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　2011年3月文部科学省「大学等及 社会教育 おける消費者教育 指針」 、消費者教育 目的を以下

3点 しました。

　①消費者 権利を実現し、消費生活 安定 向上を図るため、消費 関する基礎的・基本的 知識及

技能を習得し、これらを活用し 消費者被害等 危機を自ら回避する能力、将来を見通した生活設計を行う

能力、及 、課題を解決する実践的 問題解決能力を育む。

　②自己 利益だけを求める く、他者や社会 かかわり おい 意思決定し、よりよい社会を形

成する主体 し 、経済活動 関し 倫理観を持 責任ある行動を れるよう する。

　③消費を、持続可能 社会を実現するため 重要 要素 し 認識し、持続可能 社会を目指し ライフ

スタイルを工夫し、主体的 行動 きるよう する。

　2012年 消費者教育推進法、さら 2013年 消費者教育体系イメージマップや閣議決定「消費

者教育 推進 関する基本的 方針」 持続可能 消費 ため 教育（Education for Sustainable 

Consumption） 消費者教育 柱 りました。

　パネルディスカッション 、「学 を重 　視野を広げる　消費者教育 可能性」をテーマ 、生活者

視点 、地域 密着した「日本型　消費者教育」 可能性を探ります。

学びを重ね　視野を広げる
消費者教育の可能性
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コーディネーター
上村協子氏

