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序章  
	 私はお金が好きである。「お金は好きか」と問われた時にはなんとなくで「嫌

いな訳ではないし、どちらかと言われれば好き」といったような回答をする人

は一般に多いのではなかろうか。  

	 問い方を変えて、「お金は大事か」としよう。この問いに関して首を横に振る5 

者はそうそういないのではないかと私は考えている。お金は大事な物であり、

適切な方法で守って増やさなければならない。しかし、その「適切な方法」と

はどんなものがあるのか、そしてその方法はどんなリスクを持っているのかと

いった情報は学校では教えてくれない。せっかく「お金は大事なものだから守

って増やさなければならない」という考え方が国民に浸透しているのに、その10 

方法を教えてはくれないのである。大事なお金を守るには、そして計画的に財

産を増やすにはどうしたら良いのか、この今現代こそ学校段階においてそのノ

ウハウを教えることが日本の教育現場には求められているのである。  

	 「今現代こそ」としたのには２つ理由がある。１つはまだ記憶に新しい米国

のサブプライムローン問題からである。これは明らかに米国民各個人の金融リ15 

テラシーの低さそのものが引き起こした問題であり、これが国全体の経済を揺

るがすどころか世界経済にまで大打撃を与える結果となった。この問題が記憶

に新しいうちに、自身に密接に関わる問題として金融教育普及に努めることが

必要である。  

	 もう１つは年金制度の今後を鑑みたものである。積立制ではなく賦課制をと20 

る国民年金は少子高齢化の進行により制度そのものの崩壊が危ぶまれている。

我々の世代の老後生活の不安を払拭するためにも、確定拠出年金や個人単位で

の資産運用といった正しい金融知識を身につけることは必要不可欠であると言

えるだろう。  

	 本稿では学校段階における金融リテラシー向上について注目し、現状を分析25 

したうえで、問題点やそれに対する解決策を提示する。若年のうちから金融リ

テラシーを学ぶことは幅広い知見や教養を身に付けるために非常に重要な役割

を持つ。この論文がそうした役割に対し微力ながら貢献できれば幸いである。   
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第１章	 金融リテラシーの概要  
第１節	 金融リテラシーの定義  

第１項	 金融リテラシーとは  

	 はじめに金融リテラシーとは何か、その定義について確認する必要がある。

金融広報中央委員会（以下愛称「知るぽると」）仮訳の OECD/INFE『金融教育5 

のための国家戦略に関するハイレベル原則』1によれば、金融リテラシーは「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

（Atkinson and Messy / 2012）」とある（引用元：https://www.shiruporuto.jp/ 

public/data/research/oecd/pdf/oecd001.pdf）。また、日本証券業協会によれば10 

「金融に関する知識や情報を正しく理解し、自らが主体的に判断することので

きる能力であり、社会人として経済的に自立し、より良い暮らしを送っていく

上で欠かせない生活スキル」とされている（引用元：日本証券業協会 HP『金

融・証券用語集』http://www.jsda.or.jp/manabu/word/）。以上の定義を参考に

すると金融リテラシーは単に金融に関する知識というだけではなく、その知識15 

や情報を正しく理解し、その理解に基づき主体的に正しい判断を下し、金融面

からよりよい暮らしを送るための総合的なスキルといえるであろう。  

 

第２項	 「守り」と「攻め」  

	「金融リテラシー」、このスキルは大きく分けて二つに分類することができる。20 

それが「守りのリテラシー」と、「攻めのリテラシー」である。  

	 前者について「お金を減らさないための金融リテラシー」と定義する。例え

ば、詐欺にあわないため、無駄遣いをしないようにするための知識のことであ

る。我々は、現代日本人には守りのリテラシーは 低限であるが身についてい

ると考えている。なぜなら、現金をむやみにつかいすぎず、明日のためや来年25 

のために大切に貯蓄しておこうという意識が一定のレベル感で国民全体に浸透

しているからである。もし守りのリテラシーが全く身についていなければ、そ

の日稼いだお金をその日に使い切ってしまうだろう。  

                                                   
1 2012 年 4 月に作成、同 6 月 G20 ロボスカス・サミットにより承認。  



 6 

	 しかし、「守りのリテラシー」とは単に貯蓄ができるだけで完全に身について

いる、と言えるのだろうか。否、先述したように「貯蓄がなされているから」

という理由で身についていると言えるのは 低限の守りのリテラシーである。

守りのリテラシーをこのレベルで放置してしまっては、現状ニュースでもよく

耳にするように詐欺が横行するばかりである。貯めることも大事であるが、せ5 

っかく貯めたものを騙し取られては元も子もない。「日本人は無駄遣いを悪とす

る」精神は大切にしながら、今ある資産を減らさずに済む方法に関して教育を

施す必要があろう。  

	 一方で後者、攻めのリテラシーについては「お金を増やすための金融リテラ

シー」と定義する。例えば、自身の資産形成を行う手段の理解、自らの意思で10 

行う投資先の選択、外部からの情報の適切な活用を行うための知識やスキルで

ある。攻めのリテラシーは先ほどの守りとは異なり、現代の日本人にはほとん

ど身についていないものと考えられる。理由として、無駄遣いが悪であるのと

同時に貯蓄が美であるとされすぎていることが挙げられる。  

 15 

図表１  

金融資産構成の日・米・ユーロエリア別比較  

日本銀行調査統計局『資金循環の日米欧比較』（ 2017 年８月）より引用  

https://www.boj.or.jp/statistics/sj/sjhiq.pdf 
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	 これを裏付ける図表１は、日本銀行調査統計局による 2017 年 3 月現在の金

融資産構成の比較である。これより見て取れるように、日本の金融資産におけ

る「現金・預金」の割合は 50％を超える。これに対して外国の同項目の割合は

米国 13％、ユーロエリア 33％であり、その日本との差分に「債務証券」「投資

信託」「株式等」が入っている。  5 

	 攻めのリテラシーは、日本においてほぼゼロに近い低金利の元に眠る現金や

貯金を投資に回すその方法を教えるものであり、結果として日本人の金融資産

をより有効活用し、また増やしていくことにつながるものである。  

	 以上２種類のリテラシーについて、この片方のみが優れていてももう片方が

劣っている場合、これを「金融リテラシーが十分に身についた状態」と判断す10 

ることはできないだろう。金融リテラシーは「攻めのリテラシー」と「守りの

リテラシー」の双方がバランスよく理解され、その上で自身の判断に基づいて

適切な資産形成を行えるようになって初めて本人に身についたといえるのであ

る。  

 15 

第３項	 金融教育の定義  

次に、本稿では学校段階における金融リテラシーの向上について述べるため、

金融リテラシーを養うための金融教育の定義についても言及する。  

OECD では「金融の消費者ないし投資家が、金融に関する自らの厚生を高め

るために、金融商品、概念およびリスクに関する理解を深め、情報、教育ない20 

し客観的な助言を通じて（金融に関する）リスクと取引・収益機会を認識し、

情報に基づく意思決定を行い、どこに支援を求めるべきかを知り、他の効果的

な行動をとるための技術と自信を身につけるプロセス」2（引用元：知るぽると

仮訳による『金融教育のための国家戦略に関するハイレベル原則』https:// 

www.shiruporuto.jp/public/data/research/oecd/pdf/oecd001.pdf）、知るぽると25 

HP では「お金や金融の様々な働きを理解し、それを通じて自分の暮らしや社

会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活や

よりよい社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育」（引用元：

https://www.shiruporuto.jp/education/about/container/program/program01/
                                                   
2 2005 年に OECD により定義されている。  
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program101.html）とされている。今回考える高校までの学校段階での金融教

育としては、OECD のいう金融商品のリスクや取引への認識というよりも、そ

のための基礎となる金融の働きについて理解し豊かな生活に向けて行動できる

態度の醸成に重きを置く知るぽるとにおける金融教育の定義を重視したいと考

える。  5 

 

第４項	 知識と知恵	  

近、アメリカやイギリスなどで金融「リテラシー」より金融「ケイパビリ

ティ」という概念を採用する流れがある。アメリカではこの金融ケイパビリテ

ィに関して、『「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10 

領令』3において「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。〈中略〉金融ケイパビリティは、個人に、情報を選択し、落と

し穴を避け、どこに助けを求めにいったらよいかを知り、現状を改善し長期的

な金融面での暮らしを改善するための行動を取る力を与える。」としている（引

用元：金融庁『金融経済教育研究会報告書』http://www.fsa.go.jp/singi/singi_ 15 

kinyu/soukai/siryou/20130605/07.pdf ） 4。  

日本においてはまだ金融リテラシーという言葉さえ浸透しているとはいえず、

金融知識の習得を重視した教育が行われている。しかし今後の見通しとして『金

融経済教育研究会報告書』の中で「金融リテラシーにおける行動面の重視」が

掲げられている。知識だけではなく、①将来の資金を確保するための長期的な20 

生活設計を行う習慣・能力を身に着けること、②金融商品の適切な利用選択に

必要な知識・行動についての着眼点等の習得、③外部の知見を求めることの必

要性を理解することも重要だとしている。  

	 また、先に述べた「外部の知見を求めることの必要性」について、大統領令

においては「知識やスキルのほか、どこに助けを求めにいったらよいかという25 

アクセスの重要性」が追加されている（引用元：金融庁『金融経済教育研究会

                                                   
3 「金融ケイパビリティに関する大統領諮問委員会」はブッシュ政権である
2008 年 1 月設置。大統領令は 2010 年１月に発令。  
4 金融庁『金融経済教育研究会報告書』（ 2013 年）による訳出から引用。同報
告書は、金融庁金融研究センターにより 2012 年 11 月以降７回にわたって開催
された「金融経済教育研究会」が取りまとめたもの。 2013 年 4 月公表。  
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報告書』 http://www.dmm.com/netgame/social/-/gadgets/=/app_id=854854/）。

