
 

 

平成 28 年度 「証券ゼミナール大会」  

 

 

第 1 テーマ B ブロック 

 

学校段階における金融リテラシ

ー教育のあり方について 
 

 

名城大学 柳田ゼミナール （黒川班）  

 

 

 

 

  

 



1 

 

目次  

 

序章  ................................................................ 2 

第 1 章 金融リテラシーについて  ............................... 3 

第 1 節 金融リテラシーの定義・意義  ............................... 3 5 

第 2 節 身に付けるべき金融リテラシー  ............................. 3 

第 3 節 金融リテラシーの必要性  .................................. 8 

第 2 章 金融経済教育の現状と課題  ............................ 13 

第 1 節  各段階における金融経済教育の現状と課題 .................. 13 

第 2 節  各主体における金融経済教育の現状と課題  .................. 20 10 

第 3 節  キャリア教育の現状と課題  ............................... 24 

第 3 章 各国における金融経済教育  ............................ 26 

第 1 節  アメリカにおける金融経済教育  ........................... 26 

第 2 節  イギリスにおける金融経済教育  ........................... 28 

第 4 章 提案 ................................................ 31 15 

第 1 節  金融リテラシーを身に付けるための提案  .................... 31 

第 2 節  金融経済能力スコア（仮称）の導入について  ................ 33 

第 3 節  高校・大学におけるにおける金融教育改革  .................. 34 

終章 ....................................................... 38 

参考文献 ................................................... 39 20 

 

 

 

 



2 

 

序章  

サブプライムローン問題が発端となり、リーマン・ショック等の世界的な金

融危機を経験したことで、国際的に金融教育への関心が高まっている。これは、

金融リテラシーの低さが個人の生活のみならず経済全体にも大きな影響を及ぼ

すという認識が国際社会で共有された為である。日本では、1996 年の金融ビッ5 

グバンや 2000 年代小泉内閣の構造改革によって「貯蓄から投資へ」という方

針が示されたことによって「投資家教育」が政策課題とされた。その後 2005 年

には政府や日銀、金融広報中央委員会等がこの年を「金融経済教育元年」と位

置づける等金融教育の推進が図られた。しかし、現状学校段階では、約 3 割の

教員が金融経済教育を実施できていない状態となっており 1、それに加えて授業10 

時間の不足等多くの課題が指摘される状況において、金融教育が十分に行われ

ているとは言い難い。また、日本の教育現場では基礎学力の低下が指摘されて

おり、金融教育もふくめ、教育全体のあり方について早急に対策が必要である

と考える。さらには近年、少子高齢化による若者の社会保障費受給額の減少や

確定拠出型年金制度を導入する企業の増加、マイナス金利の導入等によって、15 

自助努力による資産形成を行うために金融リテラシーを身に付ける必要性がよ

り一層高まっている。日本では依然として金融詐欺被害が多発しており、自己

の身を守るためにも、金融リテラシーを身に付けることは必要不可欠である。

したがって、目まぐるしい社会の変化に対応し、自己の理想とするライフプラ

ンの実現のために自ら適切な選択・行動ができる人材を育成する教育が必要で20 

あると考える。  

 

 そこで本稿では、第 1 章で身に付けるべき金融リテラシーとその必要性につ

いて述べ、第 2 章で各段階における現状と課題を明らかにした後、第 3 章で日

本と海外の金融教育について比較・考察し、第 4 章において解決策の提案を述25 

べていく。  

                                                   

1 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」2014 
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第 1 章  金融リテラシーについて  

 本章では、私たちが考える金融リテラシーの定義や意義、そして必要性につ

いて述べていく。  

 

第 1 節  金融リテラシーの定義・意義  5 

金融リテラシーの定義は「金融に関する適切で健全な意思決定を行い、金銭

面での個人のより良い暮らし（Well-being）を達成するために必要な、金融に

関する意識・知識・スキル・態度及び行動の総体 2」とされている。これは OECD

（Organisation for Economic Co-operation and Development:経済協力開発機

構）によって定められており、国際的に認識されている。しかし現在の日本は、10 

少子高齢化や年金問題、終身雇用制度の崩壊、マイナス金利の導入、格差の増

大等といった社会問題が多く存在し、かつてのように国に頼るのではなく、自

助努力による資産形成が求められている。そのため、家計は今後も社会の変化

に対応しながら生活していかなければならない。これらを踏まえた上で、私た

ちは、日本において求められる金融リテラシーを「社会の変化に対応し、各個15 

人が理想とするライフプランの実現に向け、主体的な意思決定を可能とするた

めの金融に関する知識及び知恵の総体」と定義する。  

 

第 2 節  身に付けるべき金融リテラシー  

 この章では各段階で身に付けるべき金融リテラシーについてパーソナルフ20 

ァイナンス教育スタンダード、金融リテラシー・マップを参考に述べていく。  

 

図 1 小学校段階の教育指標  

キャリアデザイン  ・将来の目標や夢に関心を持っている  

・お小遣い帳をつけることができる  

貯蓄・投資  ・目的を考えてお小遣いやお年玉を貯蓄する

ことができる  

リスク・保険  ・事故や災害で生活が大きな影響を受けるこ

                                                   
2 金融広報中央委員会「OECD/INFE 金融教育のための国家戦略に関するハイ

レベル原則」2012 
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とに関心を持っている  

税・社会保障  ・公共サービスの存在に関心を持っている  

・物の購入に消費税がかかることを知ってい

る  

消費生活・契約  ・お小遣い帳をつけることで、何にお金を使っ

たかを知っている  

・電子メディアの機能に関心を持っている  

倫理・責任感  ・買い物等の消費生活を通じ、物や金銭の大切

さに関心を持っている  

・家庭や学校等の場で、進んでみんなのために

働くことができる  

金融経済の仕組み・考え方  ・経済活動にはお金が必要であることを知っ

ている  

パーソナルファイナンス教育スタンダード、金融リテラシー・マップより  

筆者作成  

 

 小学校段階では、今後の基盤となる重要な段階であることから、金融に興

味・関心を持たせることが大切となる。また、経済活動を行うにあたりお金が5 

必要であること、商品を購入する際に消費税がかかること等といった、金銭に

まつわる基礎的な理解が必要である。そのため実際にお小遣い帳をつけること

や、お年玉を貯蓄するという行動が重要になってくる。  

 

図表 2 中学校段階の教育指標  10 

キャリアデザイン  ・将来の目標、夢を具体的に描くことができ

る  

・働くことの意義を理解し、将来の目標や夢

の実現のために適切な進路選択を行うことが

できる  

貯蓄・投資  ・リスクとリターンの関係について理解する  
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・貯蓄以外に株式、債券、投資信託等の金融

商品があることを知っている  

・インフレ、デフレの概念を理解している  

・単利、複利の概念を理解している  

リスク・保険  ・事故や病気のリスクや負担を軽減させる手

段のひとつに保険があることを理解する  

税・社会保障  ・納税が国民の義務であることを理解してい

る  

・収入に対して税金がかかることを理解して

いる  

消費生活・契約  ・決済手段には現金以外に様々な方法がある

ことを知っている  

・クーリングオフ等消費者保護制度の概要を

理解している  

・お金に絡むトラブルを学ぶことを通じ、ト

ラブルの深刻さと相談場所を理解している  

倫理・責任感  ・社会に配慮する観点からのお金の使い方を

考えることができる  

金融経済の仕組み・考え方  ・お金や金融、経済の基本的な役割を理解する  

パーソナルファイナンス教育スタンダード、金融リテラシー・マップより  

筆者作成  

 