パネルディスカッションの目標
　本日 、「い も　 こ も　だれ も　 きる！　消

費者教育 ヒント＆事例集」 、パネリスト 発表から、こ

ん 活動もあるんだ いうヒントを得 視野を広げ いた

だくこ を目標 したい 思います。

　私 2010年 フィンランド 消費者教育を視察し、北欧

「持続可能 」を打ち出した消費者教育 も素敵だ

思いました。国内 消費者庁や文部科学省 方々が消

費者教育フェスタ 形 地域 広げられ いきました。日

本らしい、地域 根付いた知恵 たくさんある 思います。

それを掘り起こし、消費者教育 可能性を皆さん 考え

いける いい 思います。

　2011年から続け きた消費者教育フェスタ 、いろん

地域、いろん 立場 方 ご参加いただい ます。昨年

茨城県 神栖高校学校家庭クラブ 皆さんが発表し く

れた すが、発表後 「私たち フェスタ 地域 学

い 発表し きました」 いう内容 壁新聞を地元

市役所 持ち込ん 貼 たそう す。高校生が地域 発信

する活動を主体的 行 たこ 感動しました。

「いつでも　どこでも　だれでも　できる！
消費者教育のヒント＆事例集」
　冊子 表紙 光る電球があります。以前、岐阜県 教

育委員 方が「消費者教育 これま や きた環境教育

や食育、異文化理解教育 “電流”を通しさえすれ い

い。新た も やら く も大丈夫 すよ」 仰 いま

した。「い も こ も だれ も きる」 、今ま

実践され いる、例え 衣生活 消費者教育的 視点を入

れるこ 、いろいろ 学 が きる いうこ す。そん

ヒントを「電流を流す」表現 表したも がこ 表紙 す。

　こ 冊子 さまざま 工夫が され います。今、アク

ティブラーニングが盛ん いわれますが、「アクティブ 学

ぶ」、 まり、自分が

当事者 いろ

いろ こ を考える

消費者教育が

も良い学 り

ます。

　冊子 20ページ

、自分

正解 何かを考え

がら、既存 教育

消費者 視点をプ

ラスする地域 取組

を紹介し います。

　2〜3ページ 、一生涯を表す道 周り 赤・緑・青・

紫 円 囲まれたさまざま イラストがあります。これ 、

22ページ 「消費者教育 体系イメージマップ」 4 重

点分野 対応し います。消費者 かかわるさまざま こ

を私たち 一生涯を通じ 学 続けるこ 、私たち

人生をより豊か し いくこ を目標 し います。

重なり、つながる「学び」
　消費者教育 、いろいろ 分野 重 り・学 があ

ります。金融教育、環境教育、食育、異文化理解を じめ、

ESD い た世界的 視点 重 るこ も きます。

　これから パネルディスカッション 、グローバル

視点 、ローカル 視点 、皆さん 学 を重 視野を広

げる消費者教育 可能性を語り合える いい 思います。

　まず 、パネリスト 皆さま 1人ず お話をし いただ

きます。

生きる力を育み
持続可能な社会をつくる
アクティブな学び

パネルディスカッション

16



17

パネリスト
赤塚朋子氏

問題意識と研究内容
　衣生活 、毎日着る いう行動を考える 、プライベート

領域 あり、そ 人らしさやそ 人自身が着心地が良け

れ いい いう消費環境があります。そ 中 、衣生活

おける自立した消費者 よう 力を持 いい か

いう問題意識 も 研究を行 きました。また、小・

中・高・大学 学 を重 る中 ん 力が付い いく

か 視点を合わせ 研究し きました。

　「消費者教育 体系イメージマップ」 、消費者市民社会

向け 消費者が身 付けたい力 し 、幼児期から若者

ま 衣生活 場面を想定した消費行動例 い 追記

し、これ 基 い 実践をし きました。

小学校～大学での実践
●小学校

　小学生 自分 選ぶ いうこ をやり始める時期

、靴下を題材 取り上げ、素材やデザイン、値段 い た

商品選択 おける最初 視点をおさえました。

●中学校

　中学生 衣服 購入 い 、自分 購入する25％、保

護者16％、自分 保護者58％ います。衣生活 自

立 い 考える あたり、題材 T シャツ しました。購

入時 ポイント し 安全性や環境ま 視野 入れま

す。また T シャツ デザインを考える授業を行い、生産者・

消費者 両方 立場から考えました。T シャツ 最初から