金融の専門家でもない個人が、自身に関係するすべての金融に関連する行動に

おいて的確に判断することは難しい。自分では解決できないとき、専門家にア

ドバイスを求めるという判断ができることも重要だ。  

以上を参考にして金融ケイパビリティを、金融リテラシーをより広くとらえ、5 

さらに「助けを求めることができる能力」と、パーソナリティや個人の経験、

社会との相互性等も考慮した概念として考える。  

ただ知識を習得する現在の金融教育から、金融リテラシーを包括する金融ケ

イパビリティという概念を念頭においた金融教育へと変えていくことで、個人

の範囲から社会との関係も意識した、より実践的な能力を得ることができるよ10 

うになると考えられる。  

 

第２節	 金融教育を普及させる意義・必要性  

	 金融教育の意義に関して、知るぽると HP において「お金を通して生計を管

理する基礎を身に付け、それをもとに、将来を見通しながら、より豊かな生き15 

方を実現するため、主体的に考え、工夫し、努力する態度を身に付けること（自

立する力の育成支援）」と「金融・経済の仕組みを学び、働くことやお金を使う

ことなどを通して、社会に支えられている自分と社会に働きかける自分とを自

覚して、社会に感謝し、貢献する態度を身に付けること（社会とかかわる力の

育成支援）」の二つに整理されている（引用元：https://www.shiruporuto.jp/ 20 

education/about/container/program/program01/program101.html）。つまり簡

潔にまとめると、金融に関して「自立する力」と「社会とかかわる力」の２項

目を育てることが学校段階での金融教育において大きな意義を持つといえる。  

	 続いて、その意義が役割を果たす具体例についていくつか挙げていく。  

 25 

(1)実生活に対応するための意識改革	

	 日本における考え方の特徴として、汗水をたらして働きお金を稼ぐことが美

徳であり、資産を積極的に増やそうとすることはお金に執着することとみなさ

れ、敬遠されてきた。そのため学校教育においてお金儲けについて教えること

は望ましくないとされ、経済の内容を含む社会科においては地理や歴史、政治・30 
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法律に重きが置かれ、金融リテラシーはあまり扱われることがなかった。しか

しこうした状況は現実の生活に対して極めて不合理である。人々は生活の中で

お金を得る、使う、貯めるなどといった行動を通してお金そのものと密接な関

係を持っており、学校に通う子供も同様にお菓子や文房具を買ったり、欲しい

ものを買うために小遣いのやりくりをしたりしている。進学や就職の時期にな5 

ればその費用や収入について考える必要があり、その後の独立した生計におい

ても計画的な経済活動が必須となる。このように一生をついてまわるお金につ

いての教育は人生を支えるものとなることから、金融教育の充実とそれによる

国民のお金に対する意識の変化は極めて重要であり、豊かな生活を送るために

不可欠であるのと同時に非常に有意義なものであると考えられる。  10 

 

(2)家計の改善、トラブル回避	

知るぽるとによる『金融リテラシー調査』 5（ 2016 年）の内容によると、高

リテラシー層（正誤問題において正答率が 84~100%）と低リテラシー層（正誤

問題において正答率が 0~24%）には図表２からわかる通り家計管理、生活設計15 

の項目において顕著な差が見られる。生活には死亡や疾病、火災などに加え日

本では地震、台風などといった自然災害のリスクが伴うため、緊急時に備えた

資金が確保できていることが理想的である。  

また車や家を購入する際には適切な貯蓄やローン利用が、今日の年金問題に

みられるような制度の先行き不安には自己による資金計画がそれぞれ必要であ20 

ろう。そのための以下の図の項目においてここまで差がみられることは問題で

ある。  

 

                                                   
5知るぽるとが 2016 年２月から３月にかけて行った金融リテラシーに関する大
規模な調査で、全国 18〜 79 歳個人 25,000 人が対象。同年 6 月公表。  
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図表２  

知るぽると『金融リテラシー調査』（ 2016 年）より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2016/

pdf/16literacy.pdf 
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また、知るぽるとの『暮らしと金融なんでもデータ	 2. 金融資産と負債』

(2017 年 ) の中に次のような表（図表３）がある。これを見ると、およそ三割

もの世帯が金融資産を保有していないことが分かる。特に世帯主が 20 歳代の

世帯層では半分近くもの世帯が金融資産を保有しておらず、一世帯当たり金融

資産保有額の中央値は 0 万円という結果になっている。いくら若いうちは収入10 

が低いといっても、このままでは将来に備えることができない。  

  
  

金 融 資 産 の有 無

(％) 
  

一 世 帯 当 たり 

金 融 資 産 保 有 額 (万 円 ) 
  

  
 

保 有 世 帯  非 保 有 世 帯  平 均  中 央 値  

全       国  69.1 30.9 1078 400 

世
帯
主

年
齢
別 

20 歳 代    54.7 45.3 184 0 

30 歳 代    69 31 395 167 

40 歳 代    65 35 588 200 

50 歳 代    70.5 29.5 1128 500 

60 歳 代    70.7 29.3 1509 650 

70 歳 以 上   71.7 28.3 1379 514 

図表３  

知るぽると  暮らしと金融なんでもデータ   

金融資産の有無と金融資産保有額（ 2016 年）より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/life/stat/pdf/stat00202.xlsx 15 

項目 全サンプル 高リテラシー層 低リテラシー層
緊急時に備えた資金を確保している人の割合 54.9 77.4 25.1

家計管理 1か月の支出を把握している人の割合 72.1 79.1 60.8
期日に遅れずに支払いをする人の割合 84.5 94.2 65.8

生活設計 お金について長期計画を立て、達成するよう努力している人の割合 47.4 56.6 34.7
老後の生活費について資金計画をたてている人の割合 35.6 47.2 26.7
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将来どれくらいのお金が必要なのか、どうやって資産を形成していくかなど

を、自ら考え行動できる力を身に着けて将来に備える必要がある。金融教育の

普及によって人々の金融リテラシーを高めることで家計管理や生活設計の現状

を改善することができるはずだ。  

 5 

(3)家計金融資産の有効利用	

15 年ほど前の日本は今に比べ預金金利が高く、一番高かった 1990・1991 年

は普通預金金利が 2.08、定期積金金利が 3.93 であった（データ出所：日本銀

行『金融市況銀行預金金利』、http://www.boj.or.jp/statistics/stop/depo_rate/ 

cdab0860.csv ）。その時代は預金することで自動的に、それも大幅に資産を増10 

大させることができたため、預金による資産形成が成り立っていた。それが

2016 年では普通預金金利が 0.001、定期積金金利が 0.020（データ出所：日本

銀行『金融経済統計月報』http://www.boj.or.jp/statistics/pub/sk/data/sk2.pdf）

と、その金利はかなり低くなり、預金で資産を増やすという考えは現状には当

てはまらなくなった。  15 

より効率的に資産形成するには新たな方法で資産を運用し、増やすことが必

要である。しかし、現在でもただ預金をすればいいという安直な考えを持つ人

は多くいる。「暮らしと金融なんでもデータ」によるグラフ（図表４）を見ると、

どの年代も預貯金の割合が非常に大きいことがわかる。  

しかし現在では NISA や（個人型確定拠出年金） iDeCo など、さまざまな制20 

度が登場しており、預金よりも効率的に資産を形成することができる。金融教

育の中でこれらの制度を学び、金融商品を運用することで自分次第で多くの資

産をより効率的に形成することができると理解できれば、投資はより身近にな

り、預金とは違う資産運用方法も用いる人が増えるかもしれない。  

預金以外にも資産運用の方法があることを知り、自己資産を上手に活用して25 

資産を形成していく「攻めのリテラシー」を正しく身に着け、自ら着実に資産

形成ができると望ましい。  
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図表４  

知るぽると  暮らしと金融なんでもデータ   

年代別にみた金融商品保有額の種類別構成比（ 2016）より引用  5 

https://www.shiruporuto.jp/public/data/life/stat/pdf/stat00204-00205.xlsx 

 

第３節	 日本の学校段階において求められる金融リテラシー  

	 ここまで第 2 節で触れた通り、日本には金融リテラシー向上の余地が大きく

存在しているわけであるが、不労所得に対する否定的な価値観や預貯金比率の10 

高さから見るに現状の日本人は「攻めのリテラシー」において特に充実が必要

あると考えられる。したがってこれからの日本における金融リテラシー教育は

「攻め」の部分を重点的に補うことを目指すべきである。  

しかしながらこれは「守りのリテラシー」を軽視するものではない。守りの

リテラシーにより生計を堅実なものとし、そこからうまれた余剰金があってこ15 

そ、攻めのリテラシーによる運用が始まるのだ。そこで我々は小学校・中学校

段階では守りのリテラシーを、高校・大学・それ以後において攻めのリテラシ
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ーを中心に習得していき、守りの充実に対し、攻めを追随させるかたちで、両

