
１．消費者教育の重要性の認識

半世紀近く遡りますが、1968 年の消費者保護基
本法制定により、消費者保護行政が地方自治体の事
務となり、消費生活センターが各地に誕生します。
以降、全国の消費生活センターにおいて消費生活講
座の開催や消費者啓発は広く普及しましたが、学校
消費者教育はその後大きく進展することはありませ
んでした。

消費者問題では、おもに食品の安全性や製品の欠
陥、あるいは表示等が話題となりましたが、80 年
代頃より拡大した悪質商法では、詐欺的な商法によ
る財産被害が急増し、それに対処すべく若い世代へ
の契約学習のニーズが高まり、消費者の権利や責任、
クーリング・オフ、クレジット契約などが教科書中
の用語として扱われるようになりました。

この間に、社会の IT 化は加速度的に進み、消費社
会を一変させ、購入選択の意思決定から決済、解約
などの全プロセスを、人間の力をほとんど介するこ
となく、瞬時に行えるしくみが完成しました。また、
オンラインゲームやネットの匿名性を巧みにあやつ
る商法など、小中学生までをも巻き込んだ今日的現
象を招来してしまいました。

1989 年の学習指導要領以降では、「生きる力」が
新しい学力観の基本とされてきましたが、OECD の
子どもの学習到達度調査（PISA）に関し、考える力、
判断する力、表現する力が日本の子どもは諸外国に
比べ低いとされ、学校教育の内容が再検討されては
いますが、今日に至るまで抜本的な対応策はとられ

ては来なかったと言えるでしょう。
こうした中、消費者保護基本法を改正して成立し

た 2004 年の消費者基本法では、消費者教育を受け
る権利を消費者の基本的権利の一つとして明確に位
置づけました。消費者行政においては、行政が保護
する客体としての消費者から、消費者の自立を促す
立場へ、つまり消費者保護行政から消費者支援行政
への転換を前面に出したものとなりました。

政府は 2008 年末に『国民生活白書平成 20 年版』
を公表し、「消費者市民社会への展望」をサブタイト
ルとして、日本の消費者教育や日本人の消費者意識
の貧弱な現状を指摘し、北欧と比較するなど画期的
な内容を世に示し問題提起をしました。同白書は消
費者・生活者が生き生きとし、自らの自己実現と社
会のあり様を消費者・生活者の視点から望ましい社
会に変えていく必要があるとし、そうした人々の行
動によって、社会的弱者も住みやすい成熟した社会
へと変革していくことにこそ消費者市民社会構築の
基礎があると理念を高く謳いあげました。

一方、政府は、安心・安全社会の実現をスローガ
ンに掲げ、消費者行政の一元化を目指して、国会審
議を経て2009年秋に消費者庁設置を果たしました。　

２．消費者市民社会論の登場

消費者市民社会という表現が登場する背景を、海
外動向に関連させて触れておきます。

1985 年の国連消費者保護ガイドラインでは、「消
費者教育と情報プログラムの提供」に関して、健康
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や安全、表示などについて、低所得層や識字能力の
不足する地域の存在などに特別な配慮をした活動を
すべきであるとして、1999 年の改訂では、教育条
項に続けて、「持続可能な消費の推進」とする項を新
たに設けました。

2008 年 10 月 24 日、先述した初めての OECD 消
費者教育合同会議が OECD 本部のあるパリで開催さ
れました。同会議は、OECD 消費者政策委員会（CCP）
のイニシアチブにより、国連環境計画（UNEP）、マラ
ケシュ・タスクフォースとの合同で開催され、持続可能
な消費（Sustainable Consumption）とデジタル能
力（Digital Competence）の２つのテーマが中心課
題として示されました。筆者は同会議に参加する機会
を得ましたが、議論の中では、消費者市民（Consumer 
Citizenship）の育成が共通認識とされ、とくに社会
的関与（Social Concern）の重要性が多くの発言
者から指摘され、日本の消費者教育の現状と比して
のその概念の格差を感じずにはいられませんでした。

