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単位互換制度を活用した大学教育課程への普及拡大及び
商店街活性化消費者教育モデルの構築

南大阪地域大学コンソーシアム

単位互換を活用した
消費者教育

（科目提供：和歌山大学）

南大阪地域大学コンソー
シアム

キャリア教育
自立した市民育成

○市民意識の醸成
○当事者意識の醸成
○考える力、伝える力
の涵養

○担い手の輩出
○修了生には消費者教育サポーター認定

地元行政
（総合政策、生涯学習）

地元
商店街・学校園

泉大津中央商店街
活性化

消費者教育

学生作成の

ちらし作成・
配架

活性化

学生による
親子イベント
開催

支援・
参加

支援

ＮＰＯ

支援

成果
効果

 高齢化が著しい商店街の中で、学生
や子どもや若い親子がその場に存在
することが刺激になる（商店街の意見）

 学生の視点で商店街の人たちとコミュ
ニケーションを図ることによって新しい
視点が生まれる（商店街の意見）

 これまで商店街に足を踏み入れなかっ
た若い層がはいっていくきっかけになる

 まちの機能としての商店街の存在意義
に商店主や市民が共に気づく

大学教育課程
に位置づけ

教材用ワークブック
作成による定着化

大学へ広く
普及拡大

参加
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消費者教育普及・活用モデルの実践スキーム

南大阪地域大学コンソーシアム
単位互換制度：17大学参加

泉大津市（教育委員会生涯学習課、地
域経済、消費政策）、地元商店街、NPO

○単位互換制度により消費者教育科
目を広く提供
○修了者には単位認定

○修了者には消費者教育サポーター
資格認定

南大阪地域
大学コンソーシアム

和歌山大学
（南コンソ会員大学）

科目
提供

単位互換
事業展開

商店街での消費者イベント開催

○消費者教育科目サポーターになる
ための現場実習の場

○消費者教育を商店街の活性化に
活用

○商店街の中で住民を巻き込んだ消
費者教育イベントを実施

実践
の場

持続可能な社会を実現する消費の実践へ
消費者教育の普及啓発担い手育成へ

報告書の作成

「消費者教育の大学での普及啓発及び消
費者教育を活用した地域活性化を目指す」

研究協議会

②消費者教育サポーター資格の認定

④キャリア教育的視点の導入

①単位互換による消費者教育の開講

⑤商店街での消費者教育親子イベント実施

③消費者教育用教材（ワークブック）作成

参加
実施
成果還元

参加
実施
成果還元

参加

⑥効果の検証

消費者教育による商店街活性化モデルの提示

南大阪地域大学コンソーシアム

⑥商店街活性化モデルの提示
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消費者教育研究協議会
和歌山大学、泉大津市（教育委員会生涯学習課、地域経済、消費政策）、泉大津中央商店街、NPO法人C・キッズ・ネットワーク、

NPO法人南大阪地域大学コンソーシアム

【目的】消費者教育の大学での普及啓発及び消費者教育を活用した地域活性化を目指す。
また、本取組の円滑な本事業の円滑な推進を図り連携協力体制をつくる。

3つの
取組

現状共有、課題抽出、
取組内容の具体化・協力体制の検討

①単位互換による消費者教
育の開講／②消費者教育用
教材作成／③資格認定

④キャリア教育的視点の導
入

⑤商店街での消費者教育親
子イベント実施／

⑥商店街モデルの提示

具体化して実践

実践したことによる効果・成果

①単位互換制度を活用した講座

②講座で使用するテキスト（ワークブック）作成 ④キャリア教育的視点の導入

④アクティブラーニングに対応した内容 ⑤泉大津中央商店街との連携

⑤泉大津市教育委員会との連携による学校
園へのイベントチラシ配布

⑥商店街で消費者教育親子イベント実施

⑤講座カリキュラムの実習としてイベントを実施

実践
内容 ③修了生に消費者教育サポーター認定

③認定者をTAとして活用した学生支援

①大学の教育課程の中で広く大学に対して消
費者教育を受講する機会を提供できた

②消費者教育を実施するときの基礎的な理解
と実践的なスキル育成を図る基盤ができた

① 「単位互換を活用した大学での消費者教育
モデル」を構築できた

②教員にとっては、今まで新法を説明した教
材がなかたことから、待望の書となった

⑤実践フィールドとしての商店街との連携基盤
ができた

⑥高齢化が著しい商店街の中で、学生や子ど
もや若い親子がその場に存在することが刺激
になった

⑥学生の視点で商店街の人たちとコミュニケー
ションを図ることによって新しい視点が生まれた

⑥受講生が参加したことにより、これまで商
店街に足を踏み入れなかった若い層がは
いっていくきっかけになった

効果
成果

④行動に結びつける実践的な能力を育むこ
とへの効果があった

④「消費者市民社会」という社会全体の利益
を考えることの効果があった（シチズンシップ）

②家庭科に加え社会科でも担える内容で市
民教育をベースとした消費者市民社会の重
層的な理解を促すことができるようになった

南大阪地域大学コンソーシアム消費者教育普及・活用モデルの取組と成果

③認定者が増えることで、今後の普及啓発活
動の担い手が増える
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シラバス参照

https://wlcampus.center.wakayama-u.ac.jp/...map2?subjectId=176200065029&formatCode=1&rowIndex=9&jikanwariSchoolYear=2016[2016/03/10 17:50:12]

