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小学校低学年向 

ネット講座開発 

 

7 ページ 

すべての人 に消 費 者 教 育 を

食について考える 

 「パネルディスカッション」 

 新設された消費生活情報プラザで 

広報紙 

No.１６ May.2020

発行：   NPO法人 C・キッズ・ネットワーク   事務所 〒662-0832兵庫県西宮市甲風園 2-5-17-102   TEL/FAX：0798－31－2189 

ホームページ  http://ckids-net.org/  ※C・キッズ・ネットワークでもヒットします  Mail：ckids.net@gmail.com 



 

 

 

  

プログラム 

Part1 高校生向け講座を体験してみしよう！ 

契約の基礎を学ぶ 

若者がターゲットになる商法 

契約をやめるには 

ロールプレイ 

お金を借りる 

高校生向け講座のポイント 

Part2 高齢者向け講座を体験してみよう！ 

ロールプレイで学ぶ最近のトピックス 

｢悪質業者にまけんぞう！スゴロク｣ 

まとめ 

高齢者向け講座のポイント 

独立行政法人国民生活センター 理事 丸山達也様より 

 

「協働」による消費者教育・啓発の更なる取り組みを期待 

国民生活センター教育研修部では、地方公共団体の消費者行政職員や消費生活相談員等を対象に消費者教育に

携わる講師養成講座を実施しております。2019 年度には、その基礎コースにおいて、C・キッズ・ネットワーク

の大森理事長に、高校生と高齢者を対象とした 2 種類の消費者講座を実演していただくとともに、講座を実施す

る上でのポイントや、教材の効果的な活用方法について解説していただきました。 

高校生を対象とした講座では、大人数を想定し、スクール形式でパワーポイントを用い、ロールプレイを交えな

がら契約について学ぶ内容を、高齢者を対象とした講座では、少人数を想定し、グループ形式で、すごろくを用い

ながら悪徳商法の手口とその対応方法を学ぶ内容と、受講者の特性や場面を踏まえながら、参加型で人を惹きつけ

る楽しい講座を実演していただきました。 

受講者からは、「2 パターンの講座は内容が充実していてとても勉強になりました。高校生にはスピーディに、

高齢者は楽しく！が分かりました。」「若者、高齢者それぞれの特性に応じた講座の組み立てがとても参考になりま

した。」「経験豊富な体験が講座に活かされており、敬服しました。事前の準備など、素晴らしいです。」「講座の具

体的な手法、方法を目の当たりにできとても参考になりました。手口の紹介などもわかりやすく、使わせていただ

こうと思います。」などの感想が寄せられており、大変好評でした。 

C・キッズ・ネットワークはすでに地元の京阪神地域にて、子どもから高齢者、新卒社員や知的障がい者など幅

広い対象者向けの消費者教育講座の実践・実績を積み重ねていらっしゃっているところです。今回の当研修部での

講座で、これまで活動されていた地域の枠を超え、全国区で熱意あるその取り組みの一端を紹介する機会を提供で

きたのではないかと思っております。 

2022 年の民法成年年齢の引き下げなどが迫る中、消費者により身近な基礎的自治体(市町村)における消費者教

育・啓発の重要性も更に増してきています。C・キッズ・ネットワークは、市町村を中心に消費者教育・啓発の「協

働」に取り組んでおられますが、その際、消費者行政職員の方と綿密な打ち合わせを経て、与えられた様々な条件

の下、最大限の工夫を凝らして講座に取り組んでいられるとお聞きしています。願わくば、その取り組みの成果を

「糧」に、担当していただいた職員の方を引き続き「巻き込む」形で、消費者教育・啓発の重要性の認識を深めて

もらい、行政とともに消費者教育・啓発の裾野を着実に広げていく活動を引き続き展開していっていただけたらと

大いに期待しております。 

消費者教育に携わる講師養成講座（2019 年 4 月 25 日・5 月 21 日） 

カリキュラムについて 

回答者数：63 名 

82%

16%

2%

よかった まあよかった どちらともいえない受講生アンケート感想より 

・実演を通して受講する立場からの視点や講師としての
立場も実感することができた。 

・実際の講座を体験することができて講座のイメージが
わきました。 

・講座の実演でポイントが良くわかった。実演は楽しみ
ながら勉強できるので、参加して楽しい講座を作りた
いと思った。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月日 講座名・イベント名 対象 人数 講師 