一方、幼少期からの実践的消費者教育で知られる
北欧では、６~18 歳の児童生徒を対象に、子どもの
自主的判断、批判的思考、消費者としての役割に積
極的にアプローチする能力の育成を目指すガイドラ
インをすでに 2000 年には策定しています。同ガイ
ドラインでは、家計、消費者の権利と責任、広告と
影響力、消費と環境・倫理、食育、製品安全と生活
安全の６領域を設定しました。また、2002 年には、
ヨーロッパ消費者教育ネットワークを中心に、消費
者教育、環境教育、市民教育を融合した消費者市民
教育（Consumer Citizenship Education）の発展
をテーマとした国際会議が開催されました。翌年に
はノルウェーのヘッドマーク大学を拠点とするコン
シューマー・シティズンシップ・ネットワーク（CCN）
が設立されました。

CCN によれば、消費者市民とは「倫理、社会、経済、
環境面を考慮して選択する個人である。消費者市民は
家族、国家、地球規模で思いやりと責任を持った行動
を通じて、公正で持続可能な発展の維持に貢献する」
人間であるとしています。こうした消費者教育に関
する国際動向は、日本の消費者教育、消費者政策に
少なからず影響を与えてきたと言えるでしょう。

３．消費者教育推進法の成立

2012 年に制定された消費者教育推進法（以下「推
進法」と略）は、消費者教育の推進を国及び地方自
治体の義務と定めた法律です。

推進法が画期的な部分は、とくに消費者教育の定
義に見られます。推進法第２条の定義では、消費者
教育を「消費者の自立を支援するために行われる消
費生活に関する教育（消費者が主体的に消費者市民

社会の形成に参画することの重要性について理解及
び関心を深めるための教育を含む。）及びこれに準ず
る啓発活動」を指すものとしました。

今後は消費者市民社会という新たな理念を含んだ
消費者教育の推進が求められることになります。推
進法では『消費者市民社会』とは、「消費者が、個々
の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重
しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将
来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環
境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、
公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する
社会をいう。」と示しています。消費者市民社会は、
抽象的ではありますが、キーとなる概念と言えるで
しょう。

４．消費者教育推進法の理念

推進法の精神ともいうべき消費者教育の理念規定
は、第３条に置かれています。その内容は、自らの
生活防衛のための知識習得と実践的能力の育成のみ
ならず、他者への配慮や社会経済への影響力の行使、
環境保全への行動など、世代を超え将来社会のため
の視野を広げた消費者力を涵養することを目標とし
ている点に注目する必要があります。

関連して、推進法の制定が検討されている中、東日
本大震災が起こり、消費者の買占め行動や風評被害な
どに際して、消費者として冷静な判断や社会への影響
を考えることの重要性の指摘も組み込まれました。

その他、基本理念には、消費者教育が幼児期から
高齢期に至る生涯を通じて段階に応じて進められる
べきことや、障害の有無など消費者の特性にも配慮
して行われるべきこと、また、消費生活に関連して
すでに進められている環境教育や食育、国際理解教
育あるいは金融経済教育などと連携させ、消費者教
育が推進されるべきである点も付加されました。

５．地域における主体間の連携

2013 年６月に消費者庁が公表した『地方公共団
体における消費者教育の事例集』では、さまざまな
地域での取り組みが紹介されています。

例えば、徳島県では消費者行政部局と教育行政部
局の連携により、教員の長期社会体験研修が定着し
ており、県立学校の教員を、１年間、研修生として
県消費者情報センターが受け入れ、消費者教育推進
のための学校への出前講座講師を担ったり、消費者
行政の実務を経験するという画期的なプログラムを
10 年以上前から実施してきました。

また埼玉県では、不当表示に対する監視強化と
同時に消費者教育推進を目的に、大学生および高校
生を対象とした「不当表示広告調査」を行いまし
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た。事前に大学生や高校生向けに景品表示法や不当
表示の事例についてガイダンスを実施した上で行っ
ているものです。調査の結果、ダイエット食品や美
容関連商品などの広告に「不当表示と思われる」と
して大学生や高校生から報告があったもののうち、
2012 年度では 239 件に景品表示法違反のおそれが
あることが判明し、埼玉県が事業者への是正や指導
を行っているということです。この事例は、実際の
監視活動を通じて、公正でない表示を市場から排除
するという意味で、社会的にも大きな影響を与える
ものであり、消費者市民性を意識から行動に移す画
期的な消費者教育実践と言えるでしょう。

