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はじめに
 副読本「10代から学ぶ消費⼒」は、消費者教育推進法に基づ
き、県⽴⼀宮商業⾼校をモデル校として⼀体的な消費者教育を実
施する事業の実施のため作成したオリジナル教材である。
 既存の授業内容を補完するプログラムにより実施する点が、こ
れまでに前例のない事業となっている。

 プログラムの基本的な流れは、①学校側の教師が授業とリンク
する講義内容を副読本から選択し、講義の⽇時を選定して委託先
の⼀般社団法⼈ 消費者⼒開発協会に依頼する。 ②消費者⼒開
発協会では、弁護⼠、ファイナンシャルプランナー、消費⽣活ア
ドバイザー等専⾨的知識を有する多様な講師陣から依頼に合致す
る者を調整する。 ③講師は学校に出向くにあたり、依頼元の教
師と事前打ち合わせするなどして授業の傾向や⽣徒の状況を把握
し、教室や講堂で⽣徒の関⼼に沿った形の授業を⾏う。
 この仕組みにより、モデル校の⽣徒全体で消費者教育に取り組
む態勢が整えられた。

 実施に当たっては、家庭科、公⺠科を始め様々な科⽬と連携し
てクラス単位の授業を⾏うほか、学期の始業式や終業式、夏休み
期間などでは、全体会として3学年全体、あるいは学年毎など学
校事情に即した時間帯を活⽤することを想定している。

 副読本の利⽤については、例えばクラスごとの授業なら「未成
年者取消し」「クーリング・オフのハガキの書き⽅」や「苦情の
申し出⽅」「訪問販売お断り法」「ライフプランの作り⽅」「商
品やサービスの選択」等の講義を展開し、副読本に記載されたワ
ークショップを実施することで、より実践的な内容を学べるよう
になっている。

 また学年全体での⼤⼈数制の講義では、「消費者問題の歴史」
「消費者市⺠社会」「持続可能な社会」「トラブル解決に関連す
る法律」「⽣活設計」「情報社会のセキュリティやモラル」「製
品事故」「クレジット」などを中⼼に講義し、⽣徒が副読本で予
習・復習をするよう促すことにより、いっそう理解を深められる
ようになっている。

⾼校⽣に対する消費者教育の法的根拠

消費者教育推進法には「学校、地域、家庭、職域その他の様々な
場を通じて消費⽣活に関する教育を充実する等必要な施策を講ず
る」ことが規定されている。特に⾼等学校では、社会⼈になる前
に求められる消費者教育の体系的な学習が保障されることが必要
である。様々に提供される商品やサービスは⾼度化複雑化してお
り、通信販売やインターネット、未成年者としての契約、電⼦マ
ネーなど、⾼校⽣を取り巻く消費者問題も多種多様化している。
成⼈に達する前に、こうした⼭積する問題を前にして⾃主的かつ
合理的に⾏動し、消費者の権利や義務を⾏使し、消費者被害が起
こらない社会になるよう働きかけ、消費者被害をいち早く解決す
る「⾃⽴した⾼校⽣消費者」を育成する。
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解 答 目 次⾼校⽣のための消費者教育副読本

10代から学ぶ消費者⼒
活⽤要領

(1) 収録内容
 この副読本は、社会との接点が⾼まる⾼校⽣の
学校教育の場で、経済活動・環境問題・契約社
会・消費者トラブルなど広範囲な視点から消費者
教育に取り組むためのプログラムとして開発した
ものである。
 学校が設定したカリキュラムに応じ、担当する
講師が授業に出向き、講義や講演を⾏う場でこの
副読本を利⽤する。
 章ごとにまとめられた各節はそれぞれ専⾨分野
の講師が執筆している。内容の理解により、学校
の教師がこの副読本を活⽤して消費者教育を実施
することも可能となっている。

(2) 特徴
 ⾼校⽣は、社会との接点が⾼まる年代だが、本
⼈はまだ⾃覚していないというケースが多々あ
る。消費者トラブルに関しても、情報は聞き及ん
でいたりするが、⼀⽅で⾃分は無縁と思っていた
りもする。
 そこで副読本は、座学にとどまらないよう、⾃
ら回答を導き出す［出題］やグループで話し合う
ワークショップを随所に取り⼊れている。
 「消費者⼒」をいかに「⾃分事」化するかとい
う設計がされている教材である。