 中学校段階では、小学校段階で学んだ基礎的な内容を発展させ、金融に関す

る知識を定着させる。将来の目標を具体的に描くことができ、働くことの意義5 

や投資、税金の基礎についても理解することが求められる。その他にもインフ

レ・デフレの概念や消費者保護制度について知ることも大切である。  

 

 

 10 
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図表 3 高校段階の教育指標  

キャリアデザイン  ・ライフプランの実現のために不可欠な資金

計画の基本を理解している  

・実践的な収支管理（学校行事等）を行う  

貯蓄・投資  ・貯蓄や投資の仕組みや特徴の概要を理解し

ている  

リスク・保険  ・リスクを予測・制御して行動する  

・保険契約者に対する保護制度の概要を理解

している  

税・社会保障  ・税と社会保険の仕組みについて理解してい

る 

消費生活・契約  ・奨学金等ローンの仕組みを理解し、返済方

法や金利、延滞時の影響について考える  

倫理・責任感  ・自立的に考えて行動した結果に責任が生じ

ることを理解している  

金融経済の仕組み・考え方  ・預金、株式、保険等基本的な金融商品の内

容を理解する  

パーソナルファイナンス教育スタンダード、金融リテラシー・マップより  

筆者作成  

 5 

高校段階では、ライフプランの実現のための資金計画の基本や奨学金等ロー

ンの仕組みについても理解することが求められ、基本的な金融商品の内容を理

解することも大切になってくる。また、高校進学率が 98%3であることから社

会に出る前に最低限必要な金融リテラシーを身に付けるべきであると考える。  

 10 

 

 

                                                   
3 文部科学省「高等学校教育の現状」2008 
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図表 4 大学段階の教育指標  

キャリアデザイン  ・生涯を見通してライフプランを立てること

ができる  

貯蓄・投資  ・投資手段の効果を理解している  

・投資手段のリスクとリターンの関係、リス

クの種類、性質の概要を理解している  

リスク・保険  ・保険はリスクを移転する手段であることを

理解している  

・民間保険、共済の種類の概要を理解してい

る 

税・社会保障  ・税の種類、支払い義務を理解している  

・20 歳から国民年金への加入義務が発生する

こと、保険料の納付を猶予する制度を理解し

ている  

消費生活・契約  ・消費者行動をコントロールすることができ

る 

・未成年者と成年者の責任が異なることを理

解している  

倫理・責任感  ・幅広い倫理観を持って行動することができ

る 

金融経済の仕組み・考え方  ・市場の機能を理解している  

パーソナルファイナンス教育スタンダード、金融リテラシー・マップより  

筆者作成  

 5 

大学段階では、社会人になる前の最後の段階ということで生涯を見通したラ

イフプランを立てることの出来るリテラシーや、投資をする際のリスクやリタ

ーンについての知識が求められる。また、20 歳になるため税金についての知

識を身に付けることも重要となってくる。社会にでても通用するリテラシー、

そして今後生涯付き合っていく税金等についての知識が必要とされる  10 
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第 3 節  金融リテラシーの必要性  

（１）  ライフプラン  

 ライフプランとは、個々の目標を達成するために行う人生設計のことであ

る。就学、結婚や出産、子育て、住宅購入、老後等のライフイベントを経験す

るにあたって、様々な準備が必要となり、中でもお金は切り離せない存在であ5 

る（図表 5）。  

図表 5 ライフイベントにかかる費用  

結婚費用  約 461 万円  ※ 4 

出産費用  約 49 万円  ※ 5 

住宅購入費用  約 3,320 万円  ※ 6 

老後の生活費用  毎月約 28 万円  ※ 7 

 

ソニー生命保険株式会社の調査によると「最近どのようなことに不安を感じ

るか」という質問に対し、「家計・経済状況」が 62.6%、「老後の生活」が10 

42.2%8と、ライフイベントやそれにかかる費用等に関心・不安を持っている

ことが分かる。しかし、ライフプランを具体的に考えている人の割合は４割程

度と半数にも満たしていない。（図表 6）  

理由として、「経済的余裕の無さ」や「将来よりも現在の生活のほうが重

要」、あるいは、「生活設計を行わずともなんとか暮らしていける」といった内15 

容であった。しかし、これからの社会は、消費税増税やマイナス金利の導入、

少子高齢化による若者の社会保障費受給額減少等様々な問題の深刻化が予想さ

れ、自助努力での資産形成が問われる。また近年、雇用環境やライフサイクル

も個人の価値観の多様化等により変化してきているため、一人ひとりがそれぞ

れのライフデザインに基づくライフプランを作成することが重要になってい20 

る。  

企業や国に頼れない時代だからこそ、若いころからライフプランを考え、必

                                                   
4 ゼクシィ「結婚トレンド調査」2015 
5 厚生労働省「第 78 回社会保障審議会医療保険部会資料」2014 
6 銃他悪支援機構「2015 年度フラット 35 利用者調査報告書」  
7 総務省「家計調査年報」2015 
8 ソニー生命保険株式会社「ライフプランニングに関する調査」 2014 
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要な費用を把握し、その費用をどのように準備していくのかを考える必要があ

る。そして、幼いころから自らの将来を考えることによって、どのような職種

に就きたいかなどが明らかになり、学ぶ目的が明確になる。これによって正し

い職業観や就労観が身に付き、離職率の問題等も改善され、生きる力にもつな

がるのではないだろうか。  5 

 

図表 6 生活設計の有無  

（出所）生活保険センター「平成 28 年度生活保障に関する調査速報版」  
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（２）  年金問題  

 退職後の収入源であり、生活の基盤となる年金制度は、非常に重要な制度で

ある。生命保険文化センターの調査によると、老後に不安を持っている人が 8

割以上と非常に多い。その理由の多くが公的年金であった。  

現在 20 歳になると誰もが納めることになる国民年金は、働いている現役世5 

代から徴収したものを高齢者へ給付する賦課方式である。若年層が高齢

者を支えている制度で、生産年齢人口 2.3 人当たり 1 人 9の高齢者を負担し

ている。しかし、急速に進む少子高齢化問題により、年少人口は昭和 50 年以降

低下し続け、反対に 65 歳以上人口は昭和 25 年以降上昇しており 10、社会保障

給付費の総額は年々増加傾向にある（図表 7）。今後も高齢化人口は増え続ける10 

ことが予想され、2020 年には 1.3 人で 1 人の高齢者を扶養することになるとい

われている。そのため、給付開始年齢の引き上げや、給付額削減等といった措

置が行われており、現役世代の将来への不安、不平感は大きくなると考えられ

る。  

図表 7 社会保障給付費  15 

（出所）厚生労働省「社会保障費の政策について」引用  

                                                   
9 内閣府「高齢社会白書」2016 
10 総務省統計局  2015 
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また、夫婦二人で老後生活を送るとすると、最低でも月々22 万円必要となり、

ゆとりある生活を送ろうと思うと加えて 13 万円 11が必要になるといわれてい

る。企業年金制度を行っている企業の割合も減少傾向にあるにもかかわらず、

未だ多くの人々が公的年金頼りの老後生活を考えていることがわかる。（図表 8）

しかし、このまま公的年金に頼っていてはゆとりある生活はおろか、最低限の5 

生活も送れない可能性が高くなる。資金面の不安を払拭するためにも現役世代

のうちから資産運用等のリテラシーを身に付けることが必要である。  

 