地域連携・協働は消費者教育推進のキーとなるも
のであり、そのプラットホームの設定や、各主体間
の連携を進めるためのコーディネーターの育成も重
要となります。すでに実績を持つ地域も見られます
が、これまで個別的に消費者教育に取り組んできた
行政、学校、消費者団体・生協、事業者・事業者団体、
NPO 等が緩やかな連携をとりつつ、地域の消費者力
の底上げを図ることが期待されています。　

６．消費者市民社会と消費者の権利・責任の学習

日本社会において、消費者の権利の確立はまだ途
上であると言えます。市場における事業者の自由な
活動に比較して、消費者の立場は宿命的に弱いもの
です。過去、消費者団体や弁護士団体等さまざまな
連帯的活動の成果として、事業者への規制の強化や、
消費者の権利の実現へ向けた法整備が行われてきま
した。2006 年には、改正消費者契約法の成立によっ
て、一定の要件を満たす法人格を有する適格消費者
団体が、差し止め請求権を行使できるようになるな
ど、21 世紀に入って、消費者主権の実効性は部分的
にせよ進展を見せてきたことは事実です。

消費者市民の市民たるゆえんは、権利行使できる
主体としての消費者の存在です。権利主体としての
意識は決して高くない日本の国民にとって、推進法
は権利や義務の意識を涵養する千載一遇のチャンス
でもあります。

その意味では推進法は、日本の消費者に「消費者
の権利」の存在と意義を再確認させ、権利主体であ
ると同時に責任主体であることを改めて自覚させ、
行動に結び付けることの重要性を消費者に投げかけ
た画期的な法律と言えるかも知れません。

一人の消費者が消費者市民へと成長していくこと
は容易ではありません。しかし、知識やスキルを身
に付けた消費者の行動が社会を変え得るという感性
を育てることは、消費者教育の担い手にこそ求めら
れるものです。そのために、基本となる消費者市民
教育の要素を３点掲げてみます。第１に経済的市民

を育成することです。市場における消費者の行動力
によって、消費・非消費の行動を通じてより安全で
質の高い商品の提供者を応援していく消費者力を育
てることです。第２には、政治的市民を育成するこ
とです。より公正でよりよい社会を実現するために
行政や企業に意見や苦情、思いを直接に届けること
ができる消費者力を育てることです。第３には、倫
理的市民を育成することです。環境配慮や途上国支
援、被災地支援など次世代や他者への思いやりを自
覚できる消費者力を育てることに他なりません。

筆者は附属中の校長を兼務した昨年、２年生の家庭
科で、企業への「苦情の手紙」を書く授業実践を試み
ました。購入して間もないスニーカーが、汚れを落と
そうと水洗いしたら色落ちした事例を挙げ、消費者と
してどう対応すべきかグループ討論をしてもらいまし
た。生徒たちは市場に積極的に関わることの重要性を
認識したようでした。

苦情の手紙を書こう！
１　製品名や型番を正しく書く。
２　いつどこで買ったものか。
３　どんなトラブルが起きているのか。
４　問題解決のために、してほしいことを明確に書く。
 （返品、交換、返金、修理など）

 筋道の通った主張をする 

問題解決力
表現力クリティカルシンキング

今、私たちは次世代に引き継ぐべき持続可能な消費
社会の実現を図ることが求められています。フェアト
レード、市民ファンド、食品ロス、カーボンフットプ
リント、原子力発電など、現在と将来に向かって考え
なければならないことは山ほどあるのです。

ロンドンでは最寄りのスーパーでさりげなくフェアトレード商品
が売られている （2013 年 9 月筆者撮影）
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はじめに1
埼玉県の高等学校においては、消費者教育を、家