(3) 上⼿な活⽤術
 ア リアルなサンプルを⽤意する
   例えば表⽰の講義なら、⽣徒達が好むアイ
   テムを⽤意し、それも教材に利⽤する。
   ネット上の被害ならスマホを⼿にしながら
   説明すると理解が早い。
 イ 場合によっては予習を視野に⼊れる
   「⾃分事」化のためにもワークショップが
   重要となるため、授業時間を有効に使う⽬
   的で事前に副読本に⽬を通してもらうこと
   も視野に⼊れる。
 ウ 内容を他の⼈と話し合うよう導く
   授業で取り組む効果として、普段関⼼を持
   つことがなかった⽣徒にも発⾒が⽣まれ
   る。それをたとえば友達同⼠の話題、家庭
   での話題とするよう促せば、「⾃分事」化
   をより強固なものにすることができる。

基礎編 (1年⽣)
第1章 ネット社会
 Ⅰ ネット社会のリスク・トラブル
  副読本10ページ・・・・・・・・・・・2
 Ⅱ インターネット決済について学ぶ
第2章 資産運⽤
 Ⅰ ⼈⽣設計・⾦利計算
  副読本18ページ・・・・・・・・・・・3
 Ⅱ ⼩切⼿・⼿形について学ぶ
  副読本19ページ・・・・・・・・・・・3
第3章 ＥＣＯ⽣活
 Ⅰ 地球環境・温暖化を考える
  副読本24ページ/25ページ ・・・・・・4
  副読本26ページ・・・・・・・・・・・5
 Ⅱ 省エネルギー・資源を考える
  副読本27ページ・・・・・・・・・・・5
  副読本28ページ/29ページ ・・・・・・6
 Ⅲ ⾃転⾞の⽇常点検・調節のすすめ
  副読本30ページ/31ページ ・・・・・・7
 Ⅳ しっかり読みたい⾃転⾞の取扱説明書

発展編 (2年⽣)
第1章 フィナンシャルリテラシー
 Ⅰ ⼈⽣設計
  副読本42ページ・・・・・・・・・・・8
 Ⅱ ⼈⽣設計・⾦利計算
  副読本45ページ・・・・・・・・・・・8
第2章 消費者⼒
 Ⅰ 消費者市⺠社会って何だろう？
 Ⅱ 消費者⼒としての「⾷⽣活」
  副読本53ページ・・・・・・・・・・・9
 Ⅲ 消費者⼒としての「住⽣活」
  副読本58ページ・・・・・・・・・・・9
 Ⅳ 消費者⼒としての「環境」
  副読本58ページ・・・・・・・・・・・10
第3章 デジタルイノベーション
 Ⅰ ネットトラブル
  副読本63ページ・・・・・・・・・・・11

実践編 (3年⽣)
第1章 消費者リスク
 Ⅰ 消費者⼒としての「⾐⽣活」
  副読本68ページ・・・・・・・・・・・12
 Ⅱ 契約とは？
  副読本71ページ/73ページ ・・・・・・13
 Ⅲ 苦情の伝え⽅
  副読本75ページ/76ページ ・・・・・・14
 Ⅳ ついついだまされる
  副読本77ページ/78ページ ・・・・・・15
  副読本79ページ・・・・・・・・・・・16
 Ⅴ 悪質商法 どんなもの？
  副読本80ページ・・・・・・・・・・・16
  副読本82ページ・・・・・・・・・・・17
第2章 ライフプラン
 Ⅰ ライフプラン
  副読本86ページ・・・・・・・・・・・17
第3章 その他
 Ⅰ 電⼦商取引
  副読本89ページ・・・・・・・・・・・18
 Ⅱ ⾦融トラブル
  副読本91ページ・・・・・・・・・・・18
  副読本92ページ/93ページ ・・・・・・19
 Ⅲ 裁判について知ろう
  副読本94ページ/95ページ/96ページ  ・20
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第１章

ネット社会

　Ⅰ　ネット社会のリスク・トラブル

基礎編
(１年生で学ぶ消費者としての私)