7/26（金） 情報プラザ オープニングイベント 一般 47 Ｃ・キッズ  

8/23（金） 
夏休みこども消費生活講座 
かしこく使おう！ネットとゲーム 

親子 2 Ｃ・キッズ  

8/26（月） 
夏休みこども消費生活講座 
Ｌｅｔ’ｓトライ省エネすごろく for kids 

親子 4 Ｃ・キッズ  

9/25（水） 消費者団体見学会・○×クイズ 消費者団体 55 Ｃ・キッズ  

10/31（木） 
準備はＯＫ？ 人生 100年時代 
知って得する暮らしの諸制度（介護・医療編） 

一般 28 Ｃ・キッズ  

11/12（火） 
準備はＯＫ？ 人生 100年時代 
介護サービス・認知症サービスの受け方 

一般 25 
佛教大学 
 松岡千代教授 

11/14（木） 
消費者力アップ体験学習会 
悪質業者にまけんそう！スゴロク 

消費者団体 28 Ｃ・キッズ 

11/15（金） 
トライやるウィーク 
2世代、３世代で考える”金銭教育” 

中学生・ 
一般 

21 
生活経済研究所 有田敬三氏 
Ｃ・キッズ 

12/2（月） 
準備はＯＫ？ 人生 100年時代 
「終活」身じまい・墓じまい 

一般 26 
シニア生活文化研究所所長 
小谷みどり氏 

12/5（木） 
親子講座＋交流会 
どんなおやつ食べているの？ 

親子 
（乳幼児） 

6 Ｃ・キッズ 

12/19（木） 
シニアにおすすめ消費生活講座 
 スマホ・ケータイ安全教室 

一般 35 ＡＣＡＰ ㈱ＮＴＴドコモ 

1/17（金） 
シニアにおすすめ消費生活講座 
 キャッシュレス決済の基礎知識 

一般 32 
生活経済研究所 
有田敬三氏 

1/27（月） 
シニアにおすすめ消費生活講座 
 相続の基礎知識 

一般 22 
ひょうご消費者ネット 
 吉江直記氏 

1/30（木） 
「食」について考える消費生活講座 
 発酵食品とのかしこい付き合い方 

一般 57 
神戸大学大学院 
 山下陽子准教授 

2/6（木） 
「食」について考える消費生活講座 
 食品を上手に片づける節約術 

一般 42 
整理収納アドバイザー 
 竹裏由佳氏 

2/13（木） 
特別支援学校 
悪質業者にまけんそう！スゴロク（若者版）  

学生・教員 6 C・キッズ  

2/14（金） 
「食」について考える消費生活講座 
 映画「０円キッチン」上映会 

一般 38  

2/20（木） 
消費者力アップ体験学習会 
悪質業者にまけんそう！スゴロク 

消費者団体 16 C・キッズ  

2/21（金） 
 「食」について考える消費生活講座 
 減らそう食品ロス＆フードドライブ 

一般 27 
フードバンク関西・食 deつながろ 
フードサルベージ・C・キッズ 

兵庫県立消費生活総合センター 消費生活情報プラザ 

2019 年 7 月、兵庫県立消費生活総合センター（旧兵庫県生活科学総合センター）が 

リニューアルして、県民が気軽に集い、消費者問題を学び、交流の輪を広げる場となる 

「消費生活情報プラザ」が開設されました。 

C・キッズ・ネットワークは、消費生活情報プラザ交流ゾーンの運営業務を行うこととなり、 

3 名の会員が交代で消費生活情報プラザアドバイザーを担当しています。 

アドバイザーとして業務をしているのは 3 名ですが、C・キッズのメンバーは、講座の講師はもちろん、実施する 

企画の発案、購入図書の推薦などさまざまな面で協力しています。 

ポートアイランドという立地のため、当初は参加者集めに苦労しましたが、県の職員と共に広報に努め、徐々に参加

者が増えています。今年度は、新型コロナウィルスの影響がありますので、Web を使うなどの企画も実施できればと

思っています。 

 