者を同じレベルで持ち合わせることが も適当であると考える。  

そして 終的なすがたとしては、自分の現状からどういった経済活動の手段

があるか、それらを経済状況に合わせどれほど行うことができるかを正しく把

握し、さらなる知識の補填やリスク軽減を目指し、しかるべき金融機関に相談5 

ができるようになることを目指す。  

なお、学校教育の各段階において求められる金融リテラシーの到達目標につ

いては、金融経済教育会議 6の報告をもとに制作された『金融リテラシー・マッ

プ』7の「 低限身に付けるべき金融リテラシー」の項目別・年齢層別スタンダ

ードにおいて示されており、これについては次章で詳しく取り上げる。ここに10 

は図表５に一部を抜粋したものを示しておくが、ここで使われている、「素地を

形成する」、「基礎的な能力を養う」、「態度を身につける」といった言葉から、

学校段階においては社会で生きることを見通し、そのための基礎力や主体性、

態度を育むことが重要視されているとわかる。学校段階での教育の方向性とし

ては基本的な知識に加え、自分でお金について考え行動する姿勢を育むかたち15 

で進められるべきであろう。  

  

                                                   
6 金融庁において 2012 年 11 月に設置された関係省庁・関係団体・有識者から
構成される研究会。  
7 知るぽるとを事務局とする金融経済教育推進会議により 2016 年１月公表。  



 15 

 
図表５  

『金融リテラシー・マップ』（ 2016 年）より抜粋  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy/pdf/map.pdf 
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第２章	 日本における金融リテラシーの現状  
	 日本において学校段階において金融リテラシーを向上させていくことは国民

の、そして日本経済の将来のため必要不可欠であることをここまで記した。本

章では日本における金融教育の現状を確認することで、より効果のある教育の

普及における課題を見つけ出すことを目的とする。  5 

 

第１節	 各教育段階における金融教育の現状  

	 ここでは、前章で触れた『金融リテラシー・マップ』と文部科学省による小

学校・中学校及び高等学校の学習指導要領とを見比べながら、それぞれの教育

段階における金融教育の現状を見ていく。  10 

	 以下の図表６が、委員会が発表している、「金融リテラシー・マップ」の全貌

である。  
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図表６  

『金融リテラシー・マップ』（ 2016 年）より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/data/survey/literacy/pdf/map.pdf 

 

第１項	 小学校  

	 金融リテラシー・マップによると、小学生は社会の中で生きていく力の素地5 

を形成する時期である。小学校における金融教育は、中学校、高等学校、さら

にはその先での金融教育の下地となりえるため非常に重要であると考えられる。 

	 しかし、総合的な学習の時間を活用して金融教育を実施する場合を除いて、

金融教育のための特別な時間が用意されているわけではなく、家庭科や道徳な
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どの教科の中の一部として行われている。  

	 また、学習指導要領 8によると、総合的な学習の時間の内容は「各学校におい

ては，第 1 の目標を踏まえ，各学校の総合的な学習の時間の内容を定める。」（引

用元：文部科学省『小学校学習指導要領』http://www.mext.go.jp/a_menu/ 

shotou/new-cs/youryou/__icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1356250_1.pdf）とさ5 

れており、内容の設定について配慮すべき点がいくつか挙げられてはいるもの

の、学校に委ねられている部分が大きいため、学校によって教育内容の差がで

るのではないかと懸念される。さらに、現行の小学校の学習指導要領には「金

融」という言葉は用いられずに、「金銭」という言葉が用いられており、「金銭」

という言葉が含まれている箇所を探すと、驚くべきことに以下の 2 点しか見つ10 

からないのである。  

 

①家庭	 〔第 5 学年及び第 6 学年〕  

⑴物や金銭の使い方と買物  

(ア )買い物の仕組みや消費者の役割が分かり、物や金銭の大切さと計画15 

的な使い方について理解すること。  

②道徳	 〔節度，節制〕  〔第 1 学年及び第 2 学年〕  

健康や安全に気を付け、物や金銭を大切にし、身の回りを整え、わがまま

をしないで、規則正しい生活をすること。  

（引用元：文部科学省『小学校学習指導要領』20 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/  

__icsFiles/afieldfile/2017/05/12/1384661_4_2.pdf）  

 

	 もちろんこれ以外にも、社会科で商売について学習し、算数の問題の中で「金

銭」に関するものを解くなどすると考えられるが、これを金融リテラシー・マ25 

ップと照らし合わせて考えるととても十分とは言い切れない。また、学習指導

要領にはただ学習到達目標が書いてあるのみであり、具体的にどのような取り

組みを行っていけばよいのかについては書かれていない。  

                                                   
8文部科学省『小学校学習指導要領』平成 29 年告示。  
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	 ここで参考までに、現行の学習指導要領 9を見てみると、以下のように記載さ

れている。  

 

①家庭	 〔第 5 学年及び第 6 学年〕  

⑴物や金銭の使い方と買物について、次の事項を指導する。  5 

（ア）物や金銭の大切さに気付き、計画的な使い方を考えること。  

②道徳	 （現行と同じ）  

（引用元：文部科学省『小学校学習指導要領』  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/ 

__icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1356250_1.pdf）  10 

 

	 家庭科に関しては多少ニュアンスの変更がなされているものの道徳に関して

は改訂前後で内容の変更はなく、結果として現行のものとほとんど変わってい

ない。金融教育の重要性については、 2005 年のペイオフ解禁や、 2008 年の金

融危機によって高まっていたにも関わらず、小学校の学習指導要領において「金15 

銭」に関する記述がほとんど変わっていないことは重大な問題である。  

 

第２項	 中学校  

	 中学生は将来の自立に向けた基本的な力を養う時期であると金融リテラシ

ー・マップにはある。中学校に通う時期の生徒は、小遣いの管理や買い物の経20 

験も増えるとともに、家計や生活設計について理解し、経済や金融と生活のか

かわりについて基礎的な理解ができる段階にある。また、勤労や職業の意義、

将来の生活についてもある程度具体的に構想することができると考えられる。  

	 学習指導要領を見てみると、小学生に比べれば「金融」や「経済」という言

葉が多く見られる。中でも注目すべきなのは、社会科の公民的分野の内容に「私25 

たちと経済」という項目があることだ。市場経済における価格の決定や資源の

配分、財政や租税など、経済の基本的な部分を学習できるようになっている。  

	 このような点では金融リテラシー・マップの目標と合致していると言えるだ

                                                   
9小・中学校は平成 20 年改訂、 23 年及び 24 年から全面実施。高等学校は平成
21 年に改訂され、 25 年から全面実施。  
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ろうが、小学生と同様に金融教育のための特別な時間が用意されているわけで

はなく、時間の不足が懸念される。実際我々も中学生の頃に公民の授業におい

て「需要と供給」のような経済学の基礎的な内容を学んだことを覚えているが、

単に内容の説明や単語の暗記に終始するのみであった。この知識が実際に実生

活と密接に関わっているとは当時考えていなかったし、ましてこの授業を通し5 

て自立した個人としてお金を扱うことができるようになった実感はなかった。  

	 こうした経験から考えると、中学校における金融教育は指導要領の方向性と

しては小学校におけるそれよりも充実しているとはいえ、実際の教育効果は量

的にも質的にも今一歩足りないといえる。  

 10 

第３項	 高等学校  

	 義務教育の先にある高等学校における金融教育について、金融リテラシー・

マップでは「社会人として自立するための基礎的な能力を養う時期」としてい

る。高等学校に通う年齢になると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上、大学進学や就職などの進路選択で主体的な判断も求15 

められる。そのため、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」を意識できるような状態に近づけられることが理想である。  

	 学習指導要領を確認してみると、小・中学生と大きく異なる点は、公民科の

中に政治・経済分野があることであろう。小・中学校において金融教育のため

の特別な時間はなかったが、高校生にはそれが用意されているということであ20 

る。また、家庭科においては、「消費生活の現状と課題や消費者の権利と責任に

ついて理解させ，適切な意思決定に基づいて行動できるようにするとともに，

生涯を見通した生活における経済の管理や計画について考えることができるよ

うにするようにする。」という記述があり（引用元：文部科学省『高等学校学習

指導要領』http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail 25 

/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304427_002.pdf）、一人の消費者としてどの

ように行動したらよいのかを学ぶことができるようになっている。さらに、学

校内での金銭の使用や、文化祭における金銭のやり取り、価格の設定など、教

科以外でも実践的に学ぶことができ、これらは金融リテラシー・マップの目標

と概ね合致していると言えるだろう。  30 
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	 しかし、高等学校は義務教育でないがために「政治・経済」や「家庭科」の

開講時限数はどの学校も同じであるとは限らない。普通科以外の学科ではその

専門分野の教育をより確実に施すためにそもそもこれらの授業が行われない、

または軽視されてしまっている可能性も大いに考えられる。また、文化祭など

の学校行事を行う時期や、活動内容も学校によって様々であろう。そのため、5 

国や知るぽるとを始めとした諸機関によって、学校や学科の壁を超えたカリキ

ュラムの管理を行っていく必要があると考えられる。  

 

