
教材紹介2.

1. Weｂ版消費者教育読本の使い方
　本教材は授業で活用されることを想定して作成されています。授業に合わせて、好きなステージを好きな分だけ使えるよう　になっています。
Web版消費者教育読本、ワークシート、指導者用資料（パワーポイント）の3種類をセットにして、1つの単元を学習する仕組み　となっています。

ステージ１　お金の基本 ステージ2　契約トラブル ステージ3　お金の管理

どのくらい知ってる？お金の話 いい話ばかりじゃないからね かっこいい大人になろう！

Web版
消費者
教育読本

●商品・サービスの値札と絵合わせゲームをすることにより、商品やサービス
の大体の値段を知ることができます。

●契約トラブル（４事例）について、振り返りポイント付きで学習できます。 ●漫画で「電子マネーによるお金の貸し借り」「割り勘」について、学習で
きます。

●財布の中のお釣りを少なくするまで、何度でも挑戦できるゲームです。　
　ちょっとした時間を活用して、店のレジで小銭を出す訓練ができます。

●卒業後に向けて、1か月の家計管理について学習できます。使えるお金
には限りがあり、収入の範囲でやりくりすることの大切さ」に気付きます。

●電子マネーを使ってジュースを買ったり、電車に乗ったりする疑似体験を通
し、現金と電子マネーの特徴を学びます。

●卒業後に向けて、クレジットカードの基礎知識について、学習できます。

付録教材
（ダウン
ロード）

●指導者用資料（パワーポイント）
　適宜、各ステージにダウンロードして活用できます。

●クーリング・オフのワークシート（PDF）　⇨P11
　クーリング・オフの書き方を練習できるシートです。

●家計管理用仕分けシート「ワケルくん」（エクセル）　⇨P12.13
　卒業後の収入を６つの封筒に仕分けて、管理できるシートです。

乗り越し精算機をよく見てみよう 

不足額だけを払うこともできる機械が増えています。 
精算機で不足額だけのチャージできない場合、窓口で精算できます。 

2.教材紹介

3. クーリングオフの書き方（例）
※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

　クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
次の事例をもとにクーリング・オフの通知を書いてみましょう。

証拠を残すために、ハガキは郵便局に持って行って「特定記録郵便」か「簡易書留」で送りましょう。

東京都消費生活総合センター
☎ ０３－３２３５－１１５５（受付時間：月～土曜日　9時から17時）

クーリング・オフの書き方が分からないときや、困ったときにはご相談ください。

ワークシート　クーリング・オフ（ハガキの書き方）

【例題】 【渡された名刺】

2月11日に繁華街を歩いていたら、「入場無料の絵の展示
会をやっているので見ていかないか。」と声をかけられて、名
刺を渡された。ついて行ったら、長時間にわたり絵を買うよ
うに説得されて、なかなか帰してもらえなかった。仕方なく
15,000円の絵を買い、現金で支払った。
翌日、「やっぱり、こんな絵はいらない」と後悔してクーリン
グ・オフすることにした。

株式会社　ギャラリー悪徳
○○営業所　
担当者　阿久役　一　

〒１１１－１１１１
東京都　生産区　サギ町　１－２－３

郵 便 は が き

東京都　生産区　サギ町
１－２－３

株式会社 ギャラリー悪徳
代表者殿

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日 ： 20●●年２月１１日
　
商品名 ： 絵

契約金額 ： 15,000円
　
販売会社 ： 株式会社　ギャラリー悪徳　
　　　　   ○○営業所
　　　   　担当者：阿久役　一　氏

支払った代金15,000円を返金し、商品を
引き取ってください。

●●年２月１２日

契約者住所　東京都飯田区生活　４－５－６
氏　名　　   消　費　　カ　モ　ル

簡易書留

１１１ １１１１
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　本教材は授業で活用されることを想定して作成されています。授業に合わせて、好きなステージを好きな分だけ使えるよう　になっています。
Web版消費者教育読本、ワークシート、指導者用資料（パワーポイント）の3種類をセットにして、1つの単元を学習する仕組み　となっています。

ステージ１　お金の基本 ステージ2　契約トラブル ステージ3　お金の管理

どのくらい知ってる？お金の話 いい話ばかりじゃないからね かっこいい大人になろう！

Web版
消費者
教育読本

●商品・サービスの値札と絵合わせゲームをすることにより、商品やサービス
の大体の値段を知ることができます。

●契約トラブル（４事例）について、振り返りポイント付きで学習できます。 ●漫画で「電子マネーによるお金の貸し借り」「割り勘」について、学習で
きます。

●財布の中のお釣りを少なくするまで、何度でも挑戦できるゲームです。　
　ちょっとした時間を活用して、店のレジで小銭を出す訓練ができます。

●卒業後に向けて、1か月の家計管理について学習できます。使えるお金
には限りがあり、収入の範囲でやりくりすることの大切さ」に気付きます。

●電子マネーを使ってジュースを買ったり、電車に乗ったりする疑似体験を通
し、現金と電子マネーの特徴を学びます。

●卒業後に向けて、クレジットカードの基礎知識について、学習できます。

付録教材
（ダウン
ロード）

●指導者用資料（パワーポイント）
　適宜、各ステージにダウンロードして活用できます。

●クーリング・オフのワークシート（PDF）　⇨P11
　クーリング・オフの書き方を練習できるシートです。

●家計管理用仕分けシート「ワケルくん」（エクセル）　⇨P12.13
　卒業後の収入を６つの封筒に仕分けて、管理できるシートです。

2.教材紹介

4. 家計要管理シート　ワケルくん　の使い方
ステージ３　Step2「自分のお金で生活する」の補助教材です。

　今月の収入金額を入力する際、すべ
ての　　　　　に入力するように解説
します。その他の金額には、生活保護
費、補助金等を入力します。 

　１つ目の封筒は、毎月グループホー
ムや家族に支払うお金です。食費（朝
食、夕食）は、昼食代と違い、決まった金
額を毎月支払うことを想定しています。

　２つ目の封筒は、携帯電話の通信・通
話料です。銀行引き落としの手続きを
している場合、支払日までに引き落と
し口座に入金するよう伝えます。

　３つ目の封筒は、自分でその都度支
払うために用意するお金です。医者に
かかるお金、洋服、下着、シャンプー、リ
ンス、トイレットペーパー等の日用品な
どを買う必要があることを伝えます。

