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序章 はじめに 

 2005 年、日本政府と日本銀行はペイオフ解禁を実施したこの年を「金融教

育元年」と定め、金融リテラシーの普及に乗り出した。それから 8 年後の

2013 年に成立した安倍政権にて「金融経済教育研究会報告書」にまとめら

れ、政府としての見解が表明された。  5 

 「金融教育元年」からの 8 年間の政権では金融教育についての政策は挙げ

られてこなかった。しかしその 8 年の間、アメリカで発生したリーマンショ

ックなど、日本にも多大な影響を与えた出来事があった。その中でさまざまな

検証がなされていくうちに、徐々に金融リテラシー教育の必要性について日本

政府は気づき始めたのではないだろうか。  10 

 必要性に気づいたものの、実際の教育現場に導入する過程で再び止まってし

まった。しかしこれ以上待ったはかけられない状況であることは間違いない。

日本の人口減少による年金問題、日本銀行によるマイナス金利政策、イギリス

の EU 脱退など直接的に影響するものもあれば、回りまわってわれわれに影響

する問題が次々発生している。それらの問題に対し、正確な知識と考察力を学15 

校現場で学び、立ち向かわなくてはならない。  

 われわれの論文では、第一章で金融リテラシーにおける定義と必要性を提示

し、第二章では教育現場での理想像をとらえ、第三章では日本の現状と海外と

の比較をし、日本の教育現場や政府に不足している要素を洗い出した。最終章

の第四章ではこれらを踏まえ、第一節で各学校段階での金融科目を提案し、第20 

二節では教員の金融知識習得方法について、第三節ではゲーム形式の評価方法

について提案している。この論文が、日本の金融経済教育をはじめ金融リテラ

シーの向上に微力ながらも貢献できれば幸いである。  
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第一章 金融リテラシー教育の定義および必要性  

第一節 金融リテラシー教育の定義  

 多くの国々が 2008 年のリーマンショックを代表とする幾多の金融危機を経験

し、それらに対応するため各国政府による金融規制だけではなく国民に対する金

融リテラシー教育の必要性が世界規模で高まった。2012 年 4 月 OECD/INFE「金5 

融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則」によると、金融リテラシーと

は、『金融に関する健全な意思決定を行い、究極的には金融面での個人の幸福を

達成するために必要な金融に関する意識、知識、技術、態度および行動の総体』

と定義されている。現代、日本においても貯蓄、資産運用、住宅ローンや各種保

険等、多くの国民が生活を営む上で多くの金融商品と関わりを持つようになった10 

が、多くの国民の金融リテラシーは向上しないままであることは、多重債務問題

や金融資産保有家庭の増加などの諸問題により明白であることは言うまでもな

い。このような諸問題に対応するため、金融に関する知識や判断力の向上を目指

し行う教育のことを金融リテラシー教育という。金融リテラシー教育は、小学

校・中学校・高等学校等の学校段階上の教育だけではなく、家庭内における実生15 

活上での教育においても可能である。  

金融リテラシー教育は他の科目とは決定的に違う側面がある。それは、ただ金

融経済を学習しそれに関する知識を増やすだけでは不十分で、学習によって得た

知識を実践・経験し知恵を得て初めて教育が完了するという点である。学校にお

いて実際に通貨を使用し生徒に実践・経験させることは難しいが、金融知識を要20 

するラットレースや野村ホールディングスと日本経済新聞社が運営する日経

STOCK リーグ等を用いて疑似体験させることは可能である。こうして知識から

知恵を育み、自らの能力に落とし込むまでが金融リテラシー教育の定義である。  
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第二節 金融リテラシー教育の必要性  

 はたして３０年前の日本は「金融リテラシー教育」が、これほどまでも急ピッ

チで推し進めなければならない問題となってしまう未来など想像したであろう

か。当時 IT 革命を経験し、まずパソコンやインターネットに対するメディアリ

テラシー教育を進めた日本には金融リテラシーなどという言葉すら存在していた5 

のか、はたまた存在はしていたが気にも留めなかったのか、と疑問すら感じてし

まうほどである。  

 金融リテラシー教育が必要になった起因はやはり IT 革命であると考える。イ

ンターネットにより世界が急速に接近し、世界の裏側とも瞬時に取引できる世界

になったのだ。世界の一体化は進み、それにともない自由市場経済の性質が強く10 

なった。この瞬間、金融リテラシーの重要性に目を向けられるようになる。  

 資本主義自由市場経済とはどのような世界なのか。一言で言えば自己責任であ

るとわれわれは考える。この経済システムにおいては発生する問題すべてを自己

責任として受け入れなければならない。たとえば、高所得者の子供と低所得者の

子供とでは教育機会に関して差が生まれる。義務教育を基本とすることは同じで15 

あるが、習い事や塾、またはインターナショナルスクールなど、金銭的負担があ

る教育に関しては受けられる人と受けられない人が出てきてしまう。自身や家族

の経済水準や経済格差でさえも自己責任として受け入れ、自身で対応しなければ

ならないのである。この経済システムに対応できる力をもつ子供たちを育成する

役割を担うのが金融リテラシー教育なのである。  20 

 金融リテラシーを生かす中で攻めのリテラシーと守りのリテラシーが存在する

と考えられる。攻めのリテラシーとは、資産を意図的に増やすものであると考

え、投資などの資産運用がこれにあたる。一方の守りのリテラシーは資産を減ら

さないものであるとし、保険や預貯金などがこれにあたる。自分にとって最適な
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攻めと守りのバランスを見つけ、実行することが金融リテラシー教育においてひ