第２節	 各金融主体における金融教育の現状  

第１項	 教員と教育現場  10 

	 金融教育を施すには高度な専門的知識が必要とされる。しかし、金融教育の

授業を行う教員自身の多くが、学生時代にその必要とされる金融教育を受けて

いない事態が日本の教育現場で見受けられる。そのため、教員に対する調査に

よると、自身の金融教育に関する知識に不安を感じている人が多い 10。さらに、

その不安から生徒がきちんと理解できているか不安に感じている教員もいる。  15 

	 教員の知識不足の問題は、教員が勉強をすることで解決できる。ただでさえ

多忙な教員の職務に対してこれ以上の負担を強いることは、「ワークライフバラ

ンス」といった言葉に次第に馴染み始めている世間の流れと逆行することとな

り、容易な判断のもとで行われて良い施策ではないだろう。  

	 各学校段階における授業の数は、前節でも触れた学習指導要領によって画一20 

的に定められている。時代に合わせて様々な教科に授業数や単位数の変化はあ

るが、「金融」という教科は平成２９年 3 月公示の新学習指導要領の中にも存

在しない。様々な時代背景から金融教育の必要性が高まっているにもかかわら

ず、先述したように家庭科や道徳、社会科の指導要領において教えられる金融

に関するような内容は雀の涙ほどである。  25 

	 ここで、小・中学校の社会科と家庭科の授業時間数を学習指導要領よりまと

めた（図表７・８）。  

 

 
                                                   
10  詳しくは第４章第２節第１項にて取り上げる。  
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＜小学校段階における社会科および家庭科の授業時間（平成２３年度以降）＞  

（単位：時間、 ()内は週当たりのコマ数）  

小学校  ３年生  ４年生  ５年生  ６年生  

社会科  70(2) 90(2.6) 100(2.9) 105(3) 

家庭科  ―  ―  60(1.7) 55(1.6) 

図表７  

文部科学省『小学校学習指導要領』（ 2008 年）より筆者作成  

データ出所：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/ 5 

 

＜中学校段階における社会および家庭の授業時間（平成２３年度以降）＞  

（単位：時間、 ()内は週当たりのコマ数）  

中学校  １年生  ２年生  ３年生  

社会  105(3) 105(3) 140(4) 

技術・家庭  70(2) 70(2) 35(1) 

図表８  

文部科学省『中学校学習指導要領』（ 2008 年）より筆者作成  10 

データ出所：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/chu/ 

 

	 表から読み取ることができるように、小・中学校における社会科や家庭科の

授業数は概して週２回ないしは３回であることが多く、家庭科に関しては週１

回しか授業時間を確保できない学年もある。こうした科目よりも国語や数学、15 

英語といったようないわゆる主要科目に重きが置かれて教育が施されることは、

グローバル化が進む世界において日本が取り残されることのないようにする上

で不可欠であることは間違いない。金融リテラシーを高める上でも、こうした

基礎学力は土台となるだろう。しかしその一方で金融教育という生徒の将来の

人生設計に関わる内容が隅に追いやられ、細々と行うしかない事態となってい20 

ることも事実である。  

	 このように、学校段階における金融教育には、教員の知識不足や授業数の不

足などの問題があることが分かる。問題の解決には、いかにして教員への負担

をこれ以上増やすことなく、かつ他の授業への影響を 小限にしながら金融教
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育の時間を増やすかを考える必要がある。  

 

第２項	 政府機関  

	 学校現場とは別に、政府と関連する機関が直接金融教育を行ったり、そのサ

ポートをしたりしているケースについて本項ではまとめる。  5 

 

	 (1)知るぽると	

知るぽると（第１章冒頭でも述べた通り、金融広報中央委員会の愛称である）

では、都道府県金融広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等

と協力して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。具体的10 

には、金融経済情報の提供や金融経済学習の支援である。金融経済情報の提供

としては、インターネットによる金融経済情報とシミュレーション・ツールの

提供、テレビ・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

作成などがある。金融経済学習の支援としては、地域や学校等における講座・

講習会・セミナーなどの開催などがあり、セミナーは全国４７３名の金融広報15 

アドバイザーを派遣して行なっている。金融広報アドバイザーはＦＰ・税理士・

退職した教員など金融に関する高度な知識を持っている者で構成されており、

知るぽると会長からの委嘱を受けてセミナーを行う。知るぽるとに直接問い合

わせたところ、2016 年度はセミナー等を全国合計で約 3,800 回行ったとの回答

を得た。  20 

 

	 (2)金融経済教育研究会	

2012 年 11 月、金融庁金融研究センターに「金融経済教育研究会」が設置さ

れた。この研究会の設置は、金融教育が世界的に重要視されてきたことが背景

にある。ひとりの社会人として、経済的に自立し、より良い暮らしを送ってい25 

く上で、もっとも基本となるのが「家計管理」と将来を見据えた「生活設計」

の習慣である。その上で実際に金融商品を利用するには、①取引（契約）を適

切に行うために理解すべき事項、②時々の金融経済情勢も踏まえて金融商品を

適切に選択するために必要な基礎知識、③保険、ローン・クレジット、資産形

成商品、といったカテゴリーごとの基本的な留意点を身に付けていくことが求30 
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められる。そしてこうした項目について自らの判断のみに頼らず、第三者のア

ドバイスを求める必要性についても理解しておくことが重要であると考えた。

そこで、この研究会は「生活スキルとして 低限身に付けるべき金融リテラシ

ー」として以下の４分野 15 項目を作成した 11。  

 5 

Ⅰ家計管理	

1.  適切な収支管理（赤字解消・黒字確保）の習慣化  

Ⅱ生活設計	

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確保の必要性

の理解  10 

Ⅲ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選択	

【金融取引の基本としての素養】  

3.  契約にかかる基本的な姿勢の習慣化  

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  15 

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

注意点があることの理解  

【金融分野共通】  

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20 

融商品の利用選択についての理解  

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】  

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  25 

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】  

10.  住宅ローンを組む際の留意点の理解⑴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⑵返済を困難とする諸事情の発生への

                                                   
11  2013 年 4 月公表の『金融経済教育研究会報告書』に示された。  
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備えの重要性  

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

ことの習慣化  

【資産形成商品】  

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5 

とする場合には、より高いリスクを伴うことの理解  

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  

14.  資産形成における長期運用の効果の理解  

 10 

Ⅳ外部の知見の適切な活用	

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  

（引用元：金融庁『金融経済教育研究会報告書』http://www.fsa.go.jp/singi/ 

singi_kinyu/soukai/siryou/20130605/07.pdf）  15 

 

	 この「生活スキルとして 低限身に付けるべき金融リテラシー」はこれまで

幾度か触れてきた『金融リテラシー・マップ』の元となったリストであり、こ

れを参考に実際の『金融リテラシー・マップ』は作成された。この『金融リテ

ラシー・マップ』があるからこそ我々は学校段階における金融教育の進行につ20 

いて具体的な施策を考えやすいのであって、これがなければ金融教育そのもの

に手のつけようもない教育機関が多く発生することとなろう。そのリテラシ

ー・マップの土台を作った金融経済教育研究会についても、役割を軽視するこ

とはできない。  

	 本項では２団体を取り上げたが、この２団体については活動の周知が喫緊の25 

課題であろう。せっかく有識者らによる確実な教材や講演会などが用意されて

いるのにもかかわらず、これがうまく活用されないのでは意味がない。現状よ

りももう一歩力強く活動を広める方法を模索する必要がある。  
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第３項	 諸機関  

	 その他の機関が行なっている金融教育に関する活動についていくつかピック

アップした。  

⑴株式学習ゲーム	

	 日本証券業協会と東京証券取引所株式が共催している中学生・高校生向けの5 

金融教育教材である。生徒個人が参加するのではなく、学校・学年・学級単位

で参加し、生徒 3~4 名が 1 チームを作り、そのチームに架空に与えられた 1000

万円を用いて日経 300 の銘柄の中から、実際の価格と取引ルールに基づいて模

擬売買を行う。実施期間はおよそ 13 週間となっており、実際の株価が動くの

に十分な期間が用意されていると言える。費用は無料であるため気軽に参加す10 

ることができる。また、付録としてビデオ教材や株式に関する教育資料もつい

てくる。  

 

⑵アライアンス・バーンスタイン株式会社	

	 我々が夏季長期休暇を利用して東京へ社会見学に出向いた際、民間企業の金15 

融教育について研究しようと訪れた会社の一つがアライアンス・バーンスタイ

ン株式会社である。  

	 アライアンス・バーンスタインは資産運用会社であるが、金融教育の普及活

動も行っており、その中から２つの活動を紹介する。  

	 まず 1 つ目は「お金の教室 ABC」の運営である。主な活動内容としては『お20 

金に強くなるノート』と呼ばれる冊子の作成がある。『お金に強くなるノート』

は３チャプターで構成されており、チャプター１ではお金や投資の基本、チャ

プター２では投資について掘り下げ、チャプター３では経済用語や時事ネタが

書かれており段々ステップアップできるように構成されている。また冊子だけ

ではなく HP でも読むことができるため、わざわざ冊子を手に入れる必要がな25 

く気軽に読むことができる。  

	 2 つ目は「happy retirement project」である。このプロジェクトはハッピー

な将来のために「自分年金」を作っていくことを促すもので、「自分年金とは、

預金、株式、債券、投資信託、保険などの金融商品を利用して自分自身で準備

する老後（セカンドライフ）の生活費のこと」（引用元：「 happy retirement 30 
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project」HP http://happy-r-project.jp/）である。このプロジェクトのウェブサ