副読本10ページ

【解答例】
・鳴っていない着信⾳が聞こえたような気がして
 スマホを確認してしまう（ 軽度の依存）
・SNSへの投稿への反応が気になり、授業中でも
 スマホを確認してしまう
・⾷事中や⼊浴中もネット上の反応が気になり、
 常に⼿元においてい ないと⼼配で仕⽅がない。
・現実での友達よりもネット上の友達の⽅が⼤切 
 で、（会ったことの無い） 彼らのいう事の ほ
 うが正しいと思って いる。
・ネットを切られるととても腹が⽴ち、暴⾔を吐
 いたり攻撃的になる。
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副読本18ページ

第２章

資産運用

　Ⅰ　人生設計・金利計算

「20歳〜毎⽉1万円の場合」
 ⾦利 10年後     20年後
 0％ 120万円 ⇒ 240万円
 1％ 125万円 ⇒ 260.2万円
 3％ 135.5万円 ⇒ 307.1万円
 5％ 147万円 ⇒ 364.5万円
「25歳〜毎⽉2万円の場合」
※同じ10年の期間で捉え 15年後とすると
 ⾦利  5年後    15年後
 0％ 120万円 ⇒ 360万円
 1％ 122.4万円 ⇒ 382.4万円
 3％ 127.5万円 ⇒ 432.5万円
 5％ 132.7万円 ⇒ 490.4万円

この計算は ⾦融広報中央委員会HPに計算ソフ
トがあります。
⇒https://www.shiruporuto.jp/public/
document/container/skin/menu/s tumitate.
html

　Ⅱ　小切手・手形について学ぶ

副読本19ページ
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第３章

ＥＣＯ生活

　Ⅰ　地球環境・温暖化を考える

副読本24ページ

［出題１］
酸性⾬・砂漠化・温暖化・オゾン層破壊・森林
破壊・野⽣⽣物種の減少 等

［出題２］
メタン（CH4）⼀酸化⼆窒素（N2O）ハイドロフ
ルオロカーボン類（PFCs）パーフルオロカーボ
ン類（PFCｓ）六フッ化硫⻩（SF6）

副読本25ページ
［Let's Check］

[ア] 温室効果ガス   [イ] 上昇する
[ウ][エ]（⽯油）（⽯炭）順不同
[オ] ⼆酸化炭素

［出題３］
気温上昇、異常気象、氷河や永久凍⼟の溶解、
海⽔温上昇、海⾯上昇、気候変動による⽣態系
の変化 等
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副読本26ページ ［出題４］
COP [Conference of the Parties]
※COP21の正式名称は「気候変動枠組み条約第
 21回締約国会議」
 2015年12⽉、法的拘束⼒を持つ永続的な温暖
 化対策の国際合意「パリ協定」を採択

［出題５］
① 国や地球規模での温暖化防⽌対策や環境保
  護活動 等
② 省エネ活動やECO活動 等 ⾊々
※ミクロ・マクロ的⾃由解答でも、適合してい
 れば正解

［Let's Check］
●[ア] 低炭素  [イ] 地球温暖化 [ウ] ⼆酸
 化炭素  [オ] 環境
●いぶき
 平成２３年１⽉２３⽇に打ち上げられ、今も
 観測を続けている世界発の⽇本の⼈⼯衛星
 GOSAT

　Ⅱ　省エネルギー・資源を考える
副読本27ページ ［Let's Check］

●⾵⼒、⽔⼒、地熱、太陽光、バイオマス、
 雪氷 等
※⾼校政治・経済教科書p１〜p２参照

［出題１］
⾃然エネルギーまたは再⽣可能エネルギー 

［出題２］
⼆次エネルギー 
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副読本28ページ ［Let's Check］
 エ 電気 

［出題３］
発電時に⼆酸化炭素の排出がないエネルギー
で、少量ではあるが、希少天然資源のウランを
原料に使う。
使⽤済み核燃料などの放射性廃棄物の管理や処
理や再利⽤が難しい。
事故が起こった時の被害が広範囲に及び、甚⼤
になる等。                
※現代社会教科書p258〜p259参照 

副読本29ページ ［出題４］
スマートハウス         
※現代社会教科書p257 図①参照 

［出題５］
①節電に努める。⾞をなるべく使わない。等
※消費者⼒副読本ｐ50にあるような環境に配慮
 した解答なら、正解。
（グループ討議か、パネルディスカッションに
 よる⾃由回答とする）

