
無料配布の
様々な教材

教員向け
セミナー

どこでも
出張講座

社会科 家庭科
キャリア教育 消費者教育

金融経済教育支援ツールのご案内

お金と金融の
教材

授業やセミナーで使える



生活設計・
マネープランゲーム

対象：中学生・高校生
結婚・子育て・住宅購入等、人生には様々な
選択があり、計画性をもって生活する必要が
あることを体感できるカードゲームです。

全国銀行協会では、中学生向けから一般社会人向けまで、銀
行や金融がやさしく分かる様々な教材を作成しています。
※学校・教育機関、消費生活センター等、個人の方には、送料とも無料で通常
１週間程度でお送りいたします。［詳しくはP5をご覧ください］

教材紹介

はじめての
お金の時間 

対象：中学生
お金について「使う」「貯める」「借りる」
の３つの視点から多面的に考える教材
です。
経済、家計管理、キャッシュレス、クレジ
ットの三者間契約など、さまざまなテ
ーマを学ぶことができます。

様々なテーマでお金について学べる

生活に必要な資金について学べる

大好きなアーティストから考える
あなたと銀行のかかわり

対象：中学生・高校生
アーティストのDVDを購入するお金
の流れから、銀行のはたらきについて
学び、DVD制作販売会社の資金調達
から「金融の仕組み」について学ぶこと
ができます。
イラスト豊富なテキストブックのほ
か、授業に導入しやすい４つのアクテ
ィブラーニングプログラムを提供して
います。

身近な例で銀行について学べるBOOK

BOOK

BOOK

１テーマ15分程度から授業
を実施できます。また、グルー
プワークやディスカッション
等を取り入れており、生徒の
主体的な活動を促します。

グループでの話し合いや発表を通
じて学びを深めるアクティブラーニ
ングです。１校時から実施できます。

教科書の「金融の仕組み」にかかわる単元を身
近な例を取りあげたワークによって学ぶこと
ができます。

ポイント！

ポイント！

ポイント！

金融経済教育の具体的な
知識について、高等学校学
習指導要領の家庭科と公
民科の内容のポイントをお
さえた教材です。

ポイント！

シリーズ教材
お金のキホン

対象：高校生
生活設計・家計管理の考え方か
らローン・クレジットを適切に
利用するための基礎知識、将来
役立つ金融知識等、実生活で活
用できる内容となっています。
アクティブラーニング型教材で
は、グループワークやディスカッ
ション等を通じて、生徒の思考
力や判断力、表現力を養うこと
ができます。

講義型教材

将来の暮らしに役立つ金融知識を学べるBOOK

先生へ

先生へ

先生へ

アクティブ
ラーニング型教材
家計管理編・ローン編
多重債務編・資産形成編

先生へ

22 33教材の申込み方法は、P4、5をご覧ください教材の申込み方法は、P4、5をご覧ください



サステナブルファイナンスの仕組みなどを解説BOOK

銀行の商品・サービスを料理に見立ててご紹介 人生100年時代に必要となる様々なお金の知識を学べる

金融の知識を正しく理解し生活向上に役立てる

金融知識入門シリーズ
身につけておきたい金融知識をベースにした、一般生活者（特に若年
層社会人）の金融リテラシー向上に役立つ冊子です。マンガを活用し、
親しみやすく分かりやすい内容となっています。

対象：大学生～新社会人

対象：30～40代

対象：全年齢層（特に若年層）

対象：50～60代以上

対象：全年齢層（特に若年層）

対象：全年齢層

かんたんレシピでチェック！

銀行の金融商品・
サービス

人生100年時代
始めよう お金の準備

BOOK BOOK

BOOK

対象：一般消費者
預金、投資信託、個人年金保険やインターネッ
トバンキング等、銀行で利用できる代表的な
金融商品・サービスを紹介します。

対象：一般消費者
人生100年時代の到来を踏まえ、老後の家計
管理や資産寿命の延伸等をテーマとした内容
となっています。付録として書き込み式の伝え
るノート付き。

学校・教育機関、消費生活センター等、個人の方で送付を希望
される場合は、各教材・パンフレットページの申込みボタン 
から、お申込みフォームをご利用ください。

送 料 と も 無 料で通常�
１週間程度でお送り�
いたします。

QRコードを読み取って
ご覧ください。

教材・パンフレット　のお申込みについて

はじめてのサステナブルファイナンス
金融の力で地球のピンチを救おう！

対象：高校生
近年注目されている「サステナブ
ルファイナンス」（持続可能な社会
と地球を実現するための金融）の
仕組みなどを解説し、未来につな
がる行動やお金の使い方を学べる
教材です。
講義型テキストのほか、アクティ
ブラーニング型教材もご用意して
おり、グループワークやディスカ
ッションに活用いただけます。