イトには、自分年金のことを理解してもらうための動画や Q&Aが載っており、

自分年金作りを始めるにはどうすればよいかも書かれている。また、お金や投

資に関する 新コラムの更新、セミナーなどのイベントも開催している。  

 5 

⑶コミュニティ活動	

	 株式会社 TOE THE LINE が運営する「きんゆう女子。」という主に 20 代～

30 代の女性を対象としたコミュニティがある。毎週木曜日の夜に女子会を開い

て金融について学んでいる。女子会という形式をとることによって、お金のこ

とに興味を持った人々が集まるため、お金のことについて話すのは卑しいとい10 

う感覚を持つことなく気軽に話し合うことができる、という点が 大の特徴で

あろう。地道な活動や SNS の効果により、 2017 年 5 月の時点でメンバーの数

が 500 人を超えており着実に増えてきており、このまま努力を続けさらに認知

度が高まってくれば、金融教育を広める上で面白い存在になってくるかもしれ

ない。  15 

	 今回取り上げた３団体については活動の周知も課題であるが、その活動の統

一性のなさが問題であると言える。活動時期や頻度、活動内容がそれぞれの団

体によってまちまちであり、対象である消費者をうまく取り込みづらい。また、

内容にまとまった方向性がない場合は教える知識に差が出る可能性もあるほか、

こういった活動は本当に金融に興味がある人でないと呼び込むことができない20 

など、検討しなければならない課題は多い。  
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第３章	 海外における金融教育  
	 次に海外における金融教育についてその現場を確認する。執筆にあたって、

『諸外国における家計の安定的な資産形成の促進に向けた政策的取組みに関す

る調査研究報告書』（EY 総合研究所株式会社、2016 年、http://www.fsa.go.jp/ 

common/about/research/20170321/01.pdf）を参考にした。  5 

 

第１節	 アメリカ  

アメリカには全米で共通に適用されている学校の教育課程（日本でいう学習

指導要領のようなもの）がないが、全米的な教育系の推進組織や学会に類する

ものがある。その中でも経済教育の場合には NCEE という全米的な教育協議会10 

と Jump$tart という NPO 法人がある。どちらの団体も生徒が何をいつまでに

理解すればよいのかを表したスタンダードというものが示されており、それら

を見ると、日本の金融教育よりも範囲が広く、より細かいところまで教えられ

るようになっている。また、金融教育のための教材も充実や、日本の株式学習

ゲームの原型となったストック・マーケット・ゲームもある。  15 

教材では、オンラインで提供するもの、また  iPhone や  iPad で参加できる

ものもみられる。“Gen i Revolution”のように、Facebook と  twitter で参

加できるものもある。このように、テクノロジーの流行にあわせたゲームの設

定は、有効であろうと考える。  

 20 

第２節	 イギリス  

	 イギリスの金融教育では、各キーステージ（キーステージ１（小学校低学年）

からキーステージ４（中学・高校生）まで）における金融教育の内容と学習例

が表にまとめられている。内容は「金融の理解」、「金融の力量」、「お金に関す

る責任」に分けられ、それぞれがさらに細分化されている。また、キーステー25 

ジ３と４ではその内容の学習が、シチズンシップと PSHE（個人・社会・健康

教育）と呼ばれる教科・教育領域で主に行われていることが特徴的である。ま

た、アメリカと同様にイギリスの金融教育も非常に広い内容を含んでいること

や、学習例を見ると、「ケーススタディを用いる」、「調査する」、「話し合う」、

「比較する」、「意思決定する」というように、非常に実証的・活動的・実用的30 
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な学習活動を行っていることも特徴的である。  

 

第３節	 カナダ  

	 アメリカと同じく北米大陸に位置するカナダでも、日本で参考にすべき活動

がみられる。  5 

	 カナダでは 2009 年に 13 人の専門家からなる「金融リテラシーに関するタス

クフォース」を発足、これによる報告に基づいて 2014 年に「金融リテラシー

国家戦略」を策定した。この国家戦略によるとカナダは①お金と負債を賢く管

理、②将来に向けて計画・蓄財、③詐欺や金融虐待を回避・阻止の３項目に分

けてその指針を示しており、国民の生活を金融面からよりよくすることを目標10 

としている。  

	 目標達成のため Financial Literacy Leader がカナダ金融消費庁長官により

任命され、その指導のもとカナダでは「金融リテラシー月間」が 2011 年より

毎年 11 月に開催され、 2012 年にはこの毎年 11 月の金融リテラシー月間がカ

ナダ議会によって定められている。  15 

	 2011 年 11 月、 初の金融リテラシー月間では 75 の組織が参加し、カナダ

を横断する形で 200 ものイベントが開催されるなど、全国規模で金融リテラシ

ー強化に向けた取り組みが行われた。  

	 カナダではこの金融リテラシー強化に関して、先述した金融リテラシーに関

するタスクフォースから行動経済学の概念を考慮する必要があるとする勧告が20 

出されている。タスクフォースは職業年金の拠出額の変更等、個人の選択に変

化を及ぼすファクターを過小評価するべきではないとしており、行動経済学研

究の発展とともにカナダの今後の金融リテラシー向上に向けた指針や制度設計

は変化していくものであると考えられる。   
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第４章	 金融教育普及における課題  
	 本章では、第２章でみた日本の金融教育の現状と第３章で触れた海外の金融

教育のあり方を踏まえて、日本において金融教育を普及させていく上で存在す

る課題をまとめる。金融について学習する学生自身に関する問題と教育を施す

側に関する問題の２項目に加え、海外と日本の現状の違いから浮上する課題に5 

ついてもここに記す。  

 

第１節	 学生の意欲に関する課題  

	 ⑴学校での金融教育	

中学校・高等学校における金融教育に関して、金融に関する内容が受験に必10 

要になることはあまりないこともあり、学校側は十分な金融教育を行う余裕が

ない。知るぽるとの『金融リテラシー調査』によると、「在籍した学校、大学、

勤務先において、生活設計や家計管理についての授業などの「金融教育」を受

ける機会はありましたか。」という問いに対して、「受ける機会はなかった」と

答えた人は 73.9％にものぼり、学校での金融教育が十分に行われていないこと15 

が分かる。	

しかし、同調査の違う項目では、学校での金融教育の必要性を認識している

人の割合は、金融教育を受けたと回答した学生が 88.3％、受けていないと回答

した学生は 59.3％となっている。このように、十分な金融教育を受ける機会や、

学校教育に限らずとも金融にかかわる機会が増えれば、金融教育の必要性に気20 

づき、金融に対して興味・関心をもつ学生が増えることが期待できるのではな

いだろうか。	

	

	 ⑵親の金融教育に対する関心・行動	

	 親の金融教育に対する関心や行動も学生の意欲にかかわる。日本人には、勤25 

労を美徳とし、お金を卑しいもの・汚いものととらえる固定観念があるため、

子どもの前でお金の話をすることを避ける傾向にあるように思われる。お金は

「卑しいもの」ではなく「必要なもの」というように親の意識を変え、金融を

学び正しい行動をとることが豊かな生活につながるということを理解してもら

い、家庭からも子どもの金融教育を行う、サポートすることが重要になる。	30 
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	 また、親が子どものお金の管理をしていることも一因として考えられる。知

るぽると『子どものくらしとお金に関する調査』12の中にある「銀行や郵便局

などに、自分の貯蓄（預金や貯金）がありますか。」という問いに対し、回答は

図表９の結果になった。	

 5 

 小学校  

高学年  

中学生  高校生  

ある  41.5％  39.9％  52.8％  

あるようだが、家の人が管理  

しているのでよくわからない  

28.9％  34.7％  28.8％  

ない  15.5％  11.6％  9.2％  

わからない  13.4％  12.8％  8.4％  

図表９  

知るぽると『子どものくらしとお金に関する調査』（ 2015 年）より筆者作成  

（データ出所：https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/ 

kodomo_chosa/2015/）  

 10 

驚くべきことに、どの学校段階においても「あるようだが、家の人が管理し

ているのでよくわからない」と答えた人が約 30％もいることが分かった。子ど

もにお金の管理を任せることに対して不安はあるだろうが、自分のお金のこと

を自分自身が把握していなければ、貯蓄することの意味を理解できないうえに

自分でお金を管理する力も身に付かない。自分のお金は自分で管理することで15 

正しい金銭感覚や将来設計にもつながり、お金を管理する力や金融面で自主的

に行動する力が身に付く。子どもにお金の管理をさせることが子どもの将来に

とても重要であることを親に理解してもらえるような取り組みが必要だ。  

 

第２節	 教育主体に関する課題  20 

	 この節では教員、教材、制度など教育主体に存在する問題点を取り上げる。

                                                   
12  2017 年 10 月現在合計で３回調査が行われており、今回引用したデータは
2015 年実施第３回調査によるものである。  
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執筆にあたっては金融経済教育を推進する研究会 13による『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』 14（以下、本文中で『教育の実態調