　４つ目の封筒は、食費のうちでも、自
分でその都度払う昼食代です。 本教
材では、平日１日分500円、休日２日分
2,500円、１週間で計5,000円として計
算しています。この数字は、収入に見
合った金額で指導してください。 

●操作手順と指導上の留意点
　１月の収入を６つの封筒に分ける家計用
仕分け管理シートです。
　　　　　に金額等を記入するだけで、６
つの封筒に印刷できるシートが作れます。
　該当する金額がない場合、「０」を入力し
ないと、合計金額が表示されません。

　５つ目の封筒は小遣いです。食費（昼
食）と同様の考え方です。本教材では、
平日１日分500円、休日２日分2,500
円、１週間で計5,000円として計算して
います。この数字は、収入に見合った
金額で指導してください。

　6つの目の金額は、残りの金額で貯
金するように伝えます。貯金の大切さ
についても教材と合わせて伝えます。

　ここでは、週数が、4週か、5週かどち
らかの考え方を示しています。

　1枚目のシートに記入すると、2枚目
のシートに6つのラベルが自動的に作
れます。これをはさみで切って、6つの
封筒にそれぞれ貼り付けて使うように
伝えます。

さえ子先生

仕分け用に作った６つ
のラベルを点線に合わ
せて切り、６つの封筒に
貼って使いましょう。
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　本教材は、消費者教育の利用に限り認めております。営利を目的とした使用は一切
禁止します。
　指導者用資料（パワーポイント）の利用については、現在提供している画面の改変は
しないでください。
　ただし、授業で本教材を利用される場合など、授業の進行や内容に応じて画面ごと
に削除したり、追加することは可能です。
　東京都提供以外の追加画面をされた場合、その結果に関して東京都はいかなる責任
も負いかねますので、個人の責任においてご使用ください。

ゲーム性のあるチャレンジシリーズは、繰り
返し学習ができます。物と値段の相場を知
り、金銭の感覚を養うことができます。

Web上で消費者被害の事例を体験します。
今すぐから高校卒業後の実生活まで、ずーっ
と役立つ知恵を学べます。

好きなところからクリックして学習してくださ
いね。1つのstepだけでも学習できますよ。

IC型電子マネーやクレジットカードの利用体
験を通じて、現金以外の「見えないお金」の
特徴を学習できます。　　
また、１か月の家計管理を学習し、「使えるお
金には限りがあり、収入の範囲でやりくりす
ることの大切さ」に気付きます。

ちえ

クレジットくん

さえ子先生

まなぶ
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２. Web版消費者教育読本及び指導者用資料（パワーポイント）解説のポイント
（１）ステージ1　Step１　モノやサービス値段当てゲーム

（2）ステージ1…Step２　お釣りの少ない支払い方ゲーム

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

商品・サービスの値札と絵合わせゲームが3問出てきます。

間違えた場合は、画面右下の　　　　　ボタンを押して、値札を入れ替えます。

正解するまで、次の問題に進みません。

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

財布の中のお釣りが少なくなるゲームができます。
ゲームは5問あります。
商品は両方買うこともでき、5問で15パターンの買い物に挑戦できます。

商品を１つか２つ選び、　　　　を押すとゲームが始まります。

財布の中のお金をクリックすると、レジに移動します。
間違えたときはレジのお金をクリックすると、財布の中にお金が戻ります。

　　　　は、レジに移動したお金が購入金額を超えると、押せるようになって
　　　　います。

お釣りが最も少なくなると、ゲーム終了です。
　　
　　　　ボタンを押すと、他の買い物ができる画面に移動します。

自分のペースで、繰り返し学習できる設定となっています。

【第1問】
ペットボトル飲料（500ml）１本	 160円
コロッケ１個	 90円
Ｔシャツ１枚	 1,000円
トイレットペーパー1パック（12ロール）
	 290円
【第2問】
映画のチケット（高校・大学生）１人分
	 1,500円
音楽ダウンロード（新曲）１曲	 250円
リクルートスーツ１着	 35,000円
昼食代１食分	 500円

【第3問】
１泊２食付き宿泊料金（休日前）１人分
	 20,000円
テレビ１台	 60,000円
ランニングシューズ１足	 4,000円
カップラーメン１個	 160円

コンビニエンスストア
レベル１　アイスクリーム	 130円
　　　　	ジュース	 110円
レベル２　肉まん	 117円
　　　　	からあげ	 218円
レベル３　スパゲッティ	 488円
　　　　	ハンバーグ弁当	 585円

ファーストフード店
レベル１　ハンバーガー	 328円
　　　　	ジュース	 105円
レベル２　バーガーセット	 568円
　　　　	ワイドセット	 656円
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2.教材紹介

（3）ステージ1　Step3　賢く使おう！…電子マネー

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

ワーク
シート

自分の知っている電子マネーの名前と、利用できる場所を
ワークシートに記入するように伝えます。

Web版
消費者
教育読本

「賢く使おう！	電子マネー」を疑似体験します。ワークシート
に、現金と電子マネーのお金の移動を記入しながら、進める
ように伝えます。

ワーク
シート

ワークシートに記入したお金の流れを追いながら、電子マ
ネーの特徴を確認します。

指導者用
資料

（パワー
ポイント）

画面を切り替え、スクリーンにパワーポイントを映し出しま
す。電子マネーの特徴を現金と比較して整理します。

主人公は、どうすればよかったのか、話し合わせます。

ワーク
シート

実生活に役立つ知恵を伝えます。
例）
・困ったときは誰かに相談することが大切である（駅員など）。
・乗り越しの精算は、現金でも可能である。
・現金精算できる乗り越し精算機もある。

その後、今日の学習をワークシートにまとめさせます。

4.授業展開例及びワークシート

　　月　　日（　）　　　  年　　組　名前　　　　　　　　　　　　

１．最近は、現金の代わりに代金を支払うことのできる電子マネーが増えています。
　  知っている電子マネーの名前と、どんなところで利用できるか、記入してみましょう。
 

2．Web版読本を見て、まなぶさんが使ったお金の流れを 　　　　　 に記入しましょう。
　  次に、電子マネーの特徴について考え、（　　　）の中に当てはまる言葉を書きましょう。
 

