
　　１．現代の若者の状況

大学で消費者問題の授業をする前に、受講生に消
費者としての自分のトラブルの経験を書いてもらう
ようにしています。しかし、何も経験がないという
学生も多くいます。そうした学生に、「そんなはず
はない。通販で買った服がカタログのイメージと
違ったとか、電車が車両故障で遅れて迷惑したとか、
たくさんあるだろう。」というと、意外そうな顔を
しています。消費者としての自覚がないのです。私
がトラブルに出会ったときの苦情申し出の経験を話
すと、「先生はクレーマーですね。」と言われること
も多くあります。消費者としての正当な苦情や意見
の表明でさえ、今の若者には意外に映るようです。
また、回答してきた学生の中の多くがアルバイト
をしているときの経験を書くことに気づきました。

「映画館でアルバイトをしていたとき、今日の映画
は面白くなかったから料金を返せと客に言われて、
こんなことがクレームになるなんて信じられなかっ
た。」、「パン屋でアルバイトをしているとき、ビー
フカレーパンを売っていたのだが、カレーにビーフ

（肉の塊）がぜんぜん入っていない。表示と違うと
怒られた。」等々です。

世の中の人すべてが消費者ですが、考えてみれば
消費者運動がほとんど見られない今日、若者が他の

消費者と交流する機会は少ないのでしょう。むしろ
アルバイトで消費者と対峙する事業者側の立場に
立つことによって世の中のたくさんの消費者と出会
い、考えや意見を聴く立場となります（その意味で
は、消費者教育と商業倫理教育は根本的に同じでは
ないかと思います）。そこではじめて、消費者とは
どんな存在なのか、どのような権利があるのかを考
えるきっかけを多くの若者が得ているように思いま
す。ということは消費者教育においても他の消費者
の意見に触れたり、トラブルへの悩みを共有するこ
とが必要だと思います。

　　２．教えることと体験させること

学校での消費者教育が叫ばれ、十分とはいえない
までも学習指導要領にその内容が記載され、教科書
にもかなりの項目が網羅されるようになりました。
大学入試センター試験の「現代社会」においても
大問のひとつに消費者問題が取り上げられるように
なって、高校生の消費者問題についての「知識」も
向上しているのかもしれません。しかし、消費者教
育は「知識」の詰め込みでは意味がありません。得
た「知識」を「知恵」として生活する場面で活用で
きるようにすることが消費者教育の目的です。クイ
ズ王を育てるのではありません。学生に消費者トラ
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ブルの経験と同時に消費者教育の経験も尋ねること
がありますが、やはり、経験がない、覚えがないと
いう学生が多くいます。興味深かったのは、「小学
生のときにダイヤルＱ２で『お化けの声が聞ける
よ！』という張り紙が小学校の近くの電柱に張られ、
多くの同級生が自宅の電話からそれを聞いて料金ト
ラブルになった。そこで担任の先生が学級全体で話
し合いの機会を持ち、ダイヤルＱ２の仕組みを勉強
した。今になって思えば、あれも消費者教育だった
と思う。」と書いた学生がいたことです。体験をきっ
かけに学んだことは心の中にまで入ったに違いあり
ません。

ある高校の政治経済の先生は、実際のハウスメー
カーのセールスマンの協力を得て、生徒に家を買う
擬似体験をさせています。高校生が自分の親と同じ
くらいの年齢、収入、家族構成であると想定して、
教育費、ローン返済額などを考慮しながら土地を買
い、家を建てる商談をするのです。自分の希望に反
して、かなり都心から遠くの場所に小さい一戸建て
がようやく買えるという現実を知り、高校生はいか
に自分の親がたいへんな思いをしているかを肌身で
感じるのです。