科目名 消費生活論

担当教員 赤松 純子

対象学年 1年 クラス L1 

講義室 開講学期 通年

曜日・時限 時間外 単位区分

授業形態 講義 単位数

準備事項

備考

科目名(英語表記) Consumer Science and Education 

授業の概要・ねらい

消費者市民社会の一員として生活について振りかえる。
消費者主権の考え方（商品の機能・性能・数量、サービスを最終的に決定するのは消費者だという考え方）に基づき、
「もの社会」に侵されない主体的・個性的生き方ができるように、具体的事例もふまえて講義する。現実生活への活用
及び教員免許必須内容の提供の他に、関連資格取得の基礎を含む内容である。あわせて、企業や行政、消費者団体の対
応にもふれることができるように、また、その後の関わり機会（ボランティアやアルバイト）も想定した現場実習経験
機会も設定している。

授業計画

1. アイスブレイキングで、授業開き。授業概要オリエンテーションを行う。
2. 消費者問題を、自分の問題として、整理・理解する。
3. 消費者市民社会について知り、消費者教育の必要性・内容を理解する。
4. 消費者教育の実践力をつける。受講生の要望に応じて紹介する各種の消費者教育の方法を、自分で計画し
模擬実践し披露することによって、体得する。
5. 実は身近でお世話になっている「専門家」は、どこでどんな活躍をしているのかを理解する。
どんな学習をすれば「専門家」になれるのかを知る。
6. 消費者基本計画を知る
7. 行政担当の消費生活センターや法テラスを知る
8. ライフステージに応じた消費者教育を知る
9. 消費者問題と対応策・関係法律等を知る 具体例から学ぶ1
10. 具体例2 契約、カード
11. 具体例3 キャッチセールス
12. 具体例4 通販
13. 具体例5 IT問題、著作権問題
14. これらの知識や資格等を活かしている現場実習経験を、講義時間外に行う。
希望者には諸外国の消費者教育体験機会を設定する。
15. まとめとテスト

到達目標

１．消費者問題を、自分の問題として整理・理解する
２．消費者教育の必要性・内容を理解する
３．消費者教育の実践力をつける
４．消費生活能力検定試験の挑戦や、消費生活アドバイザーなどの公的資格
取得の基礎づくりを目指す。

成績評価の方法 事項毎に示す達成目標を基本とし、授業の関わり方・課題への取り組み方・テストの総合評価を行う。

教科書 特に指定はしないが、授業中に各種参考文献を示すので読むこと。

参考書・参考文献 授業中に示す。

履修上の注意・メッセージ 第一回目の日時は、掲示で連絡する。

シラバス関連 ＞ シラバス参照 ＞ シラバス検索 ＞ シラバス一覧 ＞ シラバス参照

タイトル「2016年度 教育学部シラバス」、フォルダ「2016年度 教育学部シラバス」
シラバスの詳細は以下となります。

別紙－007
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シラバス参照

https://wlcampus.center.wakayama-u.ac.jp/...map2?subjectId=176200065029&formatCode=1&rowIndex=9&jikanwariSchoolYear=2016[2016/03/10 17:50:12]

第一回目から出席をとる。勤勉さを要する。パソコンを使用する。  

履修する上で必要な事項 受講に際し、受け身的でないこと。  

受講を推奨する関連科目 家政専門科目の、興味ある科目受講を推奨する。  

授業時間外学習についての指示 電子メールを活用し、授業前後に課題を提示する。課題を熟考のうえ、十分な準備で授業に臨むこと。  

その他連絡事項 欠席等の場合は、早めにメール連絡すること。（当日連絡は不可）  

 

Copyright (c) 2008 NTT DATA KYUSHU CORPORATION. All Rights Reserved.

別紙－008



10月29日（土）　会場：泉大津市民会館
時刻 事項 担当 備考

9:00 受付 岡崎裕（和歌山大学教授）/
大和宏行（泉大津市生涯学
習課）

椅子・マイク・
PC・プロジェクタ

9:30 開会式
趣旨説明

赤松純子（和歌山大学教授）
岡崎

10:00 ①ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
「『消費生活』の意味を考える」

岡崎

11:00 ②講義
「消費者教育について」

岡崎

12:00 昼休憩

13:00 ③ワークショップ
「私にとっての消費を考えよう」

岡崎

14:30 ④ワークショップ
「消費のあり方を人に伝えよう」

岡崎

16:00 ふりかえり～今日学んだこと アンケート

※TA：藤原舞人、上田ことみ（和歌山大学、大阪府消費者教育学生リーダー認定者）が授業支援

10月30日（日）　会場：泉大津市民会館
時刻 事項 担当 備考

10:00 受付 岡崎/大和

10:30 前回の復習
第2日目のメニュー紹介

岡崎

11:00 ⑤講義
「泉大津市を学ぶ」

西田章恵（泉大津市教育委
員会事務局　生涯学習課）

0:00 昼休憩

13:00 ⑥講義
「消費者教育子どもｲﾍﾞﾝﾄについて」

大森節子（NPO法人C・キッ
ズ・ネットワーク　代表）

13:30 ⑦ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ
「商店街を歩く」

岡崎

15:00 ⑧講演
「市民育成とまちづくり」

伊藤晴彦（泉大津市長）

16:00 ⑨講演
「町の廃棄物から地球環境へ」

車谷喜博（泉大津市社会教
育委員会議長）

17:00 ふりかえり～今日学んだこと アンケート

※TA：藤原、上田（和歌山大学、大阪府消費者教育学生リーダー認定者）が授業支援

和歌山大学提供
南大阪地域大学コンソーシアム平成28年度単位互換科目

「消費生活論」
別紙３
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11月12日（土）　会場：泉大津市民会館
時刻 事項 担当 備考

