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この冊子は　　　  の社会貢献広報事業として助成を受け作成されたものです。　　　  の の



（本冊子の使い方）
　本教材は，「ワークシート」・「ワークシート活用法」・「モデル指導計画」の３点をセットとしています。解説編（本
冊子）を参考にして頂きながら，ワークシート集（別冊子）をお使いいただく形になります。ワークシートやモデ
ル指導案は，学校・授業・研修・講座の趣旨に合わせて適宜改変し，お使いいただけるようにしてあります。段階
も便宜的に小・中・高・社会人向けとして設計をしてありますが，他の段階や文脈での使用も可能です。必要に応
じて修正をし，ご活用ください。
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　本冊子は，私たちが主体的に社会問題と向き合い，社会をつくりだす主権者としての行動を考える教材集

です。特に，今回は消費者教育をそのターゲットとしています。

　主権者の育成は，短期間で達成するものではありません。それは幼少期から成人，そしてその後を含めて

長期的なスパンで考えてゆく必要があります。もちろん，現在，消費者教育は様々な立場から数多くの資料や

冊子が発行されています。しかし，それらは消費者教育の啓発を目的とした特定の資料や教材，もしくは授

業を示すものが多く，小学校段階から成人段階までを対象とした体系的かつ系統的なものは多くはありませ

ん。すなわち，消費者育成を長期的なスパンでとらえる視点が必ずしも多くはありませんでした。

　主権者の育成を長期的なスパンで考える時，キーワードとなるのは主に２点あります。一つは「学び続け

る」視点，もう一つは「学びへの動機」です。これらを育て，継続することで，社会を考え続ける主体の育成

が可能となります。そこで，本冊子はこの２点に着目しました。すなわち，学びへの動機を喚起し，自律的

に学びを継続するための消費者教育です。

　本冊子の構成は以下となっています。第１に，消費者教育の概念的な解説をします。消費者市民とは何か，

消費者市民社会とは何かといった点を，簡単に解説しています。第２に，小学校・中学校・高等学校の順

番で消費者教育の教材とモデル指導案を具体的に示してゆきます。具体的には，小学校では「おみせの工

夫」，中学校は「身近な消費者問題」，高等学校は「企業のCSR」を事例としています。ただ，これらは別々

の授業ではなく，一つの軸を設定し，系統的に示しております。この軸が消費者主権というキーワードです。

第３に，成人を対象とした各種研修や講座のアイデアを示してゆきます。ここでは，上記同様，消費者主権

の考え方を軸に「自身の消費行動」を見つめ直す内容を扱います。その際，自らの思い込みを捉えなおす

ゲームや心理テストも作成しました。これは，これらのゲーム的要素を通して，人間が思い込みをするもの

であることを捉えなおし，自身の行動を反省的に検討することを意図しています。

　本冊子の特徴は以下３点です。第１は，登場する授業や講座・研修の内容を，全て同一の目標（消費

者市民の育成）で統一している点です。小学校から成人まで，消費者市民を発達段階に応じて考える内容

としました。第２は，取り上げた内容を応用性のあるものとした点です。本冊子が扱う教材は，内容を固定

的にとらえず，目標をベースに作成しています。その際のキーワードは消費者主権です。本冊子の授業を

サンプルとし，同様の目標に応じた複数の授業を自由にデザイン・展開できるように考えました。第３は，「考

える教材」とした点です。従来，このような特定の内容をテーマとしたものは「教える教材」が目立ちました。

例えば，契約の重要性やフェアトレードの意義などを説明し，教え・伝達するものです。しかし，主権者の

育成を目指すのであれば，個人個人がしっかりと考える必要があります。重要・必要という言説を含めて，

自分の力で深く考えてゆくことが求められます。そして，考える楽しみを捉え，理解することは，学び続ける

動機へとつながります。そのため，本冊子は様々な教育方法を取り入れ，皆が考えることを目的とした教材

としました。これら３点は，先に示した「学び続ける」「学びへの動機」を取り込んでいます。

　ぜひ，本冊子をご活用いただき，皆で消費者市民社会をつくりあげていきましょう。

はじめに：「学び続ける動機」を育てる消費者教育

岐阜大学　田中　伸

1

本書を構成する３つのテーマ ………………………………2

学びへの動機を喚起する探究学習 …………………… 3

小学校編ワークシート活用法……………………………………4

小学校編指導計画 …………………………………………………6

中学校編ワークシート活用法……………………………………8

中学校編指導計画 ……………………………………………… 10

高校編ワークシート活用法 …………………………………… 12

高校編指導計画 ………………………………………………… 14

社会人編ワークシート活用法………………………………… 16

社会人編指導計画 ……………………………………………… 18

心理テスト「断る力」チェック ………………………………… 20

トリックカード・「消費者ホットライン 188」携帯用カードC
O

N
T
E
N

S

●本冊子のイメージキャラクター／ススム君

ススム君小学生 ススム君中学生 ススム君高校生 ススム君社会人

ナビゲーショ
ンするよ！
僕たちが

S.T
S.T

付録



費者市民とは，個人のニーズを求めて消費生活を送るだけで
なく，その消費行動や，社会生活，政策形成過程などを通じ

て国際・国内・地域など各社会の改善と発展などに積極的に取り組
む人々を指します（「消費者教育推進のための課題と方向」消費者教
育推進会議，2012，p.5）。より良い社会を創り出す主体として，社
会へ積極的にコミットしてゆく人々のことです。消費者市民社会とは，
そのような市民が主体的につくりだす社会です。社会をつくりだす主
権者として，市民一人一人が位置づく社会です。現在，消費者教育
だけでなく様々な領域でこのような社会の創造が求められています。
消費者市民社会というキーワードは，上記の社会をより積極的に形
成する主権者の育成を目指しています。

会を考えるときには２つの視点があります。一つは，理想の社
会を考える方法です。これは，「こんな社会があったらいいな」

「本来あるべき社会とは」というベクトルで考えます。もう一つは，現
実の社会を考える方法です。理想の社会は一旦置いておき，今，私
たちが生きている社会をしっかりと見つめ直す考え方です。後者は大
変難しい方法です。なぜなら，社会の問題は，直面している立場に
よって異なってくるからです。その問題の当事者（被害者，加害者）
だけでなく，傍観者も問題との距離によって感じ方は異なります。
ここでは，消費生活アドバイザーや消費生活相談員が日々直面して
いる相談や苦情の内容や傾向に基づいて，授業のアイデアをデザイ
ンしました。これは，教科書等に描かれている社会や理想とされる消
費者像を前提とはせず，今，まさに私たちが直面している社会問題
を，複雑なまま考えてゆくものです。現在社会を単純化せず，複雑
なまま考えてゆくことは，私たちが所属している社会を多面的・多
角的に捉えてゆく一つの切り口となります。

費者トラブルの手口は日々変化しています。また，グローバ
ル社会において現実社会で発生する諸問題の傾向は多岐に

渡っています。現在，学校教育においてそれらは大変重要なテーマ
であり，そこでは知識獲得だけでなくそれを実社会で活かすことが可
能な総合的な知識と資質の育成が求められています。本冊子は消費
生活アドバイザーや消費生活相談員，学校の教師，大学の研究者が
協同で消費者教育を考え，授業をデザインしました。すなわち社会
に開かれた協同的な授業研究です。ここで示した協同的研究の方略
は，学校・地域・企業・消費者団体が実施する消費者教育実践へ
応用可能です。多様な価値観が乱立し，様々な情報を吟味・検証す
ることが求められる現代社会において，消費者教育出前講座や当該
実践は各領域が個別に実施する形では，その専門性に限界がありま
す。様々な専門領域を巻き込み，協同的に講座や実践を構築してゆ
く方法論は，今後も重要なテーマとなります。
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Philosophy for Childrenって何？
学びへの動機を喚起する探究学習