とつのゴールであると考える。  
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第二章 各学校段階における金融リテラシー教育の理

想形 

第一節 小学校  

《図表１》小学生の金融リテラシーマップ  

 5 

出所）知るぽると  金融リテラシーマップより抜粋  

金融リテラシー教育の理想形の軸として、金融広報中央委員会が運営する知る

ぽるとから「金融リテラシーマップ」を参考に考えた。金融広報中央委員会と

は、都道府県金融広報委員会や政府、日本銀行なとが中立、公正な立場から金融

を広報する組織である。金融リテラシーマップとは「『生活スキルとして最低限10 

身につけるべき金融リテラシー』の内容を具現化して年齢層別にマッピングした

もの」である。  
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小学校の段階では、社会の中で生きていく力の素地を形成する時期とされてい

る。お小遣いやお年玉を、自身のニーズやウォンツに合わせ計画的に使用し、お

金の使い方を学んでいく。また、簡単な保険やローンについての知識があると好

ましい。小学生の段階に、正しいお金の使い方を学ぶことで将来大人になってか

らの資産の運用において、よりよい判断ができるようになり、多重債務等に追い5 

込まれる可能性を抑えることができる。また学校での教育以外でも、小学校段階

の場合とりわけ、保護者の責任に依存することが多い。親と子で、しっかりとお

金に対して約束事を定め、親を子の模範となるような正しいお金の使い方を示さ

なくてはいけない。  

第二節 中学生  10 

《図表 2》中学生の金融リテラシーマップ  
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出所）知るぽると  金融リテラシーマップより抜粋  

中学校の段階では将来の自立に向けた基本的な力を養う時期とされている。お

小遣い管理や買い物経験もするようになるため、お金を使う機会が増え小学校の

段階よりも深い知識が求められる。  

中学校では平成２０年に学習指導要領の改訂が行われ、社会科の公民的分野、5 

技術・家庭科の家庭分野で金融教育が行われている。生徒の興味関心を喚起でき

るよう、生徒にとって身近で具体的なものを教材化する工夫がなされ、また校外

活動では、職場体験が行われている。しかし様々な金融教育が行われている中で

印象に残っているものといえば職場体験ぐらいではないだろうか。  

金融経済教育を推進する研究会のアンケートによると、現在金融経済教育を行10 

っている年間の時間数と、そう回答した人の回答率は以下の結果である。  

中学校１年生：「０時間」（74.2％）  

中学校２年生：「０時間」（58.2％）  

中学校３年生：「１～５時間程度」（44.6％）  

実際、金融教育が行われているのは三年生だけとういのが現状である。  15 

 

 

 

 

 20 
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第三節 高等学校  

《図表３》高校生の金融リテラシーマップ  5 

  

出所）知るぽると  金融リテラシーマップより抜粋  

高等学校段階において、自分で計画して判断する力を身に付けることが理想で

ある。金融広報中央委員会はこの段階では、「社会人として自立するための基礎

的な能力を養う時期」と位置付けている。高等学校からは義務教育ではなくな10 

り、生徒自身の自己責任で行動しなければならなくなる。また、高等学校を卒業
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すると、大学へ進学して一人暮らしをする者や就職して社会で働く者がいるた

め、中学生よりも発展的な金融教育が必要である。大学へ進学する場合は大学選

択と共に大学卒業後を見越したライフプランニング、奨学金を借りるのか、借り

るならばどれほどのリスクが発生するのかなどの教育が必要になってくる。就職

する場合は職業選択においての知識（給料や福利厚生など）、就職後のライフプ5 

ランニングなどの教育が必要になってくる。これらの教育がなければ、判断材料

がないため、適切な計画や判断ができないだろう。  

 しかし、このような金融教育は実践できていない。金融教育は金融という単一

科目は無く、商業科、家庭科、公民科、特別活動、総合的な学習の時間の中で行

われている。さらに、大学受験もあり、受験科目ではない金融を教育するのが難10 

しい。  
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第四節 大学生  

《図表４》大学生の金融リテラシーマ

 

 

 5 
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 出所）知るぽると  金融リテラシーマップより抜粋  

大学生は、社会人として自立するための能力を確立することが目標とされてお

り、収入（仕送りなど）と支出（学費・生活費など）を把握することや、クレジ

ットカードについて借金という考え方をもって計画的に利用すること、金融商品5 

の基本的な仕組みや特性、あるいはリスク・リターンについて理解すること、ま

たライフプランの確立については、大学卒業後のライフプランを具体的に描き職

業選択に必要な能力を開発し資格を取ることなどが必要とされている。  
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第五節 社会人  

《図表５》社会人の金融リテラシーマップ  
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 出所）知るぽると  金融リテラシーマップより抜粋  

社会人は、「生活面・経済面で自立する」ことを目標とする若年社会人と「社

会人として自立し、本格的な責任を負う」一般社会人の 2 段階に分けられる。  

若年社会人においては、生活面・経済面での自立を目指し給与天引きなどによ5 

る預金を始めることや、赤字を出さない意識を持ち、収入のうちの手取り額及び

支出を把握すること、またキャリア・ライフプランの設計を行うことなどが目標

とされている。  

一般社会人においては、社会人として自立するために、収支の改善に努め、貯

蓄や投資によって将来に向けて資産の形成を行い必要に応じて住宅ローンなどを10 
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用いることや、また、若年社会人の段階よりさらに本格的な責任を負うために、