      
３．まなぶさんはどうすればよかったのでしょうか。話し合ったことを書きましょう。

4．まとめ　「電子マネーの利用について、今後気を付けようと思ったことを書きましょう。

電子マネーの名前 利用できる場所

Suica 駅 コンビニエンスストア 自動販売機

nanaco スーパーマーケット ファミリーレストラン ドラッグストア

iTunesカード インターネット

まなぶさんが使ったお金の流れ
まなぶさんが使ったお金の流れ 現金 電子マネー 電子マネーの特徴

最初に持っていたお金   1,200  円   500  円

電子マネーで駅の改札を通る。 0円 （切符）を買わなくても
電車に乗れる。

自動販売機で
160円のお茶を買う。

－160円

  340  円
（小銭）がいらない。

自動改札機で電車賃350円を払おうとする
（電子マネーの残額が不足している）。

・電車賃がいくらかかるか
（分かりにくい）。

電子マネーに
1,000円をチャージする。

－1,000円

  200  円

＋1,000円

  1,340  円
・先にお金を（チャージ）して
おかないと、使えない。

自動改札機で350円を払う。
－350円

  990  円

レストランで500円の
ハンバーグを食べようとする。

※ まなぶさんが入った
レストランでは、電子
マネーは使えない。

・使える場所が（限られて）いる。

CHECK!!

ワークシート①　賢く使おう！  電子マネー
※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

例）・出かける前に電子マネーの残額を確認しようと思った。

    ・電子マネーをいくら使ったか、確認しようと思った。

例）・お茶を現金で買えばよかった。・予備の現金を用意しておけばよかった。

    ・前日に、電子マネーの残額を確認してチャージしておけばよかった。

    ・電車賃を精算するときにのりこし精算機をよく見て、10円だけ払えばよかった。など
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4.授業展開例及びワークシート

　　月　　日（　）　　　  年　　組　名前　　　　　　　　　　　　

１．最近は、現金の代わりに代金を支払うことのできる電子マネーが増えています。
　  知っている電子マネーの名前と、どんなところで利用できるか、記入してみましょう。
 

2．Web版読本を見て、まなぶさんが使ったお金の流れを 　　　　　 に記入しましょう。
　  次に、電子マネーの特徴について考え、（　　　）の中に当てはまる言葉を書きましょう。
 

      
３．まなぶさんはどうすればよかったのでしょうか。話し合ったことを書きましょう。

4．まとめ　「電子マネーの利用について、今後気を付けようと思ったことを書きましょう。

電子マネーの名前 利用できる場所

Suica 駅 コンビニエンスストア 自動販売機

nanaco スーパーマーケット ファミリーレストラン ドラッグストア

iTunesカード インターネット

まなぶさんが使ったお金の流れ
まなぶさんが使ったお金の流れ 現金 電子マネー 電子マネーの特徴

最初に持っていたお金   1,200  円   500  円

電子マネーで駅の改札を通る。 0円 （切符）を買わなくても
電車に乗れる。

自動販売機で
160円のお茶を買う。

－160円

  340  円
（小銭）がいらない。

自動改札機で電車賃350円を払おうとする
（電子マネーの残額が不足している）。

・電車賃がいくらかかるか
（分かりにくい）。

電子マネーに
1,000円をチャージする。

－1,000円

  200  円

＋1,000円

  1,340  円
・先にお金を（チャージ）して
おかないと、使えない。

自動改札機で350円を払う。
－350円

  990  円

レストランで500円の
ハンバーグを食べようとする。

※ まなぶさんが入った
レストランでは、電子
マネーは使えない。

・使える場所が（限られて）いる。

CHECK!!

ワークシート①　賢く使おう！  電子マネー
※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

例）・出かける前に電子マネーの残額を確認しようと思った。

    ・電子マネーをいくら使ったか、確認しようと思った。

例）・お茶を現金で買えばよかった。・予備の現金を用意しておけばよかった。

    ・前日に、電子マネーの残額を確認してチャージしておけばよかった。

    ・電車賃を精算するときにのりこし精算機をよく見て、10円だけ払えばよかった。など
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乗り越し精算機をよく見てみよう 

不足額だけを払うこともできる機械が増えています。 
精算機で不足額だけのチャージできない場合、窓口で精算できます。 

4.授業展開例及びワークシート

　　月　　日（　）　　　  年　　組　名前　　　　　　　　　　　　

１．最近は、現金の代わりに代金を支払うことのできる電子マネーが増えています。
　  知っている電子マネーの名前と、どんなところで利用できるか、記入してみましょう。
 

2．Web版読本を見て、まなぶさんが使ったお金の流れを 　　　　　 に記入しましょう。
　  次に、電子マネーの特徴について考え、（　　　）の中に当てはまる言葉を書きましょう。
 

      
３．まなぶさんはどうすればよかったのでしょうか。話し合ったことを書きましょう。

4．まとめ　「電子マネーの利用について、今後気を付けようと思ったことを書きましょう。

電子マネーの名前 利用できる場所

Suica 駅 コンビニエンスストア 自動販売機

nanaco スーパーマーケット ファミリーレストラン ドラッグストア

iTunesカード インターネット

まなぶさんが使ったお金の流れ
まなぶさんが使ったお金の流れ 現金 電子マネー 電子マネーの特徴

最初に持っていたお金   1,200  円   500  円

電子マネーで駅の改札を通る。 0円 （切符）を買わなくても
電車に乗れる。

自動販売機で
160円のお茶を買う。

－160円

  340  円
（小銭）がいらない。

自動改札機で電車賃350円を払おうとする
（電子マネーの残額が不足している）。

・電車賃がいくらかかるか
（分かりにくい）。

電子マネーに
1,000円をチャージする。

－1,000円

  200  円

＋1,000円

  1,340  円
・先にお金を（チャージ）して
おかないと、使えない。

自動改札機で350円を払う。
－350円

  990  円

レストランで500円の
ハンバーグを食べようとする。

※ まなぶさんが入った
レストランでは、電子
マネーは使えない。

・使える場所が（限られて）いる。

CHECK!!