9:00 受付 岡崎/大和

9:30 前回の復習
第３日目のメニュー紹介

岡崎

10:00 ⑩講義
「商店街活性化について」
・循環型消費者教育
・持続可能なまちづくり
・子どもイベント

岡崎

11:00 ⑪ワークショップ
商店街イベント準備～その１

岡崎/
上田慎二氏（鈴鹿大学短期
大学部生活コミュニケーショ
ン学科こども学専攻准教授）

0:00 昼休憩

13:00 ⑫ワークショップ
商店街イベント準備～その２

岡崎/上田

15:00 ⑬ワークショップ
商店街イベント準備～その３

16:00 ふりかえり～今日学んだこと アンケート

※TA：藤原、上田（和歌山大学、大阪府消費者教育学生リーダー認定者）が授業支援

11月13日（日）　会場：泉大津市民会館～中央商店街
時刻 事項 担当 備考

9:30 受付 岡崎/大和 市民会館

10:00 ⑬イベント準備
・机搬出
･会場セッティング

岡崎/上田 トラック（市役所）

11:00 ⑭消費者イベント～午前の部 岡崎/上田 中央商店街

0:00 昼休憩

13:00 ⑮消費者イベント～午後の部 岡崎/上田 中央商店街

15:00 後片付け～ふりかえり～今日学んだこと 岡崎/上田/大和 市民会館で解
散
アンケート※TA：藤原、上田（和歌山大学、大阪府消費者教育学生リーダー認定者）が授業支援
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南
大
阪
地
域
大
学
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

http://www.osaka-unicon.org

平
成
28
年
度

センター科目(合宿型)
PP Ⅰ 

PP Ⅱ 

PP Ⅲ 

キャリアと社会
9月6日(火)～9月8日(木)　会場：ホテル日航関西空港
キャリアと実践
12月3日(土)、12月10日(土)～12月11日(日)
会場：大阪国際ユースホステルおよび大阪府立大学
高野山で学ぶキャリアとわたし
8月23日(火)～25日(木)
会場：高野山別格本山大圓院および高野山大学

※別途参加費が必要

大
阪
女
子
短

期大学 大阪芸術大学 大阪府
立大学

 大阪
大谷
大学
 和歌

山大
学

高
野
山
大
学
　
清
風
情
報
工
科
学
院

関西
福祉
科学
大学

 プ
ー
ル
学
院
大
学
 プ
ー
ル
学
院
大

学短
期大学部

近畿大学生
物理
工学
部

大
阪
女
子
短

期大学 大阪芸術大学 大阪府
立大学

 大阪
大谷
大学
 和歌

山大
学

高
野
山
大
学
　
清
風
情
報
工
科
学
院

関西
福祉
科学
大学

 プ
ー
ル
学
院
大
学
 プ
ー
ル
学
院
大

学短
期大学部

近畿大学生
物理
工学
部

帝塚
山
学
院
大
学
　
羽
衣
国
際
大
学

　
阪
南
大学　　　　桃山学院大学　　   

帝塚
山
学
院
大
学
　
羽
衣
国
際
大
学

　
阪
南
大学　　　　桃山学院大学　　   

教

育ネ
ットワーク中国

キ
ャ
ン
パ

ス・コンソー
シ

ア
ム
函
館

教

育ネ
ットワーク中国

キ
ャ
ン
パ

ス・コンソー
シ

ア
ム
函
館

全17大学等の200科目
を学生が自由に受講

広域単位互換開講

提供科目はHPに掲載、
スマートフォンでも見る
ことができます

他大学等の講座で
単位を取得

センター科目（合宿型）

別紙－012

美都里
タイプライターテキスト
別紙3



別紙－013



 

 

 

 

別紙４    

南大阪地域大学コンソーシアム単位互換学生募集ちらし 
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通年

集中
講座

通年

集中
講座
©泉大津市おづみん

#0181

私たちの力でまちを活性化させよう！私たちの力でまちを活性化させよう！

科 目 提 供 校 ：和歌山大学
センター科目名：「消費生活論」　2 単位（集中講義）
期　　　　　間：平成 28 年 10 月 29 日（土）・30 日（日）・11 月 12 日（土）・13 日（日）
　　　　　　　　＜オプション＞平成 29 年 1 月 21 日（土）（自由参加）
場　　　　　所：泉大津市民会館 ほか
参　　加　　費：無料（ただし、当日の交通費や昼食代などは、自己負担となります）
締　　切　　日：平成 28 年 10 月 7 日（金）
申 込 み 方 法    ：所属大学の教務課（学務課）の窓口担当者にお申込み下さい。
参　加　条　件：南大阪地域大学コンソーシアム単位互換制度参加大学の学生

（大阪大谷大学、大阪芸術大学、大阪女子短期大学、大阪府立大学、関西福祉科学大学、近畿大学生物理工学部、高野山大学、
清風情報工科学院、帝塚山学院大学、羽衣国際大学、阪南大学、プール学院大学、プール学院大学短期大学部、桃山学院大学、和歌山大学）

