
金融教育② ～お金をかしこく使う～ 

 組  番  氏名 

本時のテーマ：家計における経済活動の役割にはどのようなものがあるだろうか。 

1【金銭管理力】当てはまる方にチェックしてみよう。 

(1)自分のお小遣い額が分かる。 はい・いいえ 

(2)毎月の支出を計算している。 はい・いいえ 

(3)広告や情報を選択して無駄のない買い物ができている。 はい・いいえ 

(4)将来の為に毎月貯金している。 はい・いいえ 

(5)クレジットカードのメリット・デメリットを知っている。  はい・いいえ 

2．【経済主体の相互関係】当てはまる語句をいれてみよう。(複数使う語句あり) 

私たちは毎日の生活を送るために、様々な財やサービスを消費している。 

財とは：（ 有形なもの。食べ物、住居、衣服、車 ） 

サービスとは：（ 無形なもの。医療、交通 ）
はじめてのお金の時間 お金を使う①お金はどこからやってくる？進行スライド p6,7 

3．【働く意義】なぜ人は働かなければいけないのだろうか。何の為に働くのか。 

・生きていくため。

・生きがい。

・やりたいことをするため。 等

☆働くとは、(自分・家族)生活していく。喜ばせるため。

(社会)社会に貢献する。税金を払う。人とつながる。 

4．【家計管理】一人暮らしをするには、何にどれだけのお金がかかるのでしょうか。 

収入に対する平均的な一人暮らしの支出割合を考えてみよう。 

費用 

はじめてのお金の時間 お金を使う②お金はかしこく使おう 進行スライド p4,5 

5．【貯蓄】あなたがお金を貯める理由(目的)を考えてみよう。 

・将来のため。

・万が一の時のため。

・欲しいものを買うため。等

公共サービスなど， 税金など， 賃金， 労働， 財・サービス， 代金・料金 

(1)公共サービス 

(2)税金など 

(3)公共サービス 

(4)税金など 

(5)賃金 

(6)労働 

(7)財・サービス 

(8)代金 
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2時間目ワークシート（ウェブサイト掲載用に一部編集） 
注：ワークの正答等、生徒用ワークシートに表示していない箇所は赤字で表示 



 

6．【一人暮らしのシミュレーション】 

あなたは高校卒業後、大学に入学し就職しました。自宅から遠いところに配属になった

ので、一人暮らしをしようと考えています。仮に月収 20 万円だとするとどのような生

活を送りたいですか。具体的に考えてみましょう。 

 

(1)．【理想な貯蓄額を考える】 

 貯蓄額（２万（仮） 円／20 万円 ）   

理由（ お給料の 10 分の１くらいは貯蓄しておきたいから。等 ）      

 

(2)【必要な生活費】 

 

費用 内容 ①  

住居費 家賃など住居に必要なお金     万円     

水道光熱費 電気・水道・ガスの利用料金     万円 

通信費 電話やインターネットの利用料金     万円 

食費 飲食に必要なお金     万円 

交通費 移動するのに必要なお金     万円 

被服費 洋服など服装に必要なお金     万円 

教育娯楽費 学習や娯楽などに必要なお金     万円 

保険料 万が一に備えて支払うお金     万円 

その他 冠婚葬祭や医療などに必要なお金     万円 

           支出合計 A     万円 

           貯蓄額合計(20 万－Ａ)     万円 

 

(3)．【見直し】 

Q１ 理想の貯蓄額に達しているか。            はい・いいえ 

 

はいと答えた人：現状のままでよいか。さらに貯蓄額を増やせるようにするか。 

いいえと答えた人：支出を再度考え直してみよう。 

 

 

7．頑張ってやりくり生活しているあなたは、以下の事態に直面しました。あなたなら

どうする？ 

・足を骨折し２週間入院。医療費が合計で 30 万円。 

（ 貯蓄を切り崩して医療費に充てる。等                 ）               

・会社が倒産、失業してしまい、次の仕事を探すまで３か月かかる。 

（ 貯蓄を切り崩して生活する。親に頼る。等                 ）                      

 

8．【給料明細の見方】 

 
生活設計・マネープランゲーム資料集 p1 

 

  

(7)可処分所得(手取り収入)＝ (8)収入 – (9)非消費支出(税金・社会保険料) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5)40 歳から関係 



 

9．【働き方を考える】正規雇用・非正規雇用について、(1)～(3)の問いを以下の資料か

ら読み取ってみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)私たちの立場から正規雇用・非正規雇用のメリット・デメリットを考えてみよう。 

 

(2) 非正規雇用が増加することで懸念されることはなんだろう。 

 財政面：税収減少 → 増税 

 社会面：未婚者増加 → 少子化（人口減少） 

 景気面：消費の落ち込み → 景気悪化 

 

(3)雇用形態の変化にはどのような社会背景が考えられるだろう。 

  自分の意見： 

 ・医療の発達 → 高齢者が増加し、退職後に非正規雇用として働く人が増えた。 

 ・女性の社会進出 → 家庭を持ちながら働く人の増加。 

 ・グローバル化 → 外国人労働者の増加。等 

  

  

◎まとめ 

・家計における経済活動の役割にはどのようなものがあるだろう。 

  