住宅購入や子供の進学などの発生しうるライフイベントに対する基礎的な知識や

ノウハウを得ること、疾患や火災などの不測の事態を想定し適切に保険加入など

の選択を行えることなどが目標とされている。  

  5 
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第三章  日本と海外の現状の比較と日本の問題点  

第一節 日本の現状 

平成 18 年（2006 年）に教育基本法が改正された。これは自律できる精神や社

会に貢献できる態度を養うために行われたものである。これを受けて、学習指導

要領の改訂が行われた。小中学校は平成 20 年（2008 年）、高等学校は平成 215 

年（2009 年）に改訂され、金融についての学習内容が充実されることとなった。  

小学校では家庭科、社会科、生活科、総合的な学習、道徳の授業の中で部分的

に金融経済教育が行われている。お金の役割や基礎的な知識についての学習が実

施されている。例えば、学習指導要領に基づいての小学校家庭科の授業では、身

近な物の選び方、買い方を考え、適切に購入できるようにすることなどを指導し10 

ている 1。  

 中学校・高校では社会科の公民、総合的な学習、技術科、家庭科、特別活動の

授業の中で行われる。中学校では金融市場の働き、政府機関の役割、消費者の基

本的な権利・責任などの学習が実施されている。例えば、学習指導要領に基づい

ての中学校社会科の公民の授業では、契約の重要性やそれを守ることの意義、個15 

人の責任に気付かせることなどを指導している 2。高校では中学校の内容を踏まえ

て発展的な内容となる。預金や信用創造などの銀行の役割、金融や経済に関する

世の中で起こる社会問題、クレジットカードの問題についての学習が実施されて

いる。例えば、学習指導要領に基づいての高等学校家庭科の授業では、クレジッ

                                                   

1文部科学省「文部科学省における金融経済教育の取組について」  H２６年  

＜http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai04/siryou7.pdf＞  

2 文部科学省「文部科学省における金融経済教育の取組について」  H２６年  

＜http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai04/siryou7.pdf＞  
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トカードの適切な利用や多重債務問題など消費生活と生涯を見通した経済の計画

について理解させることなどを指導している 3。  

 このような学習内容が実施されているが、「金融」という単一科目がないた

め、体系的に生徒が理解しにくい。また、教える内容がバラバラになっている。

学校教育の場合、学習指導要領、それに基づいて各学校長が定める教育課程によ5 

って教育が行われるため、学校でどのような授業を行うかは各学校・担当教諭に

委ねられている。各家庭で教える場合、親の金融に関する知識や教え方がバラバ

ラなため、教える内容が違い、格差が発生してしまう。また、中学、高等学校で

は受験を控えているため、なかなか十分な授業時間を確保できていない。  

 大学では、金融広報中央委員会や日本証券業協会、日本 FP 協会、個別金融機10 

関などが大学と連携して講義が行われている。例えば、日本証券業協会が実施し

ている金融リテラシー出前講座がある。これは大学生を対象に、パーソナルファ

イナンスをはじめ、経済・金融・資産運用の基本について学び、経済的に自立し

た社会人になるために、最低限必要な金融リテラシーを身に付けることを目的

に、大学の講義、またはキャリアセンター等が主催するセミナーなどに本協会職15 

員を講師として派遣するというものである 4。主な内容として、将来のライフイベ

ントに伴う支出などを見据えたマネープランの考え方、社会人として知っておき

たい資産運用の制度、金融リテラシーの必要性と計画的効果的な資産形成を行う

ために必要な知識などがある 5。  

                                                   

3 文部科学省「文部科学省における金融経済教育の取組について」  H２６年  

＜http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai04/siryou7.pdf＞  

4 日本証券業協会＜http://www.jsda.or.jp/manabu/gakusei/u_demae.html＞  

5 日本証券業協会＜http://www.jsda.or.jp/manabu/gakusei/u_demae.html＞  
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しかし、このような講義はすべての大学で行われているわけではないため十分

ではない。大学生は社会人になるための前段階であり、大学段階における金融経

済教育は重要になる。さらに、日本の大学進学率は昔に比べて伸びており、平成

28 年度は 5２ .０%まで増えて過去最高になっている 6。そのため、大学での金融

経済教育がますます重要になってきている。  5 

また、各主体も金融経済教育に力を入れて取り組んでいる。金融広報中央委員

会は 1952 年に貯蓄増強中央委員会として設立され、2001 年に金融広報中央委員

会に名称が変更された。具体的な活動として、金融経済情報の提供と金融経済学

習の支援を行っている。  

金融経済情報の提供として、「インターネットによる金融経済情報とシミュレ10 

ーション・ツールの提供」や「テレビ、新聞等マスメディアを活用した広報ビデ

オ、各種刊行物・資料等の作成」や「講演会・シンポジウムの開催」等がある。

これらは時代が進んでいく中で、金融に関する正しい知識を身に付けるために、

中立・公正な立場から実施されているものである。  

 また、金融経済学習の支援として、「地域や学校等における講座、講習会、セ15 

ミナーなどの開催」や「金融学習特別推進地区、金融学習グループでの学習活

動」や「金融教育研究校、金銭教育研究校、金融教育研究グループでの教育、研

究」や「学校等の教育現場や家庭での学習・指導に活用できる教材、資料、実践

事例集、ビデオ等の作成・配布」がある。これらは生徒の成長段階に合わせて正

しい知識や価値観を育むために、文部科学省や各地教育委員会などと連携して実20 

施されているものである。  

                                                   