「消費者市民社会の一員であることを理解し、
商店街の活性化に活かす」

「消費者市民社会」とは、だれもが行う消費行動が生

産に関わる人々や地球環境に影響を与えるということ

を考えて生活し、未来の子どもたちや社会のために公

正でよりよい発展をもたらすよう、積極的に参画する

社会のことです。消費者市民育成をめざす新しい消費

者教育では、より具体的で、能動的な学びが求められ

ています。講座では「地域における商店街の活性化」

を素材とし、その背景にある社会的課題を考えながら、

最終的に地域における行動する消費者市民となること

をめざします。

＊講座の詳しいお問い合わせは下記まで＊

この講座は南大阪地域大学コ

ンソーシアムの単位互換制度

の「和歌山大学提供科目」です。

評価に応じて、所属大学で単

位が認定されます。

受講定員 ２０名

（※最少履行人数 5名）

参加者募集中！

※申込締切後に、　選考を行います。

テーマテーマ

「消費生活論」

＜内容のお問い合わせ＞特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム事務局へ　
  〒591-8025　大阪府堺市北区長曽根町 130－42 さかい新事業創造センター１F
　  TEL 072-258-7646　FAX 072-258-7641　URL http://www.osaka-unicon.org/
＜申込のお問い合わせ＞和歌山大学 学務課教育推進係へ　
   〒640-8510　和歌山県和歌山市栄谷 930
　  TEL 073-457-7130　FAX 073-457-7100　URL http://www.wakayama-u.ac.jp/

消費者教育で理解したことを活かし、商店街を活性化しよう！

和歌山大学教職大学院の
「アクティブラーニング」が体験できます！

南大阪地域大学コンソーシアム

平成 28 年度　単位互換

和歌山大学提供科目

平成 28年度文部科学省
「『連携・協働による消費者教育推進事業』における消費者教育推進のための実証的共同研究」連携科目

協力 : 泉大津市、泉大津中央商店街
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消費生活の意味を考える

消費のあり方を人に伝えよう

「消費者教育推進法と消費者市民」について

私にとっての消費を考えよう

10/29（土）1日目1日目

子どもイベントの事例紹介

泉大津市を学ぶ

商店街を歩く

振り返り「市民育成とまちづくり」
泉大津市長 伊藤晴彦氏による講演（予定）

10/30（日）2日目2日目

イベント準備

教材作成

11/12（土）3日目3日目

イベント
「私たちのちからで商店街を活性化させよう！」

消費者教育のための特別講演会
「地球にやさしい暮らし方」

11/13（日）4日目4日目

1/ 21（土）課外講演会課外講演会
平成 29 年

イーデス・ハンソン
（女優、アムネスティインターナショナル元日本支部長）

指導教員

協力

会場

課外講演会講師

岡崎　裕（和歌山大学　教職大学院教授）
赤松純子（和歌山大学　教育学部教授）
上田慎二（鈴鹿大学短期大学部　准教授）

※課外講演会は自由参加です。
※課外講演会は和歌山県による事業です。

講座プログラム

「消費生活論」
私たちの力でまちを活性化させよう！

「消費生活論」
私たちの力でまちを活性化させよう！

通年集中講座

南大阪地
域大学コ

ンソーシ
アム

平成 28
年度　

単位互
換

和歌山
大学提

供科目

実習実習

ワークショップワークショップ

ワークショップワークショップ

ワークショップワークショップ

ワークショップワークショップ

9:30
〜16:00

10:30
〜17:00

10:00
〜15:00

13:30
〜15:30

9:30
〜16:00

講義講義

フィールドワークフィールドワーク

オリエンテーションオリエンテーション

講演講演

講演講演

講演講演

講演講演

泉大津市民会館

泉大津中央商店街

泉大津駅

大阪方面和歌山方面

南海本線「泉大津駅」徒歩 10 分
泉大津市民会館 ほか

会場：泉大津市民会館 会場：泉大津市民会館

会場：泉大津中央商店街、他

会場：和歌山県立図書館メディア・アート・ホール

会場：泉大津市民会館、他

泉大津市
泉大津中央商店街

※プログラムは予定です。変更となる場合があります。
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ティーチングアシスタント（TA）学生事後レポート 

 

和歌山大学経済学部３回生 

上田 ことみ 

 

１．事業の意義 

泉大津商店街の活性化を通じて一部ではあるが社会の現状を知り、そこで起きている社会

的課題を考え、そして自分たちの消費行動が地域、ひいては社会にどのように影響している

かを学ぶ良い機会であると考えた。 

 

２．事業の効果 

まず、消費者教育というものを講義で学び、自分たちの消費行動の一つひとつが社会、環

境、未来に影響を与えているのだということを自覚した。そして、今後の自分の消費行動を

改めて見直してみようと思う切っ掛けになった。 

次に、商店街というものの意義について学ぶことができた。今までは、衰退していくもの

ならそれは需要がないから衰退していくのであって、それならば活性化させてまで存続させ

なくてもいいのではないかと考えていたが、自分には必要がないように感じるだけで教育の

現場や地域に住む高齢者にとっては必要なものであり、決して需要がないのではないという

ことが分かった。 

また、子どもイベントについて学び、子ども達の視点に立って物事を見るということを経

験した。自分たちにとっては簡単な遊びで単純な行動だと思っていても、それは子どもには

難しくできないのだということを知ったときは、子どもにできることって改めて少ないのだ

と思った。その中で、遊びやおもちゃを提案するというのはとても考えさせられた。そして

実際に子ども達と接するときには、同じ目線で接するように心がけ、常にハサミなどの扱い

には注意しながらイベントを行った。子ども向けのイベントはとても色んなことに気を遣う

ということを身をもって体感した。 

 