私も授業では、リボルビング払いでショッピング
した場合の利息の計算を学生にさせています。リボ
ルビング払いはクレジットカードでショッピングを
した場合に 5 千円コース、1 万円コースなど、あら
かじめ決められた一定額を月々払うことによって元
本と利息を払っていくシステムであり、テレビでは、
返済額が一定なので、便利なクレジットカードの活
用方法として盛んに宣伝しています。しかし、毎月
の返済額のうちいくらが金利で、いくらが元本返済
に充てられているのかを計算できる学生は１％ほど
です。まず、金利（年利）の意味がわからない学生
もいます。毎月の返済額のなかで金利がいくらにな
るかを計算するには年利を月利に直す必要がありま
すが、そこまで考えられる学生はだいぶ少なくなり
ます。毎月の金利がいくらで、返済額から金利を引
いた額が元本の返済に充てられるのだと気づく学生
はほとんどいません。日本ではこの金利計算は大人
も苦手です。つまり、金融商品を購入する上で、金
利はもっとも重要な商品情報ですが、実際にはその
意味を理解できないまま日本人は多くの金融商品を
購入していることになります。まずは金利計算をさ
せた上で、正しい方法を教えて、その結果を知らせ
ると学生は衝撃を受けます。いかに必要のない借金
を安易にしてしまう可能性があるかを身にしみて理
解します。

消費者教育はテキストに書いてさえあれば、ある
いは教えさえすれば、効果が出るというものではあ
りません。体験しながら学ぶ、あるいは学びながら
体験する仕組み作りが不可欠です。前述の住宅を

買うという疑似体験で得たことを教科書だけで教え
ようしたら、難しい項目が並び、高校生が自らの問
題として取り組むきっかけになることはないでしょ
う。

工業高専の学生を対象に始まり、年々規模が拡大
しているＮＨＫの「ロボコン」大会も教育手段とし
て実に興味深いものがあります。ロボットを自作し、
競技をさせて勝敗を決める学校対抗のロボットコン
テストです。ロボットを作るためには、機械工学、
材料工学、電気工学、電子工学などかなりの知識が
必要ですが、「ロボコンで勝ちたい」という思いは
学生に学ぶことの苦痛を忘れさせることができるで
しょう。そしてそこで得た知識は単に教科書上の「知
識」ではなく、活用するため（実際にロボットを作
るため）の「知恵」として習得されることになります。
競争相手の工夫から学ぶことも多いでしょう。奇想
天外な工夫も生まれます。子どもの遊びに限りがな
いのと同様に、学びに限りがなくなるのです。学び
に遊び心が生まれてこそ、積極的に学ぶ姿勢が出る
ということでもあります。消費者教育も含めて教育
には競争心を駆り立てる工夫も必要に思います。

　　３．ＷＥＢ版学習教材の意義

前述のように「知恵」として活用することができ
る「知識」を若者が身につけることが消費者教育に
は重要です。それには「知識」が生活の場面でどの
ように役立つのかを知ることが必要であり、その最
良の方法が「体験」でしょう。しかし、現実には教
室などの場で「体験」はできないですから、教育の
現場では、ロールプレイ、リアリア（現物提示）な
どの手法が用いられます。しかし、これにはかなり
の準備や工夫が必要です。紹介したハウスメーカー
のセールスマンの協力を得て行う授業（疑似体験）
などは学校と地域の連携が不可欠ですし、また企業
側にも、長い目でみて、そうした活動が経営にプラ
スとなるという考えがあって実現できるものでしょ
う。しかし、これとて一回限りの試みとしては成功
しても、毎年の教育カリキュラムに組み入れること
は容易ではないでしょう。学生・生徒が興味を持て
る題材を使用し、自分自身の問題として疑似体験で
きる仕組みを作り、それを継続していかなければな
らないからです。

そこで、インターネット環境が教育現場でも充実
している状況から、東京都では以下のＷＥＢ版消費
者教育読本を作成してきました。

・小学校高学年向け「おしえて！キッズ博士　
　けいやくのギモン？★完全攻略クイズ」
・中学生向け「情報社会を泳ぎきる！かしこいヒ
　ツジへの道」
・高校生向け「みゃーもと先生の『できる消費者』
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　パーフェクトガイド」
・特別支援学校高等部の学生向け「ハカセといっ
　しょに消費者の時間へＧＯ！」

そして今回、若者向け「竜馬と行く！契約クイズ
の旅」が作成されました。堅苦しい内容になりがち
な教材を、最近、TV ドラマなどでブームとなって
いる「坂本竜馬」が現代日本にタイムスリップして
しまって、いろいろな消費者問題に遭遇するという
奇想天外な設定によってドラマ性を持ったものとし
ています。現代社会に生まれ、成長してきた若者で
あっても竜馬の戸惑いに共感するのではとの考えで
作成されたものです。ＷＥＢ版学習教材は一人で楽
しみながら学習することができますが、学校で活用
することもできます。その際に、教える側が教材を
有効活用できるように、「ハカセといっしょに消費
者の時間へＧＯ！」と「竜馬と行く！契約クイズの
旅」では充実した手引書を作成しています。