図表 8 高齢者世帯の所得構成  

 10 

（出所）厚生労働省「平成 24 年国民生活基礎調査の概況」2014 

 

  

                                                   
11 総務省統計局「家計調査年報（家計収支編）」 2015 
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（３）  金融トラブル  

  近年、金融商品に関するトラブルが世代を問わず非常に多く見られる。図

表 9 からも読み取れるように、消費者庁に寄せられた金融に関する「金融・

保険サービス」相談件数は、「運輸・通信サービス」に次いで多い約 7.4 万件

である。その内訳の平均既支払額は、融資サービスでは 11.7 万円、預貯金・5 

投資商品等は 158.9 万円、保険は 41.3 万円となっており、相談一件あたりの

平均既支払額は 65.5 万円と「運輸・通信サービス」よりも高額である。被害

に遭ってから相談するのではなく、早めに相談し未然に解決するケースも増加

しているものの、未だ高額被害や二次被害に遭っている人もいる。また、20

歳になると「大人」として親のサインなしに契約可能になるため、知識・経験10 

不足な成人直後の若者の被害が増加している。成人年齢が 18 歳に引き下げら

れることを考えると、若いころからの対策が重要となってくる。金融トラブル

の内容も時代の流れによって変化しているため、消費者問題が発生する背景に

ついて理解し、お金との付き合い方について日頃から考える態度を身に付ける

べきである。また、金融トラブルの実態を知り、未然に対処できる知識と技能15 

を学ぶ機会等も必要であるだろう。  

 

図表 9 消費者相談件数と平均既支払額  

 

（出所）消費者庁「消費者行動・意識と消費者問題の現状」 2015 20 
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第 2 章  金融経済教育の現状と課題  

 この章では、日本の金融経済教育の現状と課題について述べていく。  

 

第 1 節 各段階における金融教育の現状と課題  

(1) 小学校段階における金融経済教育の現状と課題  5 

 小学校における金融経済教育は、「社会の中で生きていく素地を形成するこ

と 12」とされている。社会生活の中で金銭に関係する部分の教育、すなわち、

金銭教育という意味合いが強くなっている。金銭教育とは、「健全な金銭感覚

を養い、ものやお金を大切にし、資源の無駄遣いを避ける態度を身に付けさ

せ、それを通じて自立して生きていくことができるような人間形成を目指すも10 

の」とされている。これらに関連する項目は学習指導要領の中で社会科、家庭

科、道徳の中にそれぞれ位置づけられている。（図表 10）  

 

図表 10 学習指導要領の記述例  

社会科  ・販売について、販売者側の工夫を消費者側の工夫と関

連付けて扱う  

・食料生産、工業生産にかかわって、価格や費用につい

て取り扱う  

家庭科  ・物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考える  

・身近な物の選び方、買い物を与え、適切に購入できる   

道徳  ・物や金銭を大切にする  

（出所）文部科学省「学校教育における金融経済教育の状況」 2015 15 

 

図表 11 教科書の記載例（家庭科  学習目標）  

・生活を支えるお金の大切さを考え、買い物の仕方を見直そう  

・目的に合った計画的な買い物ができるようになろう  

・計画的でかしこい買い物ができたかをふり返ろう  

（出所）「金融・投資教育のススメ」2012 新保恵志  p15 

                                                   
12 金融経済教育推進会議「金融リテラシー・マップ」2016 
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 学習指導要領や教科書の内容から、小学校段階の金融教育は、消費者として

の正しい知識を身に付けることを目的として行われている。  

 上記のような各教科の中での金融教育以外では、各県の金融広報委員会や、

証券会社等の金融機関が講師を派遣し、金融・経済の正しい知識の習得やお金

やものに対する健全な価値観の養成を目的とする学習の機会が設けられてい5 

る。各都道府県の金融広報委員会では、金融・金銭教育研究校制度として、対

象の学校への、カリキュラムの作成、講師の派遣、授業で用いる教材・資料の

提供等の支援を行っているほか、研究に必要な費用の一部を補助するといった

取り組みを行っている。また、野村グループでは小学生向けの出張授業として

「まなぼう教室」を無償で行っている。  10 

しかし、これらの取り組みはいずれも学校側からの要請を受けて、行うもの

であり、取り組みの現状や実績から見ても、これらの金融教育が行われる機会

は少ないのが現状である。要因としては、時間的余裕がない、カリキュラムの

内容をこなすことで精一杯といった、各教科の中で金融教育位置付けられてい

る現状以上に金融教育を行う余裕がないことや、小学校という初等教育段階に15 

おいて生徒に理解させることが難しいこと等があげられる。そのため、義務教

育である小学校段階では、他に教える事項が多い中で金融教育に対する優先度

は低いのが現状である。  

 

(2) 中学校段階における金融教育の現状と課題  20 

中学校における金融教育は、「将来の自立に向けた基本的な力を養う時期 12」

とされている。小学校段階の教育を受け、金融経済教育の基盤となる経済の仕

組みや働くことの意義、消費と金銭管理等を理解するため、主に道徳、技術家

庭科、社会公民、特別活動で取り上げられている。学習指導要領には以下のよ

うに記載されている。（図表 12）  25 

 

 

 

 

 30 
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図表 12 学習指導要領記載例  

社会科（公民）  ・契約の重要性やそれを守ることの意義、個人の責任に気

付かせること  

・消費者の保護（消費者の自立支援等の消費者行政等）、租

税の意義と役割  

技術家庭科  ・消費者の基本的な権利と責任（消費者基本法、消費生活

センター、クーリングオフ制度等）  

・適切な選択・購入・活用（環境への配慮、電子マネー等） 

（出所）文部科学省「文部科学省における金融経済教育についての取組み

について」2014 より引用  

 

また、総合や特別活動では、実際に生徒が事業所等と連絡を取り、職場で働5 

く職場体験学習を行っている。勤労観や職業観を育む経験の不足が問題視され

ている中で、実施率は 98.4%13と極めて高い水準である。これは小学校の職場

見学を踏まえ実践されており、高校段階のインターンシップにつなげる体系的

な取り組みである。実際に経験することで記憶にも残り、キャリア教育にもつ

ながるため、職場体験学習は日数や、回数を増やす等と取り組みを強化すべき10 

である。  

しかし、教科ごとにどのような授業を行うかは学習指導要領に定められてお

らず、各学校に委ねられているため、金融経済教育に当てる割合が低いことが

分かる。（図表 13）  

図表 13 学年別で最も多かった時間数の回答  15 

中学校 1 年  0 時間 （74.2%）  

中学校 2 年  0 時間 （58.2%）  

中学校 3 年  1～5 時間程度 （44.6%）  

（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」2014 

 

                                                   
13 国立教育政策研究所「職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果」

2015 



16 

 

中学校 1.2 年生ではほとんど行われていないのに対し、中学校 3 年生になる

と、公民が導入されることから授業時間の割合が多少増加していることがうか

がえる。しかし、教科が増えたことに伴って時間数も自然に増加しただけであ

って、行われていないに等しいような現状である。また、授業内容も発端が消

費者教育ということもあり、中学校から後に述べる高等学校にかけて消費者保5 

護の内容が多いため、金融に関する内容は 3 割程度と非常に少なくなってい

る。  

 