３．事業の感想 

この事業に参加して色々な学びがあったことはもちろんのことですが、私にとっての一番

の収穫は、新しい価値観、新しい視点を得たことです。 

私は、今までは子どもと関わる機会があまりなく、子どもに対して苦手意識のようなもの

を持っていました。しかし、今回子どもと関わることでその苦手意識も改善されました。子

どもと同じ視点に立って物事を考えてみる。その経験は私にとってとても有意義なものとな

りました。 

そして消費者教育を学び、それをチームメンバーと深め合うことで新しい意見もうまれ、

自分の視野が広がっていきました。この消費者教育の考え方をより多くの人に伝えていき、

自分も一市民として持続可能な社会の実現のため日々の行動を考えようと思いました。 
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和歌山大学教育学部４回生 

藤原 舞人 

 

１．事業の意義 

まず、一番に学生に対して商店街の現状を目の当たりにさせることができるのが良いとこ

ろだと思います。今回の中央商店街は、お世辞にも栄えているとは言えない現状であり、住

民に意識されていない可能性も捨てきれません。では、このような商店街は少ないのかとい

うとそうでもないです。学生たちはいろいろな地域の出身でしたが、学生たちの地元にも同

じような商店街は必ずあるでしょう。今まで意識していなかったものを意識させることによ

って、泉大津以外の場所でも活躍できる学生を作り出せることが大きな意義だと思います。 

 また、学生たちにとって「消費者教育」を意識して学ぶことは少なく、学生たちに消費者

教育を意識させることができることも重要な要素の一つであるでしょう。 

 

２．事業の効果 

普段意識しない自分の「消費者」としての立場というのは、言われなければ自覚すらしな

いでしょう。この、意識していないけれども大きな力を意識できたことが一番の効果だと思

います。今後の消費活動で自分の意識を加えるかどうかという考えが生まれたことが大きか

ったです。 

 イベントでは、商店街の現状が見られたことが、やはり、一番大きかったのではないでし

ょうか。自転車に乗って通り抜ける住民の方やシャッターが閉まった店の多さは目立つもの

でありました。これは、住民にとって「商店街で買う」という選択肢が失われているもので

あり非常にもったいないことです。自分たちも、これを意識せずに生活していることが多く、

意識できたことも大きな成長だと思います。 

 

３．事業の感想 

 子どもに向けてイベントをするというのは貴重な経験であり、気を付けることも多かった

です。ですが、それを学べたことはそれ以上にいい財産になったと思います。 

 しかし、参加人数の面では、やはり残念な面もありました。まだ企画自体始まって期間が

立っていないというのもありますが、去年来ていた層と今年の層が全く違い、まだまだ浸透

していないのだと思います。この企画が地域に浸透し、地域の一部になれば、出し物ももっ

と消費者教育よりのことがしやすくなるのではないかと思います。 

 参加学校が複数あったので他行との交流の機会が多かったのもよかったです。普段関わら

ないからこそ、いろいろ視点が増え良い企画ができたのではないでしょうか。 

 来年も、そしてその先もこの企画が続き、住民の生活の一部になることができる日が来れ

ば本当の意味でこの企画の成功なのではないか。難しいことではあると思いますがそうなる

ことを願っています。 
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親子で楽しむ
「あそぶ/まなぶ」

イベント！
泉大津市中央商店
街に来てみんなで
楽しみながら体験
しませんか。

和歌山大学 消費者教育研究室 Presents

日時

場所 泉大津中央商店街
(泉大津駅から徒歩2分)

週に１回、

お好きな時間に

配布して

いただけます

<体験コーナー>

「牛乳パックでつくろう」

「毛糸でビュンビュン」

「おづみんボンボン」

そのほか…

消費者学習コーナー

日高川町サツマイモ

販売コーナーもあります。

<あそぼうコーナー>

「おづみんボーリング」

「PK(ピーケー)ジャイロ」

主催：和歌山大学、南大阪地域大学コンソーシアム、泉大津市教育委員会
H２８年度文部科学省「『連携•協働による消費者教育推進事業』における消費者教育推進のための実証的共同研究」事業

11/13(日) あさ10じ〜ごご３じ

＜消費者教育のための親子イベント＞

ザウルスであそぼう

中央商店街

泉大津市公式キャラクター
「おづみん」

<製作コーナー>

「ｴｺｻﾞｳﾙｽを作ろう」

商店街に３体の「ｴｺｻﾞｳﾙｽ」が

出現！ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙや空缶などの廃

物を使って製作します。（参加の

皆さんもペットボトル・空缶・段ボール

新聞紙等の古紙等の材料をお持ち寄

りください。）
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平成 28年度文部科学省 
「『連携・協働による消費者教育推進事業』における消費者教育推進のための実証的共同研究」 

 

消費者教育ワークブック  
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3 つの消費者教育 

 

Q：消費者教育とは何でしょう。 

その答えを見つける前に、まず「資本主
義」について考えましょう。私たちは日本を
はじめとした「資本主義」の社会に生きてい
ます。資本主義とは、簡単に言えば「資本」