ワークシート①　賢く使おう！  電子マネー
※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

例）・出かける前に電子マネーの残額を確認しようと思った。

    ・電子マネーをいくら使ったか、確認しようと思った。

例）・お茶を現金で買えばよかった。・予備の現金を用意しておけばよかった。

    ・前日に、電子マネーの残額を確認してチャージしておけばよかった。

    ・電車賃を精算するときにのりこし精算機をよく見て、10円だけ払えばよかった。など
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（4）ステージ2　Step1〜3　キャッチセールスにご用心 …他２話

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

Web版読本を疑似体験するように伝えます。事例は3つあ
ります。指導に使いたいところだけ学習することが可能で
す。
Step1　キャッチセールスにご用心
Step2　マルチまがい商法にご用心
Step3　アダルトサイトにご用心

各Stepは、それぞれ
　　　　　　　　　　	の2つが体験できます。

ステージ2
（全般）

初めに																										　で疑似体験するように伝えま
す。

「おかしい」「危ない」と思ったところを考えながら進めるよう
に伝えます。

主人公はどうすればよかったかを話し合わせます。

その後																													で、再度疑似体験するよう伝
えます。

Step1…
（キャッチ
セールス
にご用心）

クーリング・オフのワークシートは、教材紹介ページからダウ
ンロードできます。

Step2…
（マルチ
まがい商法
にご用心）

Step3…
（アダルト
サイト
にご用心）

指導者用
資料

（パワー
ポイント）

画面を切り替え、スクリーンにパワーポイントを映し出しま
す。生徒の意見に基づき、問題点を整理します。マルチまがい商法　振り返りポイント① 

p.11　ワークシート参照

「キャッチセールスにご用心」学べるポイント
•…声をかけられたときの具体的な断り方。
•…断りきれずに、契約してしまった後の対処法。
•クーリング・オフ通知の書き方。

「マルチまがい商法にご用心」学べるポイント
•…マルチまがい商法の特性（知り合いから勧誘される）。
•…知り合いから勧誘されたときの具体的な断り方。
•…友人を勧誘することによって、友人関係が壊れてしまう。
•契約してしまった場合の対処法。

「アダルトサイトにご用心」学べるポイント
•…契約の成立、不成立の基本的な考え方。
•…架空請求は契約として成立していないため、無視する。
•…名前、生年月日、住所などは大切な個人情報なので、
…どんな状況でも気軽に教えない。

6



2.教材紹介

（5）ステージ2　オンラインゲーム課金にご用心

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

お金の代わりをするカードの種類や利便性、危険性について
確認します。
授業のねらいは、導入とまとめで確認します。

「オンラインゲーム課金にご用心」を　　　　　　　　　　
で疑似体験するように伝えます。

「自分が主人公の立場ならどうするか」考えながら、進めるよ
うに伝えます。

ワーク
シート

ワークシートに「自分が主人公ならどうするか」を記入させま
す。

その後、自分の意見を発表し、互いの意見からそれぞれの問
題点を考えさせます。

Web版
消費者
教育読本

トップ画面の右下　　　　　　　　　　　を再度疑似体験
するように伝えます。

指導者用
資料

（パワー
ポイント）

画面を切り替え、スクリーンに指導者用資料（パワーポイント）
を映し出します。
生徒の意見に基づき、問題点を整理します。

ワーク
シート

学習内容をワークシートにまとめさせます。

あなたがまなぶさんならどうしますか。 

4.授業展開例及びワークシート

　　月　　日（　）　　　  年　　組　名前　　　　　　　　　　　　

１．Web版読本を見てから、次の4つの場面について、あなたがまなぶさんならどうするか
　 考えてみましょう。

振り返りポイント②  「クレジットカードは、魔法のカード？」 （　 　　）に当てはまる言葉を書きましょう。
　クレジットカードは「魔法のカード」では（　な　い　）。  
　クレジットカードの利用は、（　借　金　）をしてモノを買うこと。  
　親名義のクレジットカードはたとえ（　家　族　）でも、絶対に使わない。 

２．Web版読本の「振り返りポイント付きで見る」を再度見てみましょう。それぞれのポイントをまとめましょう。
振り返りポイント①  「レアキャラやアイテムが欲しくなったときは、立ち上がって違うことをして頭を冷やす。」
あなたなら、具体的にどんなことをしますか。

ワークシート②　ステージ２　オンラインゲーム課金にご用心

3．まとめ　今日学んだことで大切なことを3つ書きましょう。

①　オンラインゲームで課金する前に、家族に確認する。

②　家族や他人のクレジットカードは、絶対に使わない。

③　誘惑に負けて課金してしまったら、隠さずにできるだけ早く、誰かに相談する。

例）　歯を磨く。　音楽を聴く。　友達と遊ぶ。　ストレッチをする。　寝る。　テレビを見る。

親に、課金していいか聞いてみる。

①
ガチャ引くには1回300円くら
いかかるし、1回で出るわけな
いからなあ。
そんなにお金ないし。でも欲
しいなあ。

②
母さんったら財布おきっぱなし
じゃん。
あっ。いけね。

③
これはもしやクレジットカード。
ガチャはもちろん、何だって買
えると言う魔法のカード。

④
まなぶ！
まさか母さんのカードだまって
使ってないよね。すっごい請
求がきたんだけど。３０万円よ！

解答例：お金を使いたくないので、ガチャをしない。

お小遣いで電子マネーを買って使う。

課金する前に、親に相談する。

母のカバンに財布をしまう。後で「財布出しっぱな

しだったよ」と教える。中身を確認する。

そのままにする。

自分のものではないクレジットカードは使ってはい

けないので、財布にしまう。

興味があるので使う。

とにかく謝る。消費生活センターに相談する。

もっと早く相談すればよかったと後悔する。

知らないふりをする。

※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

27

4.授業展開例及びワークシート

　　月　　日（　）　　　  年　　組　名前　　　　　　　　　　　　

１．Web版読本を見てから、次の4つの場面について、あなたがまなぶさんならどうするか
　 考えてみましょう。

振り返りポイント②  「クレジットカードは、魔法のカード？」 （　 　　）に当てはまる言葉を書きましょう。
　クレジットカードは「魔法のカード」では（　な　い　）。  
　クレジットカードの利用は、（　借　金　）をしてモノを買うこと。  
　親名義のクレジットカードはたとえ（　家　族　）でも、絶対に使わない。 

２．Web版読本の「振り返りポイント付きで見る」を再度見てみましょう。それぞれのポイントをまとめましょう。
振り返りポイント①  「レアキャラやアイテムが欲しくなったときは、立ち上がって違うことをして頭を冷やす。」
あなたなら、具体的にどんなことをしますか。