　本教材は，全ての学びを探究として位置付け
ています。自主的・自律的な探究は，学習者の
学ぶ意欲を高めます。探究は様々な手法があり
ますが，その中でも，主に中学校・高校段階の
学習でPhilosophy for Children（p4c）という考え
方を採用しています。これは，日本語では，「子ど
ものための哲学」などと表現されます。方法は，
以下の流れで進めます。

❶対話する全員が輪になって座る
❷教材について話し合いたい問いをそれぞれ
が考えて出し合い，みんなで決定する

❸選ばれた問いについて様々な角度から意見
を出したり，疑問を投げかけたりしながら
対話を進める

❹対話の満足度や，思考の深まりについて自
己評価する

　その際，「子どもたち自身が対話の問いを考え
ること」や「子どもたちの対話によって問いを掘
り下げてくこと」が大事になります。発言者は，
コミュニティーボールを持ち発言しますが，周りの
仲間は発言者をせかしたり，否定したりせずじっ
と待ち，耳を傾けます。このようにして，誰もが
安心して発言できる環境（セーフティ）を作り出す
ことが大切です。そして，思考を深めるための
「ツールキット」も有効な手立てです。「ツールキッ
ト」とは，発言の根拠や理由、反対意見などを
考えるための視点・観点を示したものです。こ
れらを有効活用することで子どもたちの対話はよ
り一層深まっていくでしょう。

p4cみやぎ・出版企画委員会著
『子どもたちの未来を拓く探究の対話「p4c」』東京書籍，2017

田中伸・前田佳洋・矢島徳宗
「社会科教育実践における教師のゲートキーピング
ー消費者市民社会の構築を目指した学校と社会のコミュニケーションー」
『岐阜大学教育学部研究紀要』第65巻2号、2017年、pp.37-49『岐阜大学教育学部研究紀要』第65巻2号、2017年、pp.37-49

コミュニティーボール

話し合いたい
問いを出し合い！

内容を吟味して
問いを決定

全員が輪になって
対話を開始

セーフティを
確立させるには

コミュニティーボール
作りから！
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小学校編ワークシート活用法

　このワークシートは，小学校学習指導要領における社会科第３学年の内容（２）
地域に見られる生産や販売の仕事での取り扱いを想定しています。
　従来の学習では，スーパーマーケットの見学に行き，販売の仕事について学ぶこ
とを通して，消費者の願いに合った販売者の様々な工夫をについて理解することが主
でした。つまり，販売の仕事の目的は消費者の需要に応えることに重点が置かれて
いることが多かったように思います。しかし本来の販売の仕事の最大の目的は利潤追
求であり，この視点についてはあまり触れられることはありませんでした。ここでは，
その利潤追求についての視点を学習することで，世の中のリアルな部分を理解するこ
とができるようになるでしょう。

小学校編ワークシート活用法

お客さんのねがいと

むすびついていたんですね。

お店のしごととわたしたちのくらし
年　　　組　　　番    氏名　　　　　　　　　　　　

これまでの学習をふりかえって，スーパーマーケットではたらく人は，
どのようなくふうをしていたでしょうか？

今日の夕ごはんはカレーライスです。おうちの人といっしょにカレーライスに入れる野さ
いを買いに行くことになりました。家のちかくには，３つのお店があります。この３つのお
店のうち，どこか１かしょで野さいを買うとしたら，どこのお店にいくか考えましょう。

2 3

1

今日の学習課題（学習のめあて）を書こう。3

自分のいけんを書こう。4

しりょうからお店の今後を考えてみよう。5

今日の学習をふりかえろう。6

2

小学校編ワークシート

はたらく人のくふう
行くお店：　

店❶ 店❷ 店❸
高級な野さいを売って
います。
ねだんはとても高いです。

けいやくしている農家のも
のをたくさん売っています。
ねだんはとても安いです。

【りゆう】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お話しを読んで考えてみましょう。

地元で育てた野さいを
売っています。
ねだんは少し高めです。

これまでの学習を想起させるために販売の仕事の工夫
についてこれまで学んだことを記述させます。ここでは，
なるべく多くの児童に発言をさせ，これまでの学習が身
に付いているかを確認します。この後のパフォーマンス
課題の解決の重要な視点となります。

３つのお店のイメージを共
有したのちに児童が考えて
いく本時の学習課題（学習の
めあて）を設定します。

３つのお店を比較して，記入させます。
その時，結論を最初に，その後に理
由を記述させます。トゥールミンモデ
ルをイメージしています。ここでは，
正解も不正解もないので，児童に日
常生活と結び付けて自由に考えられる
ようにします。また，小集団交流や全
体交流を行うことで，児童それぞれの
価値観に触れることもできます。

これまで，主観的だった児童の思考を客観的なものにして
いきます。⇒別冊ワークシート５ページ 　　　　　     を
見せ，「今後，それぞれのお店はどうなっていくのか」「な
ぜお店はお客さんの願いに応えようとしてるのか」など
の発問を行います。こうして本時の学習のねらいであ
る，消費者の行動による店舗の変化や販売者の利潤追
求などの視点に迫っていきます。

最後に今日の学習を振り返ります。記述させた際に，
最初に記述させた❶の部分との変化について比較させ
ることで，販売の仕事についての学習の深まりを実感さ
せることができるでしょう。

先生のコメントとして，これまでの学習で身につけた消
費者の需要に応えようとしている販売の仕事の工夫の
目的を抑えておきます。

これがパフォーマンス課題です。児童の日常生活とつ
なげて考えやすくするために，実際に児童が経験して
いそうなこと（例えば普段はどこのお店に買い物にいく
のかを聞く）をイメージさせながら課題を提示します。

３つのお店の例を提示してあります。児童の住む地域に
ある，似たお店の名前を挙げながら説明すると，児童は
具体的なイメージをもつことができます。より詳細のデータは
⇒別冊ワークシート４ページにある　　　 を参照させます。

本時の学習に至るまでの授業過程（モデル例）

スーパーマーケットでどのような買い物をしている
のかを想起させ，スーパーマーケット（販売）の仕
事についての学習の見通しをもたせる。

スーパーマーケットの仕事について，見学に行く際
の調査する視点（よいところや工夫，インタビュー
したいこと）を話し合う。

スーパーマーケットの見学（又は資料を見て）スー
パーマーケットの仕事の様子について気づいたこと
をまとめる。

スーパーマーケットの売り場で見られた工夫につい
てまとめる。

スーパーマーケットで働く人の仕事や工夫について
まとまめる。

スーパーマーケットの品物の産地を調べ，どの市
や県，外国などでつくられたものがあるのかを知り，
他地域とのつながりについて理解する。

 スーパーマーケットの商品を売ること以外の取り組
み（リサイクルやバリアフリー，清掃活動など）を調
べ，地域貢献していることを理解する。

 スーパーマーケットにくる客や保護者にインタ
ビューしたことをもとに，お客さんのニーズに応え
る様々なサービスを行っていることを理解する。

本時

5

時数 学習活動

なお，この授業は単元の終末にあたります。これまで学んできた知識・技能を活用しながら考えていく位置付けとなっています。
そのため，パフォーマンス課題（７ページ参照）を位置づけています。このパフォーマンス課題を扱うためには，この授業の前に，
販売の仕事について，店を見学したり，店の行なっている工夫について学習したりしておくことが必要です。（本時の学習に至る
までの授業過程参照）また，児童の身近な店について想起させながら，日常生活と結び付けることも大切となってきます。

別冊のワークシート
２～３ページの活用法だよ

 !

