
１ 単元・小単元 第３編 消費者として自立する 第１章 消費行動を考える （１６時間）

２ 小単元の目標

生活における経済計画や消費行動、消費者問題は、多様化かつ複雑化しており、

その実態を認識させるとともに消費者として主体的な消費生活を責任もって行

動できるようにする。

３ 本例における

生徒の実態

生活スタイルが多様化する現代社会において消費スタイルも同様に多様化し、

それは本校生徒にも波及している。例えば２年生全体の調査では、欲しいものを

購入するときは必要なときに必要なだけお金をもらう者 28.3％・アルバイト代

を充てる者 21.7％であり、購入方法では名古屋の店舗販売を利用する者 44.

9％・インターネット販売を利用する者 41.3％で、商品の情報は雑誌や新聞の

広告・テレビのコマーシャル・インターネットなどから得ていると答えている。

このように欲しいものは、ある程度いつでも手に入れることができ、購入方法も

いろいろな方法で行っていることが分かる。しかし、少数ではあるが消費トラブ

ルに巻き込まれ、その対処方法が分からず泣き寝入りしてしまったということも

起きており、安易な消費行動を取っている状況がうかがえる。この実態からみて、

まず消費者として適切な情報を収集・選択し、適切な購入・支払いができる力を

身に付けさせ、更にその場限りで終わる消費ではなく、これから先の生涯を見通

した消費生活や生活設計にも関わる消費のあり方を考えて行動できる消費者を

育てたい。

そこで授業では、生活経験の少ない内容にはサイコドラマやシミュレーション

などの体験的学習を取り入れ、またディベートや意見発表などの言語活動を通し

学習内容の定着を図り、生涯を見通した生活の創造ができる消費者育成に取り組

みたい。

４ 育 て た い

資 質 ・ 能 力

国民経済のシステムに加え、消費者信用のしくみとリスクについて理解させ、

家計管理の意義やライフプランを見据えた長期的経済管理を行える実践的な力

を身に付けさせたい。

また、主体的に権利を行使し責任ある自立した消費者を目指し、多様化した購

入方法を上手に活用してより質の高い豊かな消費生活ができる消費者に育てた

い。

くれじっと入門（日本クレジット協会）

ライフステージで学ぶ銀行（全国銀行協会）

はじめての金融教育（金融広報中央委員会）

クレジット教育実践の手引き（日本クレジット協会）

あなたが消費者トラブルにあったら（消費者庁）

ローン＆クレジットの ABC（全国銀協会）

【参考文献】



５ 指導と評価の計画

【単元】 第３編 消費者として自立する 第１章 消費行動を考える （１６時間）

主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間

関心・意欲・態度

１．家庭経済とは ○家計と国・企業との

関わりを理解させ、

家計の収入や支出

について理解させ

る。

○家計資産の運用につ

いて理解させる。

・家計と国民・世界経済の

関係を考える。

・各家庭で支払っている代

金や税金・社会保険料の

種類と支出額を考える。

・貯蓄の目的は何かを考え

る。

・負債・預貯金以外の金融商

品を知り問題点を考える。

２ ①各家庭で支払っている

税金・社会保険料につい

て収入に占める割合に

関心をもっている。

（ワークシート１－（２））

②貯蓄の三大目的を考え、資

産運用を考えようとして

いる。

（授業観察記録）

２．現代の家計の特徴○現代の家計の特徴を

知り、家計管理の在り

方を理解させる。

・家庭の家計収入を比較

し、現代の支出の特徴を

知り、家計管理の必要性

を理解する。

１

３．毎日が消費行動○消費行動における

意思決定のプロセ

スとその重要性に

ついて理解させる。

・自分の消費行動を振り返

る。

・欲しいものを購入する時

の意思決定のプロセス

をシミュレーションす

る。

・フェアトレード商品など

から一人一人の消費行

動が社会に与える影響

を考える。

２ ③消費行動で必要なものと

欲しいものの区別を意識