6 文部科学省  平成２８年度学校基本調査（速報値）の公表について  を参照  
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また、NPO 法人として金融知力普及協会がある。これは、ペイオフが解禁され

るなど時代が変わるにつれてますます自己責任が問われることとなったため、金

融経済教育を行い、それを通して基礎的人間力を身に付けて自立した人間になれ

るように設立された。金融知力普及協会は自分とお金の関わりを考える力、身に

付けた知識を実践できる力、周りの人々に解りやすく伝える力を金融知力と定義5 

づけ、これを全ての人が身に付けることが必要だとしている。活動内容として

は、エコノミクス甲子園と呼ばれる高校生を対象とした金融経済クイズ大会を開

催したり、出版・通信教育、自治体などからの依頼を受けての子ども教育のプロ

ジェクトを実施したり、中学・高校生向けにワークショップを開いたりしてい

る。  10 

また、個別金融機関も金融経済教育を行っている。例えば、野村ホールディン

グスでは学校で出張講義や寄付講座を実施したり、学習教材や出版物を提供して

いる。さらに、金融経済教育の必要性を教師に教えるために、教員向けの研修を

実施している。ここでは、投資の基礎、金融経済の知識理解は社会形成に繋がる

ということを教えている。また、株式学習コンテストである日経 STOCK リーグ15 

へ特別協賛しており、それを通じて金融経済教育の普及に尽力している教師を表

彰する NOMURA  AWARD を 2009 年に新たに設立した。  

 このように、各主体はそれぞれで目的を持って様々な活動を行っており、時代

が変わると共に、金融経済教育を普及させている。ますます金融経済教育が行わ

れているが、完璧ではない。  20 

第二節 日本の問題点 

日本の金融教育の現状として、金融教育の授業時間が十分に確保できないこ

と、教員の金融に関する知識不足、実生活との繋がりを感じにくい学習内容など

が問題点として挙げられる。  
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日本証券業協会のアンケートによると、金融経済教育の授業時間が十分に確保

できない理由としては、圧倒的に「現行の教育計画にその余裕がないため」（84.7％）

が高く、他の要因を大きく上回る結果となった。次いで、「教える側に専門的な知

識が足りないため」（32.5％）、「他により重要な学習内容があるため」（25.3％）

が高い割合を占めている。  5 

 

《図表６》「金融の授業が十分であるか」に関するアンケート結果  

 

出所）日本証券業協会  中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書・

平成26年  p.21より引用  10 

全体を通じて「特に問題を感じない」とする教員は５％程度にとどまってお

り、何らかの問題があると感じている教員がほとんどである。具体的には、中学

校・高校及び教科にかかわらず、「用語・制度の解説が中心となってしまい、実

生活とのつながりを感じにくい」（55.0％）、及び「知識は身に付くが、能力や
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態度が身に付きにくい」（40.9％）が高い割合となっている。知識ばかり詰め込

み、実生活との繋がりがなければ、身につきにくいという問題がある。  

また、「学校の教育計画での金融経済教育が特定の学年・時期に偏っており、

継続的な学びができない」（31.6％）についても、比較的高い回答となってい

る。これらの結果から、金融教育がしっかりと制度化されていないことがうかが5 

える。  

しかし生徒に興味がないということではない。『教員から見た金融経済教育に

対する生徒の関心度は、全体を通じて「ある程度関心を持っていた」（71.2％）

と「とても関心を持っていた」（7.8％）を合計すると、約８割の生徒が興味・感

心を持っている。  10 

 

《図表７》「金融経済教育に対する生徒の関心度」に関するアンケート結果  

 

出所）日本証券業協会  中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査報告書・

平成26年  p.25より引用  15 
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一方、「あまり関心を持っていない」（18.8％）及び「関心を持っていなかった」

（0.9％）と回答した理由としては、「生徒にとっては身近ではないため」（72.9％）

及び「生徒にとって理解が難しいため」（62.8％）が挙げられている。」 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 
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《図表８，９，１０》生徒の関心がない要因 

 

出所）日本証券業協会  中学校・高等学校における金融経済教育の実態調査

報告書・平成26年  より作成  

74.6

63.5

24.6

23.5

18

14.1

1.9 1.1

《図表9》中学校

71.6

60.4

28.7

18.3

20.1

16.4

6.7 0.7 0.4

《図表１０》高等学校

72.9

62.8

26.6

21.3

18.7

15.3
3.9 1 0.2

《図表８》全体

生徒にとって身近ではないため 生徒にとって理解が難しいため

教員の指導方法が十分ではないため 効果的な指導法・教材が少ないため

受験と関係が薄い内容であるため 授業時間数が足りないため

就職活動と関係が薄い内容であるため その他

無回答
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シタシオンジャパンが2012年に日本の大学生に実施したアンケートによると、

小・中・高等学校で金融教育を受けたことがある大学生は約４割であった。  

 

出所)株式会社シタシオンジャパン  

「金融教育に関する日米大学生アンケート」より作成  5 

 

この結果より、半数以上の生徒が金融についての基礎知識がないまま大学に入

学し、専門的な金融の授業を受けることになる。金融に興味があってそういった学

部を選んだ人でさえ、基礎知識がないので難しく感じ、結局習得できないといった

状況に陥る可能性もあるのである。  10 

 また、金融リテラシー不足によりリタイア世代に金融トラブルが多くみられ

る。消費者庁によると、近年では高齢者に関する相談件数が人口の伸び以上に増

加しているという傾向がみられる。また、高齢者に関する相談件数が他の世代に

比べて多く、理由として最近は情報化の影響が顕著になってきているからだと考

えられる。2015 年度の消費生活相談件数で金融・保険サービスは、運輸・通信サ15 

39.7

60.3

《図表１１》小・中・高等学校で金融教育を受けたことがある大学生の割合

ある 39.7% その他 60.3%
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ービスに次いで二番目に多く、平均既支払額は 65.5 万円である。相談件数が一番