資料1

資料3 資料4

イメージキャラクター／ススム君小学生

S.T



時 間 段 階

導入

展開１

展開２

展開３

終結

教師と生徒のインストラクション

これまでの学習を振り返る。
品物のある場所や値段などを分かりやすく表示する
お年寄りや障害のある人の専用駐車場がある

本時の学習課題を設定する

今日のパフォーマンス課題を提示する

ワークシート１
ワークシート２

資料１
「３つのお店のひかく」

ワークシート３

ワークシート４

ワークシート6

ワークシート5

資 料

私は店②に行きます。その理由は，おいしいカレーライスが
食べたいからです。値段は高くても高級な野菜で作るカレー
ライスが一番おいしいと思ったからです
私は店③に行きます。その理由は，家から遠いけれど，安い
のでたくさん野菜が買えるからです

お店によってちがいを出して，多くのお客さんに来てもらっ
てたくさん売ることで儲けを得るため

お店は，たくさんの商品を売って儲けることで成り立って
いる。そのためにお客さんの願いと結びつけて，たくさん
のお客さんに来てもらうために様々な工夫を行なっている
ことがわかった。自分たちがお店を選んで行くことが，そ
のお店の今後を左右することにつながっているんだな。

今日の夕ごはんはカレーライスです。おうちの人といっ
しょにカレーライスに入れる野さいを買いに行くことにな
りました。家のちかくには，３つのお店があります。この
３つのお店のうち，どこか１かしょで野さいを買うとした
ら，どこのお店にいくか考えましょう。

10

0

25

30

40

45

自分の意見を考えたのち，交流をする

３つのお店に共通する目的はなんだろう？

・店①：地元に愛され，売上を伸ばしていく
・店②：高いことで，客足が遠のき，閉店していく
・店③：安いことが売りで，これから売上が増えていく

それぞれのお店はこの先，どうなっていくだろう？

どこのお店に買い物にいくか

お店がお客さんの願いに応えようとする理由はなんだろう？
・たくさんのお客さんに来てもらってたくさん売上を得るため

本時の振り返りをする。
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小学校編指導計画

❶本時の目標

❷授業展開の骨子

　食材を買う店を選択・判断する活動を通して，これまで学習してきた生産と販売の学習内容と結
び付けながら，お店は，利潤の追求の側面も持ち合わせていて，客である私たちの行動次第で店
の状況が変わっていくことがわかります。

❸指導案の解説

（１）この授業の売り！
　これまでの授業では，販売の仕事の目的は，消費者の需要に
応えることに重点が置かれていることが多いです。しかし本来，
販売の仕事をしている企業の第一の目的は利潤追求です。利潤
追求のために消費者の声を聞きそれに応えたり，社会貢献を行
うことで持続可能な社会を築いたりと様々な工夫をしています。
つまり，販売の仕事は，ただ単に消費者や社会のニーズに応え
るために様々な工夫を行っているわけではなく，一企業として戦
略的に工夫をしているのです。このリアルな部分を小学校３年生
とはいえ，消費者市民として理解していく必要があると考えてい
ます。

（２）パフォーマンス課題とは
　パフォーマンス課題とは，「知識やスキルを総合して使いこなす
ことを求めるような課題」のことです。（西岡2010）つまり，単元
を通して身に付けた学習の知識や技能，働かせてきた見方・考
え方などを駆使しながら解決を目指す課題とも言えます。だから
こそ，単元の終末に位置付けているのです。また，パフォーマン
ス課題を設定する際には，この単元で学ばせたい重要な知識と
スキルは何か，大人になっても子どもたちが身に付けておいてほ
しいような永続的な理解は何か，ということを考えることが重要
です。

（３）子どもの日常生活と結び付ける工夫を
　子どもたちはおそらく日常的に買い物に行っています。その経
験も駆使できるように，地域のお店にはどのようなものがあるの
か，子どもの多くはどこのお店に買い物にいくのか簡単な事前
調査を行なっておくとよいでしょう。また，授業の中でも日常的
な買い物を想起できるように「近くの○○○（お店の名前）に似て
いるね。」「近くの○○○でも同じことが言えそうかな。」などの補
助的な発問を用意しておくとよいでしょう。

資料1

資料2

資料3

資料4

「地いきの人のこえ」

「お客さんの人ずうの変化」

「お店の売上の変化」



消費者問題を考える
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中学校編ワークシート

事例について問いを立てよう1

対話を通して気づいたことをメモしよう4

あなたが考える「消費者」とは？？6

5

事例

立てた問い

要約

その理由

年　　　組　　　番    氏名　　　　　　　　　　　　

みんなで話し合う問いを決めよう

問いに対する考えをまとめよう

2

3

要約

対話を終えた後の自分の考えをまとめよう

8 9

　このワークシートは，中学校学習指導要領における社会科公民的分野の内容B「私たちと
経済」の（１）市場の働きと経済での取り扱いを想定しています。
　従来の学習では，消費者問題について知り，その対処法について形式的に学ぶことが主で
した。つまり，知識としては理解しても，態度の育成まで範囲を広げることができていません
でした。しかし，ここでは，子どもたち自身が具体的な事例について対話することを通して，「消
費者問題にどう関わるのか」ということを考えていきます。そうすることで，表面的な知識を得
ることにとどまらず，消費者として自分と社会のつながりを考えることができるでしょう。

中学校編ワークシート活用法

　生徒たちにとって身近な消費者問題を設定します。こ
の問題を考えることが目的でなく，この問題を通して自分
と社会の関わり（ここでは，消費者問題にどう向き合うか）
ということを考えることが目的です。教材となりそうな消
費者問題の例は，⇒本冊11ページに記載してあります。

　ここには，事例を通して考えたい問いを個人で設定
します。その問いを立てた理由を記述することで，自
分が何に対して疑問を持ち，何を考えたいのかという
ことが明らかになります。

　生徒たちがそれぞれ立てた問いの中から，学級で対
話する問いを決定します。問いを黒板に書き出すなど
して，全員が把握できるようにしてから，投票によって
問いを決定します。

　学級で対話する問いが決まったら，自分の考えをま
とめていきます。右の表はトゥールミンモデルを参考に
した図です。上段には自分の意見を，下段にはその根
拠となることを記述することで，自分が考えたことを論
理的にまとめることができます。図にまとめたことを要
約に表すことで，その後の対話の材料とします。

　問いに対して，生徒たちによって自由に対話をしていき
ます。対話を進めるにつれて，生徒たちは自分が思いもよ
らなかった価値や考え方に気づきます。その気づきによっ
て，自分がはじめに持った考えは広がり，深まっていきます。
対話での新たな気づきをメモしておくことで，５のまとめに
いかします。ただし，ここはあくまでもメモの欄なので，必
要最小限のことだけ記述するように注意が必要です。

　対話を終えた最終的な自分の考えを記述します。きっ
と，対話を通して生徒たちの考えは変化しています。一見，
変化していないようにみえても，踏まえている意見は多く
なっています。時間があれば，はじめの考えと最後の考え
を見比べる時間を取ることも有効です。自分の考えの変容
に気づくことができるでしょう。

　最後に，この対話を通して，「消費者」をどう捉えている
か，記述します。この記述を通して，消費者が何者である
かということを明らかにします。これにより，消費者が社
会とどのように関わっているのかということに対する自分
の考えを見出すことができます。

中学校編ワークシート活用法

　なお，この授業は，自分の考えるところまで（ワークシート１～３）で1単位時間，仲間との
対話を通して自己の考えを深めるところまで（ワークシート４～６）までで1単位時間の計２単位
時間構成を想定しています。また，対話はp4c（⇒本冊3ページ参照）を用います。子どもた
ちが，各々の持つ社会に対する価値観を元にして自由に対話をすることで，多様な価値観に触
れながら自分と社会の関わり方を深めていきます。