庭科や公民科などの教科においてそれぞれ個別に、
また、総合的な学習の時間等に講演会を実施するな
どの形で行っています。中でも、家庭科での取り組
みが大半を占め、内容としては、悪質商法、クーリ
ング・オフ制度、消費者信用、契約など、消費者ト
ラブルの回避や、だまされないための対策を学ぶこ
とが中心です。

一方、高校生の消費生活相談件数をみると、全体
としては減少傾向にあるものの、デジタルコンテン
ツ関係の相談は増加していることや、東日本大震災
や原発事故の際、風評被害が問題になったことなど、
私たちの消費をめぐる環境はさまざま変化していま
す。このような社会の変化に対応して、消費者教育
の在り方も見直す必要があります。さらに、高等学
校学習指導要領の改訂、消費者教育推進法の施行な
どの動きを受け、埼玉県教育委員会では、平成 24
年度から、高校における消費者教育推進のための取
り組みを事業化し、実施することになりました。

消費者教育推進事業２
これからの時代を担っていく高校生には、消費者

トラブルに遭わないことを学ぶ一方で、社会の変化
に柔軟に対応できる知識と、学習したことを活用で

きる実践力を養うことが重要です。また、自分の生
活だけでなく、社会全体に視野を広げ、さらに、現
在だけでなく将来を見通して考え、行動する姿勢を
身に付けさせることが求められています。

本県の消費者教育推進事業では、高校生が自立し
た消費者として主体的に行動できる能力と態度を身
に付けることを目標とするとともに、学校における
消費者教育の実践を強化することを目指しています。
■（１）消費者教育推進委員会 ■

この事業では、県立高校７校を消費者教育研究校
に指定し、家庭科、公民科、情報科の教員を中心に
授業実践研究に取り組んでいます。また、研究校の
取り組みに対する助言等を行うために、校長、教頭、
教諭、消費生活支援センター職員、県教育局職員で
構成する消費者教育推進委員会を設置しています。

推進委員会には横浜国立大学教授 西村隆男氏に顧
問として加わっていただいています。

委員会の際には、国の動向や、消費生活支援セン
ターから最近の高校生の消費生活相談の状況等につ
いて情報提供をいただくなど、最新の情報を把握し
ながら研究を進めてきました。
■（２）これまでの取り組みから見えてきた課題 ■

推進委員会では、最初に、平成 24 年４月に消費
者庁から公表された「消費者教育推進のための課題
と方向」に示された「消費者教育が対象とする領域

埼玉県の高校における消費者教育推進のための取り組みについて
　埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課 指導主事 奥 千加
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とそれぞれの目標」を踏まえ、①「契約」に関する
こと　②「情報とメディア」に関すること　③「持
続可能な社会」に関することを研究の柱に据えて、
それぞれ公民科、情報科、家庭科において授業実践
を行うことにしました。

教科ごとに実践研究を行う中で、各教科の指導内
容には、共通点や関連性があることが明らかになり
ました。

例えば、家庭科では、「持続可能な社会の実現」を
研究の柱として、食生活および衣生活と環境との関
わりについて授業実践を行いましたが、フードマイ
レージやフェアトレードについては、現代社会の教
科書でも取り上げられています。

家庭科で扱う、生活情報の選択については、情報
科の学習と関連付けて学ぶことにより、情報の信ぴょ
う性を適正に判断し、選択する力を身に付けること
ができます。

このようなことから、各教科で何をどのように扱っ
ているのかを可視化し、教科の枠を超えて連携して取
り組むことが、生徒に実践力をつけさせるためには有
効なのではないか、また、効率的に消費者教育に取り
組むことができるのではないかと気付きました。

研究の内容３
■（１） 教科間の連携 ― 各教科・科目での消費者教

育関連一覧表の作成 ■
平成 25 年１月、消費者教育推進のための体系的プ

ログラム研究会から「消費者教育の体系イメージマッ
プ」が公表されました。イメージマップでは、消費
者教育が対象とする重点領域とそれぞれの学習目標
が幼児期から成人期まで具体的に示されています。