すなわちお金が社会活動の基礎として位
置づけられ、その投下（投資）と回収
（利潤）によって人々が生活の糧を得る
ようなシステムのことです。したがって、投資
にはそれに見合う利益がなければ意味があ
りませんし、要するに代金に見合う商品で
なければお金を払う値打ちがないということ
です。第一義的には、そうした正しいお金の
使い方を学びましょう、というのが消費者教
育の出発地点です。 

ここで、ひとつ確認しなければならないの
は、資本の投下、つまりお金を使うとき、必
ずそれを受け取る相手がいる、ということで
す。そうした、言わば「取引相手」は自由な
資本市場においては、すべてのひとがその候
補となり、はっきり言えば「良い人」もいれば
「悪い人」もいる、ということなのです。お互
いの約束どおり、きちんとモノやサービスを提
供してくれれば良いのですが、時には約束
のモノやサービスが提供されなかったり、時に

は「約束」そのものがウソだったりする「悪い
人」もいます。そのような悪い人にダマされな 

いよう自分の身を守りましょう。それが消費
者教育の第二の目標です。 

さて、正しいお金の使い方をおぼえ、悪い
人にダマされないように気を付けることができ
れば、ひとまず「わたし」は安心です。ただ、
「資本主義」は、社会システムの一種なの
で、そこでは「社会」の存在が前提条件に
なっています。 

社会、すなわち多くの人々が共同で生
活する世界では、自分ひとりだけがダマされ
なければそれで良いということでは、より豊か
な未来を築くことは出来ません。一人ひとり
がみんなのために、言い換えれば「社会全
体のためにより良いお金の使い方、使われ
方を学ぶ」こと、それが消費者教育の第三
の目的、すなわち消費者市民教育の意義
なのです。 

消費者教育の基礎理解 
和歌山大学 岡崎 裕 

 

南大阪地域大学コンソーシアム 

マスコットキャラクター 

ハテナちゃん 

A1： 

 

A2： 

 

A3： 

消費者教育ワークブック

2

ME.A.TE

Date      .     .
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社会の動き（法律の制定等） 

＜消費者教育推進法＞ 

平成 24 年 12 月、国会において「消
費者教育の推進に関する法律（平成 24
年法律第 61号）」 が議決され、そこでは
消費者教育を「消費者の自立を支援する
ために行われる消費生活に関する教育及
びこれに準ずる啓発活動」と定義し、 「消
費者が主体的に消費者市民社会の形成
に参画することの重要性について理解及び
関心を深めるための教育を含む」と定めら
れました。 
ここでの重要なポイントは、やはり「消費

者市民社会」というキーワードの登場です。
それまで、どちらかというと消費者の（個人
としての）利益を守るための消費者教育、
すなわちダマされないための消費者教育が
多くを占めていたものが、社会全体の利益
が、時には個人的利益に優先するような
「消費者市民教育」が求められているので
す。これは決して「全体主義」などではなく、
むしろ「公共主義」とでも呼べるものかもし

れません。学校、企業、国や自治体、そ
して市民が連携し、消費者としての「市
民」を育成する新たな取り組みが求めら
れています。 
 

 
＜改正公職選挙法＞ 

平成 27年 6月、選挙権年齢を満 18
歳以上に引き下げることを主な内容とする
「公職選挙法の一部を改正する法律」が
成立しました。 

 

 
 
これにより新たに有権者となる若者の政

治的意識（市民意識）を育てる教育の
必要性が高まっています。こうしたなか、民
法における成年年齢の引き下げもあわせて
議論されており、これにより若い人たちの間
に消費者被害が拡大しないよう、 学校や
社会において消費者としての合理的な意
思決定能力を育む学習の機会を設けてい
く必要があります。 

 
＜改正消費者安全法＞ 

正式には平成 21年 6月施行の「消費
者安全法」を、平成 26 年 6 月に「不当
景品類及び不当表示防止法等の一部を

改正する等の法律」によって改正したものと
なります。高齢者に対する「振り込め詐欺」
の増加、また、食品、建造物、乗用車など、
あらゆる品目において頻発するいわゆる「偽
装」事件など、消費者を取り巻く環境は厳
しさを増すばかりです。こうした状況に対応
するため、法律では事業者の責任をより厳
格化し、併せて行政に対する消費者保護
のための施策の強化を促しています。 
こうした方策を進める手立てとして、国や

地方公共団体による消費者教育の推進、
および広報活動によって、「消費者安全の
確保に関し、国民の理解を深め、かつ、そ
の協力を得るよう努めなければならない」と
規定しています。 
 
＜中教審答申「地域連携」＞ 

平成 27 年 12 月の文部科学省中央
教育審議会答申「新しい時代の教育や地
方創生の実現に向けた学校と地域の連
携・協働の在り方と今後の推進方策につい
て」 では、学校を地域の教育拠点として名
実ともに再編し、地域の様々な公共機関
や団体、企業、そして学校が有機的なネッ
トワーク化を図りながら、相互に協力・連携
し、地域全体で教育と学びを展開していく
システムの構築等を目指しています。 

消費者教育、特に消費者市民の育成
においては、日常の消費生活を通じ、より
望ましい社会の構築を目指します。学校が
地域との連携を深めてゆく中で、生活の中
の消費をみつめる消費者教育の視点は、
ますます重要になります。 

 