　ファンクラブの規約に「支払済の入会金と年会費を返還しない」「規約を予告なく改定できる」等の条項があった。 
この規約によって，入会したばかりのファンクラブが突然解散しても，会費は返してもらえない。入会時の規約
がファンクラブ側の都合で一方的に変わっても，消費者はそれに従うしかない。 そんな規約について，適格消
費者団体が差し止めの申し入れの協議をファンクラブに行ったんだ。その結果，ファンクラブ側が「消費者の利
益を害する」規約の改定を受け入れた。これも，消費者が適格消費者団体に情報提供をしたことから実現でき
た事なんだよ。

　企業によってはサポートセンターやお客様相談室といった消費者からの声を聴く窓口を作っていることもあるね。
企業はこの窓口から得た消費者からの「声」や「意見」を集め，それを商品・サービスのさらなる品質向上に活用
させている事も多いんだ。
　例えは卵アレルギーを持った人でも安心して食べられるマヨネーズやお年寄りでも開けやすい薬のキャップ
の蓋の開発，読みやすく分かり易い保険の説明書等々，企業のＨＰをみると沢山の事例が出てくるよ。消費者
が意見や声を届けることで実現できることを考えてみるのも面白いね。

　スマートフォンや光回線などの契約は複雑だよね。以前は，通信に関する契約には，クーリング・オフのよ
うな契約解除の制度は無かったんだ。そのため消費生活センターには「電波の入り具合が良くないのに契約解
除できない」「契約の内容を十分理解しないまま契約を結んでしまった」などの苦情が多く寄せられていたんだ。
こういった問題を受けて，2016年5月に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が施行されたんだよ。この
法律によって，スマートフォンや光回線などインターネットの固定回線契約での「初期契約解除制度」「確認措置」
が導入され，一定の条件下でクーリング・オフに似た契約の解除ができるようになったんだ。消費生活センター
への相談は個別救済のためだけではなく，消費者保護ルールの改正にも及んでいくんだね。 

　ファンクラブの規約に「支払済の入会金と年会費を返還しない」「規約を予告なく改定できる」等の条項があった。
この規約によって，入会したばかりのファンクラブが突然解散しても，会費は返してもらえない。入会時の規約
がファンクラブ側の都合で一方的に変わっても，消費者はそれに従うしかない。 そんな規約について，適格消
費者団体が差し止めの申し入れの協議をファンクラブに行ったんだ。その結果，ファンクラブ側が「消費者の利
益を害する」規約の改定を受け入れた。これも，消費者が適格消費者団体に情報提供をしたことから実現でき
た事なんだよ。

　企業によってはサポートセンターやお客様相談室といった消費者からの声を聴く窓口を作っていることもあるね。
企業はこの窓口から得た消費者からの「声」や「意見」を集め，それを商品・サービスのさらなる品質向上に活用
させている事も多いんだ。
　例えは卵アレルギーを持った人でも安心して食べられるマヨネーズやお年寄りでも開けやすい薬のキャップ
の蓋の開発，読みやすく分かり易い保険の説明書等々，企業のＨＰをみると沢山の事例が出てくるよ。消費者
が意見や声を届けることで実現できることを考えてみるのも面白いね。

　スマートフォンや光回線などの契約は複雑だよね。以前は，通信に関する契約には，クーリング・オフのよ
うな契約解除の制度は無かったんだ。そのため消費生活センターには「電波の入り具合が良くないのに契約解
除できない」「契約の内容を十分理解しないまま契約を結んでしまった」などの苦情が多く寄せられていたんだ。
こういった問題を受けて，2016年5月に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が施行されたんだよ。この
法律によって，スマートフォンや光回線などインターネットの固定回線契約での「初期契約解除制度」「確認措置」
が導入され，一定の条件下でクーリング・オフに似た契約の解除ができるようになったんだ。消費生活センター
への相談は個別救済のためだけではなく，消費者保護ルールの改正にも及んでいくんだね。 

アイドルファンクラブの規約変更の事例

お客様の声が商品やサービスを改善させる事例

消費生活センターへの相談が法律を変える

2

1

3
 !

消費者の声によって，
企業が改善したり法律
が改正された事例もあ
るよ。調べてみよう！

別冊のワークシート
6～7ページの活用法です

イメージキャラクター／ススム君中学生

S.T



時 間 段 階

導入

展開１

展開２

展開３

終結

教師と生徒のインストラクション

社会における消費者問題の存在を捉える 消費者問題の事例

ワークシート４

ワークシート３

ワークシート1

ワークシート2

ワークシート6

ワークシート5

資 料

30

0
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100

問いに対する考えをつくる

・実在する消費者問題との出会い
・問題の概要把握
消費者問題について，各自問いを立てる
・問題の責任はどこにあるのか
・問題が起こる背景は何か
・問題に対してどう関わるのか　など
学級で対話する問いを決定する
・各自が立てた問いを全員で共有し，検討
・投票により，対話する問いを決定する

・主張を要約としてまとめる
・主張の根拠となることを明らかにする

各々の主張をも踏まえて対話をする
・生徒らのもつ疑問をもとにして，自由に対話を進める
・自分の主張との共通点と相違点を明らかにする
・対話を通して，消費者問題に対する価値をあぶり出していく
・教師は，ファシリテーターとして問いを深めていく
・コミュニティボールを回しながら，対話を進める
・発言者を尊重する（じっくり待つ，否定しない，急かさない）
   というセーフティを保障する
・思考を深めるためのツールキットを活用する

対話を終えた段階での自分の考え方をまとめる

まとめたことを発表する

・対話前との変容を意識してまとめる
・消費者問題への対応をまとめることを通して，
  消費者としての自分と社会との関わりについて考えをもつ

消費者とはどのような存在か？

消費者の行動による，消費者問題改善の例の紹介

消費者問題をどのように考えたらよいのか
（あなたは消費者問題とどのように向き合いますか？）

・消費行動を通して，社会をつくる
・業者の質を向上させている
・健全な社会を形成する責任をもつ
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中学校編ワークシート指導計画

❶本時の目標

❷授業展開の骨子

身近な消費者問題についてp4cを行うことを通して，多様な価値に気づき，消費者としての自分と
社会のつながりを考えることができる。

（50分×2）

授業を進めていく上で重要となる題材の例を示しました。いずれも実際に起こった問題で，中学生に
とって身近なものです。このような事例を取り上げることで，自分と社会とのつながりをより意識
しやすくなるでしょう。なお，このような事例は，（独）国民生活センター  相談事例／判断事例⇒
https://www.kokusen.go.jp/category/jirei_hanrei.html，  （独）国民生活センター   注目情報⇒
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html などで調べることができます。消費者問題は
常に新しい事例が生まれています。学習をする生徒の実態に合わせて適切な事例を選ぶことで，
よりリアルに学習を進めることができるでしょう。