教科で連携して取り組むために、このマップの高
校生期の部分を取り出し、各教科の学習指導要領に
示された高校３年間での学習内容を４つの「重点領
域」に分類して整理しました。整理することによって、
高校生の時期に学ぶべき内容が、各教科・科目の授
業の中でどのように展開されるのか、また、どこに
重点をおいて指導すべきなのか、明確になりました。

下表は、現在作成中のものです。
この表では、教科を公民、家庭、情報の３教科とし

ていますが、学校によっては、総合的な学習の時間や
理科や数学、専門教科など他の教科で消費者教育に関
連する学習を行っています。学校の状況に応じて、一
覧表の教科・科目を追加することも可能であり、柔軟
な活用を想定しています。消費者教育の視点で学習内
容を捉えなおすことによって、さまざまな教科で関
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連した授業を組み立てることが可能です。
一覧表に示してみると、各領域に関する学習につ

いて、どの教科で、どのような内容を扱っているの
か一目でわかり、教科間の連携がイメージしやすく
なります。

例えば、契約については、公民科でその概念や契
約に関する義務と権利を学びます。家庭科では、契
約の実際や消費者信用、具体的な契約に関するトラ
ブルと対処法を学び、インターネット上での契約に
ついては情報科で扱います。このように、各教科で、
題材を扱う視点は異なりますが、学習の時期に連続
性を持たせたり、学習のテーマに一貫性を持たせる
などの教科間連携を行うことで、知識の確実な定着
を図るとともに、知識を活用する実践力を養うこと
ができると考えられます。

現在、このマップをもとに、「契約」「情報リテラ
シー」「生活設計とマネープラン」の３つのテーマに
ついて、教科のつながりを意識した授業実践を行っ
ています。
■（２）外部講師の効果的な活用 ■

消費者教育では、今、何が起きているのかを扱う
ことが求められます。企業や NPO など専門的立場
の方の協力を得ることによって、より具体的、実践
的な内容に踏み込むことができます。

昨年度、研究校では、消費生活相談員による「契約」
に関する授業や、衣料品のリサイクルの現状につい
て、第一線で活躍している方を講師として学校に招
いての授業を実施しました。

これらの授業を通して、生徒は、一人の消費者と
して「気づく」「考える」そして「行動に移す」こと
の大切さを学ぶことができました。

学校において、外部講師を活用した授業を実施す
る場合には、講師の選定が課題になります。推進委
員会では、昨年度２回、今年度３回、外部講師を活
用して、教員を対象とした指導力向上講座を実施し
ました。内容は、右上の表のとおりです。

指導力向上講座は、教員に講師を紹介する機会に
もなると考え、学校で生徒向けに活用できそうな内
容で講師に依頼し、実施しました。

外部講師の活用については、「消費者教育推進法」
第 11 条に、「学校において実践的な消費者教育が行
われるよう、その内外を問わず、消費者教育に関す
る知識、経験等を有する人材の活用を推進する」と
規定しています。これを踏まえ、推進委員会では、
外部講師の効果的な活用に向けて、現在、ガイドラ
インを作成中です。同時に、県の消費生活支援セン
ターでは、消費生活相談員の研修を企画し、学校関

係者を講師に招いた研修を盛り込むなど、学校の要
望に応じることができる講師の養成を開始しました。

また、推進委員会では、学校に講師を派遣できる
団体等のリストの作成にも取り組んでいます。リス
トの作成については、県の消費生活支援センターに
協力を依頼しています。具体的には、活用目的別に
グループ分けするなど、利用しやすいリストを作成
し、ホームページに掲載する予定です。

