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03研究

　ローンは、「借金」であるといったことや借り過ぎによる「多重債務」など、あまり良
いイメージを持たれていない。しかしその一方で、計画的に活用することで豊かな生
活を可能にするといった側面もある。ローンは、今後の社会生活の中で検討する機会
がある手段なので、そのときに向けて基礎的なポイントを理解することは重要である。
　ローンを使うにあたっては、借り手側がそれぞれのローンの特性やローンを使うに
あたって検討しなければならないポイントをきちんと把握していることが大切であ
り、それをおろそかにすると思わぬトラブルに陥る危険性もある。本授業では、こうし
たローンの特性や、考えなければならないポイントを、ワークを通して身に付け、将来
ローンの使用を検討する際に必要な知識を学んでいく。

目標

習得すべき知識と技能の詳細

1．ローンとは何かについて、基本的な知識を身に付ける。

15
min

●「ローン」についての意識付
け

●直感的に考えさせる。

●マナブさん（自動車ロー
ン）、メグミさん（住宅ロー
ン）を実態に合わせて選択
してください。

　その場合、進行用スライド
の②と⑰、⑫と⑱のスライ
ドを差し替えて対応してく
ださい。

●生徒に計算させて答えさせ
る。

本時案例（50分×1コマ）

・ライフイベント等の出費について

・「貯蓄」と「借入」の違い

・ローンの種類

・Need（必要なもの）とWant（欲しいもの）を見極める視点

・返済計画の重要性

・情報収集の大切さと比較する際のポイント

題材について

・ローンに関する基礎的な知識や仕組みについて理解する

・ローンのメリット・デメリット・注意点について理解する

・Need（必要なもの）とWant（欲しいもの）について理解する

・自分の人生を豊かにする助けになり得る手段について、
  主体的に適切な情報の収集と判断ができる態度を育む

導
入

ローン 運用、投資、株式、景気、金利、為替、
リスク、リターン、資金管理、金融商品、貯蓄ke

y w
ord

T　教員 C　生徒 進行用PPTは全銀協WEBサイトよりダウンロードができます。

現代社会（2）−エ 現代の経済社会と経済活動の在り方公民家庭基礎（2）−エ 消費生活と生涯を見通した経済の計画 家庭総合（3）生活における経済の計画と消費家庭

T： 今日は「ローン」について勉強してみましょう。「ローン」という言葉を聞
いて、どのようなイメージが思い浮かびますか？

ローンについてのイメージを聞く（1分）

C： 借金だから、あまり使いたくないです。

C： 高いものを買うときに使うものです。
T： あまり良いイメージを持っていない人が多いかもしれませんね。

大きなお金が必要となるとき（4分）

T： これからの人生で起こる出来事（ライフイベント）には、大きなお金が
必要となることがたくさんあります。

　　たとえば、自動車やマイホームの購入、結婚や子育てなどがあげられます。

「借入」の注意点（3分）

T： ローンでお金を借りた場合には、お金の使用料にあたる「金利」がかか
ります。

T： つまり、借りた金額以上のお金を支払うことになるため、貯蓄で買うよ
りも、ローンで買う方が多くの金額を支払うことになります。

ローンの種類 ( 2分）

T： ローンにはあらかじめ使いみちを限定したローンと、使いみちが自由な
ローンがあります。

○進行用PPT（スライド①）

○進行用PPT（スライド④〜⑥）

○進行用PPT（スライド②）

○進行用PPT（スライド③）

○進行用PPT（スライド⑦～⑧）

○進行用PPT（スライド⑨）

「貯蓄」と「借入」の違い（4分）

T： 将来のライフイベントの資金を用意する方法として思いつくものの一
つが「貯蓄」だと思います。たとえば、マナブさんが30歳になったと
きに、3,000万円の住宅を購入するために、1か月に5万円貯蓄した場
合、購入するまでに何年かかるでしょうか？

T： 貯蓄だけで住宅購入の資金を用意するとなると、貯めるのに長い年
月がかかりますね。ローンを利用して、手持ちのお金では足りない分
を金融機関などから借りて返済すれば、必要なときに住宅を購入で
きます。つまり、必要なものを必要なときに手に入れられるのがロー
ンの大きなメリットです。この点で、ローンは人生を豊かにしてくれる
方法ともいえます。