し必要であるものを購入

しようとしている。

（授業観察記録）

４．契約社会と消費

者

多様化する販

売方法と問題

商法

○契約の意味と多様

化する販売方法を

理解させる。

・契約と約束の違いを考

え、契約において発生す

る責任を理解する。

・店舗販売と無店舗販売

の特徴を理解する。

・問題商法の特徴を知り、

対処方法を理解する。

２ ④契約の意味を知り、契約

における自分の責任を

考えようとしている。

（ワークシート５－（１））

５．支払い方法の多

様化と消費者

信用

○多様な支払方法と

消費者信用・販売信

用の仕組みを理解

させる。

・いろいろな支払方法を理

解し、販売信用（クレジ

ット）の仕組みを理解す

る。

１ ⑤いろいろな支払い方法

を知ろうとしている。

（ワークシート６－（１））

総時間数



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

評価方法等思考・判断・表現 技能 知識・理解

①家計の収入と支出の項目

内容を理解している。

（ペーパーテスト）

・ワークシート１「家庭

経済とは１」

・ペーパーテスト

①ディベートで預貯金以

外の金融商品の活用の

仕方を考えている。

（ワークシート２－（３））

・ワークシート２「家庭

経済とは２」

・授業観察記録

【ディベート実施「金融

商品のパンフレット活

用」】

①家計収支を見て家計管理

を比較検討することがで

きる。

②家計収支を比較し家計

管理の必要性を理解し

ている。
（ワークシート３－（４））

・ワークシート３「現代

の家計の特徴」

②自分の欲しいものの情

報源を活用し、意思決

定プロセスにそって購

入決定・評価を考えて

いる。

（ワークシート４－（４））

②自分が欲しいものの比較

検討するための情報収集

ができる。

（授業観察記録）

・ワークシート４「毎日

が消費行動」

・授業観察記録

【シミュレーション学習

「フェアトレード商品」】

③商品選択で考慮する観

点を社会的、環境的な影

響評価にも広げる大切

さを理解している。

（ワークシート４－（６））

④多様化する販売方法のメ

リット・デメリットを理解

している。

（ペーパーテスト）

・ワークシート５「契約

社会と消費者」

・ペーパーテスト

・ロールプレイイング

・授業観察記録
③問題商法への対処方法を

ロールプレイイングを見

ながら考えている。

（ワークシート５－（３））

③問題商法のロールプレイ

イングに積極的に取り組

んでいる。

（授業観察記録）

⑤クレジットカードの仕

組みを理解している。

（ワークシート６－（３））

（ペーパーテスト）

・ワークシート６「支払

い方法の多様化と消費

信用１」

・ペーパーテスト



主な学習内容 ね ら い 学 習 活 動 時間

関心・意欲・態度

６．支払い方法の多

様化と消費者信

用

○販売信用の特徴と管

理の仕方を理解させ

る。

・販売信用（クレジット）の

特徴と管理の仕方をディ

ベートを通し理解する。

１

７．消費者の権利と責

任

○消費者の権利を実現

させるための法律を

知らせる。

○消費者の権利と責任

を自覚させる

・消費者問題が起こる理由を

考える。

・消費者の権利と責任を自覚

する。

１

８．計画的にお金を使

う

○長期経済設計の必要

性について理解させ

る。

・ライフサイクルゲームを

使い、長期経済設計の必

要性について理解する。

３ ⑥ライフサイクルゲームを

楽しみながら今後の経済

設計を考えようとしてい

る。

（授業観察記録）

９．私たちの生活と資

源・環境

○環境を守り生活して

いくためにどのよう

なことが問題になっ

ているか理解させる。

・大量消費や廃棄物問題の現

状を理解する。

１ ⑦生活を見つめて、今の自分

の生活の問題や課題を見

付けようとしている。

（ワークシート10－（１））

（授業観察記録）

