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序章 はじめに 

 

私たちは、日常の暮らしの中で物やサービスを買ったり、給料や代金の受け取り、目的を

持ってお金を貯める、またはお金を借りるなど、様々な形でお金と密接な関わりを持って暮

らしている。そこでお金の流れなどに関する知識や判断力である「金融リテラシー」を身に5 

つけておく必要がある。金融リテラシーが本当に必要だと実感するのは、大人になってから

であろう。そこで小学校・中学校・高校などの早い段階から、学習環境を整え、金融リテラ

シーの重要性を意識させることが重要である。 

 社会人になると、貯蓄、投資などの資産運用をしたり、保険、ローンなど、私たちは様々

な金融商品や金融サービスと関わることになる。自分の手元にあるお金を計画的に使うこ10 

とが重要となってくる。社会の中で経済的に自立し、生きていくために不可欠なものであ

る。 

 最近では、金融商品や金融サービスは増えており、私たちの選択の幅も広がってきてい

る。もちろん選択の幅が大きくなるのは良いことなのだが、金融商品・サービスの特徴やそ

れぞれのリスクなども、もちろん知っておかなければならない。例えば、銀行預金などの安15 

全なものもあれば、より利回りの高いがある程度知識の必要な株式や投資信託などの運用

方法もある。今あるサービスをどれほど有用に、安全に利用できるかは、金融リテラシーが

身に付いているかどうかで変わってくる。 

 金融リテラシーの向上によって、個人の生活が豊かになるだけでなく社会全体の成長に

つながる。質の高い金融商品の提供が可能になったり、有用な資産運用により公正な社会形20 

成などにつながる。 

 本論文では、学校・家庭・社会という教育場面を通じ、小学校/中学校/高等学校における

各段階での金融リテラシー向上への取り組みを考えていく。求められる金融リテラシー、そ

して既存の施策評価を行い、金融教育に関する諸問題を明確にした上で、具体的な解決策を

その習得方法、教育効果の測定方法を十分に考慮し、導き出していく。 25 
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第１章 金融リテラシーについて 

 

第１節 金融リテラシーの定義 5 

 

 金融リテラシーについて OECDでは、「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、

技術、態度及び行動の総体」と定義されている。  

 また、日本の金融庁によると、「私たちがしっかりとした生活基盤を持って生活していく10 

ためには、お金をうまく管理し、注意深く使うことが重要である。そのためにはお金につい

て十分な知識を持ち、お金との付き合い方について適切に判断する力が必要である。このよ

うなお金に関わる知識や判断力を金融リテラシーである」と述べている。（金融庁ホームペ

ージ www.fsa.go.jp より抜粋) 

 日本においては、金融教育において「金融リテラシー」という用語を用いるのが一般的と15 

なっているが、米国や英国では同様の意味で、「金融ケイパビリティ」という用語を用いて

いる。リテラシーだと処理能力や知識といったニュアンスが強いため、活用できることが大

事だという視点からより適切なケイパビリティに変化したと考えられる。米国の「金融ケイ

パビリティに関する大統領諮問委員会」に関する大統領令においては、「金融ケイパビリテ

ィとは、知識とスキルとアクセスに基づいて金融資源を効果的に管理する能力である。」と20 

述べられている。 

 よって金融リテラシーとは金融に関する知識・習慣・判断力を習得するだけではなく、そ

れらをもって、私たちの生活の中へ移行させることであると思われる。またそれは金融リテ

ラシーの課題としても挙げられる行動面が重要であるともいえるだろう。 

 25 
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第 2節 金融リテラシーの必要性 

 

 現代社会では、年代別、収入別にみても誰しもが、ライフステージのそれぞれの局面に

おいて金融とのかかわりを避けることはできない状況となっている。それは、ひとえに金

融といっても貯蓄・資産運用、住宅ローン、保険加入等様々な金融商品がありそれらを使5 

い分けながら、組み合わせながら生活していかなければならなくなっているからである。

そんな中日本では、多重債務問題や金融資産ゼロ世帯の増加がみられる。 

 

 

 図 1-1 金融資産非保有世帯比率 10 

 

 （出典 金融広報中央委員会『家計の金融行動に関する世論調査』

https://www.shiruporuto.jp/public/house/loan/yoron/futari/ より引用） 

 

上図をみても年々金融資産の非保有率が高くなっていることがわかる。金融リテラシーを15 

身に着けていた場合、しっかりと生活設計を立て、計画的に貯蓄や資金運用を行おうとす

るため、金融資産の非保有率の増加は金融リテラシーの普及率の低下を表しているとも考

えられる。金融資産を有効に活用することで、定年を迎え仕事をリタイアした後でも、十

分に他人に迷惑をかけずに自立して生活できるようになる。社会人として経済的に自立

し、よりよい暮らしを送っていくためには、適切な金融資産を選択し、適切に利用する知20 

識・判断力を身につけること、つまり金融リテラシーをしっかりと習得することが重要と

なる。また基本的なことではあるが、計画的に支出をすることと家計簿をつけることなど

といった家計管理も重要である。そして火災等の不測の事態に備えることや教育・住宅取

https://www.shiruporuto.jp/public/house/loan/yoron/futari/
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得・老後の生活等に備えた生活設計も重要である。ここまで述べてきたことは、私たちが

安定的に生活するためのリテラシーともいわれ、全ての人に金融教育の必要性があると思

われる。 

 このような習慣・知識・判断力をもってしっかりもって生活する力(生活スキルとして

の金融リテラシー)の向上により、リスク・リターンをはじめとする様々な金融商品の特5 

質を理解し、計画的な貯蓄と安定的な資産形成につながる運用を行うとともに、必要に応

じ、保険や借入を適切に活用できるようになると考える。 

 

 

第３節 攻めと守りのリテラシー 10 

 