終わりま 、ライフサイクルを考える実践をしました。

●高校

　高校生 、自分 購入が45％、保護者 自分が53％、

保護者 2％くらい 減ります。自分が失敗したこ 、気を

け いるこ を出させ がら、消費者問題を踏まえ

、衣服 社会的背景や課題 ま 展開します。小・中・

高 、購入時 ポイント い 同じこ が何回も出 くる

すが、そ 内容 ん ん広がり、高校 る 購入

時 基準が明確 るこ が分かりました。

●大学

　私が担当する「消費生活論」 、消費生活アドバイザー、

栃木県消費生活センター 方を招い 授業を行いました。

子 も フード付き衣料 ヒモ い 、消費者が「危険

ある」 いう意見を言 たこ 子供服 JIS 制度が

きた、 いう事例紹介をし もらいました。

また、消費生活上 問題を相談から解決し いく道筋

い 授業をし いただきました。大学生 る 自分が実

際 問題を抱えるこ もある 、課題 気が いた き

よう 行動を る いい か、そし 、そ 行動

よ 社会が良く いく事例をみ いきました。

衣生活から広がる視野
　衣生活 、ライフスタイル、ライフステージ、ライフサイ

クル 共 あります。これ 先ほ 発達段階 応じた消

費行動事例を重 合わせ ご覧いただく 、衣生活 い

いろいろ こ が分か きます。

　衣生活を通す いろいろ こ がみえ きます。被服材

料、生産・流通、構成・製作、選択・購入、着用、手入れ・管理、

廃棄 い た一連 流れ 、着る意味、着るも 材料、

も くり 現場、流通 からくり、消費 実態、管理 問

題、環境問題、労働問題、倫理問題、廃棄問題、人権問題

へ 視野を広げ、消費者教育 可能性を無限 広げます。

パネルディスカッション

中学校での授業実践の様子

衣生活における消費者教育
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パネリスト
石渡美穂氏

小・中学校　家庭科、家庭分野における
消費者教育
　家庭科、家庭分野 、何年生 何を学習するか 決めら

れ いません。各学校 実状 合わせ よりよい方法を探

計画を立 いきます。

　消費者教育 し 、D 「身近 消費生活 環境」が中

心 るか 思います。それを少し具体的 する 、例え

小学校 こ よう 内容を学習し いきます。

・家庭 使う金銭 家族が働くこ よ 得られる限り

あるも あるこ 気 かせる

・も 長く大切 使う、無駄 く使い切る、再利用するこ

が大切 あるこ 気 かせる

　小学校 子 もたちが生活 中 気 かず いるこ

を意識化し いくこ が大切 す。大人 あれ 当たり前

見過ごし しまうこ を、し かり 見 めさせ いくこ

から学習を始め います。

　中学校 、消費者基本法や販売方法、支払方法、消費

者 権利 責任 、小学校より具体化された内容を学ん

いきます。これら 内容を踏まえ 各学校 よう

流れ 授業を進めるか、 うする 多く 学 が子 もた

ち 身 付く かを考え がら授業を進め います。

中学校　技術・家庭科の実践例
　本日、授業を公開された宇都宮大学附属中学校 星野先

生 実践例を紹介します。「自ら行動する消費者 ろう」

題し全7時間 計画 授業を行います。こ うち6時間目

「消費者 権利 責任」 い ご紹介します。

　こ 授業 消費者 権利 責任 い 学ぶこ を目標

し いますが、単 文言を教える、覚えさせる授業 あ

りません。通信販売 通学バッグを購入する場面を設定し、

そ 中 消費者 権利 責任 い 考え、生徒自身 消

費者 し 適切 行動を考えさせるよう工夫され います。

授業の流れ

　場面設定 し 、「中学生が通信販売 リュックを購入

したが、2週間ほ 持ち手がほ け き しま た」 い

う例 す。

　①購入時 インターネット上 得た情報をも 、自分

ら うするかを考え いきます。ここ 生徒一人 り

消費行動が確認 きます。また友達 意見 触れるこ 、

自分 行動 特徴が見え きます。実際 授業 、「しょ

パネルディスカッション

家庭科、技術・家庭科（家庭分野）
における消費者教育
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パネルディスカッション