授業実践４
今年度の実践から、現代社会の「消費者問題と契

約」の実践を紹介します。下記は、授業のワークシー
トです。学習指導案は末尾に掲載します。

【指導力向上講座】

容内施実

Ｈ２４ 

第１回講座 

【講演】高校生のためのパーソナルファイナンス教育 

【ワークショップ】お金の知識とライフプラン 

Ｈ２４ 

第２回講座 

【講演】経済のしくみと持続可能な消費 

【模擬授業】インターネット利用時のトラブル事例 

Ｈ２５ 

第１回講座 

【ＪＩＣＡ体験ゾーン見学】

【講演】フェアトレードの現場から

Ｈ２５ 

第２回講座 

【講演】おいしいチョコレートの真実 

～安い、美味しい、本当にそれだけでいいの？～ 

【講演】もったいないをどう伝える～食品ロスの実態＆食べ物の行方

～

Ｈ２５ 

第３回講座 

【講義・演習】 

金銭教育プログラムによる模擬授業（ロールプレイング） 

講演会                模擬授業 

ワークシート

「消費者問題と契約」～市場経済とのかかわりから考える 
「市場経済と契約社会」 
◎休日の一日を振り返ってみよう 
 
 
 
 
我々の生活と“契約”はとても身近な存在。 
「ａ     」の意味 

  
 
 クイズ① 電話で「買います」「ありがとうございます」と交わした口約束でも“契約”は成立する。 

〇か×か？     自分の答え          正解 （       ） 

        

 クイズ② 買い物をしました。「契約」はいつ成立するの？ 

  あ 申込をした   い 承諾をした   う 金銭を支払った   え 商品を受け取った 

            自分の答え           正解 （       ）  

 
◎「経済」の原則 

      ⇒ 財・サービスの生産から消費にいたる社会的な仕組みのこと 
 
   経済主体：（ｂ    ）（生産の主体）    それぞれの（ｄ         ） 

        （ｃ    ）（消費の主体）        ＝財・サービス・貨幣など 
         政府（財政活動・調整）            を交換する仕組み！ 

  売った者の（ｅ      ）、買った者の（ｆ      ） が発生！！ 

 

◎“ 契約 ”に関する基礎知識 

    ⇒（ｇ        ）の合致で成立 
 
 
 
 
 
    ⇒ 約束 + （ｈ         ）  
       ＝ いったん成立すると特別な場合を除き一方的にやめることはできない。  

    相手が同意すれば（ｉ        ）できるが違約金等が発生する！  

８  ９  １０  １１  １２  １３  １４  １５  １６  １７  １８時 
 

辞書：対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為 
     贈与・売買・交換・貸借・請負・雇用などがその例 

氏名：           学習日 

                 ／ 
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成果と今後の課題５
■（１）成果 ■

消費者教育は、公民科、家庭科の学習指導要領に
位置づけられているものの、その実践については、
個々の教員にゆだねられているのが現状です。

新学習指導要領では、消費者教育の充実が図ら
れましたが、本県において消費者教育推進事業を開
始した時点では、具体的に何をどうすればよいのか
という方向性が見えず、推進委員の多くが模索する
状態でした。高校における消費者教育を推進する
という目的で、「消費者教育が対象とする４つの領
域」について、教科ごとに研究を進めるところから
始めました。そこから、一覧表の作成や教科間の連
携、外部講師の活用などに発展させることができた
のは、推進委員の熱意によるところが大きいと感じ
ています。

推進委員会を立ち上げたことによって、教育委員
会、学校、消費生活支援センター等の関係機関との
間に連携が生まれたことは、成果の一つであると感
じています。教育委員会と消費生活支援センターは、
これまでも、セミナーの実施などで連携していまし
たが、教育委員会を通じて学校とセンターとの協力
関係もでき上がってきました。

また、推進委員である公民科、家庭科、情報科の
教員同士も学校は異なるが、互いに連絡を取り合っ
て授業実践の計画を進めるなど、教科の連携を意識
して研究を進めています。さらに、学校においても

消費者教育推進のリーダーとして他教科と連携しな
がら、教科の枠を超えて取り組みを広げている推進
委員もいます。　
■（２）今後の課題 ■
①学校全体で組織的、系統的に取り組む