査報告書』と省略、引用元：http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/ 

content/report_jittai.pdf）を大いに参考にした。  

 5 

第１項	 不十分な授業時間や教材  

	 中学校・高校教員への調査によれば「金融経済教育を学校で行うことについ

てどのように考えていますか。」という設問に対して「必要である」及び「ある

程度必要である」と回答した割合は 37.0%と 58.0%にのぼり、合わせて 95%の

教員がその必要性を感じている（図表 10 参照）。これにもかかわらず十分な教10 

育が実施されない理由の一つとして授業時間の不足が挙げられる。  

	 図表 10 

「金融経済教育の必要性」  

『中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告調査書』図表 24 を引用  15 

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf 
                                                   
13  事務局は日本証券業協会。  
14  2013 年 12 月から 2014 年１月にかけて、全国の中学社会科・家庭科及び高
等学校の公民科・家庭科教諭、商業科設置の高等学校の商業科教諭に対して行

われたアンケート調査に基づく報告書。 2014 年４月公表。  
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図表 11 は「金融経済教育に関して、授業時間が十分に確保されていると思い

ますか。」という設問に対する回答をグラフ化したものである。これよりわかる

通りどの層においても授業時間の確保が十分であると考えているのは一割に満

たない。「やや十分」と「やや不十分である」が回答の大半を占めるということ

から考えると大幅に授業時間が足りていないということではないので改善の余5 

地が大いにあるのではないだろうか。  

 

 
図表 11 

「授業時間の確保状況」  10 

『中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告調査書』図表 15 を引用  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf 

 

次に、教材の問題である。「金融経済教育を授業で取り上げる際に、難しいと感

じていることはありますか。」という設問に対する回答をまとめたものが図表15 

12 である。生徒にとって理解が難しいということが授業実施にあたって難しい

点であるという意見が多いが、その理解を助ける教材についても２、３割ほど

の教員はこれが不足していると考えている。その教材の中身についてだが、学

習内容の問題点について「用語・制度の解説が中心となってしまい、実生活と

の繋がりを感じにくい」という意見が 55.0%（『教育の実態報告調査書』の図表20 
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17 より）、授業実施の支援に関して「平易な内容で、生徒が利用しやすい副教

材」を求める意見が 74.3%（『教育の実態報告調査書』の図表 31 より）である

結果をみると、用語などの知識だけでなくより実用的な内容かつ平易で全ての

生徒が理解しやすいようなものが求められているとわかる。  

 5 

図表 12 

『中学校・高等学校における金融経済教育の実態報告調査書』図表 29 を引用  

http://www.jsda.or.jp/manabu/kenkyukai/content/report_jittai.pdf 

 

 10 

第２項	 教員の専門知識の不足  

	 先述の通り、金融経済教育を学校で行うことについて「必要である」及び「あ

る程度必要である」と回答した割合は 95%にのぼる。一方、不必要であるとし

た回答が 5%であり、その理由として教員の多くが挙げたものが「学校では、

教えるための体制や仕組みが整っていないため」（ 52.5%）、「教員がそのための15 

知識や指導方法を身に付けていないため」 (42.9%)である（『教育の実態報告調

査書』の図表 26 より）。また、図表 12 に示された授業実施の際に難しいと感

じる点についても「教える側の専門知識が不足している」が 48.4%と非常に高

くなっており、教員の専門知識の不足が現状の消極的な金融リテラシー教育の

一因となっていることは明白である。  20 

	 しかしながらこれは教員が専門知識を身に付けることをすればよいという単

純な問題ではない。教員の労働時間について「勤務日の労働時間と休日の労働
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時間を合わせた週の実労働時間数を見ると、週 60 時間以上の割合が小学校教

職員の 72.9％、中学校教職員の 86.9％であった。過去の調査で民間雇用労働者

の中で週労働時間がもっとも長い建設業は 13.7％であったこと、ヒューマンサ

ービス従事者である医者については、過去の調査で週労働時間 60 時間以上が

40％であった。これらをふまえると、教職員は長時間労働であるといえる。」5 

という報告がある（連合総合生活開発研究所によって 2016 年 12 月に公表され

た『とりもどせ！教職員の「生活時間」』より引用、http://www.rengo-soken. 

or.jp/report_db/file/1485152130_a.pdf）。このように教員に長時間労働による

負担が存在するなかでさらに専門知識の学習を単純に強いることは不可能であ

る。教員が無理な負担なく専門知識を身に付ける環境を作る方法を探るととも10 

に、そうした専門知識の不足を外部機関の利用などの手段によっていかにして

埋め合わせるか考えるべきだろう。  

 

第３項	 教育効果の測定方法の未確立  

	 金融教育の効果を測定するためには何らかの調査が必要になるが、日本はそ15 

の点において遅れている。調査の例として、OECD による国際的な生徒の学習

到達度調査である PISA があり、そこでは 2012 年から新たな科目として金融

リテラシーが追加されている。しかしながら日本は 2012 年、2015 年ともに金

融リテラシーの科目における参加はしていない。2016 年になりようやく、知る

ぽるとにより『金融リテラシー調査』が国内で実施された（脚注５参照）。その20 

なかで OECD 調査と同様の設問があり、調査結果のなかで比較されているが、

ドイツやイギリスよりも正答率が７〜９%下回っているという結果が得られた。 

	 知るぽるとによる取りまとめによると、お金の運用や管理への注意に関連す

る設問については、図表 13 のように望ましい回答をした者の割合に顕著な差

があることもわかる。  25 

	 こうした調査結果の分析による教育効果の測定や、国際比較は今後の金融教

育の方針づくりに大いに役立つだろう。したがって日本は遅れている現状を理

解し、さらなる調査への参加、実施など教育効果の測定を行うべきである。  
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 5 

 

図表 13 

知るぽると『金融リテラシー調査』  

（ 2016 年）図表 46 より引用  

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_ 10 

chosa/2016/pdf/16literacy.pdf 

 

第３節	 海外との比較から浮上する課題  

	 第２章第３節の内容を受け、現状日本に求められる活動のあり方について海

外諸国を参考にしながら検討する。  15 

	 第一に本章でも既に述べられているが、日本の学校段階における金融教育は

先に挙げた諸国と比較して充てられる時間・教えられる内容ともに少ないこと

は言うまでもないだろう。日本の学習指導要領にいかにして金融教育を滑り込

ませるかが目先の課題であるが、授業時間内にある程度の時間が確保できたと

してもその限られた時間内で効率的に、かつ各年齢層に対して分かりやすく金20 

融教育を施すかまで考えねばならない。  

	 知るぽるとによって定められた金融リテラシー・マップはアメリカにおける

NECC や Jump$tart が定めたスタンダードに近しいものと言えるが、実態報告

書によればこのスタンダードに見合った金融教育が確実に行われているとは言

いがたい状況がある。いくら先導しようとする機関が指針を示し、教材や学習25 

機会を提供しようとしてもこれが十分に活かされないままでは効果は全く期待

できない。  

	 第二に、先導する機関やその各機関が発行する教材の種類が多すぎる状態で

ある。アメリカのようにスタンダードが定められていたり、イギリスのように

学校教育の指導内容として定められていたりと国家単位で画一的に金融教育の30 
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内容が示されている場合は学校側もそれをなぞるようにして指導を行うことが

できるほか、銀行など民間の金融機関もこれを参考にイベントの内容や対象年

齢を定めて自主的に開催することがより容易になるだろう。  

	 しかし現状の日本においては、金融庁であったり日本銀行の知るぽるとであ

ったり、また学習指導要領を作成する文部科学省、さらには地域社会への貢献5 

を試みる民間金融機関がそれぞれ独自の視点から教材を作成したりセミナーを

開いたりしている状況が見られる。もちろんこういった活動はやらないよりや

っている方がより評価されるべきではあるが、これを全国民により効率的に浸

透させようとした時にはより確実な柱を持った上で各種教材発行やイベントの

開催が行われるべきだと考えられる。  10 

	 第三に、本章第１節で触れられたが「お金そのものに対するイメージ」を変

えていく必要がある。お金を管理して貯めることが卑しいと言うイメージがあ

る中ではセミナーの参加率に関わるだろうし、その後の定着度にも影響がある

だろう。また「投資」そのものに関して汗水垂らして得たお金ではなく、働か

ずして楽に手に入れた汚いお金といったようなイメージが国民にある場合には15 

国民の財産を貯蓄から投資に動かすことはたやすいことではない。欧米諸国で

浸透している「お金は必要なものであり、将来のために自分で管理してさらに

は増やす必要がある」という考え方を今の日本国民にも身につけさせなければ

金融リテラシーの向上は守り・攻めに関わらず望めないだろう。  

 20 
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第５章	 金融教育の課題に対する解決策  
	 これまで、そもそも「金融教育」とは何なのか、日本の金融教育の現状はど