(3) 高等学校段階における金融教育の現状と課題  

 高等学校における金融教育は「社会人として自立するための基礎的な能力を10 

養う時期 12」とある。高校等学校段階では、進学するか就職するかといった重

要な進路選択を経験するため、生涯を見通した生活設計を具体的に考え始める

時期である。また、18 歳から選挙権が与えられるため、高等段階で自己の判断

と責任による自立した行動が求められる。このような重要な段階で金融経済教

育に取り組んでいる代表的な教科は、公民科、家庭科、そして商業科高等学校15 

であり、学習指導要領には以下のように掲載されている。（図表 14）  

 

図表 14 学習指導要領記載例  

公民科（政治・経済） ・現代経済の仕組みと特質  

 →経済活動の意義、国民経済における家計・企業・政

府の役割、市場経済の機能と限界（環境保全、消費

者問題等）、物価、経済成長と景気変動等  

家庭科（家庭総合） ・生活における経済の計画と消費  

 →経済の管理や計画、意思決定・主体的判断、消費者

の権利と責任（多重債務等の消費者信用をめぐる問

題、自立と支援等）、生活資源とその有効活用、生

活設計等  

（出所）文部科学省「文部科学省における金融経済教育についての取

組について」2014 より引用  20 
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高等学校の公民科では、預金や銀行の仕組み・種類、また金融に関する社会

問題等より発展した内容を扱っている。加えて家庭科でも消費者問題の現状・

課題や、生涯の経済計画とリスク・管理等について触れられている。  

 しかし、高等学校段階も中学校段階と同様、各学校に金融教育が委ねられて

いるのに加え、受験・就職対策に時間を費やすため、金融経済教育の必要性を5 

9 割の教員が把握しているものの、現行の指導内容に余裕が無いことや、教員

の知識不足等の問題により十分な教育が行われていない現状がある 14。（図表 15） 

図表 15 授業時間不足の主な要因  

 調査数  現行の教育計

画にその余裕

がないため  

教える側に専

門的な知識が

足りないため  

他により重要

な学習内容が

あるため  

全体  1,845 84.7 32.5 25.3 

高等学校  760 85.3 29.1 28.6 

公民科  296 85.5 25.7 29.4 

家庭科  398 86.2 31.2 29.1 

商業科  67 79.1 31.3 22.4 

（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」2014 10 

 

 また、金融経済教育が実生活との繋がりを感じにくい学習内容であるという

ことであることから、用語・制度の解説といった基礎的な知識・技能の習得に

とどまっており、実生活での活用という視点が不足している。現在の経済事情

に関する教科書の記述に対し、約 4 割は「やや不十分である」（32.1%）、「不十15 

分である」（5.7%）と回答しており、不満も少なくない。（図表 16）学習指導要

領における教育課程編成の一般方針において、基礎的・基本的な知識及び技能

を活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力

をはぐくむことが求められているが、金融経済教育の実施にあたっては金融や

                                                   
14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」2014 

 



18 

 

経済に関する知識の習得が重視され、知識を活用する能力や態度が十分に育成

されているとは言えない状況が見られる。  

図表 16 教科書の記載の充実度  

 

（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5 

査報告書」2014 

 

 このような問題点を解決するための支援として、生徒の興味・関心を引き出

しながら、少ない授業時間内で簡単に行うことができる副教材を利用していく

ことや、実生活との関係を実感できる学習内容とするために、金融経済に関す10 

るニュースや個人や企業における具体的な経済活動と関連付けて取り扱う等の

工夫を図ることも重要だと考える。また、専門的知識の不足に起因し、生徒が

十分理解しているか不安を感じている教員も少なくないと考えられることから

教員向け研修会等の継続的な実施等、教員向けの支援の拡充が必要と考える。

加えて、教員養成課程や教員免許更新時における金融経済に関する講座等の導15 

入、充実等についても検討が望まれる。  

 

 

 

 20 
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(4) 大学段階における金融経済教育の現状と課題  

 大学段階は、「社会人として自立するための能力を確立する時期 12」とされて

おり、社会に出る前に金融教育のサポートを受けられる最後の機会であると考

えられる。そのため、より実践的で幅広い金融教育を身につけることが求めら

れる。  5 

 現在、大学生の 63.7%15がアルバイトを行っている。中学・高等学校段階と

比較すると、自由に使える時間も増加し、自身の収入で消費を行えるようにな

るため、収支管理を行う機会が増える。しかし、日本の大学生の 90.7%は毎月

の収入は把握しているものの、支出の管理は 71.5%にとどまっており、収入と

支出の把握にギャップが生じているのが分かる。（図表 17）  10 

 

図表 17 日本の大学生の１ヶ月の収支の管理  

 

（出所）ベネッセ教育総合研究所「大学生の学習・生活実態調査報告書」

2012 15 

 

また、成人を迎えると契約の際に親のサインが不要になることから、簡単に

クレジットカードや学生向けローン等を契約できるようになり、利用する機会

も増えるため、ローン問題や悪質商法等の様々な消費者被害に遭遇する可能性

も考えられる。  20 

                                                   
15 ベネッセ教育総合研究所「大学生の学習・生活実態調査報告書」 2012 
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 ビザ・ワールドワイドが日米の学生を対象に実施した調査によると、小・中・

高等学校のいずれかで金融教育を受けた経験があると回答した大学生は、日本

の大学生が 39.7%に対し、米国の大学生は 72.2%16であり、約 2 倍の差がある

ことが明らかになった。また、金融教育を受けた経験があると答えた学生に対

し、金融教育は役立っているかを聞いたところ、役立っている（「役立っている」、5 

「少しは役立っている」）との回答は、日本は 34.6%、米国は 69.4%16 であり、

満足度も米国の約 2 分の 1 という結果となった。  

これらのことから、大学に通っている学生の約 4 割は金融教育を十分に身

に付けておらず、学んだ知識や能力を生かせていないことが分かる。そして、

大学においては、専門科目を自身で決めて進学するため、学部により学ぶ内容10 

に偏りが発生する。また、学部内でも一人ひとり選択する授業が異なるため、

偏りがある。経済についてある程度学ぶ機会があるにしろ、「金融」を学ぶこ

となく卒業してしまうといった極端な例さえありうる。これは、知識や実践力

を習得するための体系化された取り組みが行われておらず、大学生が金融知識

を学ぶ機会が少ないからである。そのため、体系的な取り組みが必要であると15 

考える。  

 

第 2 節 各主体における金融経済教育の現状と課題  

 日本が金融経済教育に力を注ぎ始めたきっかけは、 1952 年に発足した貯蓄

増強委員会が、名称の通り貯蓄増強を目的として教育を行ったことが始まりと20 

言われている。高度経済成長を経て、日本版金融ビックバンが進められ、銀行

業・保険業・証券業等の代理行解禁等の大胆な規制改革がなされた。これによ

り銀行での投資信託の窓口販売や、ネット証券が参入することとなり、さらに

は、個人でも外貨預金が自由に持てるようになったため、外国為替証拠金取引

（FX）も可能となった。このように、以前とは異なる自由な金融秩序が展開25 

され、従来の貯蓄推奨の教育では対応不可能な時代へと推移してきた。さら

に、2005 年には小泉内閣により「金融教育元年」と位置付けられ、「貯蓄から

投資へ」と貯蓄推進教育から金融経済教育へシフトしていった。このような背

                                                   
16 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」

2012 
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景を受け、日本では多くの行政団体や民間団体が多様な教育を行っている。そ