 金融広報中央委員会によると、「思ったより、家計運営は苦しかった」とした世帯は 48.9％

であり、約半分の世帯が家計運営に対して苦しさを感じている。こうした状況において、生

活設計をしっかりと立て資産形成をすることはとても重要なことである。さらに、増税や年

金などの政策に対する不安、リストラや異動などといった仕事上のトラブルも視野に入れ15 

ると、持っている資産をそのまま預貯金として置いておくだけではなく、そのお金を元手に

資金を増やす資産形成を行うことも考えなければならない。以上のような考えを、攻めのリ

テラシーと定義する。 

 日本銀行の統計データから、普通預金の金利をまとめたのが下図である。 

 20 

図 1-2 普通預金の金利推移について 
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（出典 日本銀行の時系列データ

https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-

bin/famecgi2?cgi=$graphwnd ） 

https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$graphwnd
https://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$graphwnd
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1980年代から 1990年代前半においては、預貯金の金利が高かったため、新たに資産形成を

行わなくても資産を預けているだけで資産を増やすことが可能であった。しかし、20 年前

の 1994 年にはすでに 1％以下に下がっており、0.25％。その頃、定期預金については、預

入期間や預入金額によっては１％前後～２％前後を維持していたが、その後急激に普通預5 

金、定期預金ともに金利は低下した。1990 年代初頭からの日本経済を表す言葉として「失

われた 20年」がよく使われるが、1％以下の金利は、まさにそのことを象徴している。景気

に刺激を与えるために施行されたゼロ金利政策の結果である。この流れはしばらく続くと

考えられるため、当面金利は低いままの可能性が高いと予想される。上記のような金利の低

下によって、金利による資産形成にはあまり期待できないため、資産形成を促進するために10 

も攻めのリテラシーの需要が高まってきている。 

 現代社会において、金融教育の普及率はまだ低く、金融トラブルに対して適切に対処でき

ない人々が多数である。子どもによる様々な金融トラブルはいつの時代もあるが、近年で

は、インターネットがスマートフォンなどを通じてより身近になったことなどによって、イ

ンターネットを使用した子供による金融トラブルが増加傾向にある。そうしたトラブルに15 

巻き込まれないよう、あるいはそのような誘惑から守るための教育、つまり守りのリテラシ

ーを身に着ける必要がある。オンラインゲームに関する金融トラブルの相談件数は、2009年

度以降、年々増加しており、2012年度は 2009年度と比較して、約 4倍にまで増加している。

2013 年度も前年同期と同水準の相談が寄せられている。その中で、契約当事者が未成年者

である相談は、前年よりも大幅に増えており、件数は約 2.5倍となっている。 20 
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図 1-3 ネットワークによる金融トラブル数 

(出典 PIO-NET：全国消費生活情報ネットワーク・システム

http://www.kokusen.go.jp/pionet/ ) 

 

相談内容の事例は、「ゲーム機でオンラインゲームをし、父のカードで決済をした」、「息子5 

が母親が処分したカードを使ってゲーム機で決済していた」、などという子どもが携帯型ゲ

ーム機でアイテム等を購入したケース。または、「娘が親のスマートフォンでゲームをし、

課金時に親がパスワードを入力した」、「スマートフォンで無料ゲームを息子に遊ばせたと

ころ電話会社から高額な請求がきた」、などといった子どもがスマートフォンでアイテム等

を購入したケースが多かった。このような状況を見ると、学校段階における金融リテラシー10 

教育は必須であること理解できる。それに加え、、消費者庁の「平成 25年消費生活に関する

意識調査」（www.caa.go.jp/information/pdf/h25_mar_cyousa4.pdf より）によると、ゲー

ム会社ごとに用意している課金制限機能についての保護者の認知度は約 2 割に留まること

が分かり、設定している保護者についてはわずか 1割というのが現状である。 

 15 

http://www.kokusen.go.jp/pionet/
http://www.caa.go.jp/information/pdf/h25_mar_cyousa4.pdf
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図 1-4 課金認知度調査結果 

 

(出典 消費者庁 http://www.caa.go.jp/より) 

 

この結果から、子供世代はもちろんだが親世代もしっかりと守りのリテラシーを身に着け、5 

子供を守ることが必要であると考えた。 

 

第４節 金融リテラシーの目標 

金融広報中央委員会は、「生活設計・家計管理に関する分野」、「金融や経済の仕組みに

関する分野」、「消費生活・金融トラブル防止に関する分野」、「キャリア教育に関する分10 

野」の４つの分野に則して、金融教育目標を整理している。

(https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/program/mokuhyo/より) 

生活設計・家計管理に関する分野においては、金融教育を生活設計・家計管理に活用し、

より良い生活をおくることを目標としている。つまり、ものやお金には限りがあることを理

解し、大切にする態度を身に付けるとともに、限られた予算の下で、よりよい生活を築く意15 

義を理解し、実践する技能と態度を身に付ける。この際、資金管理に関する意思決定の基本

（トレード・オフ、機会費用、効率、公正、価値観等）を理解し、実践する態度を身に付け

ること。また、貯蓄の意義を理解し、貯蓄の習慣を身に付けるとともに、期間と金利の関係

を理解し、長期的、継続的に貯蓄・運用に取り組む態度を身に付けること。併せて、金融商

品の基本的な特徴を理解し、運用に当たっては、リスクとリターンの関係などを踏まえ、自20 

己責任の下で判断する態度を身に付けること。そして、生活設計に必要な様々な知識を身に

付け、それを活用して自分の暮らしを考え、事故や災害、病気など、日常生活において様々

なリスクが存在することを理解し、身の安全を確保する方法を理解し、実践するとともに、

他人に損害を与える可能性を認識し、安全な行動を心掛ける。併せて、不測の事態に備える

http://www.caa.go.jp/
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/program/mokuhyo/
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必要性と、備え得る方法としての貯蓄と保険の機能について理解することを目標とすると