消費者
市民 

ダマさ
れない
消費者 

お金の
使い方 

消費者 
市民教育 

公共
団体 

教育
機関 

市民
団体 

企業 

Q1：消費者市民社会に言及 

「           」 

Q2：市民意識育成の必要性 

「           」 

Q3：安全のための消費者教育 

「           」 

 

3
別紙－025



  
 

 

ワークショップ 
「消費者教育は、消費生活に関する知識
を修得し、これを適切な行動に結び付ける
ことができる実践的な能力が育まれることを
旨として行われなければならない。（消費
者教育推進法 第３条）」 

・・・近年、教育の方法論として、「アクテ
ィブラーニング」と呼ばれる方法が注目され
ており、今後の学校教育においてはそうした
手法が主流になるといわれています。これは、
「能動学習」と呼ばれるように、学ぶ側にお
ける学習姿勢（レディネス）の問題と、学
習の過程における活動主義（アクティビズ
ム）、そして、学習の結果として得られる社
会的行動（アクション）をもって、全体が
構成されるものです。 

 

消費者教育においても、そうした考え方
は既に明確に示されており、上記条文では、
消費者教育の学習過程をただ単なる知識
としてではなく、実際にそれぞれの場面で適
切な行動に結び付けることができるような実
践的能力の育成を求めています。 

 

 こうした背景のもと、ここでは具体的なアク
ティブラーニングの事例について考えてみまし
ょう。 

＜自分自身の消費について考える＞ 

・・・学びの結果が行動にいたるような、
実践的な学びを進めるために、先ずは学習
者自身の日常生活の検証から始める必要
があります。 

 ノルウェーの消費者教育学者ビクトリア・ト
ーレセンは、自身の文書のなかで消費者市
民教育について次のように語っています。 

 

ここでの注目すべきキーワードは、言うま
でもなく「選択（choice）」と「個人」です。
私たちの消費者としての日常生活は「選択」
の連続です。それぞれの局面において、その
「選択」が自分自身にとって正しい（利益
につながる）かどうかを考えるのは当然です
が、一方でその選択が社会的に適切かどう
かもあわせて考える必要がある。そしてそれ
は、あくまであなた「個人」としての判断にか
かっているのだ、ということなのです。 

この命題をアクティブラーニングとして考え
るならば、あなた自身が、あなた自身の経
験に照らしながら、あなた自身の方法によっ

て、あなた自身の日常の消費行動を検証
する、という作業になるでしょう。 

 

＜ひとに伝える＞ 

 ・・・「社会的な・・・」という表現を使うと
き、そこでは複数の人間集団における論
理が前提となります。「消費者市民」とい
う言葉が示す新しい消費者教育が求め
るものは、「わたし」から「わたしたち」への
視点の転換です。だからこそ、「いま」、
「わたし」が考えていることが「あなたにとっ
てどうですか？」、あるいは「わたしたちのと
ってどんな意味がありますか？」、と問いか
けるところから、社会的なコミュニケーション
につなげてゆくことが必要です。 

こうした作業は、あえて言えば「教材づ
くり」と呼ばれる作業に似ています。ただ、
その手法はあくまで伝える側、すなわちあ
なた自身の自由に委ねられます。それは、
「すごろく」や「クイズ」のような「あそび」の
形式になることもあれば、ストーリーやメタ
ファーをともなう「文芸」のかたちをとること
もあるでしょう。そのほかイラストや映像な
どのようなビジュアルをともなう方法や、演
劇やダンスなどもあり得ます。いずれの形
式をとるにしても、重要なことは社会的文
脈（他者とのコミュニケーション）をそのプ
ロセスと目的において常に意識することで
す。「消費者市民性」とは、まさにそうした
社会的文脈に消費を位置づけることなの
ですから。 

学習姿勢  
（レディネス） 

活動主義    
（アクティビズム） 

社会的行動 
（アクション） 

消費者市民とは、倫理的、社会

的、経済的、そして環境に配慮した思

想に基づいた選択(choice)が出来る個

人を意味する。 

Q：あなたの「消費」を社会的な
視点でとらえてみましょう。 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

Q：あなたの消費生活をふりかえ
り、ひとに伝えてみましょう。 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 

―――――――――――― 
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以下では、その一例を示します。   

 
 
（例 1）消費者教育クイズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1：夜にお弁当を買いにスーパーに行きました。賞味期限が今日までの半額になっているお弁当を買うか迷っています。 

A 買う  B 買わない 

Q2：インターネットで評判のよくない商品があります。本当によくないかどうかはわからないので買うか迷っています。 

A 買う  B 買わない 

Q3：環境にもよい太陽光発電。初期費用は高額だが将来のためになるので取り付けるか迷っています。 

A 取り付ける B 取り付けない 

Q4：違法な無料ダウンロードやコピー。だめなことだとわかっているけど、多くの友達がやっています。あなたは・・・ 

A する  B しない 

Q5：スーパーでお菓子を買おうとしたら、その隣に「フェアトレード」と書かれた少し値段の高いお菓子がありました。 

A 普通のお菓子を買う  B フェアトレードのお菓子を買う 

5
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（例２）お買い物はてな？すごろく   

 
（出典：南大阪地域大学コンソーシアム 消費者教育パンフレット） 
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ワークシート 

FreeSpace1                （あなたの思いをかたちにしてひとに伝えましょう！） 
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  【お問い合わせ】 