ワークシート②　ステージ２　オンラインゲーム課金にご用心

3．まとめ　今日学んだことで大切なことを3つ書きましょう。

①　オンラインゲームで課金する前に、家族に確認する。

②　家族や他人のクレジットカードは、絶対に使わない。

③　誘惑に負けて課金してしまったら、隠さずにできるだけ早く、誰かに相談する。

例）　歯を磨く。　音楽を聴く。　友達と遊ぶ。　ストレッチをする。　寝る。　テレビを見る。

親に、課金していいか聞いてみる。

①
ガチャ引くには1回300円くら
いかかるし、1回で出るわけな
いからなあ。
そんなにお金ないし。でも欲
しいなあ。

②
母さんったら財布おきっぱなし
じゃん。
あっ。いけね。

③
これはもしやクレジットカード。
ガチャはもちろん、何だって買
えると言う魔法のカード。

④
まなぶ！
まさか母さんのカードだまって
使ってないよね。すっごい請
求がきたんだけど。３０万円よ！

解答例：お金を使いたくないので、ガチャをしない。

お小遣いで電子マネーを買って使う。

課金する前に、親に相談する。

母のカバンに財布をしまう。後で「財布出しっぱな

しだったよ」と教える。中身を確認する。

そのままにする。

自分のものではないクレジットカードは使ってはい

けないので、財布にしまう。

興味があるので使う。

とにかく謝る。消費生活センターに相談する。

もっと早く相談すればよかったと後悔する。

知らないふりをする。

※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。
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（6）ステージ3　Step1　お金の貸し借りはトラブルの元

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

ワーク
シート

電子マネーを使った経験や割り勘をした経験を発表させた
後、本時の流れ、目標を説明します。

「電子マネーもお金のうち」を読むように伝えます。漫画は、
Web上だけでなく、印刷して閲覧することも可能です。

漫画付きワークシートの問題だと思うセリフに線を引くなど
して、問題点への気付きを促します。
ワークシートに、自分が主人公の立場ならどうするか記入す
るように伝えます。発表後、生徒の意見に基づき、貸し借り
の注意点、対応策について整理します。

まとめの言葉を（　　　　）に記入させます。

Web版
消費者
教育読本

ワーク
シート

「支払金額は平等に」①から③までを読むように伝えます。

ワークシートに、この場合はどのように支払ったらよいかを記
入するように伝え、発表させます。

例）
・割り勘をするように提案する。

後半の④と⑤を見て、「割り勘」の注意点等を整理します。
割り勘の金額が不足しないように、遊びに行く前に必要なお
金を確認するように指導します。

実生活にすぐに役立つように、ワークシートの問題をスマホ
の電卓機能を使って解きます。
ここでは、割り切れる事例と割り切れない事例を提示してい
ます。割り切れない場合、「全員が平等に、少しずつ多く支払
うとよい」等、実生活の知恵を伝えます。

まとめの（　　　　　）に当てはまる言葉を記入させます。
授業のねらいをまとめで繰り返し伝えます。	

4. 授
業
展
開
例
及
び
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

電子マネーの貸し借りについて考えてみましょう。

問題だと思うところに線を
引きましょう。

IC

IC

腹へったな。

あれ？財布がない。
ごめん。ぼくの分も払っておいてくれる？
あとで必ず返すからさ。

肉まん１つ
ください。

しょうがないなあ。

昨日貸した
肉まん代
返して。

ごめん、
また今度～。

ラッキ〜！ラッキ〜！

どうせ suNicaで
買ったし、もう
いいか。

すみません。
肉まん２つにして
ください。

260円
です。

ピッ

ぼくも
肉まんに
しよう。

ぴゅー

さいふ

はら

か

かなら

はら コンビニ
寄ってく？
よ

1 2

3

4

6 7

5

ワークシート③-1　電子マネーもお金のうち

まなぶ
ねだる

あなたがまなぶさんなら
どうするか書いてみましょう。 あなたならどのように支払い

ますか。書いてみましょう。

あなたがまなぶさんなら
どうするか書いてみましょう。

割り勘について考えてみましょう。

楽しかったね！
カラオケ代は
全部で1,800円
だって。

所持金

ワークシート③-2　支払金額は平等に！

まとめ まとめ（　　　）の中に言葉を入れましょう。 （　　　）の中に言葉を入れましょう。

・電子マネーも（　　　）と一緒。軽く考えてはいけない。

・お金は絶対に（　　　　　）。「あとで（　　　）」はあてにならない。

・お金は絶対に（　　　　　）。その場で払えないなら（　　　　　）。

・みんなでかかったお金はみんなで（　　　）に払うこと。

・自分が持っているお金で足りるかどうか、遊びに（　　　）によく考える。

ねだる てつや
ゆり

まなぶちえ

ねだるてつやゆり まなぶちえ

電卓を使って割り勘に挑戦！
問題

式）

１. 2,500円を5人で割り勘しましょう。 　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

2. 3,980円を7人で割り勘しましょう。 　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

お金の貸し借りは
トラブルになるから
貸さない。

持っている金額に関係
なく、全員で平等な金
額で支払う。

電子マネーもお金なの
で、返してくれるまで催
促する。

お金 平等

貸さない 行く前

2,500 5005
3,980 568.57147

返す

借りない 買わない

※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。
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4. 授
業
展
開
例
及
び
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