述べられている。 

金融や経済の仕組みに関する分野においては、金融教育を通して金融や経済に興味を持

ち、経済活動に参加することを目標としている。つまり、お金の働きや役割、金融機関や中

央銀行の機能・役割を理解するとともに、金利の働きと変動の理由について理解すること。5 

ものやお金の流れと家計、企業、政府等の役割について理解するとともに、市場の働きや機

能を知り、市場経済の意義や海外経済との関係について理解すること。景気の変動と物価、

金利、株価等との関係や、政府、中央銀行の役割について理解し、景気変動や経済政策と自

分の暮らしや社会との関係を理解する。経済社会が抱える問題について幅広く関心をもち、

情報収集の技能を身に付けるとともに、経済社会の課題解決に向けて合理的、主体的に考え10 

る態度を身に付けることを目標とする。 

消費生活・金融トラブル防止に関する分野では、金融教育で得た知識を用いて消費者問題

にきちんと対応することを目標としている。つまり、消費者の権利と責任を理解し、自立し

た消費者として行動するための基礎知識と態度を身に付けること。情報通信技術を含め、消

費生活に関する情報を収集し適切に活用できる技能を身に付けること。消費者問題の発生15 

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

とともに、金融トラブルや多重債務の実態を知り、巻き込まれない態度を身に付ける。また、

法律や制度を知り、それらを活用して事態に対処できる知識と技能を身に付けることを目

標としている。 

キャリア教育に関する分野では、金融教育を通して勤労の意義とお金の価値の重さを理20 

解し、自分の職業選択について主体的に考え、労働者の権利と義務について理解し、それを

生かす態度を身に付けることを目標としている。付加価値の創造が経済社会発展の原動力

であり、付加価値を生み出すために、人々の様々な努力が必要であることを理解するととも

に、自らの夢を描き実現の方法を考え、実現に向けて努力する態度を身に付けること。社会

との様々なつながりを理解し、ルールを守り、他人に感謝する心を養うとともに、よりよい25 

社会を築くためにみんなで協力することの意味を理解し、何ができるかを考え実行できる

態度を養うことを目標としている。 

 以上４分野の目標を達成する為に、金融中央委員会では「金融教育ガイドブック」、「はじ

めての金融教育」などの実践事例集を発刊するなどして金融教育に力を入れ始めた。 

  30 
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第 2章 日本の金融リテラシー教育の現状と問題点 

 

ここまで金融リテラシーと、その意義と必要性について論じた。ここでは今日における日

本の学校段階における金融リテラシー教育の現状と問題点について考察する。 

  5 

第 1節 学校段階の金融リテラシー教育 

 

 

  

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 上の図 2-1 は金融広報中央委員会が発行した金融リテラシー・マップより抜粋した学生

が有するべき金融知識を大まかにまとめたものである。 25 

 

 

小学校段階での金融教育 

 

小学校段階では、教育現場において金融という用語は用いられておらず、代わりに「金銭」30 

という用語が用いられている。金融リテラシー・マップによると、社会の中で生きていく力

の素地を形成することが 望まれる時期とされている。小学校の段階で身に付けたい力は、 

 出典 金融リテラシー・マップ

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy/pdf/map.pdfより 

図 2-1 各学校段階での必要とされる金融知識 
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1.必要なものと欲しいものを区別し、計画を立てて買い物ができる 。 

2.お金の役割、勤労、生活への備えを理解し、貯蓄する態度を身に付ける 。 

3.お金の貸し借りなどの金融トラブルを知り、調べて商品を選択、困った時は相談する。 

この 3つであるとしている。 

 しかし現状は金融経済教育の専門科目が存在しておらず、社会科、家庭科等 がそれを担5 

っている。しかし、社会科、家庭科等の学校教育では具体的にどのような授業を行うかとい

うことは、小学校学習指導要領及びこれを基準として学校長が定める各校の教育過程の下

で、各学校または担当教師に委ねられており、金融に関しての学習が行われるケースは少な

いのが現状である。 

 10 

中学校段階での金融教育 

 

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、金融知識をより定着させ、

将来の自立に向けた基本的な力を養う。小遣い管理や買い物の経験も増え、行動が広がり、

家計や生活設計について理解でき、勤労や職業の意義を理解し、将来の生活についてもある15 

程度具体的に構成できるようになるべきとしている。中学校では社会科の公民的分野や技

術・家庭科の家庭分野の中に、金銭と金融に関わる内容が学習指導要領に記されている。中

学校学習指導要領では、金融リテラシー・マップ同様に社会科・公民的分野の「内容」(2)

私たちと経済の「ア 市場の働きと経済」の項に「現代の生産や金融などの仕組みや働きを

理解させるとともに、社会における企業の役割と責任について考えさせる。」とある。この20 

ように社会科・公民分野では、市場の働きと経済、国民の生活と政府の役割などの金融経済

に関する社会問題についての学習が行われている。また、技術・家庭科の家庭分野において

は「家庭生活と消費」という内容で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 ）、販売方法 、適切な選択・購入・活用（環境への配慮、

電子マネー）等について学習する。しかし、金融経済を専門に扱った 科目はやはり中学校25 

にもなく、「総合的な学習の時間」や「特別活動」の時間を使用し、どの様な授業を行うか

は各中学校に委ねられており、未だ金融経済教育の浸透には至っていないのが現状である。 

 

 

 30 
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高校段階での金融教育 

 

高校段階では、社会人として自立するための 基礎的な能力を養う。具体的には、生涯を

見通した生活設計の重要性や社会的責任について理解できる、進路選択などで主体的な判

断も求められる、経済や金融に関する学習と実践的な学習を関連させ、「ひとり立ち」を展5 

望できる状態に近づける、という内容になっている。また、日本は高校進学率が非常に高い

為、社会人として最低限度の金融知識は身につけさせるべきである。現在、高等学校では、

公民と家庭科の授業で金融について触れている。公民では預金や信用創造などの銀行の基

本的な仕組みや、金融経済に関する社会問題についての学習が行われている。家庭科ではク

レジットカードに関する各種金融トラブル等について触れられている。 10 

しかし、次段階の大学への受験のという観点から見ると、公民、家庭科を受験科目にして

いる大学は少なく、公民や家庭科という科目があまり重要視されていない。そのため、公民

と家庭科の授業を高校 3年間継続的に行っている学校が少ない。このことから、公民や家庭

科という科目で金融について表面的にしか学ぶことが出来ず、理解を深めることができて

いないのが現状である。 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 

出典 文部科学省HP http://www.mext.go.jp/より 

図 2-2  

http://www.mext.go.jp/
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大学段階での金融教育 

