
日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会様
「見えないお金の物語」手引書／A4（1C）／20P

P1

お金の代わりをするカードを前払い・即時払い・後払いに仕分けてみよう！Mission 1

2016.03.23

今日の学習を振り返って、わかったこと、これから取り組みたいことについて書いてみよう。Mission 3

寸劇「電子マネーの泉」を演じて、それぞれの電子マネーの特徴を知ろう！Mission 2

メモ

ここからスタート
電子マネーの泉電子マネーの泉電子マネーの泉
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クラス No. 名前

種　類

前払い
（　　　　　　　　）

あらかじめ購入したカードで、
買い物代金の支払いにあてる。

買い物代金の支払い時に、
自分の銀行口座から代金が
即時に引き落とされる

買い物代金を後で支払う

即時払い
（　　　　　　　　）

後払い
（　　　　　　　　）

カードの名前 機　能

電子マネーの種類

交通系電子マネー
（　　　　　　　　）

現　金

サーバー型電子マネー　
（　　　　　　　　）

流通系電子マネー
（　　　　　　　　）

メリット デメリット



日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会様
「見えないお金の物語」手引書／A4（1C）／20P

P2

Mission 2

2016.03.23

ここは電子マネーの泉。
この泉にお金を落とすと泉の精が現れて、その人にふさわしい
電子マネーを選んでくれるという噂がありました。

1.  お年寄り  －交通系電子マネー
　　（　　　　　　　　　）

泉の精　　あなたが落としたお金は何に使うつもり　
　　　　　でしたか？

お年寄り　私は週2回電車で隣町のお医者様に
　　　　　通っています。その電車賃にするつもり
　　　　　でした。

泉の精　　それなら、（　　　　　）をあげましょう。
　　　　　このカードを改札にタッチするだけで、
　　　　　切符を買わなくても目的地までの電車賃が
　　　　　自動で払えますよ。　　

お年寄り　それは助かります！近頃、小さい字は
               見えにくいし、小銭を出すのも一苦労で、
　　　　　切符売り場ではいつも後ろの人に気兼ね
　　　　   していました。ありがとうございました。

2.  若者  －サーバー型電子マネー
　　（　　　　　　　　　）

泉の精　　あなたが落としたお金は何に使うつもり
　　　　　でしたか？

若者　　　オンラインゲームの料金支払いに使って、
　　　　　アイテムを買うつもりでした。

泉の精　　では、この（　　　　　　　　　　　）を
            　あげましょう。
　　　　　ネットの支払い画面にプリペイド番号を
　　　　　入力するだけで支払いが完了しますよ。

若者　　　良かった！ネットの支払いでクレジット
　　　　　カードを使うと情報漏えいが心配でした。
　　　　　どうもありがとう。

3.  主婦  －流通系電子マネー
　　（　　　　　　　　　）

泉の精　　あなたが落としたお金は何に使うつもり
　　　　　でしたか?

主婦　　　今日は結婚記念日なので、奮発して
　　　　　ステーキと ワインを買うつもりでした。

泉の精　   では、あなたには（　　　　　　　　）を
               あげましょう。
　　　　　使うごとにポイントがたまって、たまった
　　　　　ポイントは電子マネーと交換して買い物に
　　　　　使うこともできますよ。
　　　　　ちなみに今日は（　　　　　　）カードで
               買えば５％オフになる日です。

主婦　　  それは大変！ステーキ用のお肉が売り
　　　　  切れないうちに急がなくちゃ！
　　　　  泉の精さん、ありがとう。

4.  子ども  －？？？

泉の精　　あなたが落としたお金は…

子ども　　あのねえ、ボクはね、あのお金をねえ…

泉の精　　はい、はい、わかってますよ。
　　　　　あなたにはこれをあげましょう。

子ども　　なんで、みんなには電子マネーをくれたのに、
　　　　　ボクだけ現金のままなの？

泉の精　　あなたにはまず現金の使い方を覚えて
　　　　　ほしいからです。お金は使えば自分の手元
　　　　　からなくなることや、1円玉1枚足りないだ
　　　　　けでも、ほしいものが買えなくなることを
　　　　　実感してほしいからです。

子ども　　わかったよ。もう少し大きくなって現金の使い方が
　　　　　わかるようになったら、また来てもいい？

泉の精　　はい、待ってますよ。
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P3

クレジットカードを持てるようになったらどこで使うか、考えてみよう！Mission 1

支払方法

一括払い

分割払い

リボルビング払い
（リボ払い）

メリット デメリット

2016.03.23

クレジットカードを使う場所 用　途

3通りの支払方法について、メリット・デメリットを書きだそう！Mission 2

メモ

信用樹を育てる
クレジットの森クレジットの森クレジットの森
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P4