電子マネーの貸し借りについて考えてみましょう。

問題だと思うところに線を
引きましょう。

IC

IC

腹へったな。

あれ？財布がない。
ごめん。ぼくの分も払っておいてくれる？
あとで必ず返すからさ。

肉まん１つ
ください。

しょうがないなあ。

昨日貸した
肉まん代
返して。

ごめん、
また今度～。

ラッキ〜！ラッキ〜！

どうせ suNicaで
買ったし、もう
いいか。

すみません。
肉まん２つにして
ください。

260円
です。

ピッ

ぼくも
肉まんに
しよう。

ぴゅー

さいふ

はら

か

かなら

はら コンビニ
寄ってく？
よ

1 2

3

4

6 7

5

ワークシート③-1　電子マネーもお金のうち

まなぶ
ねだる

あなたがまなぶさんなら
どうするか書いてみましょう。 あなたならどのように支払い

ますか。書いてみましょう。

あなたがまなぶさんなら
どうするか書いてみましょう。

割り勘について考えてみましょう。

楽しかったね！
カラオケ代は
全部で1,800円
だって。

所持金

ワークシート③-2　支払金額は平等に！

まとめ まとめ（　　　）の中に言葉を入れましょう。 （　　　）の中に言葉を入れましょう。

・電子マネーも（　　　）と一緒。軽く考えてはいけない。

・お金は絶対に（　　　　　）。「あとで（　　　）」はあてにならない。

・お金は絶対に（　　　　　）。その場で払えないなら（　　　　　）。

・みんなでかかったお金はみんなで（　　　）に払うこと。

・自分が持っているお金で足りるかどうか、遊びに（　　　）によく考える。

ねだる てつや
ゆり

まなぶちえ

ねだるてつやゆり まなぶちえ

電卓を使って割り勘に挑戦！
問題

式）

１. 2,500円を5人で割り勘しましょう。 　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

2. 3,980円を7人で割り勘しましょう。 　　　　　　　円 ÷　　　人 ＝      　　　　　円

お金の貸し借りは
トラブルになるから
貸さない。

持っている金額に関係
なく、全員で平等な金
額で支払う。

電子マネーもお金なの
で、返してくれるまで催
促する。

お金 平等

貸さない 行く前

2,500 5005
3,980 568.57147

返す

借りない 買わない

※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

29

p.29　ワークシート参照

p.29　ワークシート参照

8



2.教材紹介

（7）ステージ3　Step2　自分のお金で生活する！

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

「自分のお金で生活する！」を疑似体験しながら、20歳以降の
１か月の収入16万円として、生活費を管理する方法を疑似
体験させます。

16万円の収入については、P20「卒業後の家計管理のため
に」参照

生活するためにはどんなお金がかかるか、考えさせます。
家賃、食費（朝食・夕食）、水道光熱費、携帯通信・通話料、衛生
費、医療費、衣服、食費（昼食）、小遣い、貯金のマークが出て
います。
※食費を朝食・夕食と昼食に分けているのは、前者は家族やグ
ループホームに支払い、後者は自分で毎日支払うお金として
いるからです。

これらを６つの封筒に分け、さらに３つの優先順位をつけてい
きます。

貯金の意義についても、確認します。

「万一のとき」、「物が壊れたとき」といった不測の事態である
「いざ」だけでなく、新生活や旅行などの「いざ」にも着目しま
す。

ワケルくん
（エクセル）

画面を切り替え、スクリーンに「ワケルくん（エクセル）」を映し
出し、実習します。

p.12.13　「ワケルくん」参照

p.12.13　「ワケルくん」参照

16万円の内訳（ちえとまなぶの例）

①毎月決まってかかるお金… 8万円
　家賃	 4万円
　食費（朝食・夕食）	 2万円
　水道光熱費	 1万円
　携帯通信・通話料	 1万円

②生活に必要なお金… 4万5千円
　医療費・衛生費　衣服	 2万円
　食費（昼食）	 2万5千円
　
③あるとうれしいお金… 3万5千円
　小遣い	 2万5千円
　貯金	 1万円

※食費（昼食）、小遣いは、平日1日500円（5日間）、休日
2,500円（2日間）、合計で1週間5,000円として計算してい
ます。
（4週間の場合は、2万円、５週間の場合２万５千円）

家計管理用仕分けシート

【】

【名前】

　　　　　※何月の仕分けシートを作るのか、入力してください。

5 月

※全ての に金額を入力しましょう。

１．今月の収入金額（手取り）を入力しましょう。【年金】、【その他】の収入がない場合、0と、入力してください。

【給料】 95,000 円 【年金】 65,000 円 【その他】 0 円

⇒あなたの 5 月の収入は 160,000 円です。

２．支出金額を「①毎月決まってかかるお金」、「②生活に必要なお金」、「③あるとうれしいお金」の優先順位で、仕分けます。

（１）最初に「①毎月決まってかかるお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

１つ目の封筒： 毎月グループホームや家族に渡すお金です。

40,000 円 30,000 円 10,000 円

２つ目の封筒： 携帯電話会社に支払うお金です。

10,000 円

⇒「①毎月決まってかかるお金」の合計金額は 90,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（２）次に、「②生活に必要なお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

３つ目の封筒： 医療費、衣服、衛生費の合計金額を入力してください。

＊昼食代とは別に、
グループホームや家
族に毎月渡します。

ワケルくん ★★★　1か月の支出を6つの封筒に分けて管理してみましょう。　★★★

70,000
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（8）ステージ3　Step3　大切に使おう！…クレジットカード

項目 授業の流れ 授業の進め方と指導のポイント

Web版
消費者
教育読本

高校を卒業したらクレジットカードを作れるが、使い方には注
意が必要であることを伝えます。

「大切に使おう！	クレジットカード」を見ながら、以下の要点を
押さえていきます。

●クレジットの利用＝借金して物を買うこと

●クレジットカードの主な支払方法には、一括払いとリボ払
　いなどがあること

●リボ払いなど分割して支払う場合には利息がかかること

また、一括払いは銀行から引き落としされる前までにお金を用
意しなければならないことを確認します。

リボ払いは、すぐに手に入れられるが、利息がかかること、貯
めてから買えば、すぐには手に入らないが、利息はかからな
いことを比較して、「自分が主人公ならどちらを選ぶか」を考
えさせます。