 

大学段階では、社会人として自立するための能力を確立する時期と位置づけされており、

大学生段階では生活に必要とされるお金を身近に感じた上で、将来の生活設計の中でどの

ような資産形成を行うべきかを現実的に考えるための重要な時期であるといえる。実際に、5 

社会に出る前段階である大学生段階ではより確実で実践的な能力を身に付けることが求め

られているためである。大学進学を機に 1人暮らしを始める人も多い。親からの仕送りや、

アルバイトをすることで得ることができる給料などという収入と、学費や生活費を支出 と

考え、収支管理を実践する機会も増える。ちなみに、アルバイトについては現在 63.7％も

の大学生が行っておりここから収入を得ているという現状がある。 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

ライフスタイルの多様化だけでなく情報化が進む近年では様々な情報の中から自らが望

む情報を正しく選択し、得ることが重要となっている。そのため、個々人が上述した知識の25 

すべてを 把握し、身につけることは困難であることを理解したうえで、 必要な知識を状況

に応じて正しく選択し、自ら身に付けることが望ましいとされているのが現状である。 

 

ここまで小学校から大学までの金融教育に関して簡単にまとめたが、実際にこのような

教育が行われ、生徒達にその知識が根付いているかと問われるといささか疑問を持たざる30 

を得ない。その理由を次節で述べる。 

 

63.7%

36.3%

大学生のアルバイト比率

アルバイトをしている していない

出典 ベネッセ教育総合研究所 (2008)『第 1回 大学生の学習・生活

実態調査報告書』http://berd.benesse.jp/koutou/research/detail1.php?id=3161より 

筆者作成） 

図 2-3 
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第 2節 金融教育の現実 

学校において金融教育は行われていることは確かだが、様々な問題によってその内容は

バラつきがあり全国の生徒が一定の水準を満たすような理想には程遠いのが現状である。 

問題の１つとして、現行の指導要綱には「金融」というカテゴリーは存在していないこと5 

が挙げられる。小学校では「道徳」「社会科」中高等学校では「公民」という分野で取り扱

う程度に留まっており、さらに受験・就職対策に多くの時間を費やすため、金融経済教育の

必要性 9割の教員が把握しているものの、指導内容に余裕が無いことや専門教員の不在、そ

の他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。また、教員自

体の専門的知識の不足に起因し、生徒に対して正しい金融教育を行えているか不安を感じ10 

ている教員も少なくないと考えられる。 

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。加えて、教員15 

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入と充実、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。 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

 

 



16 

 

 

 

第３章 休暇、課外活動などの活用 

 

 5 

第１節 学校段階における金融教育への対応策 

 まず小学校における金融教育への方法としてどのようなものがあり、なぜそれがよいの

かを検討してみたい。 

：テーマは「中学に入学する費用っていくらかかるの？」である。構成としては、入学時に

かかる費用を予想し、授業では、実際の金額と比べて自分の生活について考えさせることで10 

ある。また、この授業を行うに当たっては、生徒に事前準備もさせる。一つ目は、入学時に

必要なものを中学校に尋ね、業者の方にも値段を尋ねておく。二つ目は、小学校で必要なも

のの金額についても調べておく。三つめは、今年度の６年生の学校の集金額も調べておく。

この三つである。 

次に簡単に、具体的な流れとポイントを述べる。まずはじめに事前準備として予想してき15 

た金額と全員の予想金額とを比較させ、改めて考え直させる。ポイントは、お金、すなわち

数というものに触れきちんとお金に対して興味関心を持たせることが重要であると考える。

理由は、小学校段階の導入としてはお金を安易に難しいものと考えてしまっているところ

があると思うので、触れるところから始めるのがよいと考えたからである。次に、業者に前

もって尋ねておいた実際の値段をもとに、予想した値段と比較して感じたことを書き出す。20 

次に、小学校６年間の教育費と比べる。次に、これをもっと身近なものと一緒に考えて、小

学校６年間の教育費と給食費と肩たたきのお手伝い賃などといった具合である。ここまで

のワークシートの例が図 3-1である。 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図 3-1「金融広報中央委員会（知るぽると）学校における事例集」 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

出典 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/guide/より 

 25 

ここまででは具体的な金額にふれることで、リアルに金額をイメージすることができる

のではないか。次に、自分のこれまでの生活を見直すことである。項目としては、自分の貯

金通帳をみて、毎日の暮らしから、入学準備の品物を買う際に考えられることなどといった

項目である。これらのことを考えることで、入学時には多くのことが必要であり自分が実践

できることが分かってくるのではないか。最後に感想を述べる。 30 

 次に、展開の特色について述べたい。１つ目の特色としては、金額のイメージを具体化さ

せることである。入学準備には実際には約１２万円以上かかるそうだが、１万円さえも手に
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取る機会のない小学生にとって、その費用の大切さをいきなり理解させることは酷である。

そこで、身近な肩たたき代などと比較させ、金額の大きさを理解させることができる。２つ

めは、子供たちに入学準備時に必要なものは無駄なものではなく、そこでじぶんができるこ

とを考えさせることで、取捨選択の重要性、貯蓄の意義を理解させ、貯蓄の習慣も身につけ

られるようになる。 5 

 最後に、この事例を参考にしたいと思う理由として、簡潔に２点挙げたい。１点目が、小

学生が実生活上で生活を見直すことは、ほとんどないと思うが、それを促すきっかけになる

機会となると考えられるからだ。わずかな授業時間のなかで、生徒に事前準備をさせるこ

と、予想や比較といった体験型の授業を通して興味関心を引き出せるのではないか。２点目

は、簡潔であることである。例えば、教材においては特別な教材を使っているわけではなく、10 

ワークシートのみであるので簡単である。だが、それは自分の足で情報を聞かないと埋まら

ない個所もあり、またそれをもとに考えさせることで一貫性も感じられる。このようなこと

から、お金というものに現実的に触れ、金融教育を身につけることができるこの事例を参考

にするのがよいのではないかと考えた。 

次に中学・高校段階における金融教育の方法を検討してみたい。 15 

家計管理を学ぶための、テーマは「電脳商店街で模擬買い物体験、ネットショッピングを

しよう」である。構成としては、ネットショッピングを通して商品選択や商品購入、購入手

段を学ぶこと。そして、守りのリテラシーでもある個人情報を正しく守ることや消費者保護

や消費者の自覚を学ぶことが大まかな流れである。 

  20 

 