れらの現状について述べていく。  

(1)金融庁  

金融庁における金融経済教育は、2000 年 6 月の金融審議会答申「 21 世紀

を支える金融の新しい枠組みについて」において、金融サービスのルールに関5 

する新しい枠組みについての議論の中で、重要な施策の一つとして位置付けら

れた。  その後、ペイオフ全面解禁前の 2005 年 3 月に、「金融経済教育懇談

会」が設置され、同年  6 月に「金融経済教育に関する論点整理」がとりまと

められた。これを受け、金融庁では「金融サービス利用者相談室」や金融庁主

催のシンポジウムの効果的な活用をはじめ、金融庁として直ちに実施すべき  10 

7 項目が掲げられ、その後、それらが行われてきた。  

そして 2011 年には、有識者・関係団体・関係省庁をメンバーとする「金融

経済教育研究会」を設置し、7 回にわたる会議を経て、今後における金融経済

教育の進め方に関する報告書を公表し、2013 年には「最低限身に付けるべき

金融リテラシー（4 分野 15 項目）」を公表した。これにより、身に付けるべき15 

事柄が明確となり、より効率的・効果的に推進することが可能となった。  

また、「金融経済教育研究会」における関係者間で教材の提供や、講師派

遣、人材の確保や、セミナー、イベントの管理遂行等と、全体の取り組みをよ

り良いものにするために連携して行っている。  

 20 

(2)金融広報中央委員会  

 金融広報中央委員会は、上述した金融庁や、都道府県金融広報委員会、日本

銀行、地方公共団体、民間団体等と協力して、中立・公正な立場から、暮らし

に身近な金融に関する幅広い広報活動を行っている。  

2013 年 4 月に取りまとめ公表した「金融経済教育研究会報告書」を踏まえ25 

て、同報告書の方針を推進するにあたり検討課題として示された諸課題への取

組みについて審議することを目的として、「金融経済教育推進会議」を設置

し、教育の推進に取り組んでいる。主な活動内容は「金融経済情報の提供」と

「金融経済学習の支援」となっており、各主体と連携して教材の提供や、講師

の派遣等の支援を積極的に行っている。  30 
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また、「最低限身に付けるべき金融リテラシー」を年齢層別に体系的かつ具体

的に記した「金融リテラシー・マップ」を公表したことによって、身に付ける

べき内容がより明確になり、効果的・効率的に金融教育を推進することが可能

になると考えられている。  

 5 

(3)文部科学省  

 教育の振興、生涯学習の推進を中心として様々な取り組みを行っている文部

科学省は、学校段階における教育課程の基準である「学習指導要領」を作成し

ている。現在、金融経済教育は小学校から高校までの社会科、家庭科、道徳、

総合学習、特別活動の中に記載されている。しかし、新しい時代に必要となる10 

資質･能力を育成するには、金融経済教育のみにかかわらず、現行のものでは

不十分と判断され、現在、教科･科目等の新設や目標･内容の見直しや教育の方

法等、学習指導要領は大幅な改訂が進められている。  

その一つに「公共（仮称）」の新設があげられる。これは選挙権年齢が十八

歳以上へ引き下げを受け導入される予定である。そのため、政治参加や労働問15 

題等を取り上げる予定となっている。また、社会的・職業的な自立に向けて必

要な力を育むキャリア教育の中核と位置付けることも検討されており、この

際、学校教育活動全体の中でのインターンシップの在り方や位置付け等につい

ても、併せて検討することが求められている。  

そして、学び方にも変化がみられる。従来の一方的な知識伝達授業でなく、20 

学びに向かう力、思考力、判断力、表現力等を身に付けるために、アクティ

ブ・ラーニングの導入が決定した。これは、全教科に導入される予定であり、

「何を学ぶか」が中心だった指導要領を変え、「どのように学ぶか」「何ができ

るようになるか」の視点を追加した。    

さらに近年、高等学校での「学力の 3 要素 17」を踏まえた指導が十分浸透し25 

ていないことや、現状の大学入学者選抜や AO 入試、推薦入試では本当の学力

を図れないという問題があがっている。また、大学段階においても、体系的・

組織的な教育活動を実施し、学生の力をどれだけ伸ばし社会に送り出せている

                                                   
17 学校教育法第 30 条第 2 項  
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かについての社会からの評価が厳しくなっている。このような背景もあり、高

等学校教育、大学入学者選抜入試、大学教育の一体的改革を「高大接続システ

ム改革」と位置付け、センター試験を廃止し、「高等学校基礎学力テスト（仮

称）」、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」を導入する予定である。実力

を図る機会を増やし、より優秀な人材を育成する高大接続システム改革は、将5 

来に向け一貫した理念の下、推進する必要があるという結論に至った。我が国

のこれまでの教育の在り方を根本から革新しようとするものである。  

 

(4)民間団体  

 日本には数多くの NPO 法人が存在しているが、主に金融経済教育を行って10 

いるのは、金融知力普及協会、経済知力フォーラム、証券学習協会、投資と学

習を普及・推進する会、日本経済学教育協会の 5 つの法人と日本ファイナン

シャル・プランナーズ協会（以下「日本 FP 協会」とする）である。  

日本 FP 協会は、ライフステージ別に個人が身に付けるべき、お金の知識やス

キルを一覧にした「パーソナルファイナンス教育スタンダード」に基づき、フ15 

ァイナンシャル・プランニングに関する様々な取り組み、事業活動を行ってい

る。（図表 18）  

図表 18 日本 FP 協会における取り組み  

 

（出所）「パーソナルファイナンス教育の普及に向けた協会活動のご案内」日20 

本 FP 協会  
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このように、小学生向けの取り組みから、リタイアメント前後、シニア世代

の方に向けた取り組みまで 5 つの段階に分かれて対象別に活動が行われてお

り、それぞれの世代に対応した金融経済教育が行われている。各段階の取り組

みは、「パーソナルファイナンス教育スタンダード」を基準に制定されてお5 

り、内容・教材共に各段階においての必要な金融教育を満たしていると考えら

れるが、実際にこれらの金融経済教育が行われる機会が少ないこと、継続的な

学習が行われないことは依然として大きな課題である。  

 

 10 

第 3 節 キャリア教育の現状と課題  

 キャリア教育とは、「一人一人の社会的・職業的自立にむけ、必要な基盤と

なる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育 18」であり、

子どもや若者がキャリアを形成していくために必要な能力や態度の育成を目的

としている教育的働きかけである。  15 

 近年では、キャリア教育は「生きる力」を育成する観点から、学校での学び

と社会との関連性を教え、学習意欲を向上させるとともに、学習習慣を確立さ

せるとして重要視されている。その背景の一つとして、学校生活と職業生活と

の接続に課題があることが挙げられる。現在、若者の完全失業率や非正規雇用

率の高さ、若年無業者や早期離職者の存在等、学校から社会・職業への移行が20 

円滑に行われていない。それは、働くことへの意識・関心、目的意思、責任感

の未熟さや対人関係能力、職業意識・職業観の未熟さといった、社会に出るま

でに必要な基盤となる能力や態度が身についていないことが原因の一つになっ

ていると考えられる。  

 図表 19 のグラフから読み取れるように、新規学卒者の入社後 3 年以内の離25 

職率は決して低いとは言えず、近年では増加の傾向にある。これらは、自己に

適した職業を判断・選択する能力に問題があり、キャリア教育が身に付いてい

ないことが原因であると考えられる。  

                                                   
18 中央教育審議会「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方に

ついて（答申）」2011 
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図表 19 新規学校卒業者の離職率  