消費者教育を効果的に推進するためには、学校全
体における組織的、系統的な取り組みが必要です。
消費者教育を通して生徒に身に付けさせたい力は何
か、目標を明確にした上で、学習する事柄とその時
期を全体計画としてまとめ、全教員の共通理解のも
とで推進することが望まれます。全体計画の作成に
あたっては、学校の教育活動全体を考慮しつつ、生
徒の実状、学校の状況を踏まえたものにしていくこ
とが重要です。

推進委員会では、研究校の取り組みを例示しなが
ら、学校における全体計画の作成について提案する
ことにしています。
②教員の指導力の向上を図る

学校において消費者教育を推進していくために
は、教員の意識の醸成と指導力の向上が求められ
ます。そのためには、消費生活支援センターと連
携しながら、教員の研修の機会を充実する必要が
あります。

また、特定の教科に限定することなく、すべての
教員が消費者教育について研修する機会を設ける工
夫も今後の課題として取り組んでいかなければなら
ないと考えます。
③研究成果を広める

２年間の研究成果は、実践報告会の実施、指導資
料集の作成、ホームページへのアップなどにより周
知する計画です。

おわりに６
高校時代は、学校において消費者教育を学ぶ最後

のチャンスです。将来、消費者として自立し、責
任ある行動をとれるようになる基盤を作り、また、
公正かつ持続可能な社会の構築のために主体的に
かかわる消費者市民としての自覚を促すことが重
要です。

高校において、生徒に身に付けさせたい力はさま
ざまあり、消費者教育のためだけに特別な時間を設
けることは難しいのが現状です。学校の教育活動全
体の中で、教科をはじめとするさまざまな教育活動
と関連付けながら、効率的、効果的に、消費者教育
を実践する工夫が各学校でなされることを期待しつ
つ、成果の普及に努めてまいりたいと思います。

◎契約から生じる権利と義務 

 ・消費者の視点から 
［買った者の権利］ ⇒ 商品等を適切に受け取る権利 
［買った者の義務］ ⇒（ｊ         ）をする義務 

・企業の視点から 
     ［売った者の権利］ ⇒ 代金等を適切に受け取る権利 

［売った者の義務］  ⇒ 考察してみよう 
          
     例）おせち料理の場合 
       チラシの写真・宣伝文句と実物が異なっていた・・・実際にあった出来事 
                                        
 
 
 
                                      
                                     

⇒ （ｌ            ）義務   ↓このイメージで 

↓注文したのに 

 （ｍ           ）義務 
    それが履行されないと・・・ 
 
 
 
 
 
              なぜ？ 
 
 
※お互いに義務が発生するが、それを履行しない場合：国家権力（司法）の助けを得て 

解決を図る。 
しかし、（ｎ      ）の違いがある場合は取り消しや無効が可能になる。 

              ⇒ かん違い・詐欺・脅迫など 
              ⇒ 未成年による契約など 

 
※消費者と企業との間の情報の質や量、交渉力には格差が！！ 

「（ｏ      ）（2000 年）」：事業者の不当な方法による契約を取り消し、無効に。 
     不実告知／断定的な判断／不利益事実の不告知／不退去／監禁 など 

        を規定し、消費者を保護している。 

あなたならどうする？？ 
 
何が問題？？ 

｛ｋ          ｝ 
当然の権利を要求する、請求する、主張すること。異議・苦情。 
       ↓↓ 
どこに問題が有り、何をどうして欲しいのかしっかり主張することが必要！ 

→ｒ 
            に影響を与える 
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古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

高等学校公民科「現代社会」学習指導案 
 

１ 題材名     「消費者問題と契約」～市場経済とのかかわりから考える～ 
２ 題材設定の理由 

従来消費者教育といえば「キャッチセールス」「アポイントメントセールス」などの悪質商法と消費者保護の観点か
ら「クーリング・オフ」に関する知識を取り扱ってきた。このような問題の根本にあるのが「契約」に関する知識で
あるが、日常生活の中の「契約」については、大人でも意識をしていないのが現状である。 
そこで、市場経済の理念を取り上げ、所有権の移転に関する内容と契約を結びつけることで、契約の知識について