うが いや」 あきらめ 泣き寝入りする、返品する、商品

を交換する、自分 直し 使う 意見が出 いました。

　②消費者 権利 照らし 、 権利が保障され い

か た かを場面設定 中 考え いきます。する 、安

全性 確保 うだ たか、インターネット上 情報が少

く、知らされる権利が守られ い か た いか、

いうよう こ を子 もたち 話し合います。

　③返品や交換をしただけ よい か、 先生が問いかけ、

さら 考えを深めさせます。そうするこ 、権利 行使だ

け く、消費者 求められる責任 も目を向ける いう

仕組み います。子 もたちから 、「レビュー 書

く」、「消費生活センターへ連絡する」「情報がきちん 提示

され い い業者から 買わ いよう する」 が出さ

れ、自分 きる行動を考え いる姿がみられました。そ

こから「消費者 行動が社会を変える」こ 子 もたち

考えを導い いきます。

　家庭科 実践的・体験的 学習活動を通し 学ぶこ を

大切 し いる教科 す。こ 授業 よう 、自分 生活

場面 引き寄せ 実際 状況 照らし合わせ 考え いく

いうこ が も重要 ある 思います。

消費生活センターとの連携・協働
　栃木県消費生活センター 学校また 教員向け セミ

ナーを開催し います。毎年、先生方 非常 興味

深い内容を設定し いただい おります。実施時期や参加

者数 課題 ありますが、参加された先生から 好評を得

います。また出前講座も、子 もたち 学習 合わせ

組み込ん いただい います。消費生活センター発行 さ

まざま リーフレットも活用し います。

　県消費生活センター主催 プログラム「親子 学ぶ食品

表示」 、夏休みを利用し 親子 食品表示 い 学

、学んだこ を活かし 菓子 箱を作る いう活動が行

われました。全体を通し 感想 非常 好評 、抽選を

し けれ ら いほ 多く 参加希望がありました。県

消費生活センター 行われるプログラム 、教育委員会

学習内容を確認し いただいたうえ 実施され おり、

もありがたい 思 います。学習指導要領や学校 学

習 合 た形 授業を提供し いただけるこ 感謝し

います。
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パネリスト
内田 守氏

柏市について
　初め 柏市 い 紹介させ いただきます。下 千葉

県 公認マスコット「チーバくん」 、横から見る 、千葉

県 地図 重 るよう 形をし います。こ 目 鼻 間

柏市があります。柏市 人口41万人を超え、市政62年目

し 少しず 人口 増え います。平成20年 中核市

り、鉄道が3 交差し、東京都 ベッドタウン し 発展し

きました。市立 学校 小学校42校、中学校20校、高校

1校があり（平成28年11月現在）、3万人を超える子 もた

ちが学ん います。

柏市消費者教育推進連絡会
　柏市 消費生活センターがさまざま 消費者施策を

行 いますが、消費者教育啓発事業 １ し 平成３

年度から柏市消費者教育推進連絡会が設置され いま

す。平成４年度、学習指導要領 初め 「消費者教育」 い

う文言が盛り込まれたタイミング 合わせ 設置されまし

た。会 目標 大き 柱 学校 おける消費者教育 推

進 、小・中・高等学校 教員、教育委員会職員 構成さ

れ、研修、情報・意見交換 を実施するも す。

　本年度 構成メンバー 、委員が小学校教諭７名、中学

校教諭５名、高校教諭２名、教育研究所員３名、事務局

消費生活センター所長を じめ消費者教育相談員 、学校

教員を中心 組織し いるこ が大き 特徴 す。

　委員 任期 原則2年 、研修や授業実践を行 いた

だきます。定例会議を年３回行い、初年度 研修が中心、２

年目 授業実践 そ 公開、実践事例集を作成します。発

足し 26年目 り、す 13期・ べ100名を超える委

員が携わ きました。

研修の実際（平成28年度）
　今年度 取組例をご紹介します。第１回目 、「社会参画

力を育む消費者教育〜イメージマップ 消費者教育 イ

メージを広げよう！〜」 題し、関東学院大学准教授　天野

恵美子先生を講師 迎え 研修を行いました。

　天野先生から 、消費者を取り巻く現在 社会情勢・社

会環境から、子 もたち 実態や教材開発ま 、幅広くか

重要 視点 講義をし いただきました。参加した委員

から 、消費者教育を進め いくうえ 悩み い 話

し合えたこ や、新しいこ を学べ 良か た 意見・

感想がありました。

　第２回目 、「柏市版消費者教育イメージマップ 検討」

題し、柏市立教育研究所　深野指導主事をファシリテー

ター し 研修を行いました。今年度 来年度 ２年間を

かけ 柏市版 イメージマップを作成したい 考え いま

す。消費者教育 重点的 ４ 分野 表を作成し、そこ

ん 視点 ん 授業を組み込むかをグループご

出し がら作成します。こ 成果 来年度 発表する予定

す。

　連絡会 定期的 「連絡会 うしん」を発行し い

ます。A4表裏 簡単 リーフレット すが、全校 配布

パネルディスカッション

柏市消費者教育推進連絡会
の取組
～消費生活センターと教育委員会の連携～
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し、連絡会 活動を伝え います。