SF商法　こんな高額商品を買うつもりじゃなかったのに・・・

事例集

事例1

事例2

今日，学校で同じ登校班のA君がこんな話をしていた。
「前，コンビニのあった空き店にウチのおじいちゃんが毎日出かけていくんだ」
それを聞いていたBちゃんが「あ，ウチのおばあちゃんもそこに行ってるわ。
そこにいくと，卵やパン，お菓子がタダでもらえるらしいの。すごいよね」
その話をきいた僕はドキッとした。三日前，おじいちゃんと一緒にその店に行ってきたばかりだったからだ。その店には高齢
者ばかりが集まり，部屋が一杯になったらカーテンが閉められ，そこから出られないようになっていた。最初は店長が健康に
ついての話とクイズを出し，クイズに正解した人に次々とお菓子や卵やトイレットペーパー，パンなどが景品として配られてい
た。「ハイ！ そこのおじいちゃん！ 健康で長生きに必要なものは，食事とあと一つなにでしょう？」突然，おじいちゃんが指さされ
て答えた。「睡眠？？？」すると店長は「さすが！ 素晴らしい！ おじいちゃんは物知りだ！」と皆の前でおじいちゃんを持ち上げた。お
じいちゃんも褒められて嬉しそうだった。すかさず店長は「今日は特別に！ 磁気マットレスを30万円！・・・格安でお分けします。
これ，当然，おじいちゃんなら買うよね，これを買わなきゃ，おじいちゃん，健康になりたくないって事だよ」といって皆の前で
買うのか買わないのかを答えさせていた。おじいちゃんは「あ，あー」とどっちつかずの返事の仕方をした。すると店長は「お
じいちゃんお買い上げ有難う！！ 長生きしようね! お金はここに振り込んで！」と言っておじいちゃんにさっさとその磁気マットレス
と契約書を手渡した。おじいちゃんは（しまった！）って顔をしながらも，すぐに笑ってそれを受け取っていた。家に帰ったら，
おじいちゃんは「こんな高い買い物をしてしまった，買うつもりは無かったのに参ったな」とふさぎ込んでしまった。僕はクーリ
ングオフできるんじゃないかと思っているが，本当にこの事でクーリングオフができるのかどうかは自信をもっては言えない。
それにおじいちゃんは、「自分が悪いのだから」と言って僕の話を聞いてくれなくなってしまった。もしかしたらA君やBちゃんの
おじいちゃんやおばあちゃんも，うちのおじいちゃんと同じように欲しくないものを買わされてしまうのかもしれない。どんどん，
おじいちゃんのような思いをする高齢者が増えるのだろうか。はたしてこのままでよいのだろうか。

マルチ商法　
クラスのC君の高校生のお兄さんからＳＮＳのメッセージで，すごい話があると誘われた。
放課後，C君の家に呼ばれてその話をお兄ちゃんから聞くことになった。
C君のお兄ちゃんが「今，欲しいものはないか，かなえたい夢はないか」と聞いてきたので，
ゲームのソフトや音楽端末が欲しいと伝えた。
すると，C君のお兄ちゃんは「それ，全部，すぐにかなえられるぞ」といった。
「どうやって？」と聞いたら，「スマートフォンでクリックをするだけで月に10万円稼げる方法がある」と言ってきた。
その秘密の方法とは，最初に10万円を払ってその方法の書いた情報をネットからダウンロードすることで知る事ができるとの
こと。僕が「10万円も払えない」というと，「お年玉やお小遣いを貯金した通帳から引き出して来たらいい。僕たちもそうして，
お金を準備して，今，こんなにも沢山買い物ができた。」と，言いながら最新の音楽端末やゲームソフトを沢山見せてくれた。
僕が「勝手に10万円もお金を出してくることなんてできない」と言うと今度はC君が「大丈夫，すぐに儲かるから儲かったお金
をまた通帳に戻しておけばよいだけだ」と言ってきた。それでも，「通帳がどこにあるのかわからない」というと，「お父さんかお
母さんの財布に入っているクレジットカードのナンバーを控えてきたら，それで契約できる」と教えてくれた。そんなことをして
怒られはしないかと心配して尋ねると，「絶対にばれないから大丈夫だ」と自信満々の様子で答えてきた。更に，「この話を友達
に伝えて，その友達がこの情報を買えば，何もしなくても本部から5000円がもらえる」とも言われた。C君やC君のお兄ちゃ
んからは，返事は明日までに聴かせてほしい事，誰にも話してはいけないと言われている。どうしたらよいのかわからない。

10万円を払えば，絶対儲かるといわれたけれど・・・

さあタダで
差し上げ
ますよ！

クリック
するだけで
月に 10万円
儲かるよ！



　このワークシートは，高等学校学習指導要領における公民科公共「自立した主体としてよりよい社会の形成に参画

する私たち」や公民科政治経済「諸課題の探究」を想定しています。

　従来の学習では，企業の社会的責任（以下CSR）について知り，その内容や背景・意義について学ぶことが主でした。

つまり，知識としてCSRについて理解しても，CSRを通して企業のあり方や社会のあり方などを本質的に考えることま

で範囲を広げることができていませんでした。しかし，ここでは，子どもたち自身がCSRについて対話することを

通して，「消費社会はどうあるべきで企業や個人はそれとどう関わるのか」などということを考えていきます。そうするこ

とで，表面的な知識を得ることにとどまらず，自分と社会のつながりを考えることができるでしょう。

　なお，この授業は，問いを共有し，自分の考えをまとめるところまで（ワークシート１～４）で1単位時間，他者との対話を通
して自己の考えを深めるところまで（ワークシート５～６）までで1単位時間の計２単位時間構成を想定しています。また，対話
はp4c（3ページ参照）を用います。生徒たちが，各々の持つ社会に対する価値観を元にして自由に対話をすることで多様な価
値観に触れながら自分と社会の関わり方を深めていきます。

 !

高校編ワークシート活用法

　ここでは，CSRについて考えたい問いを個人で設定し
ます。その際，問いを立てる視点を授業者が説明する
ことで，生徒がよりよい探究的な問いを立てるためのヒ
ントとなるでしょう。よりよい探究的な問いとは，「生徒
が少し調べたり考えたりして答えが見つかるような問い
ではなく，答えが分かれたりなかなか見つからない本質
的な問い」といえるでしょう。

　生徒たちがそれぞれ立てた問いの中から，グループ
で対話する問いを決定します。問いをプリントに書き出
したりするなどして，全員が把握できるようにしてから，
投票によって問いを決定します。

　グループで対話する問いが決まったら，自分の考え
をまとめていきます。文献やインターネットなどによっ
て情報収集し，その後の対話の材料とします。

　問いに対して，生徒たちによって自由に対話をしてい
きます。対話を進めるにつれて，生徒たちは自分が思
いもよらなかった価値や考え方に気づきます。その気
づきによって，自分がはじめに持った考えは広がり，深
まっていきます。対話での新たな気づきをメモしておく
ことで，６のまとめにいかします。ただし，ここはあく
までもメモの欄なので，必要最小限のことだけ記述す
るように注意が必要です。

　対話を終えた最終的な自分の考えを記述します。きっと，
対話を通して生徒たちの考えは変化しています。一見，
変化していないようにみえても，自分の考えの根拠はこ
れまでよりもより説得力のあるものとなっていると思い
ます。時間があれば，はじめの考えと最後の考えを見
比べる時間を取ることも有効です。自分の考えの変容
に気づくことができるでしょう。
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高校編ワークシート活用法

企業の社会的責任（CSR)について考える

9

高校編ワークシート

本時のテーマ：対話を通して企業の社会的責任（CSR）について考えよう1

資料をもとに企業の社会的責任（CSR）に関する問いをそれぞれ考えよう。
・問いを考えるための視点１－どのような「？」を立てるとよい？－
「どのような？」「何？」「なぜ？」「どうすればよい？」「本当にそう？」「そもそも？」
・問いを考えるための視点２－どのような立場から問いを立てるとよい？－
「企業の立場」「社員の立場」「消費者の立場」「社会（国際的，国内的）視点」