クレジットカードの申込書を書いてみよう！Mission 3

クレジットカードで買い物をしたら、来月から「何が減らせるか」考えてみよう！Mission 4

2016.03.23

メモ

ABCクレジットカード入会申込書

①お名前

②フリガナ

③ローマ字

④生年月日

⑤性別

⑥ご職業

⑦お住まい

⑧住所

⑨電話番号

⑩Eメールアドレス

⑪キャッシングサービス
　（融資）利用希望枠

⑫前年度年間収入

⑬他社からのお借入れ

⑭配偶者

⑮お子さま

⑯お住まい

姓　　　　　　　　　　名

セイ　　　　　　　　　メイ

姓　　　　　　　　　　名

□ 大正　□ 昭和　□ 平成　　　　　年　　　　月　　　　日

□ 男　　□ 女　　

□ 戸建　□ マンション・アパート

〒

住所

　　　　　　万円

　　　　　　万円

□ あり　□ なし

□ あり　□ なし

□ あり　□ なし

□ 持ち家（自己・家族）　□ 賃貸（公共・社宅・民間）

※ご希望にそえない場合があります。

⑰暗証番号

使い道 金額（円）
飲食代

交通費

携帯電話代

レジャー

化粧品

洋服

本・雑誌

雑貨

寄付

貯金

合計

15,000
3,500
10,000
8,000
2,000
5,000
2,000
1,000
500
3,000
50,000

使い道 金額（円）
返済金
飲食代
交通費
携帯電話代
レジャー
化粧品
洋服
本・雑誌
雑貨
寄付
貯金
合計

10,000

50,000

毎月の小遣いは5万円。
今月、6万円のパソコンを
クレジットカードで買い
ました。毎月1万円ずつ支
払います。
来月から「何が減らせる
か」考えてみよう！ 何が少なく

できますか？
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P5

欲しいものがあってお金が足りないときにどうするか、話し合ってみよう！Mission 1

お金を借りるとして、利息を計算してみよう！Mission 2

欲しいもの（したいこと） どうする？ その理由

2016.03.23

50万円を年利（実質年率）18%で借りるとき、利息はいくらになるか？

（基礎編）
　①1年後に一括返済すると
　　元金（　　　　　　　　　）×金利（　　　　　　　　　）＝　

　②1か月後に一括返済すると
　　元金（　　　　　　　　　）×金利（　　　　　　　　　）÷12×月数（　　　　　　）＝

　③1日後（翌日）に一括返済すると
　　元金（　　　　　　　　　）×金利（　　　　　　　　　）÷365×日数（　　　　　　）＝

（応用編）
　④毎月1万円ずつリボ払いで返済すると(年利18％）
　●初回返済の利息は
　　元金（　　　　　　　　　）×金利（　　　　　　　　　）÷365×日数（　　　　　　）＝

　　支払額　＊元金均等払い(利息外付け)の場合　 1万円＋利息（　　　　　　　　　）＝
　　　　　　＊元利均等払い(利息内付け）の場合　1万円

　●２回目の利息は
　　元金（　　　　　　　　　）×金利（　　　　　　　　　）÷365×日数（　　　　　　）＝

　　支払額　＊元金均等払い(利息外付け)は50万円－初回元金＝49万円
　　　　　　＊元利均等払い（利息内付け）は50万円－初回元金（　　　　　　　　　）＝
　　　　　　＊元金均等払い(利息外付け)の場合　 １万円＋利息（　　　　　　　　　）＝
　　　　　　＊元利均等払い(利息内付け）の場合　１万円

（日割）

（月利）

（年利）

日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会様
「見えないお金の物語」手引書／A4（1C）／20P

バランスが悪いと渡
れない

ローンの海ローンの海ローンの海
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P6

ローンやキャッシングの広告を見て、違いを調べてみよう！Mission 3

毎月1万円返済のローンを利用したらどうするか、1人暮らしの生活費で考えてみよう！Mission 4

金融機関 ローン名 審　査 担保 金利 気付いたこと

2016.03.23

キミの1か月の収入は20万円だと仮定して

使い道 金額（円）

何が少なく
できますか？

家賃
（一人暮らしに必要な家賃）
水道・光熱費
（水道、下水道、電気、ガスの使用料）
食費
（家で食べる食料、食材費）
外食費
（昼食、夕食などの外食費）
衣服費、家具、家事用品
（洋服、靴、寝具、台所用品購入など）
交際費・教養娯楽費、医療費
（友人との飲食、旅行、治療費、薬など）
通信費
（携帯電話、インターネット接続費など）
交通費、自動車関係
（バス、電車代、車にかかる費用など）
雑費
（トイレットペーパーなどの消耗品）
健康保険料・雇用保険料
（社会保障制度に基づく費用）
公的年金保険料（厚生年金など）
（病気、ケガ、老後を支える国の制度）
所得税
（収入に対してかかる税金）
住民税（都道府県民税・市民税）
（住んでいる地域で支え合う税金）
預貯金
（貯めて買ったり、もしもの時のために）

45,000

9,000

17,000

10,000

9,000

32,000

12,000

11,000

10,000

11,000

17,000

4,000

8,000

5,000

200,000合計

使い道 金額（円）

返済金

家賃

水道・光熱費

食費

外食費

衣服費、家具、家事用品

交際費・教養娯楽費、医療費

通信費

交通費、自動車関係

雑費

健康保険料・雇用保険料

公的年金保険料

所得税

住民税

預貯金

10,000

45,000

10,000

11,000

17,000

4,000

8,000

200,000合計

メモ

「平成26年全国消費実態調査」のデータを参考に作成。
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