分割払い・
リボ払い
計算用
プログラム
（平成26年
度作成）

必要に応じて、利息の計算を学習します。
リボ払いや分割払いの計算ができる「利息計算用プログラ
ム」が、教材紹介ページからダウンロードできます。

クレジットカード手数料を計算しよう！（分割払い）

0 か月目 0 か月目

購入金額 購入金額 購入金額
10,000 円 0 円 0 円

支払回数 支払回数 支払回数
3 回 3 回 3 回

実質年率 実質年率 実質年率

10.5 ％ 10.5 ％ 10.5 ％

1.76 円 1.76 円 1.76 円

手数料総額 176 円

支払総額 10,176 円

【操作手順 】　　
　①起動時にセキュリティの警告（「マクロが無効にされました。」）が出る場合は、コンテンツを有効化してご利用ください

※セキュリティの警告（「マクロが無効にされました」）が出た場合

には、

コンテンツを有効化してご利用ください。

1件目の購入 2件目の購入 3件目の購入

購入時期：

1回目の購入から

購入時期：

1回目の購入から

100円あたりの手数料額
100円あたりの手数料

額
100円あたりの手数料額

　※グラフは回数が増えるほど右に伸びて作成されます。

※分割払いの手数料率は（一社）日本クレジット協会「クレジットワークブック（先生用）平成26年」を参考に算出しています。

　②1件目の購入の欄に、購入金額を入力します。

 円

2 円

4 円

6 円

8 円

10 円

12 円

毎月の支払額（分割払い）

3 件目の
購入支払
額

2 件目の
購入支払
額

1 件目の
購入支払
額

「分割払い・リボ払い利息計算用
プログラム（エクセル）」
平成26年度Web版消費者教育読本
「もしも未来が見えたなら」より
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2.教材紹介

3. クーリングオフの書き方（例）
※生徒用ワークシートは教材紹介ページからダウンロードできます。

　クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。
次の事例をもとにクーリング・オフの通知を書いてみましょう。

証拠を残すために、ハガキは郵便局に持って行って「特定記録郵便」か「簡易書留」で送りましょう。

東京都消費生活総合センター
☎…０３－３２３５－１１５５（受付時間：月〜土曜日　9時から17時）

クーリング・オフの書き方が分からないときや、困ったときにはご相談ください。

ワークシート　クーリング・オフ（ハガキの書き方）

【例題】 【渡された名刺】

2月11日に繁華街を歩いていたら、「入場無料の絵の展示
会をやっているので見ていかないか。」と声をかけられて、名
刺を渡された。ついて行ったら、長時間にわたり絵を買うよ
うに説得されて、なかなか帰してもらえなかった。仕方なく
15,000円の絵を買い、現金で支払った。
翌日、「やっぱり、こんな絵はいらない」と後悔してクーリン
グ・オフすることにした。

株式会社　ギャラリー悪徳
○○営業所　
担当者　阿久役　一　

〒１１１－１１１１
東京都　生産区　サギ町　１－２－３

郵 便 は が き

東京都　生産区　サギ町
１－２－３

株式会社…ギャラリー悪徳
代表者殿

通知書

次の契約を解除します。

契約年月日…：…20●●年２月１１日
　
商品名…：…絵

契約金額…：…15,000円
　
販売会社…：…株式会社　ギャラリー悪徳　
　　　　………○○営業所
　　　………　担当者：阿久役　一　氏

支払った代金15,000円を返金し、商品を
引き取ってください。

20●●年２月１２日

契約者住所　東京都飯田区生活　４－５－６
氏　名　　 ……消　費　　カ　モ　ル

簡易書留

１１１１１１１

52

310
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4. 家計管理用仕分けシート「ワケルくん」の使い方
ステージ３　Step2「自分のお金で生活する」の補助教材です。

①毎月決まってかかるお金

②生活に必要なお金

　１つ目の封筒は、毎月グループホー
ムや家族に支払うお金です。食費（朝
食、夕食）は、昼食代と違い、決まった金
額を毎月支払うことを想定しています。

　２つ目の封筒は、携帯電話の通信・通
話料です。銀行引き落としの手続きを
している場合、支払日までに引き落と
し口座に入金するよう伝えます。

　３つ目の封筒は、自分でその都度支
払うために用意するお金です。医者に
かかるお金や洋服、下着、シャンプー、
リンス、トイレットペーパーなどの日用
品を買う必要があることを伝えます。

　４つ目の封筒は、食費のうちでも、自
分でその都度払う昼食代です。 本教
材では、平日１日分500円、休日２日分
2,500円、１週間で計5,000円として計
算しています。この数字は、収入に見
合った金額で指導してください。 

家計管理用仕分けシート

【】

【名前】

　　　　　※何月の仕分けシートを作るのか、入力してください。

5 月

※全ての に金額を入力しましょう。

１．今月の収入金額（手取り）を入力しましょう。【年金】、【その他】の収入がない場合、0と、入力してください。

【給料】 95,000 円 【年金】 65,000 円 【その他】 0 円

⇒あなたの 5 月の収入は 160,000 円です。

２．支出金額を「①毎月決まってかかるお金」、「②生活に必要なお金」、「③あるとうれしいお金」の優先順位で、仕分けます。

（１）最初に「①毎月決まってかかるお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

１つ目の封筒： 毎月グループホームや家族に渡すお金です。

40,000 円 30,000 円 10,000 円

２つ目の封筒： 携帯電話会社に支払うお金です。

10,000 円

⇒「①毎月決まってかかるお金」の合計金額は 90,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（２）次に、「②生活に必要なお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

３つ目の封筒： 医療費、衣服、衛生費の合計金額を入力してください。

合計

20,000 円

＊昼食代とは別に、
グループホームや家
族に毎月渡します。

ワケルくん ★★★　1か月の支出を6つの封筒に分けて管理してみましょう。　★★★

金田 ちえ

70,000

家計管理用仕分けシート

【】

【名前】

　　　　　※何月の仕分けシートを作るのか、入力してください。

5 月

※全ての に金額を入力しましょう。

１．今月の収入金額（手取り）を入力しましょう。【年金】、【その他】の収入がない場合、0と、入力してください。

【給料】 95,000 円 【年金】 65,000 円 【その他】 0 円

⇒あなたの 5 月の収入は 160,000 円です。

２．支出金額を「①毎月決まってかかるお金」、「②生活に必要なお金」、「③あるとうれしいお金」の優先順位で、仕分けます。

（１）最初に「①毎月決まってかかるお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

１つ目の封筒： 毎月グループホームや家族に渡すお金です。

40,000 円 30,000 円 10,000 円

２つ目の封筒： 携帯電話会社に支払うお金です。

10,000 円

⇒「①毎月決まってかかるお金」の合計金額は 90,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（２）次に、「②生活に必要なお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