 

（出所）厚生労働省「新規学卒者の離職状況」 2012 より筆者作成  

 5 

今後、人々が生涯にわたり職業に関する学習を行い、職業能力を高め、就業

やキャリアアップを図ることができる環境を充実していくことが重要であるだ

ろう。そのためには、学校と社会及び学校間の円滑な接続を図るためのキャリ

ア教育を小学校段階から発達段階に応じて実施する必要があると考える。  

 10 
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第 3 章  各国における金融教育  

近年、サブプライム問題の発生を契機とした金融危機を踏まえ、利用者側の

金融リテラシーを向上させ、金融行動を改善することが重要であるとの認識が

OECD や G20 等で国際的な議論になっている。それらを踏まえ、各国におけ

る金融経済教育の現状について述べていく。  5 

 

第 1 節  アメリカにおける金融経済教育  

アメリカでは 2000 年頃まで経済教育に重点が置かれていたが、サブプライ

ムローン問題等を受け国内のみならず、世界的にも金融教育が重要視された。

以来、アメリカでの金融教育は NPO 等の民間団体が中心となって進められて10 

おり、全米に共通する教育課程等は存在しない。そのため、各主体によって様々

な取り組みが行われている。  

 

（1）政府  

連邦政府は、2003 年公正正確取引法（Fair and Accurate Credit 15 

Transactions Act of 2003）に基づき、「金融リテラシー教育委員会」

(Financial Literacy and Education Commission)を設置した。この委員会の

目的としては、「ベスト・プラクティスを見出し促進することを含め、連邦政

府による金融教育を調整すること」「すべてのアメリカの消費者の金融リテラ

シーと教育を促進するための全米の戦略を策定すること」等があげられる。ま20 

た同委員会は、2008 年にサブプライムローン問題対策の一環として、「金融リ

テラシーに関する大統領諮問委員会」を設置し、金融リテラシープロジェクト

を推進した。（図表 20）高校生や社会人の金融理解度を調査する等、サブプラ

イムローン問題において個人の金融リテラシーの低さが要因のひとつとなった

ことを危惧していると考えられる。  25 

 

 

 

 

 30 
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図表 20 諮問委員会  金融リテラシープロジェクト  

⓵中学の数学用の金融教育教材  

⓶高校生向けの金融理解度テスト  

⓷中低所得者層等に対する金融教育や金融サービスの改善  

⓸大学や企業を対象とした優秀な金融教育実践団体の表彰制度  

⓹社会人を対象とした金融の理解度調査  

（出所）新保恵志 2012『金融・投資教育のススメ』p132 より筆者作成  

 

 また、2010 年には金融リテラシーから金融ケイパビリティ（Capability）

へとコンセプトが転換され、単なる知識獲得のレベルではなく、金融資源を管5 

理する上で適切な金融行動・選択ができるレベルまでが必要であるとされてい

る。金融リテラシー概念に基づき、知識の取得が重視されている日本の段階に

比べ、それらを活用・応用することを念頭に適切な金融行動の実行が重視され

るアメリカの金融教育は非常に高い水準であると考えられる。  

 10 

（2）民間団体  

 民間団体では従来からパーソナルファイナンス教育が推進されてきた。学校

教育段階で中心となっているのは、ジャンプスタート個人金融連盟（ Jump 

$tart Coalition for Personal Financial Literacy。以下「Jump $tart」とす

る。）や全米経済教育協議会（National Council on Economic Education。以15 

下「NCEE」とする。）等である。  

 Jump $tart はジャンプスタート個人金融連盟教育基準を策定し、これをも

とに教科書やテキストが作成され、州ごとに教育制度の違いがあるアメリカに

おいて、教育評価や理解度評価の基準となっている。また Jump $tart は概ね

2 年に 1 度、全米 33 州の約 4,000 人の高校 3 年生を対象に個人の金融知識水20 

準についての調査を実施している。その他に教材提供の取り組みとして Jump 

$tart はクリアリングハウスを行っている。これは「幼稚園から高等学校まで

の金融理解度の向上に役立つ教材（書籍、ビデオ、コンピューター・ソフトウ

ェア、指導書、パンフレット、ウェブサイト）を、対象学年、キーワード、タ

イトル、発行者から検索できるようにしたデータベース」  であり、同連盟の25 
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ホームページに掲載されている。そのため、州ごとに教育制度の違いがある場

合でも容易に教材を手にすることができる。  

 NCEE は経済教育の普及・向上を目的とした非営利組織である。州単位で

下部組織を設置しカリキュラムや教材の作成、教員の質の向上に取り組んでお

り、年間 12 万人の教員を指導している。また、2 年に一度、学校で行われて5 

いる経済教育と金融教育について実態調査を実施しているのも特徴であり、

2002 年に成立した経済教育優越法（Excellence in Economic Education 

Act）と呼ばれる金融経済に対する理解向上を目的とした非営利組織に対し、

補助金を交付する法律に基づき最初の助成を受けている。  

 アメリカにおける金融教育は、サブプライムローン問題を経験したこと等か10 

ら、個々の家計における金融リテラシー・金融ケイパビリティの向上が国家レ

ベルの金融的安定の要因になるという認識があることによって、非営利団体の

活動が成り立ち、またそれらを支援する枠組みが構築されていくのだと考え

る。  

 15 

第 2 節 イギリスにおける金融経済教育 

 イギリスでは、サッチャー政権の頃に社会問題となった個人年金商品不正販

売を受け、金融経済教育の見直しが図られ、 1997 年に誕生したブレア政権が

金融規制監督体制を大幅に変更した。1986 年の金融サービス法に代わり、

2000 年に金融サービス・市場法が制定され、金融監督権限は、新たに設立さ20 

れた『金融サービス機構「Financial  Service  Agency」（以下「FSA」）と

する）』に一元化されることとなった。以来、イギリスでは国家戦略として

様々な取り組みが行われている。それらについて述べていく。  

 

(1)政府  25 

 イギリスにおいて、金融・経済教育を統括するのは公的部門である。上述し

た社会問題を受け金融トラブル予防を目的として、政府指導の下に体系的な金

融教育の普及に努めている。  

教育技能省  (Department for Education and Skills 以下「DfES」とする )

が、教育行政の主管庁となり、地方の教育当局を通じ、学校を指導している。30 
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金融経済教育を一般教養として捉えているイギリスでは、1988 年教育改革法

