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１ 単 元 （３）消費生活と環境 （９時間）

２ 単元の目標 家庭経済や消費生活に関する基礎的な知識を習得させるとともに、現代の消
費生活の課題について認識させ、消費者として責任をもって行動できるように
する。

３ 本例における 多様化する現代社会においては、人々の嗜好や消費スタイルも同様でそれぞ
生 徒 の 実 態 れの生活スタイルに応じた購入や消費が行われている。多様化の波は高校生に

も波及し、生徒の消費行動も自分たちの嗜好やライフスタイルに大きく影響さ
れそれぞれの好みを追求している 「服」に重きをおく生徒もいれば 「ゲーム。 、
のソフト」が出費の中心だとする生徒も少なくない。多くの生徒は「欲しいと
きに必要な分だけお金をもらう」のだといい、月々の小遣いが与えられる、い
わゆる「予算生活」を送っている生徒の割合は少ない。また、詳細に調査した
訳ではないが 「趣味など自分達が価値を認めるものにはお金を惜しまない」、
生徒は増加しているように感じる。

消費生活において、情報化の影響も少なくない。インターネット上でのオー
クション参加やｅ－ショップでの買い物など、情報化技術の進展は高校生の購
入スタイルも変化させている。自宅周辺の地理的な条件により、必ずしも買い
物に便利とはいえない地域に住む生徒にとって、情報技術の進展は都市部より
恩恵をもたらすと考えられる。そうなると今後ますますインターネット上での
購買は普及することが予測される。

そのような状況の中で、生徒の消費生活を知るうちに気になることがいくつ
か出てきた。１つには情報入手ルートの偏りであり、それは当然入手される情
報の偏りも意味する。友人からの情報に左右される生徒も少なくない。また、
あふれる情報を上手く選択し活用することができず、無計画な消費に走りがち
な生徒もいる。雑誌やテレビの中の情報がすべてだと考えがちな生徒も多くお
り、溢れかえる情報の中で自分に必要な情報を集める能力とそれを選択する価
値観基準が確立されていないといえる。生活経験の乏しい高校生にとってはな
かなか容易なことではないが、授業においてはより身近な生活に照らし合わせ
ての教材で判断を繰り返し、判断力と価値観を確立していく必要性を感じてい
る。

４ 育 て た い 今後ますます進展する高度情報化社会の中では、自分に必要な情報を的確に
資 質 ・ 能 力 集める情報収集能力とそれを選択する価値観基準が確立されていることが大切

となる。特に生徒の実態を考えると、正しい情報の入手と活用能力の育成が必
要であると考える。そこで、本単元の学習においては、常に自らの消費生活を
振り返らせながら「自分はどう行動すべきか」を考えさせたい。また、消費生
活における今日的課題についてできる限り身近で具体的な事例を通して考えさ
せながら、判断力の育成と価値観の確立をめざしたい。
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５ 指導と評価の計画
【単元】 （３）消費生活と環境

ア 家庭の経済と消費
（ア）家庭の経済生活 （イ）社会の変化と消費生活 （ウ）消費者の権利と責任

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間 関心・意欲・態度
１）経済のしくみと ○自らの消費生活を考 ・経済生活の自己評価を行い １ ①経済のしくみと家計につ

家計 えることにより、ラ 分析し、ライフスタイルや いて自己診断表から関心
・家計 イフスタイルやライ ライフステージを考慮した をもち、計画的な家庭経
・予算生活 フステージを考慮し 経済マネジメントの必要性 済管理を実践しようとし
・経済計画 た家庭の経済計画を を認識する。 ている。

（ワークシート １－( )）（ワークシート １－( )）（ワークシート １－( )）（ワークシート １－( )）理解させる。 1

２）消費生活と意思 ○現代の消費生活にお ・番組ごとのテレビＣＭを比 ２
決定 いて、情報の与える 較し、ＣＭ制作の意図を分

・意思決定 影響を理解させ、正 析しながら、その影響につ
しい情報のもとでの いて考える。
意思決定の必要性を
考えさせる。

３）消費者信用 ○消費者信用のしくみ ・買い物のシミュレーション
・販売信用 と内容について理解 をとおして、様々な販売方
・多重責務 を深め、適切な判断 法・支払い方のメリット・
・自己破産 ができるようにする デメリットを考える。。
・自己責任

４）契約と購買行動 ○携帯電話の契約をと ・ロールプレイング「ただの ４
・契約と解約 おして、契約の意味 ケータイ」を行い、契約や
・未成年の契約 を理解させ、契約す 経済取引・販売のしくみに
・販売代理店 る上での注意点など ついて考える。
・ダイヤルＱ２ を理解させる。

５）消費者問題 ○消費者問題が発生す ・ＶＴＲ「ミッションＲ３」
・消費者問題 る原因について理解 を視聴し、具体的な悪質商
・通信販売 させる。また、具体 法の手口を知る。

的な事例をもとに特
徴を理解させる。

・クーリングオフ ○ゲームをとおしてそ ・ 悪質商法すごろく」を用 ②消費者問題に関心をも「
制度 の場に応じた具体的 いて、具体的な悪質商法等 ち、具体的な対処方法に

・内容証明郵便 な対処方法を考えさ への対処方法を考える。 ついてゲームをとおして
・消費者契約法 せる。 考えようとしている。

（授業観察記録）（授業観察記録）（授業観察記録）（授業観察記録）

６）消費者の保護と ○身近な話題により消 ・新聞記事の分析をとおし
責任 費者行政について理 て、消費者行政について知

・消費者保護基本 解を深め、消費者と 識を深め、消費者のあるべ
法 しての行動について き姿を考える。

・製造物責任法 考えさせる。
７）循環型社会と消 ○環境問題と消費行動 ・ 「ごみから環境問題を ２ ③ゴミ問題の事例より、循VTR

費生活 のかかわりについて 考える」を視聴し、環境問 環型社会・消費生活と資
・大量消費 理解させ、環境への 題と消費行動のかかわりに 源のかかわりに関心をも
・大量生産 負荷について考えさ ついて考える。 ち、環境負荷を考えた生
・大量廃棄 せる。 活の実践のあり方を考え

ようとしている。
（ワークシート ６－( )）（ワークシート ６－( )）（ワークシート ６－( )）（ワークシート ６－( )）1

・循環型社会 ○身近なものから日本 ・セルフチェックや身近な話 ④環境に配慮したこれから
・グリーンコンシ の消費社会を見直さ 題から、生活と環境のかか の消費のあり方につい