2

グループで対話する問いに関して各自で考えをまとめよう。4

問いに対してグループで対話しよう。

6

年　　　組　　　番    氏名　　　　　　　　　　　　

・ＣＳＲについて問いをたてよう

企業の社会的責任（CSR）に関する問いの中からグループで対話する問いを決めよう。3
〇グループで共有する問い

QQ

〇グループで出た考え・意見

あなたの考え方は，授業前後でどのように変化しましたか？今日話し合ったこと，
他のグループの発表について，自分の考え，新たな問いなど感想を書こう。

8

5

※企業の社会的責任（CSR）･･･企業本来の生産活動における責任のほか，自らの活動が社会に大きな影響を及ぼすことに配慮して社会とともに発展していく責任のこと。

別冊のワークシート
8～9ページの活用法です

Philosophy for Children（p4c）を採用した学習の様子

イメージキャラクター／ススム君高校生

Philosophy for Children（p4c）を採用した学習の様子



時 間 段 階

導入

展開１

展開２

終結

教師と生徒のインストラクション

企業の社会的責任
（CSR）の事例
（資料参考URL）

ワークシート2

ワークシート3

ワークシート4

ワークシート6

ワークシート5

資 料

25

0

50

80

100

・実在する消費者問題との出会い
・問題の概要把握

14 15

❶本時の目標

❷授業展開の骨子

　生徒自身が問いを立て，探究し，解決方法を対話の中で考える。
　持続可能な社会の実現に向けて，社会のあり方そのものを再検討し，社会に関わろうとする。

（50分×2）

1

2

企業の社会的責任（CSR）について概略を捉える

・各自が立てた問いを全員で共有し，検討
・投票により，対話する問いを決定する

・生徒らのもつ疑問をもとにして，自由に対話を進める
・自分の主張との共通点と相違点を明らかにする
・対話を通して，消費者問題に対する価値をあぶり出していく
・教師は，ファシリテーターとして問いを深めていく
・コミュニティボールを回しながら，対話を進める
・発言者を尊重する（じっくり待つ，否定しない，急かさない）
   というセーフティを保障する
・思考を深めるためのツールキットを活用する

・対話前との変容を意識してまとめる
・消費社会はどうあるべきで，
   企業や個人はそれとどう関わっていけばよいのか考えを持つ

各々の主張を踏まえて対話をする

対話を終えた段階での自分の考え方をまとめる

まとめたことを発表する

グループで対話する問いを決定する

企業の社会的責任（CSR）に関する問いを生徒自身で立てる
・なぜ企業の社会的責任（CSR）が行われているの？
・企業の社会的責任（CSR）ってほんとに意味があるの？
・何をすることが企業の社会的責任（CSR）といえるの？
・企業の社会的責任（CSR）は大事なことなのに
  なぜ日本ではそんなに広がっていないの？
・企業の社会的責任（CSR）を広げるためにどのようなことが
  できるの？　など

・主張を要約としてまとめる
・主張の根拠となることを明らかにする

問いに対する考えをつくる

❶ 消費者庁　消費者志向自主宣言・フォローアップ活動
　http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/consumer_oriented_management/businesses/

❷ 働き方改革と企業の取り組み
　「市民のワークライフバランスを守る」責任としてのCSR
　http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research/wlb_h2903/chapter4-1.pdf

❸ 消費者市民について
　http://www.caa.go.jp/information/pdf/130228leaflet.pdf

❹ 外務省SDGs
　https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html

❺ 消費者庁SDGs
　http://www.caa.go.jp/about_us/about/plans_and_status/sdgs/

資料参考ＵＲＬ

高校編ワークシート指導計画

　今，持続可能な開発目標（SDGs）がさまざまな場で注目されています。
　今回の学習指導要領の改訂で新設される「公共」や「政治経済」においてもSDGsが注目され，SDGsを題材とした
授業の展開が期待されています。持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標
（MDGs）の後継として，2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて
記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現するための自然環境や資源の有限性，
貧困，イノベーションなどに関わる17のゴール・169のターゲットから構成され，「地球上の誰一人として取り残さない」
ことを誓っています。SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組む普遍的なものであり，日本としても積
極的に取り組んでいかなければならない取り組みです。
　SDGsがこれまでの取り組みと異なるのは，すべての人々にとって「どういう状態になっていなくてはならないか」と
いう成果目標，つまりあるべき未来像に向けた取り組みということです。この未来像を達成するためには，国や専門
家レベルの取り組みだけでは不十分で個人や企業を巻き込んだ取り組みが必要となります。
　本冊子で紹介した授業は，「企業の社会的責任（CSR）」について対話を通して探究するというものでしたが，授業
では企業の責任や消費者の責任，働き方改革，環境・格差問題の解消など，SDGsにつながるような対話が多くみ

られました。このようにSDGsに向けた取
り組みや解決策を考える授業や，SDGsを
設定し，持続可能な開発のための取り組
みを生産や消費の観点から考察する授業
など，消費者教育ではSDGsに関する様々
な授業が考えられます。消費者教育は
SDGsについて考え，行動する上でも大き
な可能性を秘めています。

『SDGs』って，なんだろう？ ─消費者教育とSDGs─
COLUMN
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社会人編ワークシート活用法

　ひとりひとりの消費者が消費者市民としての具体的な行

動を考えることで，社会への提案力を持った消費者市民の

育成へとつながることでしょう。

社会人編ワークシート活用法

　消費者市民として，具体
的に自分が行動できそうな
ことを考えて，話し合いをし
たりして，まとめていきます。

　自身の消費行動通して，どう思ったのか？ どの
ように行動したのか？ということを振り返ります。
その振り返りをすることで，あきらめたり，自己救
済を考えるだけでいいのだろうか？ と，消費者トラ
ブルにあってしまった時の行動を考えます。そうす
ることで，消費者市民としての気付きのきっかけを
つくります。

　事例を通して，自身の消費行動を振り返ります。
自分や周りの人がどのような体験をしたのか話し
合ってみましょう。

・心理テスト「断る力チェック」では，6つの問いに○×で答
えることで，自身の円滑なコミュニケーション力を把握する
ことができます。

・トリックカードゲームでは，人間が誰でも思い込みから判
断を誤るのだということを体験できます。その判断の誤りが
自身の行動に影響していく事への気づきを促し，誰もが消
費者トラブルにあうかもしれないという当事者意識を芽生え
させることができます。

・ワークシートのQ1・Q4・Q5では，ワークシートを使って
の振り返りを想定していますが，グループをつくって対話を
用いることもできます。

　このワークシートは，消費生活アドバイザーや消費生活相談員が行う社会人を対象とした出前講座を想定しています。

　従来の出前講座の多くは，消費生活相談事例を紹介し，「だまされないようにしましょう」といった注意喚起や，「消費
者トラブルにあってしまったときは，消費生活センターに相談しましょう」といった事後救済方法を周知する内容構成が
主でした。ここでは消費生活センターの役割を個別救済に留めず，被害の拡大・未然防止につなげる消費者市民社会
を実現していく為に活用できる機関であることに理解が及ぶよう重点を置きました。

　事例を参照に受講者が自分の消費者行動を振り返り，どのような行動が消費者市民としての働きかけとなるのかを
考えていく過程で，消費者市民社会の在り方を紹介します。消費生活センターへの相談や情報提供が，個別救済だけ
ではなく，被害の拡大防止・未然防止につながること，法律の改正や悪質な事業者に対する行政措置につながる場
合もあること，ひいてはそれらの行動が消費者市民社会へのはたらきかけとなることが理解できるでしょう。

　出前講座の導入部分やアイスブレイク等で，心理テストやトリックカードゲームを取り入れることもできます。

社会提案力のある
消費者をめざして

10 11

社会人編ワークシート

Q1

氏名　　　　　　　　　　　　

これまでに体験した買い物（サービスも含む）で
納得ができなかった体験を書いてみましょう。

Q2       の体験についてどのように感じましたか？ 
当てはまるものに〇をを付けましょう。

A：腹が立った　　　　　　　　　　　　B：苦情を言わなければと思った

C：解約して返金を求めたい　　　　　　D：謝罪が欲しい

E：今回は泣き寝入り

F：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Q5 今後、消費者トラブルに遭ったら、どのような行動をとろうと思うか、まとめましょう。