次に具体的な流れとポイントを述べる。まず、導入としてネットショッピングを注文前まで

進んでみて体験してみる。次に、図 3-2のグラフを掲示してそのタイトルを生徒に予想させ

る。その際タイトルは隠しておく。 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図 3-2「警視庁（サイバー犯罪の現状） 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

出典 https://www.npa.go.jp/hakusyo/h23/honbun/html/1-toku2_1_1.htmlより 

 

ここでは近年の傾向として、被害は増加しており、その理由はなぜか、被害とはどのような

ものがあり多いのか関心をもたせる。次に、電脳商店街というソフトウェアを用いてネット20 

ショッピングの模擬体験をする。ここでは、ネットショッピングをするときの気づいた注意

点をワークシートに記入させる。次に、例として本を取り上げこれを実際にネットショッピ

ングで購入することは賢いことなのか検討してみる。このときまず利点と注意点・問題点を

比較検討させる。そして最終的には生徒各自に賢い、賢くないの結論を述べ、理由を発表し

てもらう。まとめとして、ネットショッピングとある町の本屋へ買いに行った場合の金額の25 

差などを紹介する。それが図 3-3である。 

  

 

 

 30 
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図 3-3「金融広報中央委員会（知るぽると）学校における事例集より」 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

出典 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/guide/ 

 

次に展開の特色を紹介する。１つ目の特色としては、ネットショッピングを取り上げる際20 

は、教材問題への対応が課題になってくるが、それを解決できる点である。それは、ネット

ショッピングを活用する際、セキュリティやクレジットの仕組み、契約などの問題を考えざ

るを得ないので、こうしたことを学ぶ教材を探すのは難しいがぜひこのソフトウェアを活

用することによって、学習活動の発展性が見込まれる。２つ目の特色としては、ネットショ

ッピングを取り上げる意義にあると書かれていた。ネットショッピングが有効な商品購入25 

手段になりつつあるがその反面それにともなう様々な問題が散見されてきているのも事実

だからだそうだ。 

 最後になぜこの事例を紹介したのか理由を述べたい。１つめは、やはり先ほども述べまし

たが、教材問題への対応がスピード解決してしまうことが大きいと思う。コストや教材自体

の中身の不十分さが金融教育を考える上で一つの問題となっていると学んできたが、ネッ30 

トショッピングをしながら同時にその際に注意すべき点まで学んでいけるというところが

よいと思う。２つめは、攻めと守りのリテラシーが同時に学ぶことができると感じる。それ
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は、ネットショッピングといえば契約トラブルや品質に関するトラブルなど、トラブルが絶

えず危険というイメージが強いように思う。だが、生徒に効率的に金銭を使えるようになる

とネットショッピングは有益な手段であることを理解させることができる攻めのリテラシ

ーの教育の場にもすることができると感じた。 

次に、生活設計を学ぶため設定したテーマは「ライフコースを設計しよう」である。構成5 

としては、まず初めに、自分の理想とする生活設計を考え、その後具体的な家計管理と経済

計画を立て、最後に経済設計を通して気づいたことをまとめるといった流れである。事前準

備として経済設計のための統計参考資料を準備しておく。それが図 3-4である。 

 

図 3-4金融広報中央委員会（暮らしと金融なんでもデータ） 10 

 
 

 

 

出典 https://www.shiruporuto.jp/public/data/life/stat/より 15 
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次に具体的な流れとポイントを述べる。まず導入として、図 3-5のようなライフコース

を決断するものを用いて、自分の理想とする生活設計を考える。 

 

図 3-5金融広報中央委員会（知るぽると）学校における事例集 

 5 

 

 

 

 

 10 

出典 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/guide/より 

 

ここでは、人のライフコースは、いつ、どのようなライフイベントを経験するかによっ

て違いが生まれ、また自分の意思によって実現できることを認識することがポイントであ

るそうだ。次に、生活設計上の大きな柱を知る。また、それらの計画実現を可能にさせる15 

には、経済的裏付けが必要であり経済設計も行っていく。最後には、ここまで様々な柱を

もとに経済計画などを行ってきたが、収入と支出の合計金額を計算し、収支バランスを把

握してそれが実現可能か自分で判断する。ここまでのワークシートの一部が図 3-6にな

る。最後にまとめを行う。 

 20 

図 3-6金融広報中央委員会（知るぽると）学校における事例集 
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出典 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/guide/より 5 

 

次に展開の特色を述べる。１つ目の特色は、高校生の段階で生活設計の一部を大まかに

こうでありたいと希望程度に考えている人はいるかもしれない。だが、きちんと結婚、子

供の教育、住宅購入、老後の計画が多くの資金が必要となる場面だと理解させることで、

家計の把握がいかに重要であるか気づかせられる。２つめの特色は、自ら立てたライフコ10 

ースが経済的な面から実現可能か把握することにより、生活設計を実現するには若いうち

から計画的な貯蓄など経済設計が必要であることを理解することができることである。 

 この事例を参考にしたい理由は１つである。こうしたライフコースを詳細にイメージす

ることは、自分の生き方や目標を見つけていくうえでも大事なことであり金融教育を行う

上で、欠かせないものだと考えたからである。 15 

 

 

 

 

 20 
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第 2節 金融教育を支援する関係機関等の活動 

 

