、20年後の価値はどうなっているかシミュレーションさせましょう。

アクティビティ3：　株に投資してみよう

　もう少しシンプルに、１つの株だけに投資するアクティビティをしてみましょう。どの株をえらぶかリサ

ーチして決めさせましょう。一つの株だけでも、株の変動性について重要なことを学べます。（株価のフォ

ローを単純にするために、５つくらいの株からえらばせるようにするといいでしょう）　クラス全体で、各

人のその日の株の終値を毎日調べて、変動額を計算させましょう。週の終わりに、その週の株の動きと、自

分の投資についてどう感じたかのレポートを書かせましょう。何週間か、続けてもよいですね。

ディスカッションとレポートのヒント　
１．すべての投資にはリスクがつきものだが、リスクがあっても投資すべきだろうか？　なぜそう思う？
リスクを減らすにはどうすればいいだろう？

２．20年後か 40年後の自分へ手紙を書いてみよう。自分の将来（老後）のために、どのようにしてお
金を貯める計画なのかを書こう。さらにそこから、20年、40年たったとき、自分が安定した満足
な暮らしをするためには、ずっと貯蓄をし続けるようにと、将来の自分に思い出させるのをわすれ
ないように。

３．一番興味があるのはどの投資だろう？　なぜだろう？　大人になるにつれて、興味は変わっていく
だろうか？
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