ＷＥＢ教材の特徴はドラマのようなストーリーが
あるなかで、自分自身がその中の登場人物のひとり
となって、自らストーリーを展開させることができ
るところにあります。まさにバーチャルな「体験」
を通じて、学ぶことができる仕組みを持たせること
ができます。

　　４．消費者教育の今後

若者の消費者取引トラブルが後を絶ちません。自
分にとって必要でない契約の申し込みに対してはっ
きり「NO」といえない国民性を日本人は持ってい
ると言われますが、人生経験の少ない若者にはなお
さらその傾向が強く、困ったときに相談したり、権
利を主張することも苦手なようです。消費者が取引
被害にあわないようにするためには、行政が事前に
事業者を規制し、不当な取引を消費者に強要しない
手立てが必要ですが、一方で消費者が賢くなり、そ
うした取引に応じないことも重要です。そのために
は消費者教育の充実が急務となっています。ＷＥＢ
版消費者教育読本はそうした試みのひとつです。

消費者教育は体系的網羅的に行うべきで、単発の
啓発資料や教材作りでは効果は継続しないとの批判
があります。しかし、消費者教育の体系化・網羅的
実施は必要ですが、それが一夜にしてできない状況
のなかで、できる限り工夫して一人でも多くの消費
者に体験型消費者教育の機会を与える必要性はある
でしょう。またそうした地に足の着いた地道な努力
なくして消費者教育の全体像を描いても絵に描いた
餅になるだけです。

若者目線での講義や教材の重要性が叫ばれ、大学
の講義でさえも漫画入りのテキストが活用されはじ
めている今日、そうした努力はむしろ現状への迎合

であり、ますます若者の思考能力を減じさせるので
はという危惧も当然あります。難しいところです。

また、消費者教育における「価値教育」（価値観
を含む教育）も議論すべきです。たとえば、金融教
育は投資型金融商品のメリット、デメリットの見極
め方の教育が中心となってしまいがちです。貯蓄か
ら投資へという流れのなかで、賢く投資型金融商品
を選択し、財産を増やしましょうということでしょ
うか。マネーゲームで稼ぐのではなく、人様のため
に汗水流して働いて、稼げということを学校で教育
することは肯定されるのでしょうか、否定されるの
でしょうか。ある貸金業関連団体が作った消費者教
育教材にこんな内容があります。ある学生が日曜日
に２，３万円のモノを買いたくなりましたが、現金
の持ち合わせがありません。銀行に行って、自分の
貯金を ATM で下ろすと、自分の銀行なら 105 円、
他銀行なら 210 円の手数料を取られます。それな
らば、消費者金融の無人契約機で借金をして翌日に
返済すれば、ATM の手数料より支払う金利は少な
くなると教えています。これは事実でしょう。しか
し、そうして借金をなんとも思わない消費者を育て
ることの危険性はどう考えるのでしょうか。事実を
教えることだけが教育ではなく、我慢することを教
える教育もあるはずです。

さらに、消費者市民、あるいは消費者市民社会の
実現が叫ばれている状況にもふれておきたいと思い
ます。消費者市民、あるいは消費者市民社会とは、
買い手として損をしない、またはより利益を得るよ
うに行動するというだけではなく、消費という行動
の結果生じる社会的影響や弱者へのしわ寄せなどを
配慮しながら、行動し、より良い社会の実現のため
に連帯を呼びかける社会の担い手としての消費者像
あるいはそうした消費者が導く社会を意味していま
す。すなわち、「買い手としての消費者」から「社
会の担い手としての消費者」へ考えを進化させ、消
費者の購買行動が与える企業への影響、さらには社
会への影響を考えて行動するという消費者を育てる
消費者市民教育とはどのようなものであるべきかが
議論されています。そこでは、市民教育と消費者教
育とはどのような関係にあるのか、より根源的な問
いとしては、日本に市民教育や市民社会は存在する
のか、あるいは本当に一人ひとりが市民であること
を日本の教育は目指しているのかと言った疑問もあ
ります。