ア．体系的な教材ならびに指導書の制作・配布 5 

 金融教育を行う上で、教員の負担となるのはまず時間もない中で教材を準備しなければ

いけないことであるだろう。しかしこれを怠ってしまうと、なじみの少ない金融を教える

のに効果的な教育にはならない。よって、金融教育に取り組む様々な主体が体系的な金融

教育な関連する教材を開発しているということなので一部を紹介したい。金融広報中央委

員会では、『これであなたもひとり立ち』などの教材を作成している。内容の一部を紹介10 

する。 

また、表紙を図 3-7として載せておいた。おおまかに３編に分かれている。１つめが自立

編、２つめがひとり暮らし編、３つめが社会編となっている。自立編では○×形式による

自立度チェックから始まって、起業家について考える内容となっている。ひとり暮らし編

では予算計画から始まり、カードの具体的な使い方で終わる内容である。社会編では悪質15 

商法に対することからリスクや資金管理といった内容である。他にも、消費者教育支援セ

ンターやフィナンシャルプランナーズ協会といった NPOなどの機関も教材を作成してい

る。 

図 3-7金融広報中央委員会（知るぽると）金融教育プログラム 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

出典 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/program/より 
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イ 実践事例の収集・公表 

 金融教育を教えるのに教材が必要なのはもちろんだが、それと並んで実践事例も必要で

ある。実践事例が効果的である理由は、金融教育を展開するのには、とても労力や時間も5 

かかるが詳細な授業形式やワークシートなどを参考できることによって、大幅な教師の負

担軽減にもなる。消費者教育支援センターや金融広報中央委員会で主に教材資料などを公

表している。 

 

ウ 教員研修の実施とその充実 10 

 公的には教員研修実施として、自治体の設立する教育センターにおける研修において金

融教育をプログラムに組む込むケースなどがみられている。民間においては、消費・国民

生活センターによる教員セミナーが開催されている。また、日本証券業協会や生命保険文

化センターといったところでも行われている。このような教員研修の機会については、現

場の要請に対応していくことが求められる。 15 

 

エ 金融教育に関する情報の共有と普及 

 金融広報中央委員会では、金融教育をサポートする様々な団体の取り組みを紹介する冊

子『金融学習ナビゲーター』を作成している。ここに書かれてあったのは、様々な団体の

刊行物、講師派遣制度、セミナー、通信講座、ホームページ等と紹介している。消費生活20 

センターやホームページ上で閲覧できる。体系的に金融教育を学ぶことができる情報をす

ぐに得られることはすごく重要なことで、さらなら充実が求められる。 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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第 4章 海外における金融経済教育の効果 

海外では、以前から金融経済教育の必要性が重視され、積極的に取り組む国が存在する。

その中で、とりわけリテラシーが高いのがアメリカとイギリスの 2国である 。 5 

 

第 1節 アメリカにおける金融経済教育 

アメリカでは、金融経済教育の最先端の国であり、アメリカでは子供でさえお金について 

学ぶことは当たり前とされている。幼稚園からハイスクールまで、5発育段階に合わせた金

融経済教育の環境が整備されていて、各幼稚園や学校では、経済教育 NPO（非営利団体）な10 

どの協力を得た金融経済教育プログラムを導入している。その例として生徒が実際に株取

引を行なったり、企業家や経済人が講師となって金融に関する授業を行ったりしている。こ

うした教育プログラムが行われる背景には、多民族が暮らす土地ゆえ様々な通貨が流通し

ている状況、大手クレジットカード会社の存在や、日本に比べ医療費がかなり高額であるな

どのアメリカという国の特徴があり、それによって個人個人がしっかりとした金銭管理能15 

力が必要な環境が存在する。したがって、幼少期から経済・金融の世界と接点を持つことで、

金融の知識や経験が自然と身に付き、金融リテラシーの向上が見込まれる。また、日本とア

メリカの教育方法について違うことは、アメリカには日本の学習指導要領にあたる全国統

一的な教育カリキュラ ムは存在せず、学習内容は地域や学校によって異なっている。そこ

で、学校における経済教育及び、金融教育の支援を地域の企業が担うシステムがかねてより20 

存在した。統一的なカリキュラムではないにせよ、1960 年代以来の学校における消費者教

育の経験や 1970 年代からの全国規模での経済教育の展開など、アメリカでは日本よ りも

遥かに早く、遥かに内容の濃い金融経済教育が行われていたことがわかる。そして、現代に

おいても、日本よりもクレジットシステムの進んだアメリカは、小学校段階から小切手につ

いての学習、高校生においてはクレジット教育や投資教育が進められるなど金融経済教育25 

先進国の名はだてではない。 

アメリカにおける金融経済教育は社会人になっても続けられる。どうやって行われるの

かというと退職企業年金制度である 401kによる一般従業員の投資教育である。市場経済の

一方の担い手としての消費者を育てることが、健全な市場を生み出し、その結果として、自

社の利益も含めて、経済全体を豊かにする。金融教育全国基金などはこの分野の代表的な機30 

関であり、ジャンプスタートをはじめ その他多くの非営利組織が米国の金融教育を支えて

いる。日本企業の中にもこうして金融経済教育に携わることができれば、日本人の金融リテ
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ラシーの向上に寄与するのではないだろうか。 

第 2節 イギリスにおける金融経済教育 

 