うなっているのか、金融教育の普及が認められる海外ではどのような取り組み

がなされているのか、といった内容に触れた。現状のままでは様々な方面に課

題が山積しており、その中には短期間で解決できそうなものもあればそうでな5 

いものもある。ここから先は本稿の趣旨である「金融教育普及における課題に

対する解決策」を順に提示する。前章にある課題点と同じく、「学生の意欲」「教

育主体」「海外との比較」の３方面においてそれぞれに行うべき解決策を論じる

ので、必要に応じて前章の課題点を今一度参照されたい。  

さて、課題の洗い出しからも明らかであるが、学校を主として金融教育を行10 

うことは学生にも教員にも負担が大きい。限られた授業時間の中で、他の教科

の時間を使って金融教育が行われたならば、学生の基礎学力の低下という問題

が起こる。また、金融教育を行うだけの知識がない教員は、金融の勉強をする

ためにさらなる残業を強いられることとなる。こうした背景から、我々は金融

教育を単純に義務教育の指導要領に組み込み、授業の中で教えて行くには日本15 

の制度上限界があると考えた。  

そこで提案したいのは学校外での金融教育の充実である。学校外で金融教育

を行う場合は、指導要領との兼ね合いを気にする必要がないことはもちろん、

学生や教員の負担をより軽減した形で、かつ親しみを持たせるような教育を施

すことができるだろう。  20 

しかしこれは、金融教育における義務教育の果たすべき責任が一切なくなっ

た訳ではない。学校は学生と金融を繋ぐ架け橋である。あくまでも金融を知っ

てもらうきっかけを作る場所であり、より深く理解し知恵を身に付けるために

は、その他の教育チャネルを通じて金融教育を行うことが望ましいと我々は考

える。以下、これを前提として解決策を論ずる。  25 

 

第１節	 学生の意欲に関する解決策  

	 「馬を水辺に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」と

いうことわざがある。馬が水を飲んでくれるかは馬次第であることから、「人は

他人に対して機会を与えることはできるが、実際にやってくれるかどうかはそ30 
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の人次第である」といった意味である。ここで、馬が学生で水が金融であると

考えると、「学生に金融を知る機会を与えることはできても、金融に興味を持つ

かは学生次第」と考えられる。しかしこれまでみてきたように、日本には「水

飲み場に連れてさえ行かない」教育環境が多く見受けられる。本節を「意欲に

関する解決策」と銘打ったが、これは一旦隅に置いておき、まずは学生を水飲5 

み場に連れていく方法を論ずる。  

	 金融に関して興味を持たせるにはどうすればいいのか考え、我々は２つの両

極端な手法にたどり着いた。２つとも金融に関心を持ってもらうことはできる

施策であるが、両案にはそれぞれメリットとデメリットがある。  

	 1 つ目（以降Ａ案）は、スマートフォンやタブレット端末およびパソコンを10 

使い、インターネット上で行うバーチャル投資ゲームの普及促進である。この

ゲームでは実際のお金は使わずに投資を行う。  

Ａ案のメリットは、仮に損失が出たとしても実際のお金を利用していないた

め実際に自身の損失にならないことや、実際の取引とは違い煩雑な部分を除く

ことができるため、分かりやすいことである。どんなに金融に関して初心者で15 

あったとしても、簡単な設定にしたり損失が自分の身に降りかかることをなく

したりすることで金融に対する入り口として幅広い教育現場で用いることがで

きる。すでにこのバーチャルゲームによる金融教育は始まっているが、スマー

トフォンが全国的に普及している今、これをさらに広めることができれば、効

率的に金融教育入門が行えることは間違いない。  20 

本案のデメリットは、ゲーム上の出来事として完結してしまうため、実際に

学生自身に応用的な金融知識まで身につくとは言い切れない点である。また、

ゲームをしたからといって実際に後々投資をするようになるとも言い切ること

ができない。ゲームの中で損失が出た場合に、投資に対するイメージが悪くな

ってしまって投資に関して恐怖心を植え付けることとなったり、逆に利益が出25 

た場合に、ゲームと同じように軽い気持ちで投資に手を出してしまい、現実世

界では失敗して多額の損失を出してしまったりする可能性がある。つまり、ゲ

ームの手軽さを用いたために現実世界とのギャップに苦労する結果となりかね

ないのである。  

図表 14 にメリットとデメリットを簡潔にまとめた。  30 
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＜Ａ案のメリット・デメリット＞  

 Ａ案  

メリット  l  実際に損失が出ない  

l  実際の投資取引より分かりやすい  

l  簡単に始められる  

デメリット  l  金融が身につくか分からない  

l  実際の投資に結び付きにくい  

l  投資のイメージが悪くなる可能性がある  

図表 14 

本文より筆者作成  

 

2 つ目（以降Ｂ案）は、１６歳になる年度を「金融成人」と定めてしまうプ5 

ランである。金融成人となった者は自身のお金を使って投資を行えるようにし、

自身の判断のもとで自由に資産形成を行うことができるような制度を日本国に

おいて作るのである。今まで未成年では締結することができなかった契約も結

ぶことができるような法整備も必要となり、この案では実際のお金を使い投資

を行うこととなる。  10 

Ｂ案のメリットは、金融や投資を早期から自分の事として考えられることで

ある。１６歳、つまり中学校を卒業した年から投資を自由に行うことができる

ようになるとしたら、それまでにはある程度の知識を蓄える必要がある。今ま

で親に管理してもらってきたお金を自分の判断で管理し、増やす必要がでてく

るため、金融に関して積極的に学ばざるを得ない状況を作るのである。また、15 

通常は社会人になるまで行うことが難しい資産形成を中学卒業の段階から行う

ことができるようにすることで、老後に向けた資産形成の面でも大変有効であ

る。  

Ｂ案のデメリットは、未成年が行う投資であるため、損失が出た際や問題が

発生した場合の責任を誰がとるのか定めなければならないことがまず挙げられ20 

る。未成年が自身だけで行う契約行為であるため、民法をはじめとした法整備

が膨大な量必要となり、実現には相当の時間と予算を要することは明らかであ

る。また、未成年のうちから債務超過となる者が発生する危険性を持つことも
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考慮に入れなければならない。教育を施すつもりで行う施策が個人に金銭的な

損失を被らせる結果となる可能性があることは議論を呼ぶこととなる。施行に

あたっては慎重な段取りが必要となる。さらに、家庭環境の違いもあるため実

際に投資を行う家庭がどれほどになるのかも定かではない。  

以下図表 15 が B 案のメリットとデメリットである。  5 

 

＜Ｂ案のメリット・デメリット＞  

 Ｂ案  

メリット  l  自分の事として考えられるようになる  

l  早期から資産形成を行うことができる  

デメリット  l  責任の所在  

l  法整備が必要となる  

l  家庭環境の違いが影響する  

図表 15 

本文より筆者作成  

 10 

どちらの案にもメリットとデメリットがあり、どちらかだけを採用する場合

には、デメリットをどのように解決するかという問題が発生する。しかし、両

案を採用できるのであればその問題は解決できると我々は考える。金融成人に

なるまでの間は、投資ゲームを行いながら金融について学ぶ。この時、投資ゲ

ームは１回や２回やっただけでは意味がないので、小学校から中学校の間で継15 

続的に行われるべきだろう。そして、１６歳の金融成人になった時に実際に投

資を行う。それ以降は実際に投資をしながら金融について学べるため、金融ケ

イパビリティを身に付けることも可能になると考えられる。さらに、小さいこ

ろからお金について考えるため、お金に対するイメージを良く変えることも期

待できる。  20 

かなり挑戦的な提案であるが、「自分のこととして金融を考える」上では手札

として持っていて悪くはない方策だと我々は考えている。  
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第２節	 教育主体に関する解決策  