１本５分程度の動画教材や複
数のワーク教材を授業の一部
に取り入れていただくことが
できます。

ポイント！

先生へ

44 55



検索全銀協　教育

全国銀行協会では、学校の授業や、地域のグループのセミ
ナー等に、ご依頼に応じて講師を派遣させていただく「ど
こでも出張講座」を実施しています。

どこでも
出張講座

○実施料（講師の交通費含）／無料
○参加人数／セミナー・講座等で原則として15名以上
　（営利団体、営利目的による企画は原則としてお断りしております）
○テーマや日程によってはご希望にそえない場合もあります。
○原則として録音・録画はご遠慮いただいております。
○講義風景の写真撮影に当たっては、講師個人の特定ができないよう、ご配慮ください。
○�個別金融機関または個別の商品・サービスについての解説等はいたしません。
＊�そのほか、ウェブサイト「全銀協のどこでも出張講座�概要」をよくお読みになり、
　お申込みください。

※生活設計・マネープランゲームは、新型コロナウイルス感染状況をふまえ、原則として、�
教員の皆さまに実施いただいております。実施に当たってご活用いただける教員向けレク
チャー動画や教材をご用意しておりますので、ご希望の場合はお問い合わせください。

注意事 項（抜粋）

お申込み方法

全銀協ウェブサイトの「どこでも出張講座」に
申込書があります。これまでの実施例も公開しています。

教員向けのセミナー等も行っています。
Web会議システム（Zoom等）を活用し
たオンライン講義の実績もございますの
で、ご相談ください。

金融経済教育の実践

初心者のための金融商品を選ぶポイント

金融経済教育プログラム
体験ワークショップ

金融犯罪の手口と対策

大学生活とお金のこと
大学生活を過ごすにあたって、また、これから社会に出る準備とし
て必要となるお金の基礎知識、お金と賢く付き合う方法を学びます。

学生のうちから身に付けておきたい「金融リテラシ
ー」の内容について確認し、全銀協が実施してい
る金融経済教育の取組みと実践方法を紹介します。

様々な金融商品から何を基準に選択すれば良いか、どんな点に注意
すれば良いか、基本的なことについて、動画視聴を交えて学びます。

アクティブラーニングを取り入れた金融経済教育プログラムを体験い
ただき、授業の活用イメージを膨らませます。

自分は騙されないと思っていても後を絶たない金融犯罪の様々な手
口と、被害を防ぐ対策について、動画視聴を交えて学びます。

生徒・学生向け

教員向け

一般消費者向け
実施例

実施例

実施例

詳細についてはお電話でご相談ください。
一般社団法人全国銀行協会　どこでも出張講座担当

１

１

2

2
中
学
・
高
校
生
向
け

高
校
生
以
上

大
学
生

社会に出て気をつけたい
お金のこと

ローン・クレジットのしくみと
お金の使い方

これから社会に出るに当たって気をつけておきたいお金の基礎
知識、お金と賢く付き合う方法を学びます。

社会に出る前に知っておきたいローンとクレジットの利用方法と
留意点を確認します。目に見えないお金のしくみを学びます。

１

2

銀行のしごと

金融のしくみと社会とのかかわり

生活設計・
マネープランゲーム（※）

銀行で働く人々について学び、銀行の役割についての基礎知識
を習得、職業選択の意識づけに役立ちます。

銀行融資と株式投資のお金の流れの違いについて学び、自分の
お金が社会に与える影響を考えます。

体験型カードゲーム教材を使って、将来を
見通した収支バランスの大切さを考えます。

１

2

3

TEL：03-6267-7543　FAX：03-6267-7510

実施例以外にも、ご要望のテーマや時間に応じて検討可能です
のでご相談ください。

無料・
土曜授業
にも対応

66 77



そのほか多彩なコンテンツがあります。授業・講義の組立てにご活用ください。

全銀協のウェブサイト
18歳から大人
成年年齢引下げと
お金のだいじな話

教えて！
くらしと銀行

金融犯罪の手口

一人の大人としてこれからの人生を歩むために、知っておきた
いお金のことについて、導入動画を掲載して分かりやすく解説。

ライフステージや目的別に、ファイナンシャル・
プランナーが「お金のはてな」に答えたり、銀
行や金融の知識と知恵が身につく記事が満載。

誰もが「自分は騙されない」と思っている金融
犯罪。最近では、手口も巧妙になり犯罪も複雑
化しています。“オレオレ詐欺”等、その手口や
防止策について、動画を交えながらご案内して
います。

　生徒・
学生の方
向け

直接金融・間接金融
Fintech
仮想通貨

長期・積立・分散投資
NISA制度
iDeCo

投資 金融・
経済

その場で簡単 !!
ライフプラン
シミュレーション

ライフ
プラン

計画的な
住宅ローンの
組み方

住宅
購入

検索全銀協 お問い合わせ

TEL：03-6267-7543

・18歳になって変わることと注意点
・銀行口座の活用法と
　銀行の選び方
・家計管理とライフイベント
・クレジットカードとローン
・資産運用と将来への備え、等
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