10．これからのラ

イフスタイル
○資源・環境に配慮し

た生活スタイルに

ついて考え、実行で

きるようにさせる。

・自分の生活を見直し、環

境にやさしい暮らし方

を考える。

・原子力発電所が日本にと

って必要かを考えディ

ベートを行い、これから

の消費生活・家庭生活の

在り方を考える。

２

総時間数 １６



学 習 活 動 に お け る 具 体 の 評 価 規 準

評価方法等思考・判断・表現 表現 知識・理解

④ディベートでクレジッ

トカードの特徴を考え

意見をまとめている。

（ワークシート７－（１））

⑥クレジットカードの利

用・管理の仕方を理解し

ている。

（ワークシート７－（４））

（ペーパーテスト）

・ワークシート７「支払

方法の多様化と消費信

用２」

・ディベート実施

・ペーパーテスト

研究授業

⑤消費者問題の事例から

消費者としての在り方

を考えている。

（ワークシート８－（１））

⑦消費者の権利の実現のた

めにある法律を理解して

いる。

（ワークシート８－（２））

（ペーパーテスト）

・ワークシート８「消費

者の権利と責任」

・ペーパーテスト

④ライフサイクルゲー

ムに真面目に取り組

むことができる。

（授業観察記録）

・ワークシート９「計画

的にお金を使う」

・授業観察記録

・ライフサイクルゲーム

実施

【シミュレーション学

習】

⑧人生で想定できるリスク

やそれに対する備えを理

解している。

（ワークシート９－（１））

⑥人生で想定できるリス

クやそれに対する備え

を考え、長期経済設計を

シミュレーションして

いる。

（ワークシート９－（２））

⑨大量消費や廃棄物の問題

を理解している。

（ワークシート 10 －（３））

・ワークシート 10「こ

れからの消費生活と環

境」

・授業観察記録

・ペーパーテスト

⑦限られた資源を有効に

使い、どのような生活

をしていくことがのぞ

ましいか考えている。
（ワークシート 11－（１））

・ワークシート11「これか

らのライフスタイル」

・ディベート実施

・ペーパーテスト

⑤原発賛成か反対かのデ

ィベートができる。

（ワークシート11－（２））

⑩ディベートを通し、環境に

配慮したライフスタイルを

理解している。

（ペーパーテスト）



６ 学習指導案
科 目 名 家庭総合
単 元 名 第1 章 消費行動を考える １ 主体的な消費行動

本時の主題 ②契約社会と消費 （３）支払い方法の多様化と消費者信用（9 時間目/16 時間）

指 導 観

現在はあまり馴染みのないクレジットであるが、卒業後、進学や就職に合わせてクレジットカードを

作る生徒も多いと思われる。そのためにカードの基本的な使い方や、利用上のトラブルを防ぐための知

識や管理の仕方を学ばせ、キャッシュレス社会が家計に与える利便性や問題点を理解させたい。

本時の目標 販売信用（クレジット）の特徴と管理の仕方をディベートを通して理解する。

過程 指導内容 生徒の学習活動 評価について 教師の指導

導

入

5

分

前時の復

習

本時の目

標の確認

・前時学習したことを復習する。

・本時の目標を理解する。

・販売信用（クレジット）の

しくみを確認させる。

展

開

40

分

ディベー

トの準備

をする。

ディベー

ト を 行

う。

判定をす

る。

・ディベートの準備をする。

・肯定側・否定側は、発表者を中心に主張の論点

をまとめる。

・開会…司会者が注意事項を述べる。

・発表時間を守る。

・感情的にならずきちんとした根拠をもって説明

する。

Ⅰ 立論を述べる。・・・それぞれの代表が発表する。

肯定側（３分）

否定側（３分）

Ⅱ 作戦タイム・・・質問事項を話し合う。（３分）

Ⅲ 質問と応答をする。

否定側から肯定側へ（３分）

肯定側から否定側へ（３分）

Ⅳ 作戦タイム（３分）

Ⅴ 反論・・・相手側の議論に対して反論する。

否定側（３分）

肯定側（３分）

Ⅵ 最終弁論・・・再反論やまとめを行い、自分側