ューマー せ、環境に配慮しな わりや経済の循環と自分の て、循環型社会に関心を
がらいかに消費をし 経済活動の関係を考える。 もち、環境負荷の少ない
ていくべきか考えさ 生活を実践しようとして
せる。 いる。

（ ）（ ）（ ）（ ）ワークシート ６ｰ( )②ワークシート ６ｰ( )②ワークシート ６ｰ( )②ワークシート ６ｰ( )②3

総時間数 ９
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イ 消費行動と環境
（ア）消費生活と環境のかかわり （イ）環境負荷の少ない生活への取り組み

学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準
思考・判断 技能・表現 知識・理解 評価方法等

①事例をとおして収支の見 ①家計の管理や経済計画の ・ワークシート１「経済
直しを検討し、改善点に 重要性について理解して のしくみと家計」
ついて考えている。 いる。 ・ペーパーテスト

（ワークシート １－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート １－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート １－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート １－( )） （ペーパーテスト）2

②具体的な事例をとおして ②意思決定の過程について ・ワークシート２「消費
ＣＭの与える影響を考 理解している。 生活と意思決定」
え、消費行動における意 ・ペーパーテスト（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）

授業実践例１授業実践例１授業実践例１授業実践例１思決定の過程を読みとる
ことができる。
（ワークシート ２－( )）（ワークシート ２－( )）（ワークシート ２－( )）（ワークシート ２－( )）1

③消費者信用の利用につい ③消費者信用の利用方法に ・ワークシート２「消費
て、しくみや内容・注意 ついて、知識・理解を深 生活と意思決定」
すべきことを適切に判断 め、多重責務や自己破産 ・ペーパーテスト
して買い物のシミュレー 等への対処方法を理解し
ションを実施している。 ている。
（ワークシート ２－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ２－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ２－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ２－( )） （ペーパーテスト）3

④契約や販売のしくみにつ ①携帯電話の契約に関心を ・授業観察記録
いて、ロールプレイング もち、ロールプレイング ・ワークシート３「契約
を行いながら考えること に積極的に取り組んでい と購買行動」
ができる。 る。
（ワークシート ３－( )） （授業観察記録）（ワークシート ３－( )） （授業観察記録）（ワークシート ３－( )） （授業観察記録）（ワークシート ３－( )） （授業観察記録）1

②VTRを視聴しながら、 ④消費者問題の発生につい ・ワークシート４「消費
具体的な悪質商法の手口 て、VTRの視聴をとお 者問題」
を検討することができ して問題発生する販売方 ・ペーパーテスト
る。 法について知識を深めて

いる。（ワークシート ４－( )）（ワークシート ４－( )）（ワークシート ４－( )）（ワークシート ４－( )）1

（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）

③ゲームをとおして考えた ⑤悪質商法の具体的な手口 ・授業観察記録
悪質商法への対処方法や や対処方法について理解 ・ワークシート４「消費
感想をワークシートにま している。 者問題」

授業実践例２授業実践例２授業実践例２授業実践例２とめることができる。 （ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）

（ワークシート ( )②）（ワークシート ( )②）（ワークシート ( )②）（ワークシート ( )②）4- 1

⑤新聞記事から消費者問題 ⑥消費者の権利と責任につ ・ワークシート５「消費
について考えを深めてい いて、具体的な法律をと 者の保護と責任」
る。 おして理解している。 ・ペーパーテスト

・ＶＴＲ視聴記録（ワークシート ５－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ５－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ５－( )） （ペーパーテスト）（ワークシート ５－( )） （ペーパーテスト）1

⑥VTR視聴をとおして、 ・ワークシート６「循・
環境に調和したライフス 型社会と消費生活」
タイルと購買行動につい
て考えている。
（ＶＴＲ視聴記録）（ＶＴＲ視聴記録）（ＶＴＲ視聴記録）（ＶＴＲ視聴記録）

④自らの消費生活を振り返 ⑦消費生活と環境のかかわ ・ワークシート６「循環
り、改善すべき点を明確 りについて理解してい 型社会と消費生活」
に表現しようとしてい る。 ・ペーパーテスト

（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）（ペーパーテスト）る。
（ワークシート ６－( )①）（ワークシート ６－( )①）（ワークシート ６－( )①）（ワークシート ６－( )①）3
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６ 授業実践例１
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎

単 元 名 （３）消費生活と環境

本 時 主 題 テレビコマーシャルの分析 ～意思決定に与える影響～ （２時間目／９時）

指 導 観 情報化社会においては、意思決定の判断材料として溢れる情報の中から自分にとって重要で、より適切な情

報を収集する能力が必要とされる。また、複雑に変化する現代社会においては、これまで以上に情報の真贋の

判断は難しくなっており、消費者自身がそれを見極めるために基本的な知識をもつことが望まれる。しかし、

生活経験の乏しい高校生にとってはなかなか容易ではなく、限られた情報の中で誤った判断をすることも少な

くない。そこで、できる限り身近な教材で消費者の意思決定についての基礎的知識とそれにいたる情報収集の

必要性を認識させたい。

本時の目標 ①テレビＣＭの分析を行い、売り手と消費者の購買心理を考えさせる。

②意思決定のプロセスを理解させ、日常の生活を振り返らせる。

指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導過程

導 振り返り ・前時の学習内容 経済生活の自己評価 ・前時の内容を振り返るとと（ ）

入 を振り返り、経済生活の問題点を把握 もに、本時の目標を確認さ

５ する。 せる。

分

テレビＣＭの分析 ＜Ｂを実現するための指導＞○評価規準【思】ー②○評価規準【思】ー②○評価規準【思】ー②○評価規準【思】ー②

、１ テレビコマーシャルを視聴し、Ｃ ○ＣＭの記録方法については具体的な事例をとおして具体的な事例をとおして具体的な事例をとおして具体的な事例をとおして

Ｍが消費行動に与える影響について 事例を放映しながら練習をＣＭの与える影響を考え、ＣＭの与える影響を考え、ＣＭの与える影響を考え、ＣＭの与える影響を考え、

考える。 させる。消費行動における意思決定消費行動における意思決定消費行動における意思決定消費行動における意思決定

展 ・ＣＭを記録用紙にまとめる。 ○事例を書き取るポイントをの過程を読みとることがでの過程を読みとることがでの過程を読みとることがでの過程を読みとることがで

・ＣＭの分析を行う。 解説する。きる。きる。きる。きる。

（ＣＭのターゲット・ＣＭの心理的 ＜評価方法＞ <例>資生堂 美白化粧品 秒15

影響・ＣＭ制作の意図 など） ワークシート ２－（１） ○何人かに分析結果を発表さ

せ、その内容について解説

開 ○予想される生徒の反応 ＜Ａの例＞ する。

・ＣＭの書き取りは時間との勝負のため ・曜日、時間ごとにそのタ、

的確にまとめることのできない生徒も ーゲットを詳しく分析し ＜Ｃへの手だて＞

いる。 ている。 ○机間指導し、ヒントを与え

・ＣＭのターゲット ・消費者は商品を購入する る。40

①日曜日の朝は子どもが対象 ことにより、自分自身が ○事例を放映しながらキーワ

②平日の朝は主婦（若い女性）が対象 変身（良い方向に）でき ードを板書し、ヒントを与

・心理的影響 ると考えるなど心理的影 える ）。

分 ①ＣＭを見て その商品が欲しくなる 響について分析し、具体 ○ワークシートを再提出させ、 。

②商品を購入することにより、すべて 的に述べている。 る。

が解決するように感じる。 など

意思決定のプロセ ２ 意思決定のプロセスを理解する。 ・テレビＣＭは第１段階の 問「

ス ①問題の自覚→②情報の収集→③解 題の自覚」において、消費

決策の比較検討→④決定→⑤評価 者に欲求を知覚させること

が大きな目的だと認識させ

○予想される生徒の反応 る。

・意思決定のプロセスとテレビＣＭとが ・テレビＣＭ以外にも、広告

うまく結びつけられないことが考えら や雑誌なども同様のことが

れる。 いえることを指摘する。

ま 本時の振り返りと ・自己評価を実施し、本時の取り組みを ・これからは「無意識」に行

、「 」と まとめ 振り返り、感想を記入する。 っている消費行動を 意識

め して営んでいく重要性を認

５ 識できるよう指導する。

分

□工夫している点

日常生活において起こっている「失敗」や「間違い」は、多くの場合無意識に行っている。そこで、できる限り身近な事

例をとおして、消費者の購買心理や情報（コマーシャルなど）の心理的影響を科学的に解説することを試みた。これにより

無意識に行っている日常の消費行動を客観的に見つめ、必要なときに冷静な判断ができる能力を育成したいと考えた。
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□実践後の評価結果

学習活動における 「十分満足できる」と 「努力を要する」と

具体の評価規準（Ｂ） 判断される状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

、評 価 評価規準【思】ｰ② ・事例の分析において、消費者の立場に ・ＣＭの記録がほとんどできず

・具体的な事例を通してＣＭの 立ってＣＭの心理的な影響を深く考察 考察についても考えることが

与える影響を考え、消費行動 している。 できない。

における意思決定の過程を読 ・テレビコマーシャルがその時間帯によ

みとることができる。 ってターゲットを変えていることに気

づき、制作の意図を把握しようとして

いる。

生徒の状況 ・ビデオのテレビＣＭに関心を ・テレビＣＭに大いに関心をもち、その ・それほど関心をもって視聴で

もち、記録を取っていた。 記録もまとまりがありわかりやすかっ きない生徒は見あたらなかっ

・ＣＭを見たときの視聴者の気 た。 たが、記録となると次々とＣ

持ちになり、その影響を考え ・テレビＣＭのターゲットを細かく分析 Ｍが流れるため記入できなか

ていた。 し、それぞれの時間帯の特徴を導き出 った。

している。 （板書して確認した ）。

記 述 例 ・おもちゃを持っていると人気 ・普段はあまり気にもしていなかったけ ・ＣＭの記録なし

者になれるような気がして欲 れど、短い時間なのに多くのコマーシ

しくなるのだと思う。自分も ャルが流れていることに驚いた。朝の

ヒーローになりたくて欲しく 時間帯では主婦の人たちを対象とした

なったことがある。 美容に関するＣＭが多く、見ているう

・女性には常に「きれいになり ちに「この商品があればきれいになれ

たい」という気持ちがあるの る…」と思ってしまうと思う。何度も

で、ＣＭをみて欲しくなるん 見ているうちに、ＣＭに出てくる人み

だと思う。 たいにきれいになれると思い、その商

品が欲しいと思うだろう。

・日曜日の朝の時間帯では、子どもを対

象としたキャラクター関連の商品が多

くあった。中でもおもちゃや食べ物が

多く、それを買うことでキャラクター

になれたり、友達に自慢できると考え

るだろう。自分もキャラクターの世界

に入り込んだような気分になり、現実

感がなくなるのだろう。

□授業後の課題と改善

・毎日見ているテレビコマーシャルを題材にしたため生徒の反応はよく 「これは見たことがある 「初めて見る」などお、 」、

互いに意見の交流を行っていた。多くの場合、テレビのコマーシャルは余り意識して見るものではなく、生徒自身もこれ

までＣＭを見過ごしたりその影響を深く考えてはいなかった。普段何気なく見ているＣＭに、制作の意図やターゲットな

ど実は多くの意識的な要素があることを知り、自分がいかに漠然と生活していたかを自覚できたようである。無意識の意

識化という点では当初の目的を達成することができたといえる。

・意思決定のプロセスにおいても同様のことがいえる。改めて冷静な視点で日常の消費生活を振り返ることにより、これま

での無意識の消費行動を見直すきっかけになったようである。

・問題は今回の学習が日常の生活でどれだけ役立てられるかどうかであるが、重要なことは実際の生活において「判断」が

迫られる時にどれだけ本時の学習を意識できるかである。そのためには、できる限り実際の生活に視点を移した学習が大

切だといえる。過去の買い物の失敗例などとからめて学習を展開し、意思決定のプロセスの中のどこに自分自身の失敗の

原因があるかを探れば、より実践的な学習になったと考える。これは今後の課題である。
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７ 授業実践例２
□学習指導案

科 目 名 家庭基礎
単 元 名 （３） 消費生活と環境
本 時 主 題 悪質商法への適切な対処方法を考える。 （６時間目／９時）
指 導 観 複雑に変化する現代社会においては、消費者問題も複雑になり心ない悪質業者の手口も巧妙になり、その被