多い運輸・通信サービスの平均既支払額は 2.5 万円であり、金融・保険サービス

の被害がいかに大きいかが分かる。  

《図表１２》消費生活相談件数  

 5 

出所）金融庁  平成 27 年度「消費者政策の実施の状況」p.114 から引用  
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第三節 海外の現状と比較  

第一項  アメリカにおける金融リテラシー教育  

アメリカには全米共通で適用されている金融リテラシー教育はなく、全米規模

の教育系の推進組織や学会などによって各州にて行われている。中でも有名な団

体は、社会科では、「NCSS（National Council for the Social Studies）」、より5 

金融に範囲を絞って活動する「NCSS（National Council on Economic 

Education）」、「Jump$tart Coalition for Personal Financial Literacy（以下

『Jump$tart』）」という団体があり、中でもアメリカにおいて中心的な団体は

「Jump$tart」である。  

金融教育の内容は日本の金融リテラシー教育と比較すると、よりリアリティが10 

あり、教育内容が細分化明示化されている。なかでも日本と大きく異なる分野が

「所得」に関する分野を深く勉強する点である。なぜ所得に関する教育が重視さ

れるかというと、アメリカと日本には税金に関する場面で大きな違っており、ア

メリカでは日本風に言う確定申告をほとんどの人が行っている。日本だとほとん

どの勤労者は確定申告をすることはなく、源泉徴収と年末調整で税に関する申告15 

は終わるが、アメリカでは一人ひとり自己責任で所得を計算し、控除額まで算出

して納税額を申告するのである。このことから、アメリカでは所得に関する分野

に関心が高く、自然と重視するようになったのだと考えられる。  

その中でアメリカは、所得に関わってくる職業選択、個人が受ける教育、個人

の能力、経済状態についても教育内容として取り扱っている。おそらく日本で20 

は、「よそはよそ、うちはうち」と個人で選択するものとして認識されてしま

い、学校側が個人の経済状況や職業に口を出すことに対し疑問を呈されるのでは

ないかと考えられる。  

同様にクレジット決済についての教育に関しても所得の延長線上であるとし、

現金ではなくクレジットカードを選択することの違いや情報漏えいに関する問題25 
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まで取り扱っている。クレジット決済と絡めて、ローンについての教育も充実し

ている。ローンは返済が滞ってしまうと次のローン組みが難しくなることや、過

剰な債務によってもたらされる現実や破綻手続きのやり方までもが組み込まれて

いる。  

金銭管理に関する教育も「Jump$tart」では高校生までにほとんど教わることと5 

している。金銭管理には予算、リスク管理、保険、貯蓄と投資、遺言（遺産）ま

ですべてが含まれるとし、それらについて意思管理することは個人の責任として

いる。日本ではこのような金銭管理についての学習はなされない。  

 

第二項  イギリスにおける金融リテラシー教育                                                                                                             10 

 イギリスでは、教育技能省が 2000 年 7 月に学校向けに『個人金融教育による

金融能力（Financial Capability through Personal Financial Education,  Guidance 

for Schools at Key Stage 1&2 及び、同 3&4）を発行した。この新しいカリキュラ

ムによって、イギリスにおける「金融教育」の育成の重要性を表す形となった。  

 また、同年に導入された教科横断型科目「シティズンシップ」の中でも金融能15 

力の重要視されている。金融能力が市民として生きていく上での基礎であると定

義したためである。このことは、さまざまな金融問題に巻き込まれる機会が増加

したため必要になったと考えられる。2002 年には中学校レベルで必修科目とな

り、更なる金融リテラシー教育の普及が進んでいる。  

 現在のイギリスの社会現状は日本と似通っており、日本にとって良いお手本と20 

して注目されている。同じ状況の中で、イギリスも日本も、金融能力が全市民に

とって必要不可欠な生活スキルとして取り上げている。  

 イギリスでは以下 3 点が金融能力として集約されている。  
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1、  金融についての知識と理解  

2、  金融についての技能（skills）と力量（competence）  

3、  金融についての責任  

  

それぞれを大まかに説明すると、1 はお金に関する概念を学び、2 は日々の貨幣5 

管理と将来への計画について考え、3 では個人の金融の決定が社会に対しても影

響することを認識する、である。  

 イギリスと日本の違いは教育内容というよりも、このような金融教育体制を国

が定めているところである。定められた教育が全ての学校で行っているとはあま

り考えられないが、国がカリキュラムを定めて発行していることは金融教育の拡10 

がりに大きくかかわっていると考えられる。  

 また、イギリスにおける教師向けの金融教育専門サイトとして NPO 法人

「pfeg(Personal Financial Education Group)」、金融教育に限らない教師支援サ

イトの「The Standards Site」にも金融教育に関するページがある。教師自身がサ

イトを活用し、金融についての知識を増やしていく。講座や通信教育ではないた15 

め、すきま時間をみつけ自分のペースで進めることができる。さらに、「pfeg」

では教師の教育だけではなく学校用金融カリキュラムの作成、資料・教材提供、

ボランティア派遣、無料相談、プロジェクトの提供などの支援も行っている。日

本にはまだこのような教師向けの教育体制が整っておらず、その点においても日

本とイギリスの金融教育体制の取り組み方に違いが読み取れる。  20 
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第四章 金融リテラシー教育のあり方の提案 