が勝てる理由を説明する。

否定側（２分）

肯定側（２分）

・審判は判定を記入しまとめる。

・審判は判定結果と理由を発表する。

・審判代表が判定結果を発表する。

・閉会・・・司会者がねぎらいの言葉を述べる。

座席略図

○評価規準【思考・判断・表現】

－④

ディベートでクレジット

カードの特徴を考え、意見

をまとめることができる。

＜評価方法＞

ワークシート７－（１）

A の例

・クレジットカード利用の利

便性と問題点に気付き、そ

れを自分の立場で考えをま

とめる。

○評価規準【知識・理解】－

⑥

クレジットカードの利用・

管理の仕方が分かる。

＜評価方法＞

ワークシート７－（４）

A の例

・正しい利用・管理方法を適

切な意思決定に基づいて行

うことを理解している。

・相手側の意見をよく聞き、

自分の考えと比較しながら

考えを発表させる。

・発言内容については、記録

用紙にメモを取らせる。

・審判は両者の意見をよく聞

き記録用紙に記入させる。

・ディベートがうまくいくよ

うに司会者に確認する。

・生徒の発言内容、聞き方、

記録状況を確認する。

〈B を実現するための指導〉

・クレジットカードのメリッ

ト・デメリットをもう一度

考えさせる。

・肯定側は、デメリットを意

識した上で上手に使うこと

を考えさせる。否定側は、

いろいろな利用上の問題点

に気付かせる。

〈C への手立て〉

・クレジットカードのしくみ

を理解させる。

〈Ｂを実現するための指導〉

・クレジットカードを使う必

要性から理解させる。

〈C への手立て〉

・トラブルの事例を挙げ理解

させる。

・判定は、審判の個人的な意

見ではなく、公平に判定さ

せる。

・２～３名に発表させる。

ま

と

め

5

分

デ ィ ベ

ー ト の

評 価 と

本 時 の

ま と め

をする。

・振り返りシートを記入する。 ・クレジットカードの特徴と

管理の仕方について補足す

る。

論題「クレジットカードをこれからの生活で利用すべきだ。」

司会

審 判

肯
定
側

否
定
側



□工夫している点

□ 実践後の評価結果

学習活動における

具体の評価規準（Ｂ）

「十分満足できる」と

判断される状況（Ａ）

「努力を要する」と

判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準【思考・判断・表現】―④

・ディベートでクレジットカードの

特徴を考え、意見をまとめること

ができる。

・クレジットカード利用の利便性と問題

点に気付き、それを自分の立場で考え

をまとめる。

・クレジットカードは関係な

いものと捉え、クレジット

カードの特徴を理解でき

ない。

生徒の状況 ・クレジットカードの特徴を理解し、

肯定側・否定側の立場から意見を

考え述べることができる。

・クレジットカードの利便性と問題点を

挙げて、使うときは自己管理をしっか

りして使うようにしようとしている。

・現在必要ないからと言って

クレジットカードがどの

ようなものか考えようと

しない。

記 述 例 ・買い物など行きたいときに現金がな

くても買い物ができる。

・大金を持ち歩く必要がないので安心

だ。

・高額な物の買い物ができるし、分割払

いもできる。

・限度額を決めルことができるし、リボ

払いもできる。

・病院の支払いもできる。

・繰り返して使うことで金銭感覚がなく

なる。

・手軽に買い物ができるので不要な

物まで買ってしまう。

・落としたり、紛失に気付かなかったと

きに困る。

・いくら使ったか分からなくなってし

まうことがある。 ７４％

・クレジットカードの利点は、現金がな

くてもよい、分割できる、ポイントが

付く、インターネットショッピングが

できる、世界中どこでも使えるなどあ

り使い方を間違えなければ便利であ

る。

・クレジットカードを繰り返して使うと

金銭感覚が失われ、自分の支払える限

度額を超えてしまうことが多くなり強