害も大きくなっている。特にその被害者は高齢者や１０代の若者だという。今後、高校を卒業し社会人となり
経済生活を営んでいく上で、消費者を取り巻く現状を正しく認知し適切な判断ができる能力は必須である。

生徒は中学校でも消費者教育を受け、用語としての理解はあるものの実際の生活レベルでの理解には至って
おらず、その知識は実践的とはいえない。また、実生活での問題は複雑で、必ずしも選択肢や対処方法は１つ
とは限らない。そこで、実際の生活に即した体験をとおして、できる限り具体的に判断する機会を与えたいと
考えた。

本時の目標 ①消費者問題に関心をもち、様々な悪質商法の手口を認識しながらゲームを実施する。
②消費者を取り巻く現状や課題を理解し、悪質商法に対する具体的な対処方法を考える。

指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導過程
導 振り返り ・前時の学習内容（契約）を振り返り、 ・前時の内容を振り返るとと
入 契約の定義を確認する。 もに、本時の目標を確認さ
５ せる。
分

悪質商法への対策 ＜Ｂを実現するための指導＞○評価規準【関】ー②○評価規準【関】ー②○評価規準【関】ー②○評価規準【関】ー②
（悪質商法すごろ １ 悪質商法すごろく を実施する ○すごろくを実施する前に、「 」 。 消費者問題に関心をもち消費者問題に関心をもち消費者問題に関心をもち消費者問題に関心をもち、、、、
く） ＜ルール＞ ルールと基本的な用語（ク具体的な対処方法について具体的な対処方法について具体的な対処方法について具体的な対処方法について

・サイコロを振り出た目の数だけコ ーリングオフ・消費生活セゲームをとおして考えようゲームをとおして考えようゲームをとおして考えようゲームをとおして考えよう
マを進める。 ンターなど）を確認する。としている。としている。としている。としている。

・止まったマスの指示に従い 「悪質 ＜評価方法＞ ○ルールを説明しながらグル、
商法カード」や「アクションカー 授業観察記録 ープごとに一度練習をさせ
ド」を引く。 る。

・様々な悪質商法の事例があり、そ ＜Ａの例＞ ○リーダーを決めさせ、ゲー
れ以外にも消費生活を取り巻く課 ・グループ内の仲間の結果 ムの進行役を務めるよう指
題が提示される。 にも関心をもち、多様な 示する。

悪質商法の手口を理解し
○予想される生徒の反応 ようとしている。 ＜Ｃへの手だて＞
・ルールを正しく理解できないことが推 ・自分だけで実施するので ○グループ内の意見交流のき

測される。 はなく、グループの仲間 っかけとなるよう、リーダ
・ルールが正確に理解できたグループは と意見交流しながらより ーはじゃんけんで決めさせ40

分 スムーズにゲームを実施することがで よい対処方法を考えてい る。
きる。 こうとしている。 ○机間指導し、理解できない

グループには個別に指導を
行う。

○評価規準【技】ー③○評価規準【技】ー③○評価規準【技】ー③○評価規準【技】ー③まとめ ２ すごろくの結果をまとめる。
ゲームをとおし ・悪質商法に上手く対応することが ＜Ｂを実現するための指導＞ゲームをとおして考えたゲームをとおして考えたゲームをとおして考えたゲームをとおして考えた

て学んだこと できたか。 ○すごろくの結果を何人かに悪質商法への対処方法や感悪質商法への対処方法や感悪質商法への対処方法や感悪質商法への対処方法や感
・ゲームをとおして学んだことなど 発表させ、解説する。想をワークシートにまとめ想をワークシートにまとめ想をワークシートにまとめ想をワークシートにまとめ

ることができる。ることができる。ることができる。ることができる。
○予想される生徒の反応 ＜評価方法＞ ＜Ｃへの手だて＞
・クーリングオフ制度の有効性を認識し ワークシート ４ー １ ○ワークシートへの記入や的、 （ ）

今後の生活でも役立てたいと思った。 確に表現できていない場合
・契約する時は悪質商法に注意する必要 ＜Ａの例＞ は、ゲームを思い起こさせ

性を感じ、日常の買い物も慎重に行う ・前時のビデオを思い出し 援助する。、
よう認識が深まった。 内容証明郵便、消費者契 ○ワークシートを再提出させ

・十分にゲームの意図を理解できていな 約法にも発展させて考え る。
い。 など ている。

・契約においては、その時
点で正しい判断をし、不
要なものには毅然とした
態度で断ることが大切だ
と気付く。

ま まとめと自己評価 ・正しい知識を持つことができるよう、 ・悪質商法は高齢者や若者が
と 本時の学習したキーワードを確認する 被害者となることが多く、。
め ・自己評価を実施し、本時の取り組みを 自分の周りの人を助けるた
５ 振り返り、感想を記入する。 めにも本時の学習内容を活
分 かせるよう指導する。

□工夫している点
「何度も消費者問題については学習をした。用語は知っている 」という生徒は多い。しかし、実際の生活レベルに照らし。

て考えられる生徒は少なく、消費者教育においては、いかにして実生活での複雑で多くの選択肢や対処方法から選ぶ体験を
させるかが重要であると考えた。そこで、ＶＴＲやゲームで実際の生活に起こりうる場面を体験させ、できる限り具体的に
判断する機会を与えたいと考えた。
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□実践後の評価結果

学習活動における 「十分満足できる」と 「努力を要する」と
具体の評価規準（Ｂ） 判断される状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

。 、評 価 評価規準【関】ｰ② ・ゲームに積極的に参加している ・ゲームに参加することができず
・リーダーシップを発揮し、グル 消極的である。・消費者問題に関心をもち、具体的・消費者問題に関心をもち、具体的・消費者問題に関心をもち、具体的・消費者問題に関心をもち、具体的

ープ内の意見の交流を促そうとな対処方法についてゲームをとおしな対処方法についてゲームをとおしな対処方法についてゲームをとおしな対処方法についてゲームをとおし
している。て考えようとしている。て考えようとしている。て考えようとしている。て考えようとしている。

、生徒の状況 ・ゲームに参加し、グループで協力し ・積極的にゲームに参加し、仲間 ・ゲームには参加しているものの
て実施していた。 の結果を熱心に見て反応し、楽 ほとんど会話もなく、仲間の結

・ゲームのルールを理解し、友人と確 しみながらゲームを進めていた 果に無反応であった。。
認しながらゲームを進めていた。 ・なかなかゲームに参加しようと ・自分のグループ以外の友人と個