Q3 　  の体験で実際にあなたがどのように行動しましたか？
当てはまるものに〇を付けましょう。

A：次回から買わないと決めた　　　　　B：苦情を伝えようかと思ったがあきらめた

C：勉強だと思ってあきらめた　　　　　D：事業者に苦情を伝え，解決の為の交渉をした

E：消費者センターに相談した　　　　　F：返金を求めた

G：その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大手通販サイトのバーゲンで，肌触りの良さが評判だと記載された毛足の長い毛布を購
入した。毛布が届き，使い始めるとどんどん毛布の毛が抜けていき，掛布団やパジャマに大
量の毛がくっつき，部屋にもその抜け毛が散らばる始末。洗濯表示通りに洗濯をしたが，
大量に毛が抜け，長毛の毛が寝てしまった。購入当初とは風合いも異なり，使い物にな
らない。どう考えても不良品のような気がするが，購入から2か月以上も経過しているから，
あきらめるしかないだろう。通信販売でバーゲン品など買うのではなかったと思い，今度
からは通信販売では購入しないことにした。

新聞広告に通信販売事業者の格安の炊飯器が掲載されていた。インターネットでその事業者の通販サイトから，格安の
炊飯器を購入した。炊飯器には，お米と一緒に炊き込むタイプのビタミン強化剤が同封されていた。おまけの商品だと
思い込んでいたが，その後しばらくして同じビタミン強化剤が1,000円の振込用紙と共に送付されてきた。事業者に「ビ
タミン強化剤は注文していない」と連絡したが「炊飯器に同封したサンプル商品の表示に，（サンプル商品受取後，10日
以内に不要であるとの電話連絡が無ければ，申込みとなる）旨の記載がある」と言われた。そんな表示は読んでいなかっ
たが，面倒になったので1,000円を振り込んだ。取引のさせ方としていかがなものかと思ったが，諦めることにした。

Q1

Q4 　  の体験の中に「思い込み」をしていた点を見つけてみましょう。
     （ex.不当な思いをしても諦める事以外なにもできないと思い込んでいた。）
Q1

Q1

1事例

2事例

別冊のワークシート
10～11ページの活用法です

アイスブレイクに ⇒20ページ「断る力チェック」
⇒付録「トリックカードゲーム」を

活用してみましょう！
自身のコミュニケーション力を知ったり，
人間の思い込みを体験することは，

消費者問題と向き合うきっかけになります。

トリックカードゲーム

 !

をダイヤル！
188

困ったときは、一人で悩まずに

全国共通の電話番号

消費者
ホットライン

まずこれは？

次にこれは？

A 13 C

12 13 14

❶から❹を切り取って活用してみましょう！
使い方は、本冊17ページを参照してください。

消費生活における各種トラブルに直面した際に、
トラブル解決のための助言やあっせんを行う　
身近な消費生活相談窓口につながり、
相談を受けることができます。

❷

❸ ❹

どちらの線のほうが長い？ 真ん中の円はどちらが大きい？

どちらの机の天板が細長い？ 声に出して読んでみてください

消費者庁　消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター　イヤヤン

トリックカードゲーム

「消費者ホットライン188」携帯用カード

❶
キリトリ

キリトリ

キリトリ

切り取りサイズ
200×297mm
キリトリ

　付録のトリックカードを冊子から切り離して使用します。
表面には，錯視を使った図や文字があり，裏面には，
その錯視に関する解説があります。
どうでしょう？ 自分の目が信じられなくなりませんか？ 
このトリックカード体験によって，思い込みにとらわれると，
疑わなくなってしまうことに気づくでしょう。そこにこそ，
付け入られて判断を誤ったり，ダマされたりするスキが
生じるのです。
　消費者トラブルも同じです。思い込みを利用されると，
誰もが判断ミスをしたり，ダマされたりしてしまいます。
しかし，一度この錯視を体験したあなたは，きっと同じ
錯視を使った図や文字を見ても錯視だと気付くはずです。
それと同じように，悪質商法の手口や対処法を事前に
知っておけば，「おかしいな？」と気付くことができます。
つまり，日頃から悪質商法についての情報を得ておくこ
とが，何よりの消費トラブル対策となるのです。

トリックカードを使ってみよう！

付録のトリックカードゲーム＆
「消費者ホットライン188」携帯用カード

NACSウィークエンド・テレホン　

消費者ホットライン

付録の携帯用カードを冊子から切り離して，財布などに入れておきましょう！ 

188
03-6450-6631東京 06-4790-8110大阪

消費者トラブルについて相談したい，
そんなときには早目に相談しましょう。イメージキャラクター／ススム君社会人



社会人編ワークシート指導計画

資料

時 間 段 階

導入

展開１

展開２

終結

教師と生徒のインストラクション

心理テスト
「断る力チェック」（20ページ）
または
トリックカードゲーム(付録）

ワークシートQ1
ワークシートQ2
ワークシートQ3
ワークシートQ4

消費生活相談事例

ワークシートQ5

資 料

10

展開340

展開460

0

25

80

90

・心理テスト「断る力チェック」を使い，
   自身のコミュニケーション力の傾向を知る

・各種制度，申出先の紹介　　・行政処分事案
・法律の改正（特定商取引法，消費者契約法など）
・事業者の商品
・サービスの改善事例の紹介，約款の改善事例の紹介

❶出前講座の目標

❷授業展開の骨子

自身の消費行動を振り返り，どのように行動することが，消費者市民としての行動になるのかを考え，
社会提案力をもった消費者を目指す。

（90分）

自身のコミュニケーション力の傾向を把握する

・社会提案力をもった消費者とは？
・今後，自分が消費者市民に近づくために，
  取り組めそうなことを具体的に考えてまとめる。

自分や周りの人がどのような体験をしたことがあるかについて
対話をする。

消費者市民としての第一歩

思い込みを体験する
・トリックカードゲームを使い，人間は誰でも「思い込み」を
　することを体験する。

・事例を読み，自身のこれまでの取引について，納得ができ
  なかったこと等を振り返る
・振り返った自分の消費行動に「思い込み」はなかっただろうか？
・納得ができなかったことに対して「どう思ったのか」
  「どのように行動したのか」をさらに深く分析する

自身の消費行動を振り返る

消費者市民社会とは何か？

消費者市民としての具体的な行動の紹介
消費者市民社会における消費生活センターの役割を説明

「あきらめる」「自己救済だけを考える」など，自己完結した場合，
同じ道を歩く他の人はどうなるのでしょう？
◎他の人が同じ落とし穴にはまらないように，自分が行動す
ることも大切なのではないでしょうか？

・消費者市民としての気付きのきっかけをつくる。
・         を参考にして消費者トラブルを考える

～消費者市民社会とは～
個々の消費者がお互いの特性や多様
性を尊重し，将来にわたって内外の
社会，環境に影響を及ぼしうること
を自覚し公正かつ持続可能な社会に
主体的に参画する社会のことです。

「消費者市民社会」を意識しよう

「消費者教育推進法と消費者市民社会Q＆A」 （日本弁護士連合会より一部抜粋）

消費者トラブルにあってしまった場合
「あきらめる」「自己救済だけを考える」「泣き寝入りする」
それだけでいいのだろうか？　
・他の人が同じようなトラブルにあわないために何ができるか？
・グループごとに対話を通して考える。

★

資料1

資料1

資料2

資料1

道を歩いていたら，
穴に落ちてしまった

次からは，この
道を通らないよ
うに気を付ける

それとも？？泣き寝入り？

消費者トラブルに遭ったら
どうしたらよいの？

道に穴が開いて
いることを誰か
に知らせる

ここから皆の為に（社会の為に）
できる事って
何？？

たとえば，落とし穴に落ちた！場合を考える

消費者市民社会とは

消費生活センター活用法

消費者市民社会とは

資料2 消費生活センター活用法

不当な勧誘行為など

申出制度

相談

助言・あっせん

消費者団体
訴訟制度

注意喚起 商品テスト

訴訟自主交渉

ＰＩＯ－ＮＥＴ

消費者啓発・教育への活用

法律の制定・改正

消費者庁・経済産業省・都道府県

差止請求
集団的消費者被害回復制度

特定商取引法違反被疑
情報提供フォーム

行政指導・行政処分

情報提供

国や都道府県へ

消費者庁へ

消費者団体へ

情報が集まる

消費生活センター　　　　　　　　　

未然・拡大防止

個別救済

困
っ
た
こ
と
が

起
き
た
!?