・企業等で働き、収入を得る。得た収入により、消費生活を行う。等 

 正規雇用 非正規雇用 

メリット ・収入が多い。 

・福利厚生、社会保険制度が充実 

している。 

・社会的な信用度が高い。 

・自分のライフスタイルに合わ

せて働くことができる。 

・希望職種を選びやすい。 

デメリット ・会社の業務命令が優先。 

・転勤・転属がある。 

・残業が発生しやすく、自由に使

える時間が少ない。 

・収入が正規雇用より低い場合

が多い。 

・雇用が安定しにくい。 

厚生労働省「望ましい働き方ビジョン」参考資料（2012 年 3 月）より抜粋 

内閣府「男女共同参画白書」（平成 30 年度版） 

内閣府・男女共同参画推進連携会議 

「ひとりひとりが幸せな社会のために」～令和元年版データ～ 

P3 非正規雇用比率の推移 

内閣府・男女共同参画推進連携会議「ひとりひとりが幸せな社会のために」～令和元年版データ～ 

P3 共働き等世帯数の推移 



 

金融教育③          ～お金をかしこく使う～ 

                  組  番  氏名                   

本時のテーマ：安心・安全でよりよい消費生活を送る為にはどうすればよいだろうか。 

1.【消費者生活】最近した買い物をあげてみよう。また、その際の決済手段は？ 

 ・コンビニでお菓子を買った。 例：nanaco 等 

 ・電車に乗るために切符を購入した。  例：現金 

 

 

2．【身近なカード】自分の持っている「お金の代わりをするカード」を考え、どんなカー

ドを使って財やサービスを購入しているか話し合おう。 

  

〈持っているカード〉 

 ・QUO カード 

 〈そのカードの特徴〉 

 ・コンビニ、ファミレス、書店などで利用できる。 

 ・景品などでもらうことが多い。 

 ・使い切ったら終わり。（チャージできない） 

 

3．【支払方法の多様化】 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

カード会社が購入代金を立て替える仕組みで、個人の信用を前提に成り立っている。 

 

4．【クレジットカードを使ったお金の流れ】 

 

空欄に当てはまる語句を選択肢から選んで答えよ。 

 

 

5．【現金・クレジットカードのメリット・デメリット】 

                           多重債務の危険性 

 

 

 

前払い プリペイドカード 事前にお金を支払って、カード

に登録された金額まで買い物に

利用できる。 

同時払い デビットカード カード利用と同時に代金が銀行

口座から引き落とされる。 

後払い クレジットカード 買い物の後に代金が銀行口座か

ら引き落とされる。 

 メリット デメリット 

現金 ・収支が把握しやすい。 

・災害等でレジが故障して使用

できなくなっても買い物が

できる。 

・ATM で出金する手間がある。 

・手持ちがないと買い物ができ

ない。 

クレジットカード ・通販などでの支払いが簡単。 

・現金をたくさん持ち歩かなく

て良い。 

・分割払いは手間がかかる。 

・使いすぎる心配がある。 

Q なぜ後払いすることができるのだろうか。 

代金を支払う 

利用代金の請求   商品を渡す    売上データの送信   利用代金の支払い 

 暗証番号入力(カード提示)    売上代金の立て替え払い  

暗証番号入力 

商品を渡す 

売上データの送信 

売上代金の 

立て替え払い 

利用代金の支払い 

利用代金の請求 

3時間目ワークシート（ウェブサイト掲載用に一部編集） 
注：ワークの正答等、生徒用ワークシートに表示していない箇所は赤字で表示 

はじめてのお金の時間 お金を借りる①「クレジット」について ワークシートから抜粋 



6．【契約】 

(1)次のうち「契約」に当てはまるものはどれでしょう。

a. アパートを借りる b. クリーニングを出す ｃ．物を買う d．お金を借りる

  （賃貸借契約）    （請負契約） （売買契約） （金銭消費貸借契約） 

(2)A さんが塾に入会した時の会話です。契約が成立したのはどの時点でしょう。

①A さん：「どんなコースがありますか」

②スタッフ：「このコースは週に１回で月々5000 円です。いかがですか？」

③A さん「それにします」

④スタッフ「では契約書です。よく読んでここに署名してください。」

⑤A さん「はい。(契約書に読んで署名する)」

⑥スタッフ「では、契約書の控えです。来週から来てくださいね」

⑦A さん「はい。よろしくお願いします」

(3)次の場合、お店に返品できるでしょうか。

 お店で家電製品を買ったけど、別のお店で同じ製品がもっと安く売っていた。 

返品したいんだけど。             A．返品でき（ ない ）。 

☆契約とは

・契約は、法的な拘束力が発生する約束事である。

・契約の方式は自由で、口頭でも契約は成立する。

・契約は申し込みと承諾というお互いの意思表示が合致した時点で成立する。

・一度成立した契約は、どちらか一方の都合でやめることができないのが原則。

7．【クーリング・オフ制度】 

①契約した場所：営業所以外の場所であること

②契約した商品：原則すべての商品やサービスが対象。 

(3000 円未満の現金取引は除外) 

③クーリング・オフ期間：原則８日間

(マルチ商法は 20 日間)

〈できない場合の例〉 

・店舗販売(自分から店に行って商品を購入した場合)

・通信販売(広告を見て自分から電話やインターネットで申し込み、購入した場合)

◎まとめ

安心・安全でより良い消費生活を送る為にはどうすればよいだろうか。 

・各種カードについての理解を深め、生活場面に応じて適切な利用を行う。

・クレジットカードのメリット・デメリット等を理解し、自らの使用ルールを事前に

決めておき、使いすぎを防ぐ。

・契約には細心の注意を払い、商品を購入する際には慎重に購入する。

～金融教育を振り返って学んだこと・感想を書きましょう～ 