深めさせたい。また、自らの消費行動は他者や環境に対して影響を及ぼすことを、身近な問題から考察させたい。 
３ 指導目標 

・契約に関する知識を理解し、自分自身の問題としてとらえさせる。 
・現在起こっている消費者問題や事柄（フェアトレード、グリーンコンシューマーなど）を理解し、消費者市民としての姿
勢を身に付けさせる。 

 
４ 題材の評価規準 

関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 
消費者問題について、自分の
実生活と関連付け、消費行動
に反映させようとしている。

経済主体がもつ責任につい
て考えることができる。 

他者や環境に配慮をした消
費行動をとることができ
る。 

契約の基本的な考え方を知り、
そこから生じる責任や消費者保
護について理解している。 

 
５ 指導計画（３時間扱い）  ○・・・本時 

指導内容 時間 関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

市場経済と契約社会 ① ※ 
経済主体がもつ責任
について考え、まと
めている。 

※ 
契約の基本的な考え方
を知り、そこから生じ
る責任や消費者保護に
ついて理解している。

消費者市民社会に向
けて ２ 

消費者問題につい
て、自分の実生活と
関連付け、考えよう
としている。 

消費者の行動が社会
に与える影響につい
て考え、まとめてい
る。 

他者や環境に配慮を
した消費行動をとる
ことができる。 

※ 

※ この時間には、これらの評価は行わない。 
 
６ 本時の学習指導 
（１）題材名「市場経済と契約社会」 
（２）本時の指導目標 
  ・市場経済の流れから契約の基礎知識を理解する。 

（３）本時の展開（１／３時間） 
 学習内容 時間 学習活動 指導の留意点 

導入 本時の内容確認 １０ ・本時の内容を確認する ・休日一日の振り返りを行い、一日の“契
約活動”を考える。 

展開 

市場経済と契約 
 
 
 
 
 
契約の基礎知識 
 
 
 
 
 
 
 

３５ 

①クイズを実施 
②市場経済の原則を確認 
 
③契約に関する基礎知識 
そこから生じる権利と義務について
自らとる行動を考える。 

 
④「クレーム」をキーワードに契約の履
行がなされない際にとる行動を考え
る。 

 
 
⑤契約の取り消しや無効について確認
する。 

・第一印象で答えさせる。 
・市場経済の復習として、経済主体を取り
上げて解説する。 

・契約の成立について解説し、契約の重み
を説明する。 

・契約後の消費者・企業の権利と義務につ
いて考えさせる。 

・クレームは悪いイメージでとらえられが
ちだが、企業の生産活動に変化を与える
チャンスだと気付かせる。しかしクレー
ムの仕方を間違えると大変なことにな
ると新聞記事で紹介する。 

・契約の無効と取り消しについて、簡潔に
解説する。 

まとめ 本時のまとめと次
回について ５ ・「契約」について理解できたか確認す

る。 
・本時のねらいを再確認する。 
 

 
【 他教科との連携のポイント 】 

家 庭 情 報 

・公民では、市場経済の理念から契約や消費者問題を取り扱
うのに対し、家庭では、具体的な事例を通して、消費者が
生活の中で活用する視点（具体的な行動の在り方）で扱う。

・契約は法的に守られた約束であり、権利と義務が互いに生
じることを踏まえた上で、悪質商法などの事例に触れ、解
約の仕方や契約を無効とする制度や法律を学ぶ。 

・消費者は、保護される受け身の存在ではなく、自らの利益
を守るために主体的に行動する自立した存在であるべきこ
とを理解させ、実践力を付けさせたい。 

・情報では、「電子商取引」、データの漏えいを防ぐ「暗号化
技術」、フィッシング詐欺などの「サイバー犯罪」といった
視点で授業を展開する。 

・個人での「電子商取引」は、高校生にとっても身近なもの
となっている。他の店舗との比較がしやすいため、消費者
にとってもメリットがある。 

・「電子商取引」における契約では、情報の漏えいを防ぐ暗号
化の技術が不可欠である。授業では、暗号化の仕組みなど、
消費者保護の観点から暗号化の必要性について展開する。

 

8 わたしは消費者 No.134

平成25年 12月 1日
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