・クーリングオフ制度が使えない状況 しない仲間に、冗談を言いなが 人的な話をしていた。
に戸惑っていたようであるが、実際 ら参加を促していた。
にも考えられることであり 「勉強、
になった」との感想があった。

学習活動における 「十分満足できる」と 「努力を要する」と
具体の評価規準（Ｂ） 判断される状況（Ａ） 判断される状況（Ｃ）

評 価 ・これからの生活にどのように活 ・悪質商法への対応策が無記入で評価規準【技】ー③評価規準【技】ー③評価規準【技】ー③評価規準【技】ー③
用できるかについて、考えを深 あったり、ゲームをとおしての・ゲームをとおして、悪質商法への対・ゲームをとおして、悪質商法への対・ゲームをとおして、悪質商法への対・ゲームをとおして、悪質商法への対
めようとしている。 感想が述べられていない。処方法（クーリングオフ制度・内容処方法（クーリングオフ制度・内容処方法（クーリングオフ制度・内容処方法（クーリングオフ制度・内容

・契約時の正しい判断と毅然とし証明郵便・消費生活センターなど）証明郵便・消費生活センターなど）証明郵便・消費生活センターなど）証明郵便・消費生活センターなど）
た対応の必要性を認識しようとや感想をワークシートにまとめるこや感想をワークシートにまとめるこや感想をワークシートにまとめるこや感想をワークシートにまとめるこ
している。とができる。とができる。とができる。とができる。

生徒の状況 ・自分自身の悪質商法への対応を理解 ・悪質商法の手口をしっかりと把 ・無記入。
し、今後どのような態度で消費生活 握し、注意点やその対処方法に ・ 現実はこうはいかない」とだけ「
を送るべきか具体的に述べられてい ついて、今後の実践可能なよう 記述されており、ゲームをとお
る。 に自分の言葉で表現している。 しての体験についての記述がな

・今後どのような態度で消費生活 い。
を送るべきかについても具体的
に記述され、考えが深められて
いる。

記 述 例 ・クーリングオフ制度をよく理解して、物を購入する前にトラブルが起こったときどう対応して解決できるか
考えてから購入するようにしたいと思った。返事をするときには 「ＹＥＳ 「ＮＯ」をはっきりしたいと、 」、
思った。グループの中には自己破産する人もいたりして、人生には何が起こるかわからないと思いました。
なので、どんなときにもしっかり対応できるように正しい知識をもって正しい判断ができるようになりたい
と思いました （Ａ）。

・今回のゲームでは、クーリングオフカードを使ったりしてうまく対応することもできたけど、救済手段がな
いときもあった。契約をしてしまった後で何とか危機を回避する道もあるけれど、どうしようもないときも

、 。（ ）あるんだということがわかったので 最初から引っかからないようにしっかりとした考えをもちたい Ａ
・楽しくできた。自分はクーリングオフを利用して、ちゃんと悪質商法に対応することができた。これからの

生活でも必要になったとき使えるようにしっかり覚えておきたい （Ｂ）。
、 。 、・私はクーリングオフの期間が過ぎてしまっていて カードが使えなかった 対処方法もいくつもあるけれど

その方法を忘れてしまっていたことがあった。よく覚えておかないといけない。また、自動車とかクーリン
グオフを使えないこともあるし、高額な買い物をするときは特に書類や説明書を最初にしっかり読んでおく
べきだと思いました （Ａ）。

・ゲームだからよい結果だったけれど、現実だとこうはうまくいかないと思った。しかし、クーリングオフ制
度を使えばいいんだとわかった。一番いいのは悪質商法に出会わないようにすることだ （Ｂ）。

□授業後の課題と改善

・ほとんどの生徒が意欲的にゲームに参加し、楽しみながら悪質商法への対応を学べた。今回のゲームでは、クーリングオ
フ制度を利用することができないケースがいくつかあり 「悪質商法にはクーリングオフ」との認識がすべてに通用するも、
のではないことがわかり、悪質商法に巻き込まれないことこそが重要だと気付くことができた。しかし、実際の生活に応
用するためには、内容証明郵便の提示などにより制度の具体的な活用について体験させる必要性を感じた。また、悪質商
法であれば簡単にはクーリングオフができない現実がある。クーリングオフ逃れや、脅しによる恐怖を体験することもあ
る。そのため、この授業の次の時間にビデオにより実際の悪質商法がいかに怖いものかを視聴させ、補充の説明を実施し
た。
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ワークシート１＜経済のしくみと家計＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート１＜経済のしくみと家計＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート１＜経済のしくみと家計＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ②ワークシート１＜経済のしくみと家計＞ 【関】ｰ① 【思】ｰ②

【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①【関】ｰ①（１）家庭経済管理チェック（１）家庭経済管理チェック（１）家庭経済管理チェック（１）家庭経済管理チェック
Yes・クレジットカードや消費者金融の利用で返済困難な時の相談窓口を知っている。□

・ ＜診断＞計画的に貯蓄することが大切だと考えている。 □ Yes

Yes・クレジットカードとキャッシュカードの違いをわかっている。 □

家計簿（小遣い帳）をつけている。 □ ：経済管理もバッチリ！・ Yes ７～１０

携帯電話の通信料金は小遣いの範囲内の一定額に抑えている。 □ 「ひとり暮らし免許」・ Yes

自分名義の預金口座があり、預金残高を知っている。 □ 交付です！・ Yes

キャッシュカードの暗証番号選定には気をつけ、保管に注意している。 □ ：もう少し！「ひとり暮・ Yes ４～ ６

ひとり暮らしに必要な一ヶ月の生活費がどの位かわかる。 □ らし仮免許」です。・ Yes

モノを購入する時は、充分に研究し、衝動買いしないよう気をつけている。 □ ひとり暮らしには「再教・ Yes ３～ ０：

クレジットカードを上手に利用する生活は今後重要だと考えている。 □ 習」が必要です。・ Yes

チェック内容を振り返り、どのように感じましたか？

【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①【思】ｰ①（２）家計について（２）家計について（２）家計について（２）家計について

とは…家計家計家計家計

就職したＡくん、ある出版会社に入社して５年になります。就職を機に一人暮らしをはじめまし
たが、なかなか生活は大変です。将来に備えて貯金もしたいのですが…。さて、拓也くんは毎月赤
字にしないで、貯金も増やすために、家計をどう見直したらよいのでしょう？