資料作成：北川住江・髙木友美

18 19
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　消費者市民社会は，一人ひとりの市民の自立により形成されます。自立した市民とは，

様々な情報や現象を分析し，その内容と構造を俯瞰的に捉える批判的市民です。この批判

的市民を形成するための教育が，主権者教育になります。

　しかしながら，生涯学習としての主権者教育は，学校教育だけでは成立しません。地域

や職域との協同が必須です。教師は，授業の構想・実践・反省を行う教育に係る専門職です。

消費生活アドバイザーや消費生活相談員は，最新の消費者問題に触れ，解決に向けた助

言・あっせんを行い，被害の未然防止・拡大防止を図る専門家です。消費者教育は，この

両者の強みを活かし，消費者市民社会の主体的形成者育成のための消費者教育実践を日々

分析し，更新してゆく必要があります。そこでは，「学びへの動機」を喚起し，「学び続ける」

楽しみを存分に盛り込んだ学びが必要です。

　本冊子が，学校教育，消費相談に関わる多くの方の一助となれば幸いです。

  

おわりに

監修：田中　伸（岐阜大学）

執筆：公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会中部支部
　　　（日本宝くじ協会助成事業冊子作成プロジェクトチーム）

　　　前田　佳洋（岐阜大学教育学部附属中学校）

　　　矢島　徳宗（岐阜大学教育学部附属中学校）

　　　三浦　寛之（岐阜県立岐阜高等学校）

　　　大工　泰裕（大阪大学）　

　　　上野　大介（京都府立医科大学）
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　　    岩田美奈子（一般社団法人シニア消費者見守り倶楽部）
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自分の意見を正しく表明することができ，断る力をしっかり持っ
ていると考えられます。怪しい訪問販売に遭遇してもしっかり
断れるでしょう。

断るときに罪悪感を感じてしまう傾向があります。販売員は
あなたに「申し訳ない」と思わせて買わせようとしてきます。
うまく自分の感情を抑えて断れるようにがんばりましょう。

断ることはできますが，少し言いすぎてしまう傾向があるかも
しれません。断る力が強すぎると，逆に相手を怒らせてしまう
こともあります。相手の気持ちを逆なでしないよう，穏便に事
を収めることを目指してみましょう。　

あなたにあてはまるものに○をつけてください。

1.  関心がない勧誘は，キッパリと断ることができる

2.  購入した品物が不良品だと思ったら，クレームを入れる

3.  強く勧められると断るのが申し訳なくなる

4.  とりあえず話を聞いてから考えようと思う

5.  店員のミスに気づいたら，小さなことでも指摘する

6.  自分に落ち度があっても，とりあえず自分の要望を店員に伝えてみる

自分の意見を正しく表明することができ，断る力をしっかり持っ
ていると考えられます。怪しい訪問販売に遭遇してもしっかり
断れるでしょう。

断るときに罪悪感を感じてしまう傾向があります。販売員は
あなたに「申し訳ない」と思わせて買わせようとしてきます。
うまく自分の感情を抑えて断れるようにがんばりましょう。

断ることはできますが，少し言いすぎてしまう傾向があるかも
しれません。断る力が強すぎると，逆に相手を怒らせてしまう
こともあります。相手の気持ちを逆なでしないよう，穏便に事
を収めることを目指してみましょう。　

あなたにあてはまるものに○をつけてください。

1.  関心がない勧誘は，キッパリと断ることができる

2.  購入した品物が不良品だと思ったら，クレームを入れる

3.  強く勧められると断るのが申し訳なくなる

4.  とりあえず話を聞いてから考えようと思う

5.  店員のミスに気づいたら，小さなことでも指摘する

6.  自分に落ち度があっても，とりあえず自分の要望を店員に伝えてみる

断る力チェック

1, 2 に○のついたあなた：

3, 4 に○のついたあなた：

5, 6 に○のついたあなた：

作成者： 大工  泰裕（大阪大学）  ／  上野  大介（京都府立医科大学）  協力者：岩田  美奈子（一般社団法人シニア消費者見守り倶楽部）

買いたくもない商品を買わされてしまったような経験は
ありませんか？消費トラブルを避けるうえでも、必要の
ないものは必要ないとちゃんと断る力が大切になってき
ます。ここではその力をチェックしてみましょう。



をダイヤル！
188

困ったときは、一人で悩まずに

全国共通の電話番号

消費者
ホットライン

まずこれは？

次にこれは？

A 13 C

12 13 14

❶から❹を切り取って活用してみましょう！
使い方は、本冊17ページを参照してください。

消費生活における各種トラブルに直面した際に、
トラブル解決のための助言やあっせんを行う　

身近な消費生活相談窓口につながり、
相談を受けることができます。

❷

❸ ❹

どちらの線のほうが長い？ 真ん中の円はどちらが大きい？

どちらの机の天板が細長い？ 声に出して読んでみてください

消費者庁　消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター　イヤヤン

トリックカードゲーム

「消費者ホットライン188」携帯用カード

❶
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ミュラー・リヤー錯視、エビングハウス錯視は立命館大学教授北岡明佳先生の作
図を使用させていただきました。記して感謝申し上げます。
（http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/catalog.html）

ミュラー・リヤー錯視

中央の長さを測ってみると同じだということ

に気づきましたか？

同じ長さの線の両端に、内向きに斜めの線

をつけると短く見え、外向きにつけると長く

見えるこの現象は、ミュラー・リヤー錯視と

呼ばれています。古典的な錯視の一つですが、

なぜこう見えるのかという理由は諸説あり、

はっきりとわかっていません。

エビングハウス錯視

真ん中の円は全く同じ大きさですが、大きな

円に囲まれたときは小さく見え、小さな円に

囲まれたときは大きく見えます。これはエビ

ングハウス錯視と呼ばれています。

同じものが、周囲のものの大きさによって大

きく見えたり小さく見えたりするところ（対

比効果といいます）に人間の知覚の不思議

を感じませんか？

シェパード錯視

信じられないかもしれませんが、左の机の天

板を回転させると右の机の天板と全く同じ形

になります。

シェパード錯視と呼ばれるこの現象は、二次

元で描かれた図形を三次元的に知覚しようと

するために起こると考えられています。左の

図形と右の図形で奥行き感が異なるため、そ

れに伴って天板の形も異なって見えてしまう

のです。

文脈効果

上のBも下の13も同じ文字であるのに気づき

ましたか？

これは文脈効果と呼ばれ、人間がいかに自分

の都合のいいように情報を処理しているかが

わかるかと思います。

詐欺師からの電話をいったん「本当かも」と

思ってしまうと騙されてしまうのも、この効果

と関連があるかもしれません。

引用文献

毎週土曜日・日曜日に東京・大阪で、消費者相談を電話で受け付けています。 
商品やサービス、契約にかかわるトラブルや疑問などに助言や情報提供を
いたします。NACSでは自力で解決が困難な場合には斡旋もいたします。

03-6450-6631
06-4790-8110

（日曜日11時～16時）

（土曜日10時～16時）

東京

大阪

年末年始／12月29日～1月4日休み

年末年始／12月29日～1月4日休み

NACSウィークエンド・テレホン

トリックカード　作成者：大工   泰裕（大阪大学）／上野  大介（京都府立医科大学）　
　　　　　　　 協力者：小林  勇輝（大阪大学）

　（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会　