②家庭学習か、宿題とする。
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副読本30ページ

　Ⅲ　自転車日常点検・調整のすすめ

●前輪・フロントフォーク
・前輪が外れる ⇒ なぜ外れた？
 ⾞輪の固定を確認していない。クイックレリ
 ーズハブの正しい取扱いを知らない

・フロントフォークの破断 ⇒ 事故にならない
 ためには？
 フロントフォークに傷がないか確認をする

・前輪ロック ⇒ なぜ前輪はロックした？  
 Vブレーキなど良くきくブレーキがあり、その
 癖を知って使いこなす必要がある

●フレーム
・フレームが折れる ⇒ 事故にならないため
 には？
 溶接部に⻲裂がないか確認をする

●ハンドル
・ハンドルが効かない ⇒ なぜ効かない？
 ハンドル錠がかかったままでは操縦はできな
 い。確実に解除していることを確認する

●ブレーキ
・ブレーキの調⼦ ⇒ 何をして維持する？
 きき過ぎかききが悪いかどうか、動作の確認
 をする

●チェーン
・チェーンが外れた ⇒ なぜ外れる？
 チェーンにたるみがある。変速の調整がくる
 っている

副読本31ページ
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第１章

フィナンシャルリテラシー

　Ⅰ　人生設計

発展編
(２年生で学ぶ賢い消費者への道)

副読本42ページ

【Let's Check】
積⽴⽬標：120万円
積⽴期間：10年
●毎⽉いくら積み⽴てれば達成できるか

 ⾦利     毎⽉の積⽴額   
 ０％  ⇒ １０，０００円
 １％  ⇒  ９，７００円
 ３％  ⇒  ９，０００円
 ５％  ⇒  ８，４００円

副読本45ページ

【Let's Check】
100万円を年利15％で5年間借りっ放しにした場
合の5年後の返済額

  100万円×1.15の5乗＝201万円

  ∴倍以上になる

　Ⅱ　人生設計・金利計算
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副読本53ページ

「Let's Check」
⾷品の異物混⼊に気づいたら

⾷品は気づいたそのままの状態で保管するこ
と。その⾷品を特定するためには、購⼊時のレ
シート(購⼊店、⽇時、価格などがわかる)、外箱
(製造者、⼯場、製造⽇などがわかる)、容器のふ
たなどが参考になる。

その⾷品を購⼊してから開封、異物に気づくま
での保管状況、飲⾷していた場合は⾷べた⼈の
体調などがわかるようにして、販売店、製造
者、保健所などに申し出る。

副読本56ページ

第２章

消費者力

　Ⅱ　消費者力としての「食生活」

　Ⅳ　消費者力としての「住生活」

「Let's Check」
賃貸アパートでは壁⼀枚で、隣⼈や外の社会と
つながっていることに気を配る。

・騒⾳／⾃分にとっては⼼地よい⾳楽、友⼈と
 の会話でも、他⼈にとっては騒⾳になること
 がある。
・共有スペースのルール／廊下や駐輪スペー
 ス、ゴミ置場などの使⽤のルールを確認。
・防犯／鍵の管理を徹底。⼆階の窓だからと油
 断しない。
・住み⽅／賃貸であっても、⾃分の所有物と同
 じ程度には管理して居住する義務がある。
 ※湿気やカビ、油汚れ、ゴミやタバコのにお
  いなどに注意。
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副読本58ページ

　Ⅳ　消費者としての「環境」

［出題１］
資源ごみであるレアメタルを回収するため
※携帯電話は、アルミ、銅のほかにも、⾦、 
 銀、パラジウム、コバルト、ニッケルなどの
 希少な⾦属もふくまれており、再資源化する
 ため

［出題２］
家庭⽤エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗
濯機・⾐類乾燥機

［出題５］
リサイクル券

［出題３］
使⽤者 （消費者）

［出題４］
本体とデイスプレイのみで、プリンターやスキ
ャナーは対象外

「Let's Check」
ゴミが増え続け、ごみ焼却コストも増⼤。不燃
ごみや廃棄物を保管する場所が減り続け、不法
投棄も増えている。等
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副読本63ページ
［Let's Check］
私たちの⼼をくすぐる“今だけ無料”“試供品差し
上げます”などの広告の⼀⽂。そこで、ショウコ
さんが巻き込まれたトラブルの対応について考
えてみましょう、と語りかける。