消費者市民教育のための教材を作るための議論は
まだこれからといった感があります。紹介したＷＥ
Ｂ版消費者教育読本もまだそうした領域には至って
はいません。作成者側もそれを自覚した上での教材
であることを最後に述べておきたいと思います。
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新作　消費者教育教材が完成しました
学校の授業、家庭の自主学習、地域でのグループ学習などにご活用ください。

若者を狙う悪質商法は、後を絶ちません。
トラブルにあわないためには、消費者も不
当な取引に応じない賢さが必要になります。

そこで、今回、若者向け Web 版消費者
教育読本「竜馬と行く！契約クイズの旅」
を作成しました。作成にあたり、本号で記
事を執筆いただいた細川幸一氏及び弁護士
の方を委員として消費者教育読本作成検討
会を設定して、若者がトラブルにあいやす
い事例をもとに、契約の基礎知識や被害防
止のために何が必要かを考えるきっかけと
なるよう、ゲーム感覚を取り入れた Web
版読本を作成しました。現代にタイムスリッ
プした坂本竜馬とともに、消費者問題を 1
つ 1 つ学習していきます。

竜馬は、元の時代に戻ることができるで
しょうか・・・。

本 Web 版読本では、「契約編」と「特定
商取引法のクーリング・オフ編」の７事例
で学習するとともに、「クイズバトル」に挑
戦することで、さらに幅広く学習すること
ができます。

東京都消費生活総合センターからのお知らせ

若者向け
消費者教育
読本
（Web版）

また、より深く学習をしたい方や学校の
授業でご活用いただけるように、手引書も
作成しました。消費者トラブルへの対処方
法として、根拠となる法律用語の解説や関
連事項を掲載しました。「若者向け Web 版
消費者教育読本」と併せて、ご活用ください。

※本 Web 版読本と手引書
　はＰＤＦ版が
　ダウンロードできます。

●アクセスはこちらです。
　竜馬と行く！契約クイズの旅　　　　検索
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● 生徒たちにとって「美容医療」は、身近な問題です。　 
子供たちの手にする雑誌には、必ずといっていいほど美容医療の広告が掲載されおり、ネットで

検索すれば “ 簡単・低料金 ” なクリニックの案内が無数にあります。また近年は「プチ整形」など
とも言われ、手軽さを強調するものが多いため、男女に関わらず自分の容姿が気になる年代の子供
たちは、「美容医療」を大人の想像以上に手軽で身近なものに感じているようです。

● 美容医療には、金銭的なリスクと身体的なリスクがあります。
本 DVD では若者に多いトラブルの事例を取り上げ、普段目にすることの少ない美容医療のデメ

リット情報を、報道番組風に伝えています。消費者教育の視点はもちろんのこと、シークエンス（事例）
を選んで視聴することもできますので、総合学習、保健体育の授業等でも活用いただける内容です。

本年度の消費者問題教員講座では、監修の弁護士によるＤＶＤを使用した講義を予定しています。

「美容医療」は医療行為です
きちんとリスクを知っていますか？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　美容医療でトラブルが起こった場合、それは直接身
体への危害となって回復不能な場合があります。費用
についても非常に高額な場合が多く、解約・返金が難
しいため、金銭的な被害が大きくなりがちです。

この DVD では、美容医療に関して日ごろ広告など
で目にするメリット情報だけでなく、トラブルの事例
や、知っておいて欲しいリスク情報を皆さんにお伝え
します。

【時間】 22 分
【監修】 シンフォニア法律事務所 中野和子
※本編を一括、または事例を選んで視聴できます
※字幕の有り、無しを選べます

〜 緊急リポート　美容医療 〜　キレイのリスク

取り扱った事例
　■レーザー脱毛
　　施術不良によるやけどと中途解約のトラブル
　■二重まぶた手術
　　自分と医師とのイメージ違い
　■男性の身体的な悩み
　　不安をあおり高額な施術へ誘導

・・・・・● ストーリー ●・・・・・
皆さんはキレイになりたいと思った

ことはありませんか？
とある TV 局オフィス…　「今回の

緊急リポートは美容医療でいこう」
今まで美容医療のメリットしか目に

したことのなかった、新人ディレクター
風花は、実際に美容医療を受けた人の
取材に向かっていった。

トラブルの事例を通じて、美容医療
を受ける前に知っておきたいことや、キ
レイのリスクについて考えていきます。

若者向け
消費者教育
DVD



6 わたしは消費者 No.124

平成 23 年 6 月 15 日

問い合わせ先

保護者の方をはじめ、社会全体で子供
の安全を守っていくことが大切です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　子供の身の回りの事故が後を絶ちません。中でも、
ライターでの火遊びによる死傷者を出すなど、重大な
事故につながっています。
　また、実際にケガには至らなくても、ヒヤリ・ハット
した事例は多数埋もれています。
　このＤＶＤでは、製品安全の観点から事故の原因と
防止策を考えていきます。ぜひ、お子さんと一緒にご
覧ください。