◆Ａくんの給与明細 ◆Ａくんの１ヶ月の支出
社員ｺｰﾄﾞ 氏 名 手 取 り 給 与 ▲電話代（携帯含む） 円16,000

Ａ 円 ▲交際費（ﾃﾞｰﾄ・飲み代）980123 222,400
基本給 支給額 ▲住居費 円 円扶養手当 住宅手当 時間外手当 75,000 30,000

▲食 費 円 ▲教養・娯楽費 円240,300 0 10,000 13,600 263,900 30,000 10,000
所得税 住民税 ▲被服費 円 ▲保険料 円健康保険料 厚生年金料 雇用保険料 10,000 11,400

▲水道・光熱費 ▲車輌代（ｶﾞｿﾘﾝ・駐車） 円5,904 12,564 929 12,423 8,000 30,000
組合費 控除総額 差引支給額 円 ▲その他 円10,000 13,000

▲ローン 円 支出合計 円 ﾎﾞｰﾅｽ補填1,680 41,500 222,400 15,000 260,400

★改善すべき点はどこだと考えますか？
＜改善すべき点＞ ＜理由＞

（３）収支見直しのポイント（３）収支見直しのポイント（３）収支見直しのポイント（３）収支見直しのポイント

独身期 新婚期 育児期 教育期 老後期独身期 新婚期 育児期 教育期 老後期独身期 新婚期 育児期 教育期 老後期独身期 新婚期 育児期 教育期 老後期ライフステージ 子どもの独立期子どもの独立期子どもの独立期子どもの独立期
年 齢 ～ 歳 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 59 60 64 65

2.85 2.96 3.29 3.82 4.01 3.9 3.13 2.80 2.57世帯人員 人（ ）
●経済的 ●出産、育児費用の準備 ●教育費の計画 ●老後の経済的準備 ●経済的安定生 活
自立の準備 ●住宅費用の計画・準備 ●教育費対策 ●老親扶養･介護への対応課 題
322,143 409,537 535,097 586,966 627,498 656,667 624,703 454,010 439,723実収入
272,628 314,381 347,200 383,717 426,890 488,118 517,062 393,007 350,713実支出
86.59 82.81 80.46 79 .00 78.66 79.72 78.05 82.34 87.80消費支出（％）
15.14 16.05 16.21 18 .36 19.10 17.83 16.05 19.18 21.41食費（％)
1.97 1.28 2.37 3.75 6.19 8.49 5.15 0.52 1.04教育（％）
17.5 19.4 20.1 23.2 24.3 22.4 20.6 23.3 24.4エンゲル係数

30.1%エンジェル係数
（総務省「平成１２年度版 家計調査年報」による）

人生には様々なことが起こり、その ごとに資金が必要になる。ライフステージライフステージライフステージライフステージ
▼ その他に考えなければならないこと…
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ワークシート２＜消費生活と意思決定＞ 【思】ｰ② 【思】ｰ③ワークシート２＜消費生活と意思決定＞ 【思】ｰ② 【思】ｰ③ワークシート２＜消費生活と意思決定＞ 【思】ｰ② 【思】ｰ③ワークシート２＜消費生活と意思決定＞ 【思】ｰ② 【思】ｰ③
【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②【思】ｰ②（１）テレビコマーシャルの分析（１）テレビコマーシャルの分析（１）テレビコマーシャルの分析（１）テレビコマーシャルの分析

テレビコマーシャルのビデオを視聴しながら 記録し ＣＭが見る側にどのような影響を与えるか考えよう！、 、

平成 年 月 日 曜日 平成 年 月 日 曜日
Ａ：夜 時 分～ 時 分 Ｂ：夜 時 分～ 時 分Ａ：夜 時 分～ 時 分 Ｂ：夜 時 分～ 時 分Ａ：夜 時 分～ 時 分 Ｂ：夜 時 分～ 時 分Ａ：夜 時 分～ 時 分 Ｂ：夜 時 分～ 時 分
番組名 ：ﾃﾚﾋﾞ局 番組名 ：ﾃﾚﾋﾞ局

種 類 秒 種 類 秒商品名またはメーカｰ名 商品名またはメーカｰ名

１ １
２ ２
３ ３
４ ４
５ ５

★結果★★結果★★結果★★結果★
（ ）本 （ ）本①３０分に流されるＣＭの数
（ ）分 （ ）分②３０分の中のＣＭの合計時間

（ （ ）③どんなＣＭの数が多かったか？ ）
↓

ＣＭのターゲット、そのターゲットはどのような気持ちになるか等を考えて分析しよう！★分析★★分析★★分析★★分析★

（２）意思決定のプロセス（２）意思決定のプロセス（２）意思決定のプロセス（２）意思決定のプロセス
教科書を参考に買い物をするときの意思決定のプロセスをまとめよう！

＊テレビＣＭや広告は（ ）の部分に働きかける。

（４）買い物シミュレーション 【思】ｰ③（４）買い物シミュレーション 【思】ｰ③（４）買い物シミュレーション 【思】ｰ③（４）買い物シミュレーション 【思】ｰ③
「意思決定のプロセスとその例」を確認し、自分が「欲しいもの」を買うまでの消費行動を考えよう！

▼欲求の自覚 ▼情報の収集 ▼比較検討 ▼購入 ▼評価
？欲しいものは？ → 情報源は？ → 何を比較する → （決定） → 満足度は
%（ ） か？ どこで （ ）？

なぜ欲しいか？
どのように？

●販 売 方 法

●支払い方法

●消費者信用とは？
無計画な利用無計画な利用無計画な利用無計画な利用
〔 〕や
〔 〕などの問題を起こす

？どっちがお得？
２５万円のパソコンの購入。カード利用の分割と一括、どれくらい違うか？

1.1 %一括払い 分割払い一括払い 分割払い一括払い 分割払い一括払い 分割払い ＜カード手数料＞購入金額×支払い回数×

（ ）円２５０，０００円

消費生活と環境
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ワークシート３＜契約と購買行動＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ①ワークシート３＜契約と購買行動＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ①ワークシート３＜契約と購買行動＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ①ワークシート３＜契約と購買行動＞ 【思】ｰ④ 【技】ｰ①

【思】ｰ④【思】ｰ④【思】ｰ④【思】ｰ④（１）ロールプレイング（１）ロールプレイング（１）ロールプレイング（１）ロールプレイング 「ただのケータイ」をグループで実施しよう！