によって、大幅な教育改革が行われ、義務教育課程の公立学校に適用されるナ

ショナル・カリキュラムが 2000 年から導入された。これに基づき、各学校段

階が到達すべき金融教育上の目標や、既存科目の学習内容との関係をまとめた

金融教育のガイドブックを発行した。このガイドブックに沿って金融経済教育5 

が実施されており、総合学習や社会科、家庭科の他にも数学と金融教育の関連

についてもまとめてあるのが特徴である。  

また、教育水準局  (Office for Standards in Education: OFSTED) は、

1992 年に当時の教育技能省から独立し、その翌年から全ての公立学校の学習

到達レベルを監査している。この調査により、英国における数学の基礎知識が10 

最も劣っていることが判明し、先述したナショナル・カリキュラムに数学にお

ける金融リテラシーの側面も導入された。問題校とされた学校は、一定の猶予

期間内に改善が見られないと HP 上で全ての学校のレベルを公開し、閉校とす

る厳しい措置を行っている。  

さらには財務省を中心に、政府予算を金融教育普及に投じている。2005 年15 

に、金融教育の一環として子供信託基金と呼ばれる子供名義の税制優遇措置を

伴う投資・貯蓄制度を導入した。これによって、口座運用を通じ、子供とその

保護者が計画的な投資・貯蓄の習慣を身につけることが可能になることに加

え、学校授業における金融教育の教材としても活用可能となった。  

また、日本の金融庁に値する FSA は民間団体であるものの、理事長等は政20 

府のものが任命する等、他の官庁や民間団体と連携し合いながら、金融教育活

動を行っている。国の金融機関全体を監督しており、イギリスの金融教育は

FSA 主導の下に推進されてきた。2000 年に「金融サービス市場法」が制定さ

れたことによってこの体制が整った。  

FSA は、｢消費者教育」に焦点を当て教育の推進を行っており、金融サービ25 

ス市場において、公正で効率的な機能を高めるという規制課題の重要な一部で

あると位置づけられている。これを基に様々な機関と連携を取り、推進に努め

てきた。また、2000 年から「シティズンシップ」科目が導入され、ここで金

融学習に重点を置いている。シティズンシップとは市民として生きていく基礎

を学ぶ科目であり、金融能力もその中に含まれている。  30 



30 

 

 

(2)民間団体  

イギリスでは民間団体も金融経済教育において重要な役割を担っている。  

Personal Finance Education Group（以下「PFEG」とする）は、金融教育

分野における学校のサポート活動に特化した活動を続けており、非常に幅広い5 

支援を行っている機関である。2006 年からは、国家戦略に協力するかたち

で、中学校を対象とした金融教育支援プロジェクトを展開している。また、学

校用の金融教育カリキュラムの作成、金融教育のための教師教育、教材提供や

ボランティア派遣等を行っており、金融教育普及のため政府や議会への働きか

けも行っている。  10 

イギリスにおける金融経済教育は、個人年金商品不正販売等の社会問題を受

け、金融サービス市場法という法律に基づいて実施されているのが大きな特徴

である。また、行政及び業界団体から支援を受けた組織が消費者教育の方向性

を設定し、NPO 等の各種民間団体がその実行組織として様々な活動を行う

等、国を挙げて金融経済教育に取り組んでいることがわかる。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

  



31 

 

第 4 章  提案  

 本章では、私たちが理想とする金融リテラシーの実現のため、現状を踏ま

え、解決策・普及策を述べていく。  

  

第1節 金融リテラシーを身に付けるための提案 5 

 

①  金融経済教育における ICT（情報通信技術）の活用  

私 た ち は 、 金 融 経 済 教 育 に お け る 情 報 通 信 技 術 （ Information and 

Communication Technology 以下「 ICT」とする）の活用を提案する。ICT の急

速な進化にともない、近年では教育においても ICT の重要視が高まっており、10 

文部科学省は、教員や児童生徒が ICT を活用する教科指導における ICT 活用

の推進を図っている。 ICT 活用は、 (ⅰ )教員が ICT を活用して授業の準備を進

めたり，学習評価を充実させるために ICT を活用したりする学習指導の準備と

評価のための教員による ICT 活用、 (ⅱ )指導方法として活用する授業での教員

による ICT 活用、(ⅲ )教科内容のより深い理解のための児童生徒による ICT 活15 

用の 3 つに分割されている。  

学習指導での ICT 活用による効果については，これまでの調査研究等から明

らかになっており，平成 18，19 年度に実施された文部科学省委託事業による

調査研究において，全国で実施された 752 件の検証授業を分析評価した結果で

は、ICT 活用して授業を行った教員の 98.0%が、「関心・意欲・態度」の観点に20 

おいて効果を認めていた 19。また、児童生徒に対する客観テストの結果によれ

ば、各教科の得点において高い効果が得られた（図 21）。以上のことを踏まえ、

ICT を活用して教科指導することは教員のみならず、児童生徒に対してもよい

効果をもたらすだろう。  

 25 

 

 

 

                                                   
19 文部科学省「教育の情報化に関する手引き」検討案  2010 
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図表 21 「客観テストによって明らかになった ICT 活用の効果」  

 

（出所）文部科学省「教育の情報化に関する手引き」検討案  2010 

  

ICT を活用することで、教員は生徒の解答をデータ化することも可能となり、5 

生徒が苦手とする部分が明確となる。また、教材作成等の準備時間や黒板に書

き出す時間等の短縮にもつながる等、教員の校務の効率化を促す。さらに、授

業で使う教材や資料の収集が容易となり、様々な金融に関する情報を手に入れ

やすくなると考える。これらのように、金融経済教育における ICT の活用は、

教員の負担を軽減させるだけでなく、授業時間の不足を補い、教材や資料の充10 

実化を図ることが可能となる。  

 

②  学習指導要領の改訂  

第 2 章の第 1 節で述べたように、現在の学校教育では教員や生徒の金融に関

する認知度が低く、体系的な取り組みや、金融経済教育のための時間が確保さ15 

れていない。つまり、現在の金融に関する学習指導要領の内容では不十分であ

ると考えられるだろう。そこで私たちは、中学校段階での金融に関する学習指

導要領の見直し、高等学校段階での「金融・経済」科目を新設することを提案

する。高等学校段階の「金融・経済」の新設にあたって、中学校段階における

教育は金融経済教育への関心を高めるための内容とする。  20 
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しかし、金融に関する学習指導要領の見直しや「金融・経済」新設に伴い、

教員の知識不足や専門的な教員の不足が問題視される。この問題に対応するた

めに、教員採用試験に「金融・経済」科目を導入することが効果的な手段の一

つであると考える。これらの提案は、金融経済教育の推進につながるだろう。  

 5 

第 2 節 金融経済能力スコア（仮称）の導入について  

 現状、金融経済教育にも関わってくる資格試験として身近な税金の問題等を

考える FP 技能限定や、専門的な投資等に関する知識としては外務員として活

動するために必要な外務員資格試験等が挙げられる 20。こういった資格試験を

受験し自らの暮らしに活かすため生涯学習の一環として学ぶ人もいるだろう。10 

しかし、金融関係に勤めているような専門的な知識を必要とする人のほうが多

いのではないだろうか。また、これらの資格試験は合否による結果が出される

ものであり自身の到達度が分かりにくいのではないだろうか。そのため、私た

ちは金融経済能力を数値化することのできる試験の導入を提案する。結果を定

量的に示すことを可能とすることにより自身の金融リテラシーがどの程度身に15 

付いているのか実感することができる試験である。試験の内容としては、基本

的な生活に関わる知識と投資等に必要な実践的な知識についての両方を併せ持

つものとする。  

 上述した試験を導入する目的として、現状まだ不十分な金経済教育の重要度

を高めること、そして数値化することにより今後の金融経済教育の改善につな20 

がるという二点を挙げる。この二点を実現することによるメリットについて具

体的に述べていく。  

①  受験者は自分に不足している分野を明確に理解し重点的に学習することが

できる。  

②  金融機関が試験のスコアを元に個人のレベルに合わせた金融商品を顧客に25 

提案することが可能となる。  

③  高スコアであれば大学の授業において単位認定が可能となる。  

④  金融リテラシーが重要視されることにより高スコアであれば大学進学や就

                                                   
20 日本 FP 協会、日本証券業協会  
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職において有利になる。これは個人がテストを受けるインセンティブにもつ