第一節 “金融”科目の提案 

 これまで述べてきたように、授業時間不足、教員の知識不足などが問題点とし

て挙げられる。それに対応するために、「金融」という単一科目を設けること提

案する。現状のところで「家庭科、社会科、生活科、総合的な学習、道徳の授業5 

の中で金融経済教育が行われている」と述べた。それぞれの科目で少しずつ金融

に触れるより、「金融」という科目を設けたほうが、効率が良く生徒も理解しや

すい。講師としては金融業界で実務経験がある人物を派遣する。実務経験がある

人物を講師にすることで、よりリアルな内容を教育することができる。教材に関

しては政府機関やNPO法人が教材を作成する。  10 

ここで問題になるのが授業時間についてであるが、小学生や中学生には隔週一

回「総合」の時間を「金融」の科目に変え、高校生も隔週一回、決められた曜日

だけ一時間増やして「金融」科目の時間を確保することを提案する。ただし「総

合」の時間を減らすということになるとデメリットも挙げられる。私たちが「総

合」の時間にしていたことは、校区探検や地域のお年寄りとのイベント開催、ま15 

たクラスの仲を深めるためのアクティビティなどである。もし全ての「総合」の

時間を「金融」に変えると地域との繋がりが薄くなり、生徒のモチベーションが

下がることにより他の科目にも影響を及ぼす可能性がある。しかし隔週だと「総

合」の時間が無くなるのではなく減るだけなので、そんなに心配することではな

いだろう。高校生については、授業時間を増やすことにより部活動の時間が短く20 

なるという懸念もあるかもしれないが、隔週で一時間増やすだけであるのでそれ

ほど大きな負担ではない。  

イギリスでは「金融における利率」と「単位価格」のような経済・金融用語が

数学のナショナル・カリキュラムに組み込まれている。日本でも他科目に金融を

絡めて基礎学力の向上とともに金融を学ぶことは十分可能である。  25 
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さらに、政府機関や NPO 法人などと連携して金融に関するテストを行う。今

まで各主体が単独で金融経済教育の普及を行ってきたが、政府機関や NPO 法人

などと連携することによって、より質の良い金融経済教育が行える。テストは月

1 回など一定回数行う。テストの難易度は学年毎に設定する。内容は金融に関す

る基礎知識はもちろん、投資などに関する知識である。このテストは政府機関や5 

NPO 法人が作成する。このテストを行うことで、金融経済教育への関心が高ま

り、金融に関する知識を増やすことができる。  

しかし、学校のみでの教育では限界がある。そこで、家庭での学習を円滑に行

えるようにするために、スマートフォンでのアプリで家庭学習を義務付けてさら

なる教育を行う。今やスマートフォンはかなりの人が持っているものである。そ10 

れを利用することで、金融経済教育に対するハードルが低くなる。実際に開発す

るのは政府機関や NPO 法人である。内容は一問一答やスマートフォンならでは

のゲーム的要素を含んだものも取り入れる。そのアプリを学校側と連携させてや

ったかどうか、どの位の点数だったかを確認させることで、より取り組みやすく

なる。いずれにせよ、学校、政府機関、NPO 法人が連携することが重要である。  15 

また、実生活との繋がりが感じにくい点に関しては、アクティブラーニング 7の

方法を積極的に利用するべきだと考える。アクティブラーニングの例として知識

構成型ジグソー法などが挙げられる。これは、３人組のグループにおいて一人ひ

とりが違う知識や情報を持って話し合い、グループで１つの結論を出し発表する

                                                   

7教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修へ

の参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによ

って、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の

育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含まれるが、

教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も

有効なアクティブ・ラーニングの方法である。   
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という方法である。他科目のように、教師が授業をし、生徒はノートをとって問

題を解くといった方法だと、「金融」は特に興味がわかず理解もし難い。授業の

中で金融に関するゲームを取り入れ、それについての自分たちの感想、意見、考

え方などを発表するといった能動的学習の方が記憶に残りやすく、実生活との繋

がりも感じやすいのではないだろうか。  5 

 新たに金融という科目を制定した場合、教材をどうするかという問題が出

てくる。これまでの教材は各金融機関が学校での特別授業の際に配布するもの

だけであった。しかし、その教材を発行する金融機関の違いによって、教育内

容にばらつきがあった。たとえば、自らの利益に基づいて銀行は預貯金に、証

券会社は証券投資に重点をおいて授業を行う可能性が否めない。もちろんどち10 

らも重要なものであるが、画一的なものが必要である。あらゆる金融機関が金

融リテラシー教育について理解をしめし、金融機関と出版社が各学校段階に合

わせ、さまざまな金融知識を盛り込んだ教科書を作り、文部科学省に採択され

承認されれば、よりよい教科書が出来上がる。他にも、金融の知識を学ぶに最

適なものとして FP や証券アナリストの試験がある。小学生、中学生には難解15 

であるが、高校生では理解可能な範疇にある。それらを有効に使っていくこと

で金融の知識も増え、今後のライフプランニングをよりよいものにできる。  

それに加え、ラットレースというゲーム形式でケーススタディを学ぶことが

できる。ラットレースとは日本でいう人生ゲームをより高度な金融能力と絡め

たゲームである。ラットレースは、金融の知識をうまく使わないとゴールがで20 

きないゲームであり難易度も高いが、ゲームの中で学べるため生徒たちも楽し

く学ぶことができる。小中学生は、まず人生ゲームのレベルでラットレースの

改良版を新たに作ることによって、ルールや最低限の金融知識を学ぶ。  

さらに近年のスマートフォンの普及から、より知識を深めたい学生や社会人

は、アプリを使って金融を学ぶことも非常に有効だと思われる。金融をさまざ25 
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まな方法で学ぶことができる環境をつくることで、小中高生でも手軽に金融の