なお、これから説明することはあくまでも⼀つ
の考え⽅を⽰すものであり、同様の事例であっ
ても個々の事例によって取り巻く状況は異なる
点を念頭に置くこと。インターネット通信販売
を利⽤する際に参考にするよう伝える。

⼀般的に、インターネット通信販売の取引の場
合、事業者は取引画⾯に｢申込画⾯｣と｢確認画
⾯｣を設けることが義務付けられている。消費者
が思っていたことと違う⼊⼒操作をしてしまっ
た場合や、途中で申込⾃体をやめようと思った
場合に、その場で訂正できるよう、再確認を求
めるようになっていなければならない。

また、｢取引画⾯｣には取引に関する内容や取り
決めごとを明らかにするように義務付けられて
いる。

この事例の場合、取引画⾯上に“試供品”“定期購
⼊”条件などの内容について明らかにしていない
点に注意。
また、申込画⾯上に“規約”なる表記が⽬⽴たなく
表⽰されて、必ず、確認するようにという注意
喚起もされていない。

試供品の申込みが定期購⼊の⼿続きになってし
まった経緯は、巧妙に仕掛けられた罠にはまっ
てしまった例となる。

ここで解決のカギになるのが、ショウコさんが
未成年者であるということ。未成年者は原則と
して親などの法定代理⼈の同意がなければ、契
約の取消ができる。

ただし、お⼩遣いの範囲内などであれば法定代
理⼈の同意がなくても契約の申込みはできる。

トラブルにあった場合、⼀⼈で悩まず速やかに
消費⽣活センターなどの窓⼝を活⽤するよう伝
える。

第３章

デジタルイノベーション

　Ⅰ　ネットトラブル
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第１章

消費者リスク

　Ⅰ　消費者力としての「衣生活」

実践編
(３年生で学ぶ実社会と消費者)

副読本68ページ

【Let's Check】
服を実際に⼿にして、表⽰ラベルを読み解いてみ
る。旧表⽰のものを⽐較してみるのも有効。
たとえば、⽩い無地のワイシャツ 綿100%のラ
ベルを検証すると以下のような表⽰内容が読み取
れたりする。    

＜原産国 表⽰責任者名＞
・⽇本製
・株式会社 ⼀宮
・0586－00－1234

● 旧 取扱い絵表⽰の例だと
・液温は、40℃を限度とし、洗濯機による洗濯
 ができる。
・塩素系漂⽩剤による漂⽩ができる。
・アイロンは210℃を限度とし、⾼い温度（180
 〜210℃まで）で掛けるのがよい。
・ドライクリーニングができる。溶剤は､パーク
 ロロエチン⼜は⽯油系のものを使⽤する。
・⽇陰のつり⼲しがよい。

●新 取扱い表⽰では
実際のラベルを検証してみる
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副読本71ページ
【Let's Check】
★1 コンビニ
★2 鉄道会社

副読本73ページ
［Let's Check］

　Ⅱ　契約とは？

【出題１】
契約時は［レジ］にもっていったとき
申込みは［このお菓⼦］をください

【出題２】
電⾞に［乗る］権利
電⾞賃を［払う］義務
電⾞賃を［受け取る］権利
電⾞に［乗せる］義務
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　Ⅲ　苦情の伝え方

副読本75ページ 【出題１】
●消費者にとって好ましい作り／地場産品、フ
 ェアトレード商品、環境を配慮した商品 等
●消費者にとって好ましい事業者／消費者にと
 って好ましい商品を作る事業者、環境活動に
 積極的な事業者、社会貢献に積極的な事業者
 等
●環境に配慮した商品／容器包装など無駄の(少)
 ない商品、詰め替え商品、リユース商品、リ
 サイクル商品 等

【出題２】
①企業には苦情対応の係がある。対応者を社⻑
 に限定した点がクレーマーとなる。
②柄が気に⼊らないのは着⽤前にわかるはず。
 そもそも通信販売では、クーリング・オフは
 できない。
③雑誌には著作権があり、著作権者の許可が必
 要である。コピーが許されたら雑誌が売れな
 くなってしまう。

副読本76ページ
【出題３】
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　Ⅳ　ついつい だまされる

副読本77ページ 【出題】スマートフォンにこの画⾯が出て、
友⼈が困っています 。どうアドバイしますか？
【解答】そのまま放置するよう、アドバイスす
る。 決して連絡してはいけない。