３つ目の封筒： 医療費、衣服、衛生費の合計金額を入力してください。

合計

20,000 円

＊昼食代とは別に、
グループホームや家
族に毎月渡します。

ワケルくん ★★★　1か月の支出を6つの封筒に分けて管理してみましょう。　★★★

金田 ちえ

70,000

家計管理用仕分けシート

【】

【名前】

　　　　　※何月の仕分けシートを作るのか、入力してください。

5 月

※全ての に金額を入力しましょう。

１．今月の収入金額（手取り）を入力しましょう。【年金】、【その他】の収入がない場合、0と、入力してください。

【給料】 95,000 円 【年金】 65,000 円 【その他】 0 円

⇒あなたの 5 月の収入は 160,000 円です。

２．支出金額を「①毎月決まってかかるお金」、「②生活に必要なお金」、「③あるとうれしいお金」の優先順位で、仕分けます。

（１）最初に「①毎月決まってかかるお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

１つ目の封筒： 毎月グループホームや家族に渡すお金です。

40,000 円 30,000 円 10,000 円

２つ目の封筒： 携帯電話会社に支払うお金です。

10,000 円

⇒「①毎月決まってかかるお金」の合計金額は 90,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（２）次に、「②生活に必要なお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

３つ目の封筒： 医療費、衣服、衛生費の合計金額を入力してください。

合計

20,000 円

＊昼食代とは別に、
グループホームや家
族に毎月渡します。

ワケルくん ★★★　1か月の支出を6つの封筒に分けて管理してみましょう。　★★★

金田 ちえ

70,000

４つ目の封筒： １日分の昼食代を入力しましょう。　次に、今月と翌月の給料日を入力してください。

【日付の入力例】 2017/4/1

500 円 2017/5/23

2,500 円 2017/6/23

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

⇒今月の「②生活に必要なお金」は、 40,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（３）最後に、「③あるとうれしいお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

５つ目の封筒： １日分の小遣い費を入力しましょう。　

500 円

2,500 円

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

６つ目の封筒： 残った金額は、貯金しましょう。

⇒小遣いを差し引いた貯金額は 円です。

※ 食費（昼食）、小遣い代の計算方法

１か月の必要額が４週分か５週分かを決める考え方は、以下の通りです。

　　休日2日分 来月の給料日

１週間に必要な昼食代

1か月の昼食代が4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。　※

　　休日2日分

１週間に必要な昼食代

1か月の小遣いが4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。※

10,000

30,000

　　平日1日分

　　平日1日分 今月の給料日

●操作手順と指導上の留意点
　１か月の収入を６つの封筒に分けるラベル
を作る家計管理用仕分けシートです。
　　　　　に金額を記入するだけで、６つ
の封筒に印刷できるラベルが作れます。

　今月の収入金額を入力する際、全て
の　　　　　に入力するように説明
します。［その他］の金額には、生活保
護費、補助金等を入力します。0円でも

「0」と入力しないと、計算金額が表示
されないので注意してください。 
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2.教材紹介

③あるとうれしいお金

４つ目の封筒： １日分の昼食代を入力しましょう。　次に、今月と翌月の給料日を入力してください。

【日付の入力例】 2017/4/1

500 円 2017/5/23

2,500 円 2017/6/23

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

⇒今月の「②生活に必要なお金」は、 40,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（３）最後に、「③あるとうれしいお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

５つ目の封筒： １日分の小遣い費を入力しましょう。　

500 円

2,500 円

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

６つ目の封筒： 残った金額は、貯金しましょう。

⇒小遣いを差し引いた貯金額は 円です。

※ 食費（昼食）、小遣い代の計算方法

１か月の必要額が４週分か５週分かを決める考え方は、以下の通りです。

　　休日2日分 来月の給料日

１週間に必要な昼食代

1か月の昼食代が4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。　※

　　休日2日分

１週間に必要な昼食代

1か月の小遣いが4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。※

10,000

30,000

　　平日1日分

　　平日1日分 今月の給料日

４つ目の封筒： １日分の昼食代を入力しましょう。　次に、今月と翌月の給料日を入力してください。

【日付の入力例】 2017/4/1

500 円 2017/5/23

2,500 円 2017/6/23

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

⇒今月の「②生活に必要なお金」は、 40,000 円です。

⇒現在使える金額（残金）は、 円です。

（３）最後に、「③あるとうれしいお金」の金額を入力しましょう。封筒は２つあります。

５つ目の封筒： １日分の小遣い費を入力しましょう。　

500 円

2,500 円

5,000 円   今月は 4 週です。

合計 20,000

６つ目の封筒： 残った金額は、貯金しましょう。

⇒小遣いを差し引いた貯金額は 円です。

※ 食費（昼食）、小遣い代の計算方法

１か月の必要額が４週分か５週分かを決める考え方は、以下の通りです。

　　休日2日分 来月の給料日

１週間に必要な昼食代

1か月の昼食代が4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。　※

　　休日2日分

１週間に必要な昼食代

1か月の小遣いが4週分必要なのか、5週分必要なのかが表示されます。※

10,000

30,000

　　平日1日分

　　平日1日分 今月の給料日

　５つ目の封筒は小遣いです。食費（昼
食）と同様の考え方です。本教材では、
平日１日分500円、休日２日分2,500
円、１週間で計5,000円として計算して
います。この数字は、収入に見合った
金額で指導してください。

　6つの目の金額は、残りの金額で貯金
するように伝えます。貯金の大切さに
ついても本教材と合わせて伝えます。

　ここでは、1か月の昼食代や小遣い
代が、4週分か、5週分かを決める考え
方を示しています。

　1枚目のシートに金額を入力すると、
2枚目のシートに6つの仕分け用ラベ
ルが自動的に作れます。これを点線に
合わせて切り、6つの封筒にそれぞれ張
り付けて使うように伝えます。

ワケルくんを使って
毎月、自分専用のラベルを

作ってくださいね！

家計管理用仕分けシート

40,000 円 30,000 円 10,000 円

5,000 円

4 週で

5,000 円

4 週で

【名前】 金田 ちえ

ワケルくん

③あるとうれしいお金 ③あるとうれしいお金

合計 80,000 10,000

合計 20,000合計

①毎月決まってかかるお金

②生活に必要なお金 ②生活に必要なお金

１週間に必要なお金

【名前】

①毎月決まってかかるお金

１週間に使うお金

5 月

円

月

10,000

月

円

月

円

月

金田 ちえ

5

5

5

円円

【名前】 金田 ちえ

5

5

円

【名前】 金田 ちえ

合計 20,000

月

20,000

【名前】 金田 ちえ【名前】 金田 ちえ
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