消費者教育授業実践事例集
　連絡会 肝 ある事例集 、委員 先生方が行 た授業

事例をま めたも 、平成19年度から１年おき 発行

し、現在５冊 います。こ 10年間続く取組を大事

し 今後も続け いきたい 思 います。

　平成27年度版をみる 、学習指導要領 重点的 盛り

込まれ いる教科・領域以外 国語、算数、生物、数学

教科 消費者教育 授業 チャレンジし います。

　小学校１年 道徳 授業 「批判的思考力を育む 」

を目標 実践したも が公益財団法人消費者教育支援セ

ンター ニュースレター 取り上げられました。

　柏市教育委員会ホームページ 「柏市版消費者教育

ポータルサイト」があり、教育研究所 ホームページや校務

支援ホーム画面から入れるよう います。こ 中 事

例集や連絡会 うしん も掲載され います。こ ポー

タルサイトを周知するため 教員向けリーフレットも配布し

います。リーフレット 中 特 強調し いる 、「

教科・領域 も消費者教育が きます」 いうこ す。

連絡会から柏市の先生方へ
　最新 実践事例集Ⅴ ，柏市 先生方 向け ，次 　　　　　　

よう 文章を子 もたち 声 し 載せました。

　時間割 「消費者教育」が く も大丈夫 すし、あらゆ

る場面 「先生 一言」が消費者教育 ります。消費者

教育 消費者 対する教育 す。先生方 、学校 習

たこ を実生活 生かすため 一言、社会参加したく る

一言を、子 もたち 伝え もらいたい いうこ を大切

テーマ し 、当会 活動を進め います。

　各学校 、「日常生活を取り巻く課題そ も 教材

くり ヒントがある」、「教科・領域を中心 、学校全体

体系的 実践する」こ が効果的 あるこ を共通認識

きるよう 、当会 活動を進め いきたい 思 います。

パネルディスカッション

選 せられる人 く、選ぶ人 りたい。

だから知りたい、練習したい！

環境を大事 したい。

公正 社会 くり 参画したい。

知ら い人 伝えたい！

先生、教え 、

消費者が持 影響力を。
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パネリスト
水川和彦氏

岐阜県について
　宇都宮から約500キロ離れた岐阜から来ました。消費者

教育 まだまだ発展途上 すが、消費者教育 がるネ

タ 多いか 思います。

　岐阜 白川郷が世界遺産 た途端、観光客数が

10倍 増えました。また、映画「君 名 」 舞台 た

こ 「聖地巡礼」が続い い 、宣伝効果 大きさ 驚い

います。

消費者フェスタ・フォーラムの開催
　岐阜県 平成24年 消費者フェスタ、昨年 地方消

費者グループフォーラムを開催しました。平成24年

3.11 翌年 、フェスタ 保護者 子 もが同じテー

ブル い 風評被害をテーマ 授業を行いました。お

母さんが「あ た こ を心配し 買う き気を け

いるんだよ」 いう 6年生 子 「 も こ 根拠があ

る ？」 質問した場面があり、 か か考えさせられ

ました。昨年 、地区別 消費生活センター、小学校〜高

校教諭、校長、教育委員会、事業者がすべ 同じテーブル

き、連携 あり方を模索しました。

消費者教育の全県展開
　推進法が きた翌年、「みん 学ぼう！消費者知識

知 トク BOOK」を小中学生向け 作成しました。さら

中高生向け 消費者教育副教材「お ！落 し穴」

を作成、高校1年生全員 毎年配布し います。

義務教育段階における消費者教育
　義務教育段階 消費者教育 、社会、家庭科、総合的

学習 時間等 展開し いく すが、消費者教育だけ

を銘打 展開するこ 難しい状況 す。そ ため、いろ

いろ 授業 中 消費者教育 かかわる視点を入れ込ん

実践する が現実的 す。

　事例を1 ご紹介します。消費者教育 内容 学習指導

要領 D あるわけ すが、そ 授業だけ 終わら いた

め 、5年生から6年生 かけ 他 教科や領域 う

ぐか、中学や高校 う ぐか、あるい 家庭、地域や

企業・団体 う ぐか いう課題が出る 思 います。

そこ 、例え 小学校 、消費生活 関連させた指導内

容 系統性を明らか し、見方・考え方 高まりを描き

中学校へ ぎます。

　例え 「B 日常 食事 調理 基礎」 授業 、家族

ため ジャーマンポテトを作る場面を設定し、材料 ベー

パネルディスカッション

岐阜県における消費者教育
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コンを れ すれ いいかを考える いうコマを入れ込む、

いう考え方 す。材料 例 し 小分け、1パック ロン

グベーコン、ブロックベーコン、ハーフ 1パック減塩ベーコ

ン、細切れベーコン 4 を用意し考えさせます。仕事から

帰 くるお母さん 能率を考えれ 切れ いるほうがよ

い、3人家族だから少量 いい、消費期限内 使い切れる

量 あるべきだ、環境を考え 国産 も がいい 、こ

よう 小さ 視点を盛り込み がらジャーマンポテトを

作る いうも す。小さ 視点を家庭科 授業 中 入

れ込むこ よ 無理 くカリキュラムをこ し 、消

費者 権利 責任ま げるこ が きる い

か 考え います。

　子 も 発達をふまえた無理 い積み上げ 、賢い消

費者を育 る取組 期待し います。

義務教育における消費者教育の構え

1　全教育活動 消費者教育 視点をプラスする

2　各教科 学習素材 消費生活 がる素材を盛り込むこ が大切

3　専門家（機関・団体等） がるこ 得意分野を生かした深い学 を実現

4　消費者教育 目的 「よりよい暮らし」 あり、「だまされ い」 いう視点だけ く「より豊か 暮らし」 いう

      観点から学ぶこ が消費者 自立や消費者市民社会 形成 がる

パネルディスカッション
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「つながり」をどうつくっていくか
上村　ここ 、会場 方からご質問やご意見をいただきた