C： 50年です。

参考：講義型教材 資料集（PPT）
4C「ライフイベントにかかる
お金の目安」
6A「結婚に関するお金の目
安」
6B「教育費の目安」

ローン

貯蓄

今日の課題を提示（1分）

T： 今日の課題は、自動車をローンで購入しようと考えているマナブさんに
向けたアドバイスを、みんなで考えてみましょう。でも、その前に……

※自動車ローンor住宅ローンで選択可能。本案では自動車ローン版。

活動内容 留意点・参考資料 進行用スライド・配布資料

アクティブラーニング手法 個人
ワーク

グループ
ワ ーク

シェア
リング
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3

2．ローンを利用するときの
　ポイントを押さえる

30
min

本時案例 資料の詳細

展
開

5
min

ま
と
め

T　教員 C　生徒 進行用PPTは全銀協WEBサイトよりダウンロードができます。 　〜　の資料は全銀協WEBサイトよりダウンロードができます。

①3人1組のグループを作る
▶余る場合は、4人や5人とする。

活動内容 留意点・参考資料 進行用スライド・配布資料

体験談からポイントを抽出する（5分）

T： 体験談を参考に、ローンを利用するときの正しいポイントについて考え
てみましょう。

本日の授業のまとめ（2分）

T： 今日の授業を受けてみて、思ったことや感じたことをワークシートに記
入してください。

4

＜進行例＞※ワーク進行については実態に応じて調整

体験談シートローンを利用するときに考えるべき3つのポイントをテーマ別に読み解くシート

●自動車ローン編

T： それでは、ローンを利用するときの3つのポイントを参考に、グループで話
し合ってマナブさん(orメグミさん)に適切なアドバイスを考えましょう。

　　まずは、個人でマナブさんのローンの利用について問題がある箇所を
事例シートにアンダーラインを引いて指摘し、メモしましょう。（3分）

T： 次に、各人が指摘した問題点をグループで共有し、それに対しどのような
アドバイスをするべきか、マナブさんへ届くようなアドバイスをグループで
考えて、ワークシートに記入してみましょう。（7分）

⑤グループワーク（10分）

3．ローンを利用するときのポイントについて

ワークのまとめとふりかえり（３分）

T： それでは、ローンを賢く使って人生を豊かにするための、3つのポイント
を確認しましょう。

① 本当に必要なものか、ただ欲しいものなのかを見極めよう。
② 毎月の返済額や返済期間などについて収入に見合った計画をきちん
　 と立てよう。
③ しっかりと情報を集めて、金利などの条件をよく比べよう。

⑥結果発表（5分）
▶2、3のグループに、アドバイス内容を発表してもらう。

②個人ワーク（5分）
▶グループにワークシートと体験談シートを配布する。
▶それぞれ配布された体験談シートの体験談を読み、3択で提示された選

択肢の中から、ローンを利用するときの正しいポイントを選び、ワーク
シートへ記入する。

③答え合わせ・共有（5分）
▶ワークシートの答えを発表し答え合わせをする。
　グループ単位か個人単位かは、実態に応じて調整。
▶生徒が理解できているか確認する。

T： ローンを賢く使って人生を豊かにするための、3つのポイントを確認し
ましょう。

④個人ワークのまとめ

b

事例シート 適切なローンの利用方法について、具体的な事例から考えるシートc
●住宅ローン編

ca

個人
ワーク

グループ
ワ ーク

シェア
リング

最終的に3つのポイントを全
体でシェアをすることが狙い
なので、
例1）1つのグループ内で各個

人がテーマ1〜3それぞ
れを担当しグループ内
シェアをする。

例2）各グループでテーマ1〜3
どれかを担当し、全体発
表でシェアする。

など、実態に合わせて調整す
る。また、ポイントを導けるの
であれば、各テーマ内の事例
全部を取り扱う必要はない。

●一般的にカードローンの利
用目的は、1位趣味娯楽・
旅行、2位食費、3位家賃
支払い

●グループワーク
問題点2（返済計画）への
アドバイスに対する声かけ
例：「自由に使えるお金と
ローンで支払うお金に着目
してみよう。」

用語：「固定金利」
返済の初回から、金利が決
まっているタイプ。経済状況
が変わったとしても、借入時
点で決めた金利がずっと適用
される方式。（『お金のキホ
ンBOOK』P39参照）

参考：「資金需要者等の借入
れに対する意識や行動に関
する調査結果報告　平成28
年度版」日本貸金業協会 

グループワークの解答例は、
進行用PPT資料の末尾にあり
ます。

○進行用PPT（スライド⑬）

○進行用PPT（スライド⑩〜⑫）

ワークシート 生徒に配布してワークの内容等を記入a

c 事例シート

a ワークシート

ローンを活用するときの
注意点って何だろう？

個人ワークの
内容を確認してみよう

体験談シートb

【体験談シートの活用について】
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る。また、ポイントを導けるの
であれば、各テーマ内の事例
全部を取り扱う必要はない。

●一般的にカードローンの利
用目的は、1位趣味娯楽・
旅行、2位食費、3位家賃
支払い

●グループワーク
問題点2（返済計画）への
アドバイスに対する声かけ
例：「自由に使えるお金と
ローンで支払うお金に着目
してみよう。」

用語：「固定金利」
返済の初回から、金利が決
まっているタイプ。経済状況
が変わったとしても、借入時
点で決めた金利がずっと適用
される方式。（『お金のキホ
ンBOOK』P39参照）

参考：「資金需要者等の借入
れに対する意識や行動に関
する調査結果報告　平成28
年度版」日本貸金業協会 

グループワークの解答例は、
進行用PPT資料の末尾にあり
ます。

○進行用PPT（スライド⑬）

○進行用PPT（スライド⑩〜⑫）

ワークシート 生徒に配布してワークの内容等を記入a

c 事例シート

a ワークシート

ローンを活用するときの
注意点って何だろう？

個人ワークの
内容を確認してみよう

体験談シートb

【体験談シートの活用について】
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