【出題】次の画⾯で問題あるところに○をつ
け、班内で情報交換しましょう。
【解答】○をつける箇所と理由
・80％OFF、90％OFF （極端な値下げ ）
・会社概要（住所が｢千代⽥区｣までしかない。 
 メールアドレスがフリーアドレス。電話番号
 の記載がない。代表者名の記載がない。） 
・銀⾏振込しかない 。(クレジットカードが使え
 ない 。個⼈名義の⼝座の場合は特に注意)
※その他／⾒慣れないＵＲＬや不⾃然な⽇本語
 が書かれている場合は注意が必要。

副読本78ページ 【出題】SNSにはあなたが興味をもつような
広告が表⽰されることが多いですが、なぜでし
ょう？
【解答】個⼈情報を登録した場合には、年齢や
性別、趣味などがわかり、接続すると⾃動的に
そのデータを反映した画⾯表⽰がされるため。

【出題１】
就職説明会の場などでは、 緊張感から｢きちんと
対応しなければ｣という気持ちになるため。

【出題２】
就職先がなかなか決まらないという不安がねら
われたと考えられる。

【出題３】
「お断りします 」ときっぱり⾔う。
路上等で実施しているアンケートへの個⼈情報
の記⼊は避け、電話で呼び出されても応じない
ようにする。
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副読本79ページ

【出題１】
「勧誘を断る難しさ」を感じることができれ
ば、よい 。

【Let's Check】
ロールプレイングを⾏うことで、もしそうなっ
てしまったら、という場⾯を疑似体験させるこ
とが⼤切。
また勧誘者を演じる側は、説得される側になっ
た場合に聞かされる⾔葉の裏側にある動機を知
ることができる。

【出題２】
友⼈からの勧誘は断りにくいと実感したうえで
考えることを意図した出題。
断り⽅としては、断る⾔葉の前に、｢ごめんね｣
｢悪いけど｣などと気遣う⾔葉をつける。
早めに話題を変えるのも効果的。

　Ⅴ　悪質商法 どんなもの？
副読本80ページ

【Let's Check】
成⼈になると、未年者契約の取消ができなくな
るから。

【参考情報】
成⼈になってからの話題は⾼校⽣にとってまだ
先の話で、あまり関⼼をもたない傾向がある。
しかし2015年6⽉17⽇の「改正 公職選挙法」
可決・成⽴により、選挙権年齢が18歳以上に引
き下げられた。これにともない、18歳をもって
成⼈とするよう⺠法を改正する検討も始まって
いる。
このLet's Checkは「未成年契約の取消し」によ
る保護が受けられなくなる可能性について、⾃
分事化する内容でもある。
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第２章

ライフプラン

　Ⅰ　ライフプラン

副読本82ページ
【出題１】
「クーリング・オフ制度」の利⽤。

【Let's Check】
解答を導き出すためのヒント。
グループワークを実施し、話し合いで解答を導
き出すために使⽤したり、解答の裏付け情報と
して解説に使⽤したりできる。

【出題２】
クーリング・オフ期間は契約⽇から８⽇間。従
って９⽇後は、クーリング・オ フはできない。
ただし、 まだ施術が始まっていなので、｢サービ
ス利⽤前の損害賠償額(エステの場合は２万円が
上限)｣を負担することで中途解約できる。
詳しい⼿続きは消費⽣活センターに相談する。

副読本86ページ

【Let's Check】
多様な考え⽅があるが、ひとつの例として
・投資・・・「資本」にお⾦を投じるもの。
 成⻑性が⾒込める企業の株式に投資し、期待
 通り成⻑した際の配当⾦や株式の値上がり益
 を享受する場合などが⼀例
・投機・・・「機会(チャンス)にお⾦を投じるも
 の。偶然性が強い点が特徴。

※「投資」をするには⾃分で学んだり調べたり
 する必要がある。⼈⽣設計としての資産形成
 は、投機ではなく投資(と貯蓄)を⼼掛けよう。
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第３章