	 ⑴知るぽるとによる先導・各教育主体の連携強化	

	 どれだけ問題点が分析され、対応策が考案されようと 終的にそれが効率的

に実施されなければ良い効果を得ることは不可能であろう。金融リテラシーの

向上においても教育主体間の組織づくりが重要となる。教育主体としては学校5 

（文部科学省）をはじめ、知るぽると、金融庁、民間企業などが存在するが、

それぞれに独自の文化や方向性が存在するわけであり、そこに他所の団体から

提案があろうと、おいそれと受け入れるわけにはいかないのである。	

	 これはあくまで例えの話であるが、知るぽるとや金融庁は金融リテラシーの

重要性を高く考え、文部科学省になんらかの提案をするかもしれないが、あく10 

まで教育全体を管理する文部科学省としてはその提案が考え方にそぐわないも

のであったり、新学習指導要領の検討や教科書の監修など文部科学省が現在抱

えている課題を差し置いてまでそこに労力を費やそうとは考えなかったりする

こともあるだろう。知るぽるとや一般社団法人の日本損害保険協会が学習指導

要領の改訂について要望書を出している事実が存在するが、我々としてはそれ15 

がどれほど反映されているかについては疑念の余地があると考えている（第２

章第１節第１項参照）。もちろんこれは文部科学省に問題があるというわけで

は当然ない。学校教育全体について責任を負う文部科学省としてはそれら全て

を勘案する必要があり、安易に指導要領などを変えることはできないのであろ

う。	20 

	 こうした事情を考慮すると教育主体において力強い、絶対的なリーダーが生

まれる必要があると考えられる。そしてそのリーダーが金融リテラシー教育に

おいて具体的で明確な方向性を打ち出し、それぞれの教育主体の足並みを揃え、

同じ方向を向くことのできる状況を作りだすべきなのである。私たちはそのリ

ーダーについて、現状において中心的かつ中立的存在であり、金融リテラシー25 

教育について も注力することが可能な、知るぽるとが担当すべきであると考

えている。	

	 知るぽるとが日本の金融リテラシー教育のブレインとなり、適材適所、それ

ぞれの教育主体の役割をつくり、それぞれの連携を促し、全体の動きがスムー

ズなものになるよう管理することが対応の効率化に大いに貢献するはずである。	30 



 43 

⑵民間企業のCSRの利用	

	 章のはじめで述べた通り、我々の考えとしては様々な教育チャネルの利用が

不可欠であり、その中でも広範囲に多数存在するのが「民間企業」という教育

チャネルである。その企業がCSR（Corporate Social Responsibility:企業の社

会的責任）というかたちで金融リテラシー教育に参加することを推進したい。	5 

	 CSRとして金融リテラシー教育を行っている企業の代表例として、ここでは

野村グループを取り上げる。野村グループでは小学校から社会人、地域社会ま

で広く金融リテラシー教育の普及に力を注いでいる。図表16は野村グループが

各段階で行っている教育プログラムを示したものである。ここからわかる通り

小中高の段階において充実した出張授業や学習教材を提供することが可能であ10 

り、これは現状の学校教育においてみられる授業時間・学習教材の不足を解消

することになる。現状出張授業は無償で行われており、費用面の負担も無い。	

	 また、野村グループは教員向け研修も実施しており、教員が金融リテラシー

教育の必要性を認識し、学校での授業内容が向上することも期待できるだろう。	

図表16	15 

『野村グループが提供する、教育プログラム体系』野村グループHPより引用	

http://www.nomuraholdings.com/jp/csr/society/education.html	

	

	 またCSRというかたちで注目すべきは日経STOCKリーグや日経未来投資プ

ログラムへの特別協賛である。こうしたプログラムが企業の協賛によって開催20 
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されることにより学生はより深く、実用的な学習を行うことができる。これは

金融リテラシーが単なる知識にとどまらず、知恵となる、すなわちリテラシー

からケイパビリティへ進化することを大いに助けるはずである。	

	 ここまで野村グループを例にして説明したように、企業が CSR というかたち

で金融リテラシー教育に参加することは授業時間・学習教材の不足や教員負担5 

といった問題解決につながり、さらには金融ケイパビリティにつながる実践的

な学習の提供を可能にする。また企業は広く多数に存在するため、全国的にど

こでも行えるという利点を持ち、優れた教育チャネルとして発達させることが

できるはずである。	

	 なお、CSR として企業に金融教育を行うことを推奨する場合、先述のように10 

その先導は知るぽるとが行う。これまで行われてきた民間企業による散発的な

活動を取りまとめて活動指針を示す団体が求められるためである。政府と民間

企業との中立的な立場から適切なアジェンダを示すことが期待される。	

	

	 ⑶教育効果の評価方法に関する提案	 	15 

	 第４章の第２節第３項で触れたように、日本において金融教育の効果の測

定・評価は十分に行われていない。現状を把握して今後に生かし、より効率的

かつ効果的に金融教育を行う上で、教育効果の評価は非常に重要な役割を果た

す。そこで、教育効果を評価する方法として二つ提案をしたい。	

まず一つは、今後行われる PISA	 金融リテラシー調査への積極的な参加であ20 

る。まだ日本はこれに参加したことがないが、先述したように知るぽるとが同

様の設問で比較した結果を見ると日本が海外よりも金融知識の習熟度が劣って

いることは一目でわかる。金融リテラシー調査のワンクッションを置かずとも

客観的に世界と比較して日本の現状を図ることのできる PISA 金融リテラシー

調査への参加はより前向きに検討されるべきであろう。	25 

もう一つは知るぽるとによる金融リテラシー調査の定期的な実施である。こ

の調査も大きな規模で行われるため、日本人の金融知識習熟度に関して偏りの

ない一般的な結果を得ることができる。これは日本の金融教育自体への評価と

も考えることができ、調査結果をもとに金融教育の方針や方法の改善につなげ

ることができる。2016 年が初めての調査であったが、２年や３年に１回といっ30 
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たペースで統計データとして調査することができたなら、これほど日本人の金

融知識に関する現状をわかりやすく評価できるものはないだろう。	

 

第３節	 海外との比較から考えられる解決策  

	 海外との比較から浮上した課題のうち、「スタンダードを定めて画一的な教育5 

を効率的に行う」に関しては解決策を前節までで述べてきた。ここでは、残さ

れた課題である「日本人のお金に対するイメージを変える」事に関して具体的

に解決策を示していく。  

	 お金に関する汚い・卑しいといった固定観念は日本人の勤勉な性格や、もの

に対して「勿体無い」と感じる考え方からくるものであると考えられる。これ10 

は戦後の高度経済成長期から日本人に特に浸透した考えであると考えられるほ

か、八百万の神の存在を信仰する日本人の風俗的な観点からも「日本人の特性」

として完全には否定できない部分である。すなわち、物に対してそれを大事に

しなければならないといった元来日本人の心に存在する考え方はそのままに、

お金はうまく運用することで増やすことができるし、その運用が将来自分にと15 

って必要になるという考え方を国民に浸透させる必要があるのだ。  

	 文化や物事の考え方、観念といったものは国単位や地域単位で長い時間をか

けて形成されるものである。例えば政府が「国民の皆さん、投資は決して汚い

お金の稼ぎ方ではなく皆さんの生活をより豊かにする行動なのです。」と呼びか

けたところでこれがまるで鶴の一声のように作用して国民のお金に対する見方20 

が変化するとは考えられない。ではどうしたら良いのか。固定概念が長い時間

をかけて形成されるのであれば、新しいお金に対する見方もある程度長期的な

スパンを見込んで形成するようにするほかないだろう。ここで参考にすべきは

カナダの例である。  

	 先に記したようにカナダでは毎年 11 月を金融リテラシー月間として定め、25 

全国的な規模で金融リテラシー向上に努める活動をしている。日本でも同様の

月間（もしくは週間であるが、全国的規模で行うことを考えるとカナダと同じ

く月間規模であることが望ましいだろう）を定めて国民に呼びかけが行えるよ

うな体制を構築すべきである。  
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	 例えば小・中学校の夏休みと重複する 8 月を金融リテラシー月間として定め

た場合、お盆休みなど家族が集まる時に大型ショッピングモールなどと民間金

融機関が連携してイベントを行えば、昼食をとったのちにセミナーに参加、終

了後は家族で買い物をして帰るといった 1 日単位での参加モデルプランを提示

してのセミナーが開催できるだろう。セミナー後、家族と過ごす時間の中で金5 

融リテラシー関連の会話が発生したり、買い物をする際に学んだ内容を活かし

て子どもにお金の計算をさせてみたり、といったスキンシップを通じた個人レ

ベルの教育活動につながればこれ以上効率的なことはない。  

	 また、第２章第２節第３項で触れた「きんゆう女子。」に代表されるようなコ

ミュニティ活動も、金融リテラシー月間と関連づけて行うことができればその10 

知名度の向上とともに教育効果もより確実なものになると考えられる。  

	 「愛鳥週間」とか「人権週間」といった取り組みがある。それぞれ夏期及び

冬季長期休暇の課題のテーマとして扱われることが多く、小学生や中学生にも

馴染みのある取り組みだといえる。ここに金融リテラシー月間を仲間入りさせ

ることができたなら、自由研究のテーマや作文の題目、ポスター作成のテーマ15 

や書き初め例文として広く小中学生に浸透させることができるだろう。授業時

間との兼ね合いをさほど心配する必要なくイメージとして金融リテラシーとは

何なのかを教えることができる。それを監督する親世代にも興味を持ってもら

えるならより効果は大きい。全国的、集中的にイベントを開催するためである

上、金融リテラシーそのもののイメージを自然な形で幅広い世代の国民に浸透20 

させることのできる金融リテラシー月間は、モデルとすべき先例として日本に

早急に取り入れられるべきである。  
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終章  
	 「時は金なり」と言う。その言葉の意味をあえてここで説明する必要はない

だろうが、古来、お金というものは「大切にしなければならないもの」の代表

格として扱われてきたことを示した故事であろう。  

	 本稿は大切なお金について必要な知識をどのように学生たちに教えれば良い5 

のかを検討してきたが、この論文を仕上げるにあたって我々の金融リテラシー

は随分と向上したように感じられる。今まで知ることのなかった投資について

の知識や、政府機関の調査結果に民間企業の取り組みと一通り調べる中で「金

融」「投資」といったものが身近な存在であることに気付かされた。金融教育の

普及を図るために様々な角度から現状を調べ、解決策を提示したが、この証券10 

ゼミナール大会のような存在はもっと一般に認知され、広く参加者を募るべき

なのだろうとも考えた。大会への参加を通して金融知識に明るくなった、とい

う者は我々だけではないだろう。  

	 提示した解決策の中には制度設計さえ簡単に行えば来年度にも始めることが

できそうなものもあれば、長い時間をかけて検討し実施しなければならないも15 

のもある。しかし何よりも大切なのは、どんな手札があるのかを理解した上で

次の手をどうすればよいのか、的確にかつ迅速に判断し行動に移すことである。 

	 「時は金なり」と言う。時間を無駄にすることなく一歩一歩着実に、時には

思い切った挑戦をして、日本の金融教育の未来を切り拓いていくことが期待さ

れる。その一端を我々が担うことができたなら、これより喜ばしいことはない。  20 
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