【時間】　18 分
【監修】　（独）産業技術総合研究所
　　　　持丸正明

【出演】　濱田龍臣ほか
※本編を一括、またはチャプターを選んで視聴
　できます
※字幕の有り、無しを選べます

ヒヤリ・ハットから子供まもり隊 －大事故につながる身近な危険－

取り扱った事例
　《ラ イ タ ー 編》～家の中、車内、公園での火災
《自 転 車 編》～転倒、車輪への足・服の巻き込まれ
《ぶつける・はさむ編》～家具の角、ドアの隙間、ベビーカー等
《転 落 編》～家具、ベランダ、公園の遊具から
《そ の 他 編》～薬の誤飲等

・・・・・● ストーリー ●・・・・・
大事故につながるヒヤリ・ハット

は、実は身近なくらしの中にいっぱい。
そこで、“ 子供まもり隊 ” 隊長が家の
周りの立体マップで危険な地帯をナビ
ゲート！

最近増えている事故事例と対策のポ
イントを、子供ならではの視点から多
数紹介します。

東京都消費生活総合センター 学習推進係   
  ０３－３２３５－１１５７

新作教材の内容及び当センター
作成ＤＶＤの購入（複製頒布）
申し込みについて・・・・・

東京都消費生活総合センター 図書資料担当
０３－３２３５－１１７９

東京都多摩消費生活センター 図書資料担当
０４２－５２２－５１１９

DVDの貸し出しについて・・・・・

乳幼児・児童の
保護者向け
消費者教育ＤＶＤ
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消費者教育読本（Web版）
「ハカセといっしょに消費者の時間へＧＯ !」
を使用したモデル授業を実施しました＜第２弾＞

東京都消費生活総合センター活動推進課

東京都消費生活総合センターでは、平成 21 年度
に作成した特別支援学校高等部の学生向け Web 版
消費者教育読本「ハカセといっしょに消費者の時間
へＧＯ !」（以下、Web 版読本という）を使用したモ
デル授業及び懇談会を平成 23 年 2 月 15 日に東京都
立足立特別支援学校の協力のもとに実施しました。

平成 22 年度 2 回目のモデル授業として、Web 版
読本作成検討会委員の所属校において、杉岡伸作教
諭による公開授業を行いました。当日は、近郊の特
別支援学校教員や消費者教育関係者、消費者行政関
係者が授業を見学しました。

　 開催の概要
（1）実施校・学年：
　　　東京都立足立特別支援学校
　　　高等部普通科ビジネスコース１年（16 名）
（2）授業者： 杉岡伸作 教諭
（3）日　時：平成 23 年 2 月 15 日 ( 火 )  
　　　　　　9:50 ～ 10:30
（4）使用教材：
　特別支援学校高等部の学生向け消費者教育読本

　　(Web 版 )「ハカセといっしょに消費者の時間へ
　ＧＯ !」
　http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/

　　　center/kyoiku/web/sien01/index.html
（5）内　容：Web 版読本の中の『１時間目 便利 
  な携帯電話の落とし穴』を使用して、携帯電話

　　のマナーや個人情報の取り扱いについて

　 モデル授業実施内容
実施校のパソコン教室では、一人１台のパソコン

が設置されており、先生による指導のもと、生徒自
身が Web 版読本の画面展開の操作を行いました。

授業の導入部分の「携帯電話の利便性と危険性」
では、生徒たちの自発的な発言に沿って Web 上に
掲載した該当項目を開いていきました。生徒たち
にとって身近な存在である携帯電話だけに、「電子
マネーで何でも買える。」「検索ができる。」「いつで
も電話ができる。」など、次々と回答が出され、自
分の回答が画面上に表示されると興味を惹かれてい
るようでした。一方、危険性については、携帯電話
をかける時間帯や友人のメールアドレスの扱い方な
ど、マナーについて確認をすることができました。