その他

　Ⅰ　電子商取引
副読本89ページ 【Let's Check】

いずれの広告表⽰も適切ではない。
× 送料実費
 ⇒ 送料については⾦額を表⽰することが必
   要。例えば、地域ごとの料⾦⾦額を⽰す
   ことなどが求められている。
× 銀⾏振込の確認後に商品を発送
 ⇒ 利⽤代⾦を前払いする場合の商品の引渡
   時期については、例えば「代⾦⼊⾦後、
   〇⽇以内に発送します」などと表⽰する
   ことが求められている。
× 返品不可
 ⇒ 例えば｢商品に⽋陥がある場合を除いて、
   返品には応じません。｣｢商品に⽋陥がな
   い場合には〇〇⽇間に限り返品に応じま
   す。送料は購⼊者負担です。また、商品
   に⽋陥がある場合にも返品に応じますが
   送料は当社負担です｣などと表⽰すること
   が求められている。

　Ⅱ　金融トラブル

副読本91ページ

【Let's Check】
資産運⽤ ギャンブル

同じ点
⇒ 動機また
は⽬的

お⾦を増やしたい

異なる点
⇒ リスクにつ
いての考え⽅

取引にある
程度のリス
クは伴うが
知識と経験
から妥当な
判断する

⼤きなリター
ンを得るため
リスクが⼤き
いことを承知
（無視）して
取引を⾏う
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副読本93ページ

【Let's Check】
受け⼦は犯罪の全容を知らされず利⽤されるこ
とが多く、⾸謀者にとっては使い捨ての便利な
存在となっている。犯罪に加担してしまうこと
の重⼤性を認識しなければならない。

副読本92ページ

【Let's Check】
個⼈からお⾦を借りる場合は返済条件などがあ
いまいになりがち。相⼿が親族でも、書⾯でき
ちんと確認して貸し借りをすること。
銀⾏やクレジット会社、サラ⾦などからの借⾦
は合法的なものだが、ヤミ⾦からの借⾦は⾮合
法。貸す側だけでなく借りる側も罪に問われる
犯罪⾏為である。

【Let's Check】
・⾃⼰破産と免責／⾃⼰破産は地⽅裁判所に申
 し⽴て債務整理をすること。免責は債務の⽀
 払い義務を免れることをいう。
・住宅ローンの残っている個⼈再⽣⼿続き／⼀
 定の収⼊がありながら多額の住宅ロ－ンなど
 の借⾦があり返済不能の可能性がある場合、
 借⾦を減額し3年間で返済する形で債務整理す
 る「個⼈⺠事再⽣⼿続き」がある。
・簡易裁判所での特定調停／簡易裁判所で調停
 委員が借主と貸主の間に⽴って和解案を⽰す
・その他／裁判所を利⽤せず、借主と貸主が借
 ⾦の返済⽅法や⾦額を話し合って決め直す任
 意整理がある。



ー 20 ー

副読本94ページ

［Let's Check］
｢違反｣をしていなければ、罰⾦を払う必要はな
い。他の⼈(⼦供･夫･妻など)の代わりに払うとい
う話であれば、それは｢違反｣ではなく｢犯罪(犯⼈
隠避罪)｣での罰⾦となる。罰⾦は銀⾏振込みはで
きない。警察に⾏くことになる。

　Ⅲ　裁判について知ろう

［出題２］
 [原告] [被告] [裁判官]

副読本95ページ

［出題３］
 [法律]

［出題１］
 ⺠事裁判 刑事裁判 の双⽅
 ※完全解答を求めるのでなく、⼀⽅だけを選ん
  でも正解とし「実は2つとも」と解説する。

［出題４］
 □ いや、ある。それは[条理]だ。

［Let's Check］
ここで気づくべきは、｢選挙権｣を持っている、
というだけなら何の役にも⽴たないというこ
と。なぜなら｢選挙権｣は、選挙のときに、⾃分
と同じ意⾒を持っている⼈を議員や委員に選ぶ
ために役⽴つ権利であるからだ。⾃分と同じ意
⾒を持っている⼈かどうかをよく調べて、よく
考えて投票してほしいと、話の最後を結ぶ。

副読本96ページ
［Let's Check］

①まず、そこに書かれていることを落ち着いて
読む。(気が動転すると嘘が⾒抜けなくなる)
②連絡先として携帯電話の番号が書いてあった
ら、差出⼈は裁判所ではない。なぜなら、かけ
てきた相⼿を特定できない電話は裁判所は受け
付けない。携帯電話で受けることはない。
③固定電話の番号があったら、インターネット
で裁判所の名前を探して、そこにある番号と⽐
べる。
④上記②の場合、または③で電話番号が違って
いた場合は、すぐに警察に届ける。