イギリスの金融経済教育は、1997 年に誕生したブレア労働党政権によって設立された金

融サービス機構 （Financial Services Authority：以下、FSA という）と金融サービス市5 

場法の制定により始まった。 

2000年 7月に日本の文部科学省に相当する教育技能省（DESが、学校向けのガイドブ ッ

ク「個人金融教育による金融能力」を発行しており、学校では、全ての学年において、この

ガイドブックに従って金融経済教育を実施するとされている。 

また、イギリスでは民間組織の動きもあるが、現在では FSA を中心とする活動が金融経 10 

済教育でもっとも注目されている。とくにこの数年では、学校教育の指針であるナショナル

カリキュラムに金融経済教育を組み込む作業が進んでいる。金融リテラシー（Financial 

Literacy 金融読み書き能力）を育成するために、資格カリキュラム庁（Qualification and 

Curriculum Authority）と教育雇用訓練省（Department for Education and Skills）に積

極的に働きかけて、2000 年から必修科目になった“シティズンシップ教育”において金融 15 

学習を組み込む努力をしている。イギリスでは、ニートやホームレスの増加、政治離れなど

先進国に共通の悩みを背景に、将来の社会を担う子どもを対象に、“シティズンシップ”と

いう新たな教科横断型の科目を、2000年から導入し、2002年には中学校レベルで必修とし

たばかりである。シティズンシップでは、市民としての社会的・道義的責任、コミュニティ

参加、政治的リテラシーの三つの能力を育成することによって、コミュニティの再生、ある20 

いは民主社会の活性化を目指している。シティズンシップ教育は、市民として生きていく上

での基礎を勉強する科目であり、お金に関する学習も当然にその中に含まれている。教育雇

用訓練省は、金融能力（Financial Capability）は重要で、人々が金融について複雑な決断 

をする機会が増加していると指摘し、金融能力育成のガイドラインを発行した。また、学校 

教育における金融経済教育においては、PEFG（Personal Financial Education Group）とい 25 

NPO法人が重要な役割を担っている。PEFGは、小学校、中学校、高等学校向けの資料・教材

の提供や学校用の金融教育カリキュラム作成、金融経済教育のための教師教育、ボランティ

ア派遣、無料相談、プロジェクトの提供などを行い、政府と連携して活動している。 

イギリスにおける金融経済教育の特徴は、政府が主体となり明確な金融リテラシーの向上

に取り組んでいるということである。金融経済教育を一般教育とし、学校段階から授業に取30 

り入れることで全ての人に平等に教育を行うことができる。さらに民間団体等も連携する

ことで政府の活動を後押しし、より良い教育環境ができると考える。 
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第 5章 金融教育に関する評価 

金融リテラシーは、近年世界中で必要性が問われている。日本はアメリカ、イギリスと比

べて金融リテラシーの高さにおいて出遅れている部分があることは前章で述べた通りであ5 

る。 

アメリカやイギリスのように政府が主体となって NPO などの民間と協力し、より良い環境

を作ろうとする動きは日本も参考にするべきである。政府だけが動くのではなく、高い金融

知識を持った民間の団体、企業などと協力することで、日本の金融教育の促進、金融リテラ

シーの向上につながっていくのではないだろうか。 10 

日本では 2014年に金融リテラシーマップが作成され、リテラシーマップが作成される以

前よりも日本人の金融リテラシーは向上している。しかしまだ金融リテラシーマップの認

知度は低く、学校での金融教育が充実しているとはいえない状況である。日本人の金融リテ

ラシーを向上させていくには、金融経済教育を継続し、今ある教材を有効に使っていくこと

が重要となっている。 15 

 

金融リテラシーの習得方法 

金融教育の題材は日常生活にあふれており、学校だけでなく、家庭で行えるものもある。

例えば、お小遣い制により現金の出納管理を学ばたり、銀行口座を作り、実際に利用させる

などといった、お金との接触を増やすことで、お金の扱い方を知り、実践的な知識が身につ20 

くだろう。 

また、ライフプランの設計を行い、将来の人生設計を明確にしていくことで資金の確保の

重要性がわかり、自ずと金融リテラシーの重要性に気づくはずだ。最低取得すべき金融リテ

ラシーを知ることで、何を学ぶべきなのかというものがわかる。学ぶべきものとして金融庁

が具体的に最低限身につけるべき金融リテラシーとして４分野１５項目を挙げている。 25 

(以下参照) 

 

１． 家計管理  

項目１ 適切な収支管理の習慣化 

２． 生活設計 30 

項目２ ライフプランの明確化及びライフプランを踏まえた資金の確保の必要性の理解 

３． 金融知識及び金融経済事情の理解と適切な金融商品の利用方法 
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【金融取引の基本としての素養】 

項目 3 契約にかかる基本的な姿勢の習慣化 

項目 4 情報の入手先や契約の相手方である業者が信頼できる者であるかどうかの確認の

習慣化 

項目 5 インターネット取引は利便性が高い一方、対面取 引の場合とは異なる注意点があ5 

ることの理解 

【金融分野共通】 

項目 6 金融経済教育において基礎となる重要な事項 （金利（単利、複利）、インフレ、

デフレ、為替、リスク・リターン等）や金融経済情勢に応じた金融商品 の利用選択につい

ての理解 10 

項目 7 取引の実質的なコスト（価格）について把握する ことの重要性の理解 

【保険商品】  

項目 8 自分にとって保険でカバーすべき事象（死亡・疾 病・火災等）が何かの理解 

項目 9 カバーすべき事象発現時の経済的保障の必要額 の理解 

【ローン・クレジット】  15 

項目 10 住宅ローンを組む際の留意点の理解  

① 無理のない借入限度額の設定、返済計画を立てるこ との重要性  

② 返済を困難とする諸事情の発生への備えの重要性 項目 11 無計画・無謀なカードロー

ン等やクレジットカード の利用を行わないことの習慣 

【資産形成商品】  20 

項目 12 人によってリスク許容度は異なるが、仮により高いリターンを得ようとする場

合には、より高いリスク を伴うことの理解  

項目 13 資産形成における分散（運用資産の分散、投資 時期の分散）の効果の理解  

項目 14 資産形成における長期運用の効果の理解 

４． 外部の知見の適切な活用 25 

項目 15 金融商品を利用するにあたり、外部の知見を適 切に活用する必要性の理解 

（金融庁 金融庁における金融経済教育の取り組みについて

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai08/siryou4.pdf） 

 

教育評価に対する提案 30 

 金融広報委員会は、子供を対象とした「こどもの暮らしとお金に関する調査」を平成１７

年度、平成２２年度、２０１５年度と、３度行っている。児童・生徒のお金にまつわる日常

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai08/siryou4.pdf
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生活（お小遣い・お年玉・携帯電話・インターネットなど）お金に関する意識や金融に関す