ながる。（興味・関心の向上）  

以上を踏まえ、金融経済能力スコア（仮称）は、これまで述べてきた問題点

を解決する手段の一つになるのではないだろうか。  

 5 

 

第 3 節 高校・大学における金融教育改革 

第 2 章の 2 節で述べたように、現在、文部科学省が予定している「高大接続

システム改革」を参考に、高等学校・大学段階に重点を置き金融経済教育を推

進していくことを提案する。高等学校・大学段階に重点を置いた理由は、進学10 

率や扱うお金の量等が関係している。義務教育段階を終えた後の、高等学校へ

の進学率は定時制の高校も含めると 98.1%21とほとんどの人が進学しており、

非常に高い水準であることがわかる。その後の教育機会である大学進学におい

ても 54.6%22と、世界平均と比較すると高いとは言いがたいが（図表 22）、日本

においては、2 人に 1 人が進学しており「大学全入時代」と謳われるほどであ15 

る。また、小・中学校段階と比べると高等学校や大学においては、アルバイト

による収支管理や奨学金等自身がお金を扱う機会が増え、実生活においても金

融に触れる機会が増える。さらに、高等学校・大学段階は社会に出る前の最後

の教育機会であることから金融経済教育を行う絶好の機会であると考えた。  

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
21 文部科学省「高等学校教育の現状」  
22 文部科学省 2015（平成 27）年度学校基本調査結果  
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図表 22 大学進学率の国際比較  

 

（出所）OECD「Education at a Glance 2012」  

 

現在、金融経済教育はさまざまな教科にわたって内容が記載されているため、5 

金融教育を受けた記憶がない等の意見が多く上がっている 23。（図表 23）  

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

                                                   
23 金融広報中央委員会「金融に関する消費者アンケート調査」2008 
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図表 23 学校における金融教育の経験  

 

（出所）金融広報中央委員会「金融に関する消費者アンケート調査」

2008  p.11 

 5 

また、金融リテラシー調査によると「金融教育を受けた」と回答した学生の

正答率（56.4%）は、そうでない学生の正答率（38.2%）よりも高く、全年齢層

平均（55.6%）をも上回っている 24。そのため、学校段階で金融教育を行い受け

た人の割合を増加させる必要があると考えた。これを受け、学習指導要領の改

訂を行い、高等学校段階に「金融・経済」を新設する。現在「公共」科目の導10 

入が発案されていることから、導入は不可能ではないと考える。これにより今

より多くの人に「金融・経済」という言葉が浸透・定着し、進学と就職の分岐

点である高等学校段階で金融経済の基礎知識をつける。  

また、学習指導要領改訂に伴い、センター試験廃止が廃止され、新たな入試

として「高等学校基礎学力テスト（仮称）」、「大学入学希望者学力評価テスト（仮15 

称）」の導入が予定されている。現段階では双方のテストはともに希望者のみ受

                                                   
24 金融広報中央委員会「金融リテラシー調査」 2016 年  
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験とされているが、この「高等学校基礎学力テスト（仮称）」をどの学校でも義

務化し、新設される「金融・経済」も導入し、全国の高校生に受験してもらう。

そうすることによって、高等学校段階の金融経済教育に関する効果測定も可能

となり、生徒の苦手な分野や求められている内容も明確になるため、よりよい

教育の提供が可能となる。そして、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」5 

にも「金融・経済」を導入し、受験科目になることによってより重要度を高め

る。  

これを踏まえ大学段階では、さらに発展した金融経済教育が求められる。近

年多くの企業から、離職率の増加により正しい職業観や就労観を身に付けるこ

とや、「社会に出てから活躍できる人材の育成」等が求めていることから、キャ10 

リア教育を拡充することが必要であると考える。そのため、大学段階では高等

学校での「金融・経済」を受け、現在学習指導要領改訂でも発案されている「ア

クティブ・ラーニング」による実践的な授業の推進や、インターンシップ推進

授業等を一年次から導入し、早くから将来について考える機会を増やし、キャ

リア教育に力を入れる。実際に働き、実践的な授業を行うことで、将来像も明15 

確になり、正しい職業観や就労観が身につく。また、共通科目に「金融・経済」

を取り入れ、学部を問わず触れる機会を作る。  

高等学校と大学で連携を行うことによって、教員の知識不足や負担を補える

ことに加え、学生にとってもよりよい場になる。また、知識偏重型の授業だけ

でなく、アクティブ・ラーニング等の実践的な取り組みを行うことによって、20 

より深みのある金融経済教育の提供が可能になると考える。また、企業には

「株主総会」という現場の声を聞く場が存在しているが、教育機関においては

そのようなものは存在していない。今後この連携が進んでいくことによって、

最終的には各主体も現場の声に耳を傾け、双方が一丸となって教育に力を入れ

ていくことが理想であると考える。  25 
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終章  

本稿では、日本における金融経済教育の現状及び課題から金融リテラシーと

は、「社会の変化に対応し、各個人が理想とするライフプランの実現に向け、主

体的な意思決定を可能とするための金融に関する知識及び知恵の総体」と定義

した。これは、金融商品の複雑化や確定拠出型年金制度導入企業の増加等、各5 

個人が自己責任で選択及び行動する機会が増えている状況を踏まえたものであ

る。その上で、私たちは金融リテラシー教育において知識だけでなく実際に適

切な選択及び行動ができるような知恵を身に付けることの重要性を述べてきた。

しかし、現状では知恵を育む実践的な金融経済教育を受ける機会は極めて少な

い。その上で私たちが提案したのが、ICT の活用、金融経済能力スコア（仮称）、10 

高校・大学における金融教育改革の導入ある。  

 これらの提案により、各個人が、社会の変化に対応し得る知識及び知恵を持

ち、理想とするライフプランを実現できると考える。また、学校段階において、

キャリア教育及びライフプランについて学ぶことで、若者の早期離職や格差問

題の解消にも繋がるだろう。経済全体においても、各個人が金融リテラシーを15 

身につけることが健全な市場を生み出し、国の金融的安定と共に、経済全体を

豊かにする。しかし、これらの提案を効果的に実現するためには、個人が金融

リテラシー教育の必要性を理解した上で行われること、国の協力が必要不可欠

である。国は教育が未来に対する投資であることを再度認識し、積極的な政策

を行うことを期待したい。  20 

本研究が金融リテラシー教育の普及に貢献し、国民の金融リテラシーの向上、

ひいては各個人の理想とするライフプランを実現する手助けとなれば幸いであ

る。かつて資源の乏しい日本は、その知識力によって社会の発展を支えた。教

育は将来の日本を支える人材を育成するということであり、教育が今後の日本

を支える。人口減少やそれに伴う納税者の減少、少子高齢化等日本経済が抱え25 

る問題は多いが、それらを解決する可能性を教育は持っている。今後も金融経

済の動向に注目し、研究を続けていきたい。  

 

 

  30 
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・ソニー銀行  HP 

<http://moneykit.net/visitor/sbfx/> 

・総務省統計局  HP 

<http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/pdf/gaiyou2.pdf> 

・厚生労働省  HP 5 

<http://www.mhlw.go.jp/> 

・首相官邸 HP 

<http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/sanbonnoya.html > 
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