南大阪地域大学コンソーシアム 

  〒591-8025 堺市北区長曽根町 130-42 

さかい新事業創造センター1階 

  Tel：072-258-7646  Fax：072-258-7641 

  e-mail :  mconso@osaka-unicon.org 

  URL    :  http://www.osaka-unicon.org 

【お問い合わせ】
南大阪地域大学コンソーシアム
〒591−8025　堺市北区長曽根町130−42

さかい新事業創造センター1階
Tel：072−258−7646　Fax : 072−258−7641
E-mail：mconso@osaka-unicon.org
URL：http://www.osaka-unicon.org
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別紙－031



「消費生活論」（単位互換科目） 受講者アンケート 

 
 

所 属・大 学 学部・学年 氏   名 

   

 
Ｑ１ あなたの受講動機は？（いくつでも可）  

  １．講座内容に興味を待ったから  ２・自己啓発によいから  

  ３．他大学の先生の講義を聴けるから  ４．消費者教育に興味を持ったから  

５．他大学の学生や社会人と知り合うチャンスだから  ６．その他（          ） 

 

Ｑ２ 消費者教育のことを知っていましたか？（１つに○） 

① 被害にあわないための教育…………１．知っていた ２．知らなかった 

② 消費者市民社会の形成（新法）……１．知っていた ２．知らなかった 

 

Ｑ３ 受講してみて良かったことは？（いくつでも可） 

  １．消費者市民社会を理解できた   

２．毎日の消費行動が社会や経済に繋がっていて、色々な影響を与えていることを知った 

３．消費行動をとるときには、考えて選択することの大切さを知った  

４．持続可能な社会を実現するために人や地球や社会にやさしい企業活動をしている企業があるこ

とを知った  

５．普段の大学の講義とは異なる体験をした ６．他大学の先生の講義を聴けた 

７．他大学の学生や先生、大学以外の社会人等と知り合い、交友関係が広がった 

 

 

 

＜受講して面白かったこと＞ 

 

 

 

 

 

＜受講して難しかったこと＞ 

 

 

 

 

 

＜受講して気づいたこと＞ 

 

 

 

Ｑ４ 講座内容や実習方法についてどう思いましたか？（１．とてもよい ２．よい ３．ふつう ４．

あまりよくない ５．よくない） 

  １．新しい消費者教育について………………………………１  ２  ３  ４  ５  

２．「まちづくり（泉大津に関する学習）」について………１  ２  ３  ４  ５   

３．消費者教育イベント（準備活動を含む）について……１  ２  ３  ４  ５  

 

 

 

具体的な意見があれば 

 

   

Ｑ５ 2日目の泉大津市長による講演会についての感想をお書きください（自由記述） 

 

 

 

 

 

Ｑ８ その他自由な意見を裏面に書いてください。 

 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 
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別紙９   研究協議会内部評価アンケート紙 
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消費者教育事業 内部評価アンケート 
 

 

Ⅰ．運営体制に関する評価 

Ｑ１ 本取組体制は、「自治体における消費者教育推進のモデル化」となることをめざしていますが、

本研究協議会は推進体制として機能していると思いますか？ 

１．とても機能している ２．機能している３．あまり機能していない ４．全く機能していない 

 

Ｑ２ 機能しているのはどの部分だと思いますか？（複数回答可） 

  １．行政の関係各部署との連携（企画、商工労働、教育委、消費生活センター） 

  ２．企業との連携  ３．大学との連携  ４．市民団体との連携  ５．学生との連携   

６．市民との連携  ７．文部科学省、消費者庁との連携  ８．その他（           ） 

 

Ｑ３ 機能していないのはどの部分だと思いますか？（複数回答可） 

  １．行政の関係各部署との連携（企画、商工労働、教育委、消費生活センター） 

  ２．企業との連携  ３．大学との連携  ４．市民団体との連携  ５．学生との連携   

６．市民との連携  ７．文部科学省、消費者庁との連携  ８．その他（           ） 

 

Ｑ４ 消費者教育を進めていくにあたり、今後どのような体制にしていくのがよいと思いますか？ 

自由にご記述ください。 

 

 

Ⅱ．事業成果に関する評価 

Ｑ５ 本事業で実施した取組について、成果があったと思いますか？（複数回答可） 

１．南コンソの単位互換制度を活用した「消費者教育」科目の実施 

２．教材用のワークブックの作成     

３．商店街の活性化というテーマと連携させ消費者教育を普及啓発するための手法について新たな

商店街活性化モデルを提示 

 

その理由は？ 

課題は？ 

 

Ｑ６ 今回支援者モデルとして「消費者教育サポーターが講座の TA として参加しましたが、その仕組

みについてどう思いますか？ 

  １．とてもよい  ２．よい仕組み  ３．もう少し工夫が必要  ４．さらに工夫が必要 

 

よいところあるいは工夫が必要なところはどこですか？ 
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Ｑ７ 今回の取組での商店街との関わりについてどう思いますか？ 

  １．とてもよい  ２．よい  ３．もう少し工夫が必要  ４．さらに工夫が必要 

 

 

Ｑ８ 今回の取組での受講した学生の親子イベント参加についてどう思いますか？ 

  １．とてもよい  ２．よい  ３．もう少し工夫が必要  ４．さらに工夫が必要 

 

 

 

Ｑ９ その他自由にご意見を書いてください。 

 

 

 

アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。 

南大阪地域大学コンソーシアム 
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