▼場面は街中の携帯電話販売店▼場面は街中の携帯電話販売店▼場面は街中の携帯電話販売店▼場面は街中の携帯電話販売店
静香が歩いていると、店頭にいる人に呼び止められました。静香が歩いていると、店頭にいる人に呼び止められました。静香が歩いていると、店頭にいる人に呼び止められました。静香が歩いていると、店頭にいる人に呼び止められました。

店 員：ただ今、感謝記念祭中です！くじを引いていきませんかー？一等は今人気の４万円相当の携帯電話
ですよー！！！

静 香：え、ほんと？でも、私ここで買い物をしたことはないですが…いいの？
店 員：はい！感謝記念祭中は特別です！どうぞ！引いてみてください。
静 香：じゃあ、やってみようかな…。

静香がくじを引いて店員に渡す。静香がくじを引いて店員に渡す。静香がくじを引いて店員に渡す。静香がくじを引いて店員に渡す。
店 員：あ、二等です！！！おめでとうございます！一等の携帯電話ほど高いものではありませんが、これ

も人気の携帯です。本当に買うなら二万五千円ほどですよ！
静 香： 携帯を受け取りながら）やったー！！ケータイがもらえるなんて！スゴーイ！！（
店 員：それでは手続きをしますので、こちらへどうぞ。

（店の中で）（店の中で）（店の中で）（店の中で）
店 員：この電話はこのままでは使えませんから、電話の加入申し込みの手続きをしますね。それではここ

にお名前と住所を記入してください。
店員が説明を始めましたが、静香は携帯電話が当たったことに興奮して携帯をうっとり見ていてほとんど話を店員が説明を始めましたが、静香は携帯電話が当たったことに興奮して携帯をうっとり見ていてほとんど話を店員が説明を始めましたが、静香は携帯電話が当たったことに興奮して携帯をうっとり見ていてほとんど話を店員が説明を始めましたが、静香は携帯電話が当たったことに興奮して携帯をうっとり見ていてほとんど話を
聞かず、言われるままに書類に記入をしていきました。聞かず、言われるままに書類に記入をしていきました。聞かず、言われるままに書類に記入をしていきました。聞かず、言われるままに書類に記入をしていきました。

店 員： 立ち上がって）これで手続きは終わりです。今日の夕方からから使えますから。本当にラッキーで（
したね。

静 香：本当です！後で早速使ってみます。
、 、 。 、、 、 。 、、 、 。 、、 、 。 、家に帰った静香は 友人たちに携帯電話が当たったことを報告したり メールアドレスなどを連絡した また家に帰った静香は 友人たちに携帯電話が当たったことを報告したり メールアドレスなどを連絡した また家に帰った静香は 友人たちに携帯電話が当たったことを報告したり メールアドレスなどを連絡した また家に帰った静香は 友人たちに携帯電話が当たったことを報告したり メールアドレスなどを連絡した また

携帯に同封された広告の占い情報などに電話をしてみたりした。それから１ヶ月後、静香のもとに電話料金の携帯に同封された広告の占い情報などに電話をしてみたりした。それから１ヶ月後、静香のもとに電話料金の携帯に同封された広告の占い情報などに電話をしてみたりした。それから１ヶ月後、静香のもとに電話料金の携帯に同封された広告の占い情報などに電話をしてみたりした。それから１ヶ月後、静香のもとに電話料金の
請求書が届けられた。その請求書をみた静香はびっくり！慌てて携帯電話が当たった店に行った。請求書が届けられた。その請求書をみた静香はびっくり！慌てて携帯電話が当たった店に行った。請求書が届けられた。その請求書をみた静香はびっくり！慌てて携帯電話が当たった店に行った。請求書が届けられた。その請求書をみた静香はびっくり！慌てて携帯電話が当たった店に行った。

静 香：すみません。あの、これ見てくださいよ。電話料金、すっごく高いんですけど…。
店 員： 前とは違い冷たい態度で）そりゃー、携帯の通話料は高いですから…。（
静 香：それに、かけた覚えはないのに、国際電話の請求が十万円もきているんですよ。
店 員：身に覚えないんですか？それじゃ、たぶんダイアルＱ２のふりをして、国際電話をかけさせて高い

電話料金を請求する手口に引っかかったんですね…。こういう電話のことはウチではなくて電話会
社に言ってください。

静 香：えー （怒って）もう嫌だ！この電話解約します！、
店 員：それも電話会社との通話契約なので、電話会社に言ってください。ウチは販売代理店ですからね。

もし解約するなら、この電話は２万円で買い取ってもらいますよ。
静 香：えー？だってタダでくれたんじゃないの？
店 員： 契約書を見せて）ほら、よく読んでくださいよ。最初の６ヶ月は解約しないことに同意してあるで（

しょ。それに６ヶ月以内にやめる時は違約金を払うと書いてあるでしょ！
静 香：えー！！！知らなかった…。

静香はがっくり、店員は誇らしげにしている。静香はがっくり、店員は誇らしげにしている。静香はがっくり、店員は誇らしげにしている。静香はがっくり、店員は誇らしげにしている。

★あなたならどうする？考えてみよう！
①静香は解約にあたって、違約金を払うべきか？

②どうして静香は国際電話をかけていることに気が付かなかったのか？

③今回の場合、静香はどのように行動すべきだったと考えるか？

契約と解約（未成年の場合は…）契約と解約（未成年の場合は…）契約と解約（未成年の場合は…）契約と解約（未成年の場合は…）▼
格安携帯電話がうまれるしくみ格安携帯電話がうまれるしくみ格安携帯電話がうまれるしくみ格安携帯電話がうまれるしくみ＜参考＞
（インセンティブ＝販売奨励金）（インセンティブ＝販売奨励金）（インセンティブ＝販売奨励金）（インセンティブ＝販売奨励金）

★一次取り次ぎは

定価の 程度で ★新規契約の場合80% 事業者
契約が６ヶ月以上仕入れる

継続することを条▼販売代理店販売代理店販売代理店販売代理店
ﾒｰｶｰ

仕入れ
件に報酬金として30000 40000円～ 円円～ 円円～ 円円～ 円

★機種によっ ２～３万円程度の

てはメーカー インセンティブが

一次取り次ぎ

から販売奨励 支払われる。

～ 円～ 円～ 円～ 円金の支給がある。 0 10000

▼ 販売ダイヤルＱダイヤルＱダイヤルＱダイヤルＱ２２２２ 二次取引
消費者（一般販売店等）
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ワークシート４＜消費者問題＞ 【技】ｰ② 【技】ｰ③ワークシート４＜消費者問題＞ 【技】ｰ② 【技】ｰ③ワークシート４＜消費者問題＞ 【技】ｰ② 【技】ｰ③ワークシート４＜消費者問題＞ 【技】ｰ② 【技】ｰ③