知識を蓄えられるようにしたいと考える。  

 

第二節 教員の金融知識習得方法  

現在、日本は日本証券業協会や東京証券取引所などが行うセミナーに教員が参5 

加し知識を深めることが主流であり、教員向けの教育サイトはあまりない。セミ

ナーが開催されている時期も生徒の長期休暇に合わせて開かれていることが多い

のだが、教員は長期休暇中も勤務日であり、授業がなくても休みではなく講習や

来期の授業検討などをしているため、正式に導入されていない金融教育に時間を

さける教員はあまりいないのではないかという意見である。その上ほとんどのセ10 

ミナー対象が中学生や高校生の教員であるため、早期学習の重要性が見直される

中、世論とは逆方向を向いている。  

日本において他の先進国との大きな違いは国や政府、または国全土にわたる教

育機関が金融リテラシー教育の学校導入に遅れを取っている点である。金融リテ

ラシー教育の導入は各学校の裁量に任せられており、この状況では「この学校は15 

教えているが、あの学校では教えていない。」といったばらつきが生まれてしま

う。まずは日本全国の学校に金融リテラシー教育の導入をいつまでに達成するか

といった宣言を政府が率先して行う必要性がある。現在は金融庁、文部科学省が

先導して行っているが普及しているとはいいがたい。日本では金融機関が金融リ

テラシー教育の授業を行う機会が比較的多く、教材や資料も提供している。政府20 

機関である金融庁と文部科学省、そして民間機関である銀行、証券会社、保険会

社が共同で教員教育やわかりやすい教材を作成し、金融リテラシー教育に取り組

めれば、普及につながると考えている。  
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しかし、金融リテラシー教育が新しく授業に組み込まれるとなると、教員の負

担が増えるという懸念もある。専門科目に加え、専門外の金融リテラシーについ

ても勉強しなければならなくなる。教員が新しく金融リテラシーを学ぶ際、実生

活と関連付けて学ぶことができる教材があれば教員自身もわかりやすく学習でき

る。金融リテラシーで学ぶことは、これから先必ずといっていいほど経験する状5 

況をどうすれば損失なく切り抜けられるか、防ぐことができるか、である。実際

社会人である教員は生徒以上に必要性を感じることができる。このようにして教

員に金融リテラシーの必要性を理解してもらい、生徒への教育につなげられると

考える。  

先に述べたセミナーだけでなく、教員自身が自分のペースで進められる学習方10 

法も効率的である。イギリスで行われている教員向けの金融教育専門サイト

「pfeg(Personal Financial Education Group)」を参考に日本版のサイトを作り、

すきま時間を活用して学習する方法が手軽に触れられる金融リテラシーである。

特に無料で学習できるものであれば手が届きやすい。ある程度教員間に金融リテ

ラシー教育が浸透したら、教員がファイナンシャルプランナー技能試験などの関15 

連する資格を獲得し、その資格が金融リテラシー教育者の教員免許として認めら

れれば、教員の確保ができると考えている。  

第三節 教育効果の評価方法  

第一項  教育効果を評価する必要性と筆記テストの問題点  

 学校教育のカリキュラムに金融リテラシー教育を組み込み、学生にそれを学ば20 

せる以上、その教育がどれほど学生に効果を与えたかを評価する必要がある。こ

れは国語・数学・社会科・理科・英語などの科目で言うところのテストにあた

り、それらの科目においては筆記テストの形式での教育効果の評価が行われるこ

とが一般的である。先述の科目においては、文法・公式・人名・原理などを覚え

ることが目的であるため、筆記テストの形式を用いて学生がどれほどそれを達成25 
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しているかを測ることは効果的であるといえる。しかし一方で、金融リテラシー

教育という特殊な科目においては、金融に対する基礎的な知識を覚えた上でその

知識を用いて日常生活に活用できるようになることが最終的な目的であるため、

基礎的な知識の習得状況の把握までのみ可能な筆記テストの形式では評価が不十

分であるといえる。また、筆記テストの形式ではいわゆる“一夜漬け”で用語を覚5 

えてしまえば点数が取れてしまうために点数と教育効果が比例せず、本来のテス

トの目的（教育効果の測定）を果たすことができないという可能性も考えられ

る。このような問題のため、筆記テストで金融リテラシー教育の効果を測定する

ことは不適当であるといえる。  

第二項  さまざまな効果の測定方法と“ゲーム”形式の有効性  10 

 筆記テストの他にもさまざまな効果の測定方法がある。一つはレポート形式に

よるものである。これは学生にある特定のテーマを提示し、それに対するレポー

トを提出させ、その内容を教員が評価するという方法である。この形式では、提

示するテーマを教員が自由に設定できるため、学生が基礎知識をどれほど有して

いるかを知ることができるだけでなく、その上でどれほどその知識を用いること15 

ができるかを知ることができる。しかし、この形式では学生が各自教員の目から

離れたところでレポートを書くことができるため、学生同士で協力してしまうと

いう可能性がある。また、教員側も学生一人ひとりのレポートを読んで評価しな

ければならないため時間的な問題があるし、採点基準の決定が筆記テスト形式に

比べて曖昧で難しいという問題がある。  20 

 他には、授業の参加態度（授業内発表等）のみで教育効果を測定するという方

法もあるが、教員が学生一人ひとりを授業内の限られた時間ですべて評価する必

要がある上、そもそも授業に学生が積極的に参加することを前提としているため

教育方法の測定方法としては不十分であるといえる。  

 上記のような今まで日本の教育現場で一般的とされてきた形式での教育効果の25 

測定方法が金融リテラシー教育においては有効性を持たないなかで、私たちは“ゲ
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ーム”形式の測定方法が有効であると考えた。日本においてはゲームと教育が相反