その後、Web 版読本の事例①「個人情報の取り
扱いと迷惑メールによる架空請求」では、事例展開
の内容を先生が説明し、生徒たちは自分のパソコン
で選択肢を選択しました。その選択肢ごとの解説文

について、先生により補足説明が行われ、生徒の中
には、自分の普段の対処方法が選択肢にない場合や、
解説文の中で疑問に思ったことを、その都度、自発
的に質問し積極的に授業に取り組んでいました。

Web 版読本のキーポイントの一つである『「誰か
に」相談する。』では、相談する対象が家族以外に
もいることを、生徒たちに意識づけるきっかけと
なったようです。生徒たちは、相談相手は家族であ
ることはわかっていても相談しづらかったり、「携
帯電話に関するトラブル」ということで、家族では
なく通信会社に相談するものと理解している生徒も
いました。ここでは先生や友達、将来は職場の上司
など、身近な人に困ったことを伝えることが大切で
あることを、先生の説明により学習することができ
たようでした。

次に事例②「名義貸し」で、対処方法と注意事項
を確認し、最後に引き返せるポイント ( クイズ形式 )
を各自で取り組み、本授業の再確認をしました。最
後に東京都消費生活総合センターのキャラクターポ
スターを見て、困ったときの相談窓口に東京都消費
生活総合センターがあることを説明して、授業を終
了しました。

授業終了後の懇談会では、「Web 版読本の１時間
目に掲載されたテーマは、授業時間の中で学習する
上でテーマが絞られており、ちょうど良い分量で
あったと思う。」「生徒たちの実体験を聞き、みんな
でその対処方法を考えるのも良いのではないか。」

「障害のレベルに合わせて使い方を検討する必要が
ある。」「行政と現場の教師との連携を強化して、授
業に役立つ情報提供をしたい。」「障害者は、視覚的
アプローチとして動画や説明文、聴覚からのアプ
ローチとして先生による解説、この２つがセットに
なって、初めて健常者並みの理解ができる。」など、
参加された方々のお立場にそって、様々なご意見を
いただきました。

１

2
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消費者問題教員講座

■対　象　都内の小、中、高等学校、特別支援学校の教員及び、 
栄養士、部活動の指導にあたる先生など、教育現場で
消費者教育を実践していただける方

■日　程　平成 23 年 7 月 25 日～ 29 日、
　　　　　 　8 月 1 日～ 25 日の期間中　全 16 講座
■会　場　飯田橋・立川の両会場で開催します

消費生活総合センターならではの消費者問
題最新事情や、楽しみながら学べる契約学
習教材を紹介します。

例年受講者の多い食の講座をより一層充実
させました。

45 分を 1 単位として授業にすぐに取り入
れられる具体的な授業案を紹介します。

　　（製品安全テキストを使って） 
　　　　　　　　　　　　　　　　

昨年度の講座にて評判の高かった講師に再
登壇願います。

など

子供たちとは切り離せない、
ネット・ケータイとどう付き合うか。

　実験講座

　　　抗菌・消臭・涼感素材って？

　　　カロリーゼロ・糖類ゼロにはルールがある？

　　　ゼラチン・寒天・こんにゃくはどう違う？

プチ整形　大丈夫？
　美容医療の金銭的リスク・身体的リスク
　について考えます。

　　当センター作成ＤＶＤ使用。受講者には　　
　　ＤＶＤをお持ち帰りいただきます。　　

後援：東京都教育委員会、東京私立初等学校協会、東京私立中学高等学校協会

詳細は募集要項（チラシ）をご覧下さい

　■ 若者の消費者被害最新事情

（当センター作成Web版教育読本使用）　など
　■ 竜馬と行く！　契約クイズの旅

　■ 食育と食生活

　■ スポーツと食育

　■ １時限 de 製品安全

　■ 金融教育モデル授業
など

　■ 子供たちはケータイで何をしているのか

　■ ネット・ケータイ世代のメディアリテラシー

　■ 「育て上げ」ネット理事長  工藤 啓 氏

　■ キレイのリスク

　■ 【衣】機能性繊維素材について

　■ 【食】食品表示のルール

　■ 【食】固めて食べる食品の不思議

お申し込みは、電話、ＦＡＸ・電子申請で　　http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/

問い合わせ先　　東京都消費生活総合センター活動推進課学習推進係

（　　　　　　　　）