い 思います。

参加者　今日 テーマ 「学 を重 る」 い 、上村先

生 横 がり、赤塚先生 縦 がり い お話

しされました。そうしたいろいろ がりが消費者市民

有効 も るこ を実感しました。先生方 、

人 がりを く いくうえ 、 ん 工夫をされ い

る すか。また ん 可能性を感じられ いますか。

赤塚　私たち 研究会 消費者教育 実践力を育成す

るため教員 力を付けたい いう思いがあります。大学・大

学院 卒業生、現場 先生方 がりをまず根拠 し

がら、専門分野を中心 、消費生活センターや消費者団

体 輪をま め いく形 推進体制を く いきまし

た。県 推進協議会が きた 、専門的 方々 タッグ

を組ん いけれ 思 います。人 人 がり 信

頼関係を基本 作る うまくいく か 思いました。

石渡　児童・生徒 さまざま がりを持たせるため 、

教員自身がいろん 人 かかわりを積極的 持 こ が大

切だ 思 います。子 も 生活圏 狭く、人 が

りもそれほ い が実状 す。 もすれ 家族

がりさえ希薄 いる場合もあるかもしれません。

がりを創出するよう き かけを家庭科 授業を通し

作 いくため 、まず私たち教員がいろいろ 人

がりを持 るよう る 、子 も 学 も豊か る 考

え います。

内田　柏市 早くから組織 くり・仕組み くり 取り

組ん います。組織や仕組みを くるこ 人が がり、

授業や実践事例が がる いうこ が実現し います。

仕組み くり 大き ポイント いか 思います。ヒン

ト集 ６ページ 、「これま 授業や活動 消費者教育

視点をプラス」 ありますが、これを柏市 主眼 し

や きました。消費者教育 視点を少し入れるだけ 味

付けが良く 、授業 深味が出る。入れ み 良か た

る 、これも が いくこ ります。

水川　何 ため 人を ぐか いう 、１ 消費者教育

質を高めるため す。もう１ 、消費者教育 付けた力

を日常生活 働かせるため す。質 高い情報を持 い

る人 がるため 何をするか すが、１ フェスタ

機会 まず出会わせ みるこ 。教員 教員以外

か か がれ い 、出会う場を保証するこ が大切

す。もう１ 市教委レベル 消費者教育を うするか

いうアクションが出 くる 、おおい 実働的 くる

だろう 思います。３ め 、子 も 視点、子 も 学

を大事 するこ 。「お母さん 聞い おい よ」 か「近所

お店 お ちゃん 聞い おい よ」 いうよう 小さ

体験を積み重 る 、質 高い消費者教育がお ず 提供

きる いか 思 います。

企業や団体の消費者教育を
学校と結びつけるには
参加者　こ 場 、企業や団体 方を じめ「子 もたち

こん 消費者教育 授業がしたい」 考え いる方が集

ま いる 思いますが、学校 アプローチする が難し

い いう声をよく聞きます。い ・ よう 形 提示すれ

一緒 授業をするこ が きる しょうか。具体的

ヒントをいただけたら 思います。

内田　柏市 場合 教育研究所 消費生活センター ご

連絡いただくか、また 、センター パイプを作 いた

だけれ 、 こ 学校 よう ニーズがあり、 ん 授

業が きる いう情報をお伝えするこ が きます。キー

るセンターや組織がある 、事業者さん もアプ

ローチがしやすい いか 思います。学校へ個別 、

る か か難しい 、そういう りま めが き

いる ころを ら いかれる いいか 思います。

参加者　学校現場 消費者団体、企業を結 け 消費

者教育を実践する 、消費者教育コーディネーターが必

要 いか 思 います。岡山県 場合、私がコーディ

ネーター り、 こが よう 教育をし いる かをあ

る程度把握し がら、学校現場 求められ いるも を

かみ、教材を作 たり結 けたり いう活動をし いま

す。皆様をコーディネートする役割 人が県や市 必要

いか 感じ います。柏市さん、岐阜県さんも、消費生

活センター し かり連携を り がら実践するこ

消費者教育が進ん きた いか 思いました。

パネルディスカッション
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上村　組織 し 仕組み作りが き いる ころ いい