するものという印象が公に持たれているが、海外では教材に VISA 社が提供する

オンラインゲーム“Financial Football8”や”Financial Soccer9“などを用いているケ

ースもあり、このような形式においてはゲーム上でのルールによって得点が決定

されるため公平で平等かつ明確な効果の測定が期待されることが特徴である。さ5 

らに、特に小学校の教育において筆記テスト等に比べて”ゲーム“自体が学生に楽

しいイメージを与えるため、授業に対する参加意欲を高めることが期待できると

考えられる。  

 ゲーム形式の場合、運によって結果が左右される場合がある。しかし、ある程

度での運による勝ちはその運をうまく利用できたための勝ちであり、運があって10 

もうまく利用できなければ負けてしまう。勝ち負けもモチベーションや意欲をわ

かせるために必要不可欠である。したがって、評価の際は勝ち負けを評価対象に

するのではなく、ゲーム中にきちんと知識を使うことができたか、その状況にあ

った判断ができていたかも評価対象として組み込むことを提案する。  

 15 

第三項  “人生ゲーム”の形を用いたゲームの提案  

 “人生ゲーム”とは、タカラトミー社が販売しているボードゲームで、すごろく

のルールをベースとし、仮想通貨を用いて各プレイヤーがルーレットによってマ

スを進め、手持ちの通貨や資産、あるいは家族を増やしながらゴールを目指すも

                                                   

8 フットボールの試合をベースに、金融の知識を必要とするクイズに答えて仮

想の敵チームと対戦するゲーム。

http://www.practicalmoneyskills.com/games/trainingcamp/ff/ 

9 “Financial Football”のサッカー版。日本語でプレイ可能。  

http://www.financialsoccer.com/ 
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のである。この人生ゲームの形に金融リテラシーの要素を合わせれば、金融リテ

ラシーマップに記載されている小学校～高等学校までの各段階に応じた難易度・

知識量のゲームを作成でき、将来現実社会で実際に体験するお小遣い・就職・収

入・支出・保険・疾患・投資・結婚・出産などのさまざまな場面をゲーム上で疑

似体験することができる。プレイヤーである学生は進むマスによってそれぞれ異5 

なった選択を迫られ、その選択を行うときに金融リテラシー教育の授業で覚えた

知識を活用しなければならない。現状、学生は教員から学生に対する一方通行の

授業で得た知識のみを用いて社会に出て行かなければならず、そこでの失敗は現

実に損失につながってしまう。しかし、授業内のゲームで失敗をしたとしても、

失うものはゲーム外ではただの紙切れである仮想通貨や現実には存在しない仮想10 

の資産のみであるため、リスクを伴わずに失敗の経験をすることができる。ま

た、より多くの仮想通貨や資産を得るためにはより多くの知識を習得し活用する

必要があるため、ゲーム終了時の仮想通貨や資産数をもとに簡単に金融リテラシ

ーに対する理解度を評価することができる。このことによって教員は簡単に学生

の金融リテラシー教育の効果を測定することができる。また、人生ゲームの形式15 

で複数人が同じゲームを行うため、幼い学生の純粋な競争心を活かして学習に対

するモチベーションを高めることができる。  

 従来の筆記テスト形式では知識を覚えることが最終目標となってしまっていた

が、このゲーム形式であれば知識を最大限に活用することが最終目標となる。金

融リテラシー教育の目的である「国民一人ひとりが、より自立的で安心かつ豊か20 

な生活を実現する」ことを実現するためには知識の暗記のみでは不十分であるこ

とは言うまでもないが、この人生ゲーム形式ではこれらの問題点をカバーするこ

とができると私たちは考える。  

 

 25 
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【図】人生ゲーム  

 

（出所：タカラトミーHP

〔http://www.takaratomy.co.jp/products/jinsei/index.html]）  

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 
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終章 おわりに 

 私たちはこの研究を通して、これからの将来を担う学生たちがより金融リテラ

シーに対する知識を身につけ、幾多の悪質な金融商品や悪徳な金融関連詐欺を判

別する能力を充分に発揮し日本の経済の大きな力と育てる必要性に直面した現代

で、私たちはまず教育現場の整備を行わなければならないと結論づけた。教育現5 

場における教材が不十分さ、カリキュラム設定の遅れ、教師の学習機会の不十分

さなどの諸問題が日本の金融リテラシー教育の足枷となっていることは言うまで

もない。  

 私たちは、学校段階における金融リテラシー教育はこれまでの国語・算数およ

び数学・理科・社会科・英語科目と並ぶ重要科目として扱われるべきであると考10 

えている。  

 日本は海外諸国と比べて金融リテラシー後進国といえよう。私たちのこの研

究・論文がこれからの日本経済の支えに少しでもなることを切に願っている。  
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