いては自己破産になり得ることもあ

る。

・うまく自己管理できないと自分の支払

い能力を超えて支払えなくなるから現

金で支払えるものは現金で払ってしま

うようにするとよい。

１８％

・必要性を感じない。

・使わない。

・分割払い、リボ払いなどの

利用方法が混乱している。

８％

学習活動における

具体の評価規準（Ｂ）

「十分満足できる」と

判断される状況（Ａ）

「努力を要する」と

判断される状況（Ｃ）

評 価 評価規準【知識・理解】―⑥

・クレジットカードの利用・管理の

仕方が分かる。

・クレジットカードの利用・管理の仕方

が分かり、契約内容や支払い能力、支

払い計画などについても理解してい

る。

・クレジットカードの仕組み

が理解できていない。

生徒の状況 ・クレジットカードの利用方法や管

理の仕方を知っており、どのよう

に利用していくか理解している。

・予想されるリスクへの対処方法も理解

しており、今後の生活に生かしていく

知識をもっている。

・クレジットカード利用のリ

スクを理解できていない。

記 述 例 ・クレジットカードは手持ちのお金

がなくても使えるし、ポイントが

たまるし便利なこともたくさんあ

るが、リスクもあるので管理には

気を付ける。

・クレジットカードを悪用されない

ように IC チップを付けて使用す

・カードは便利であるけれど、借金だと

いうことを忘れず、最近は詐欺も多い

ので気を付けて責任を持って使ってい

くことが大事だ。

・クレジットカードは支払い計画を立て

て、利用は必要に応じて使用しなけれ

ばいけない。自分が使うとしたら、支

・残金を確かめて使う。

・今は仕組みがよく分からな

いけれどこれからもっと理

解したい。

・金銭感覚をしっかり身に付

けていれば安全に使える。

・販売信用（クレジット）のメリット・デメリットを考えさせ、それを基にディベートで戦わせ、知識の定着を図るとと

もに、これからのキャッシュレス社会を上手に生きていく方法に気付かせた。

・ディベートを行うことで自分の意見を分かりやすく伝えること、相手の意見をよく聞くことで言語活動の充実を図っ

た。そして、コミュニケーション能力を生かし、自分の考えをもつことで消費者としてこれからの社会を円滑に生きて

いく力を育てることができると考え、ディベートを取り入れた。

・チーム対抗ディベートにして出た意見を全員で一斉に共有するようにした。また、審判が多いので短時間で判定ができ、

審判長が審判理由を述べやすいように、審判員が付箋に判定理由を書く方法を取った。



る。

・危険なこともあるけれど安全対策

も考えられているのでクレジット

カードを持って使いたい。

・クレジットカードは管理の仕方に

よっては現金より安全である。

・高額の買い物をするとき便利であ

るが、その支払いが完了するまで

その他の買い物は避けるなどす

る。 ６７％

払い能力を超えてしまわないように計

画的に使用したり、契約内容を確認し

たりして安全に注意して使用したい。

２０％ １３％

□授業後の課題と改善

・評価規準【思考・判断・表現】においては、チーム対抗ディベートを実施したので審判役の生徒は意見を述べなくてよい

という安堵感から事前学習への意欲がややなくなり、肯定側・否定側役の生徒より低下していると思われる。しかし、デ

ィベートを行っていく上では、この点は評価として欠かすことができないので、ワークシートへの記入方法を変え、審判

役の生徒も同じように考えていけるようなものを作成して書かせるようにすればよいのではないかと思った。

・評価規準【知識・理解】は、ディベート実施後記入させているので多くの生徒は B 以上の評価を出せると思う。しかし、

C になった生徒は、クレジットカードを使わないと決めている生徒で、これを C 評価にしてしまってよいかと考える。今

回の授業では、クレジットカードを使わないと決めていても管理の仕方や危険性について理解していることが必要なので

ディベートを通して理解したことを書かせたい。その意味でこの評価規準は妥当であると思った。