るものである。また、１８歳以上を対象とした金融に関する知識や金融の動向についてのア

ンケートを大きく分けても二度行っている。これは、2012年の金融力調査、2016年の金融

リテラシー調査の２つである。 

 2012 年の金融力調査は、１８歳以上の日本国内の居住者から無作為に抽出された人を対5 

象者とし、①将来のお金に関する考え、②自分自身の金融に関する知識や判断能力につい

て、③インフレや金利等に関する基礎的な理解度、④金利や手数料を必要以上に払うなど、

不利な経済行動を行っていないか、などの内容で、金融広報中央委員会が今後効率的かつ効

果的な活動を行っていけるよう基礎情報を集めるために行ったものである。2016 年の金融

リテラシーは、日本の人口構成とほぼ同じ割合で収集した１８歳から７９歳の２５０００10 

人を対象としたもので、「金融リテラシー・マップ」の８分野について、「金融知識・判断力 

」に関する正誤問題と「行動特性・考え方等」に関する問題とを組み合わせてあるという調

査内容で、調査の目的としては日本における１８歳以上の個人の金融リテラシーの現状を

把握するために実施したアンケート調査である。 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

（出典 金融広報中央委員会 子どものくらしとお金に関する調査（第二回）平成２２年

度 調査概要

図 5-1 子どものくらしとお金に関する調査（第二回） 調査概要 
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https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/kodomo_chosa/2010/） 

 

 

 

 5 

図 5-2 子どものくらしとお金に関する調査（第三回） 調査概要 
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（出典 金融広報中央委員会 子どものくらしとお金に関する調査（第三回）２０１５年度 

調査概要 https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/kodomo_chosa/2015/） 
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図 5-3 金融リテラシー調査２０１６ 設問構成 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

（金融広報中央委員会 金融リテラシー調査２０１６ 設問構成 

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy_chosa/2016/gaiyo.html） 

※「金融教育のニーズ、経験」以外は、金融リテラシーマップの分野。 

※ かっこ内は海外比較可能な設問。 

 20 

 ２０１２年の金融力調査は、お金や金融に関する調査で、２０１６年の金融調査は金融リ

テラシー・マップを踏まえた出題内容である。そもそも調査の目的が違うため年度ごとの金

融に関する知識、理解度を比較するのが困難である。 

 このことから、今後行う調査では前年度と同じような内容、海外と比較できるような内容

で、同じ目的を持った調査を継続して定期的に行うことにより、金融教育の現状をより鮮明25 

に映し出せるだろう。充実した金融教育を行うには現在の状況をはっきりと知ることが重

要だ。また、日本国内の金融リテラシー事情だけでなく海外の状況も知り、自国と比較する

ことで、自国の位置付けを理解し今後の金融教育の参考にもなるのではないだろうか。 

 金融に関する調査としてテストを行うことは、現在の金融教育が日本人の金融リテラシ

ーの向上にどれだけ貢献しているかを知ることができるとともに、国民自らが金融リテラ30 

シーの定着度合いを知ることで、金融リテラシーの低さを再認識することができる。対象者

にテストを行わせるだけでなく、テストに出題された問題の解説なども配布することによ



33 

 

り、この金融テスト自体が教材にもなる。 

教育現場における提案 

 教育現場においては、小学校・中学校・高校・大学において教員の金融に関する専門知識

が低く、十分な教材がない、授業時間が限られており、十分に時間が取れないなどという現

状があった。教員の専門知識の低さを補うためには、上記と同様に定期的に教員に対して金5 

融の意識、知識の定着度合いを定期的に実施することが重要なのではないかと考えた。実際

に２０１５年３月に中学・高等学校の教員に対して金融・保険教育の意識調査が、金融庁や

証券業協会などで行われている。しかし、この調査は家庭科や社会科など金融経済教育と関

連深い教員に対して行われているものであり、教員全体の現状を知ることはできない。そこ

で、定期的に教員全体に対して金融に関しての知識調査を行い、知識執着度の現状を知るこ10 

とで知識不足の解決へつながるのではないだろうか。また、授業時間の不足の点では、金融

経済教育について扱う家庭科、社会科の授業以外でも金融の内容を取り入れることで効率

的な金融経済教育ができるのではないだろうか。例えば、数学で複利計算を扱うなど、実践

的な計算を授業内で行い定期試験などに出題することで、知識の定着につながるだろう。 

教材の不足に関していえば、現在は販売されている教材以外に、ウェブサイト上で様々な金15 

融のネット教材も配布されている。例えば金融広報中央委員会「知るぽると」が作成してい

るホームページに、お金に関する問題の解説や、金融商品や金融取引の基本について取りあ

げていたり、金銭面での独り立ちについてのわかりやすい解説がファイルとして配信され

ている。この教材は平成１５年と当分昔から配信されているにもかかわらず、教育現場では

ほとんど使用されていなかった。この教材はお金に関する身近なことから、将来設計、クレ20 

ジットカードの危険性などを扱っている。また内容も小学生からでも理解しやすいような

もので、イラストも付いており非常にわかりやすい。このようなウェブ教材を学校の金融教

育で積極的に使用していくことで、教材の不足を解決でくるのではないだろうか。 
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終章 おわりに 

 本論文では日本の金融リテラシー教育が抱えている問題点を明らかにしながら、その改善

点を提案した。本論文で述べたように、金融リテラシーは近年世界中で必要性が問われてい

て、金融経済教育への取り組みや金融リテラシーの高さにおいて日本はアメリカやイギリ5 

スに比べて一歩出遅れている。2014 年に 金融リテラシ ー・マップが作成され、作成され

る以前よりも日本人のリテラシーは少しずつではあるが向上している。しかし、その効果は

教育現場まで行き渡っておらず、それどころか、金融リテラシー・マップを知らないという

者も多く、まだまだ改善の余地は多い。金融経済教育の取り組みは実際に行われているもの

の、金融経済教育対する日本人の認知度はまだまだ低い上に、金融経済 教育の効果は短期10 

間では現れないので金融経済教育は今後とも根気よく継続していかなければならないと私

たちは考えている。 
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