すが、そう い ころ コーディネーターさん 協力し

いただく いう もいいか 思います。

消費者教育を漢字二文字で表してみると
上村　最後 、今日 フェスタを通し 、消費者教育推進

ヒントやイメージをカ行 漢字二文字 表し いただき

たい 思います。

赤塚　「苦労」 す。衣生活領域からお話しし いますが、

衣生活を支え いる人たち 労働条件 いまだ苦労 連

続 いか 思いますし、いいも を作るため丁寧 一

生懸命も くりをする いう苦労 よ 、私たち 着心

地が良いも を着るこ が き いるこ を忘れ いけ

い 思 います。衣服が こから来たか、誰が作 い

る か いう原点を意識し がら、私たち自身が社会を変

え いく、消費者 力が社会をより良くし いく、それが幸

せ がるんだ いうこ を忘れず、苦労が報われる社

会 し いきたい 思います。

石渡　「経験」 す。授業を通し 感じる 、子 もたち

経験不足 す。消費者 視点を育 るため 、まず自

分が生活 主体者 ら い そ 視点 行き着きませ

ん。経験をさせ いくこ が第一歩 る いか

思います。料理 中 ん こ が無駄 かが分から

けれ 、 こ 注意を払え いい か分から い 思いま

す。まず 授業 実践的 学習活動を通し 子 もたち

経験させ、家庭 持ち帰 実践し もらう、そうし 子

もたち 経験を積ませ いくこ よ 消費者 目線

厚み深みが出 くる いか 思います。

内田　「環境」 す。消費者教育を取り巻く環境 いう意味

考えました。消費者教育が進む環境を整え いくこ が

大事だ 思います。そ 肝 人的環境、人 がり

ある 思います。顔が見えるか うか も大きく 、顔

が見え 仲が良い いう ころから好循環が生まれ、発展

し いく いうこ がある 思います。柏市 も消費者教育

相談員が熱心 人を い くれたこ 、ここま 来た

いう思いがあります。公開授業 子 もたちが「しげお

き君」 登場 笑 いましたが、理科 先生 だそう

す。子 もたち 近い存在 あるこ 、身近 ある

こ 、それだけ 子 も 与える影響が大きい 感じま

した。

上村　私 「交換」 しました。本学 金融教育 講義を受

けた学生が書いた卒論 「冷たい貨幣を温かいお金 する

若者 金融リテラシー」 した。も やサービスを提供し

もら たら、きちん 対価を払う、お返しをする、自分 世

代 返せ く も次 世代 返し いく。そん 「三方良し」

交換が きるよう 持続可能 消費者市民社会を くり

たい いう思いがあります。労働 対する正しい評価 きる

ビジネスが進ん いくよう 買い手が育 こ を期待し

交換 しました。

水川　「希望」 しました。消費者教育 だまされ いため

教育 いう側面 ありますが、私 希望 ありたい 思

います。フェアトレードもそう すよ 。人間が消費者市

民社会 中 いか 主体的 豊か 生活を送れるか いう

こ 、学校 子 もたち 消費者教育を施すこ 、

子 もたち 豊か 生き方を目指し もらうこ 他 りま

せん。公開授業 私が見たグループ 子 、「ワードローブ

調べ」 3・4（あまり着 い・ほ ん 着 い）がほ ん

く、最後 解決策を考えるこ た き、困 いま

した。「だ お母さん、 ん ん友達 あげるから」 。こ

子たち 母親 、消費者市民社会 一員 し 素晴らし

い実践をし いる いうこ す。そし 、それ 自分 子

もが育 た大切 服だからだ 思います。そういう家庭

育 子 もたちもいるこ 目を向け い 、消費者教

育 まだ弱い 感じます。そ グループ 子 こうも言

いました。「お気 入りだから ん ん着る。だからヨレヨ

レ るんだよ 」。だから、優しく洗 きちん たたん

だり、大事 し けれ いけ い す。こ こ こそ賢い

消費行動じゃ いか 思います。附属中学校 授業 本当

素晴らしく、いろいろ 人たち がり 中 消費者

教育 さら 発展し いける いか 思いました。

上村　カ「環境」キ「希望」ク「苦労」ケ「経験」コ「交換」、

そろいました。私 洋服 、大学 指導教官、職場上司、親

や姉 いただきも ・もらいも が多い す。今日 お話し

合わせ 何か一 も工夫をしたい 、こ 手 ぐいを

スカーフ代わり 巻い きました。これ 福島 被災地

耕作放棄地 綿を作り、福島 デザイン 売 いる人た

ちが作 たも す。今日 消費者教育フェスタ in栃木 、

そういう作り手を大事 する衣生活 あり方を発信 きた

思います。

　「さよう ら消費者、こん ち 生産消費者」。東京家政

学院大学学長・天野正子 言葉 す。私たち 単 お買い

物をするだけ 消費者 ありません。何かを作り出す作

り手 みん が れる いうこ だ 思います。栃木 学

んだ「消費者教育 地産地消」、こ 地域 学 、発信し、

地域を活性化する学 い 今日 み さん 議論 き

た いか 思います。ありが うございました。
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