【技】ｰ②【技】ｰ②【技】ｰ②【技】ｰ②（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴 「ミッション Ｒ３」を視聴しながら、悪質商法の特徴をまとめよう！

【技】ｰ③【技】ｰ③【技】ｰ③【技】ｰ③（２）すごろくをしながら考えよう！（２）すごろくをしながら考えよう！（２）すごろくをしながら考えよう！（２）すごろくをしながら考えよう！
「悪質商法対策すごろく」をグループで実施し、記録しよう！

▼すごろくのルール▼すごろくのルール▼すごろくのルール▼すごろくのルール
①自分の番がきたらサイコロを振り、出た目の数だけシート上のコマを進め、止まったマスの指示に従う。
②途中の「成人する」マスには必ず全員が止まり、アクションカードを１枚ひく。
③一度ゴールに到着したら、サイコロの目だけ戻る必要はない。
④全員がゴールしたらゲームは終了。ただし、カード破産者（多重債務）でゴールできなかった人は自動的に

最下位となる。
⑤一着には１００ポイント、２着には５０ポイントを加え、最後にポイントが多かった人が勝ちとなる。

＜カードの説明＞
悪質商法カード（１４種類１７枚） アクションカード（３種類１２枚）悪質商法カード（１４種類１７枚） アクションカード（３種類１２枚）悪質商法カード（１４種類１７枚） アクションカード（３種類１２枚）悪質商法カード（１４種類１７枚） アクションカード（３種類１２枚）

様々な悪質商法の事例が書かれており、 悪質商法に対する消費者のアクション
カードによりマイナスポイントや、 （対策）が書かれている。悪質商法カード

。 。クーリングオフクーリングオフクーリングオフクーリングオフができるか等異なる を引く前や引いた後に内容によって使い分ける
「 」 「 」「 」 「 」「 」 「 」「 」 「 」★ 撃退 カード ★ クーリングオフカード★ 撃退 カード ★ クーリングオフカード★ 撃退 カード ★ クーリングオフカード★ 撃退 カード ★ クーリングオフカード

★「消費生活センター相談カード」 の３種類★「消費生活センター相談カード」 の３種類★「消費生活センター相談カード」 の３種類★「消費生活センター相談カード」 の３種類
すごろくキット「悪質商法対策ゲーム 消費者教育支援センター」すごろくキット「悪質商法対策ゲーム 消費者教育支援センター」すごろくキット「悪質商法対策ゲーム 消費者教育支援センター」すごろくキット「悪質商法対策ゲーム 消費者教育支援センター」

◆すごろくに出てくる「アクションカード」を理解しよう！◆

①撃退 ②クーリングオフ ③消費生活センター

★すごろくの後でまとめよう！
①出てきた「悪質商法」にはどのようなものがあったか②自分は「悪質商法」に上手く対応することが

できたか？また、できなかったのはどのような時か？③感想（このゲームを通して学んだこと、など）

消費生活と環境
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ワークシート５＜消費者の保護と責任＞ 【思】ｰ⑤ワークシート５＜消費者の保護と責任＞ 【思】ｰ⑤ワークシート５＜消費者の保護と責任＞ 【思】ｰ⑤ワークシート５＜消費者の保護と責任＞ 【思】ｰ⑤

【思】ｰ⑤【思】ｰ⑤【思】ｰ⑤【思】ｰ⑤（１ 「消費生活に関する新聞の切り抜き」をみて考えよう！（１ 「消費生活に関する新聞の切り抜き」をみて考えよう！（１ 「消費生活に関する新聞の切り抜き」をみて考えよう！（１ 「消費生活に関する新聞の切り抜き」をみて考えよう！））））
（牛肉偽装などの表示義務違反に関するもの）

①このことが起った背景にはどのようなことがあるか。

②このことによって消費者にはどのような不利益が生じるか。

③このようなことが起こった場合、私たちは消費者としてどのように行動すればいいのか。

（２）消費者行政（２）消費者行政（２）消費者行政（２）消費者行政

消費者問題の多発 １９６８年【 】制定
消費者運動の高まり

消費者問題とは…

↑ １９６２年にアメリカの（ ）が消費者
保護の必要性から 。消費者の（ ）を提唱消費者の（ ）を提唱消費者の（ ）を提唱消費者の（ ）を提唱

１９９４年【 】制定

消費生活と環境
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消費生活と環境

ワークシート６「循環型社会と消費生活」 【関】ｰ③ 【関】ｰ④ 【技】ｰ④ワークシート６「循環型社会と消費生活」 【関】ｰ③ 【関】ｰ④ 【技】ｰ④ワークシート６「循環型社会と消費生活」 【関】ｰ③ 【関】ｰ④ 【技】ｰ④ワークシート６「循環型社会と消費生活」 【関】ｰ③ 【関】ｰ④ 【技】ｰ④

【関】ｰ③【関】ｰ③【関】ｰ③【関】ｰ③（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴（１）ビデオ視聴
VTR「ごみから環境問題を考える」を視聴し、環境問題と消費行動のかかわりについて考えよう！

▼ごみの歴史から、今私たちが直面している「ごみ問題」とは何だといえるか。

江戸時代のごみ処理
当初は【 】であった。

明治時代に入って…
「 「 」により急激なごみの増加と質の変化」

▼ごみ処理の方法をみて消費者としてどのように取り組むべきだと考えるか。

ゴミの区分

【技】ｰ④【技】ｰ④【技】ｰ④【技】ｰ④（２）グリーンコンシューマーをめざして（２）グリーンコンシューマーをめざして（２）グリーンコンシューマーをめざして（２）グリーンコンシューマーをめざして
グリーンコンシューマーとはグリーンコンシューマーとはグリーンコンシューマーとはグリーンコンシューマーとは▼

→

★あなたはグリーンコンシューマー？チェックの結果、どのようなことを感じましたか？

【関】ｰ④【関】ｰ④【関】ｰ④【関】ｰ④▼これからの消費生活
これからどのような消費行動をすべきと考えるか。自分の意見をまとめよう！