オープニングイベント 

啓発講座の企画・運営 

消費者団体見学会 

知って得する暮らしの諸制度 

プラザの窓口業務 

主な仕事内容 

消費者教育に関する図書の管理 

ポスター・教材の作成 



 

 

 

 

  

2019 年度 活動報告 

 

各地の幼稚園・小中学校・高校・支援学校・学童などで出前講座 

姫路市立養護学校 
「ＴＰＯってな～に？」 

西宮市立小学校 
「もったいない！食べものを大切に」 

宝塚市児童育成会 
「かしこく使おう！ネットとゲーム」 

姫路市立特別支援学校 
「悪質業者にまけんぞう！スゴロク」 

神戸市立児童館 
「旬をさがそう！」 

神戸市立児童館 
「カイタローくんとエコちゃんの夏休み」 

豊中市立小学校 
「じょうずな洗濯」 

豊中市立小学校 
「おやつ調査隊」 

伊丹市の子ども食堂 
「もったいない！食べものを大切に」 

伊丹市の高齢者施設 
「かんたん元気にお助けメニュー」 

新たに姫路の高校や伊丹の子ども食堂でも講座を実施 

 

東洋大姫路高校 
「契約ってな～に？」 

 

 

独立行政法人国民生活センターで講師養成講座 

消費者教育に携わる講師養成講座【基礎コース】で講師を務める 

 
高校生向け講座を体験 
～契約の基礎を学ぶ～ 

高齢者向け講座を体験 
～悪質業者にまけんぞう！スゴロク～ 



 

 

 

 

  

2019 年度 活動報告 

 

楽しく学べる消費者教育をイベントで実践 

川西まつり 11/10 

伊丹市消費者のつどい 11/23 

東大阪市消費生活展 11/9 

姫路イオンモール 9/14 

兵庫県民農林漁業祭 10/20 
/9 

西宮市消費生活展 11/17 

各地のイベントに参加 

 

 

改良・新規開発教材 
 

 

兵庫県立消費生活総合センター 

消費生活情報プラザ運営業務を受託 

窓口業務 

消費者教育に関する図書の管理 

啓発講座の企画・運営 

「悪質業者にまけんぞう！スゴロク」 
若者版 

若者が被害に遭いやすいトラブル事例の 
手口と対処方法が学べるスゴロク 

小学生向け情報講座教材 
「ゲームのやくそくからくりカード」 

折って完成させると 
講座の振り返りになる教材 



 

 

 

 

 

  

2019 年度 

順位 プログラム名 講座数 受講者数 

1 情報 賢く使おう！ネットとスマホ 44 1,993 

2 情報 かしこく使おう！ネットとゲーム 34 1,019 

3 契約 若者の契約トラブル 28 1,820 

4 食育 元気モリモリ朝ごはん 24 589 

5 契約 悪質業者に強くなる講座 20 589 

6 金銭 プレゼントの値段 18 489 

7 金銭 知って使おう！カードいろいろ 16 353 

8 金銭 おつかい上手にできるかな？ 15 377 

9 契約 契約ってな～に？ 12 729 

10 金銭 Let'sトライ商売！本日開店“たこ焼き屋さん” 10 549 

10 食育 もったいない！食べ物を大切に 10 280 

12 食育 おやつ調査隊 9 383 

13 契約 悪質業者にまけんぞう！スゴロク 8 256 

13 食育 パワーアップ朝ごはん 8 246 

13 被服 じょうずな洗濯 8 94 

16 環境 環境マークパズル 7 261 

16 くらしの知識 知って得する暮らしの諸制度 7 186 

16 食育 どんなおやつたべてるの？ 7 163 

16 くらしの知識 終活・相続対策のアレコレ 7 158 

20 くらしの知識 成長と共に危ない!!は変わる 6 59 

2019 年度 出前講座ベスト 20 

出前講座件数ベスト 20 を紹介します。 

1 位と２位が、情報教育

(ネット)の講座でした。 

7 ページの講座紹介でとり

あげています。 

｢元気モリモリ朝ごはん｣は、

改良を行い学童で実施し、 

講座数が増えました。 

成年年齢引き下げを前に

｢若者の契約トラブル｣ 

｢契約ってな～に？｣など 

高校・中学での契約関連の

講座が増加しました。 

2015～2019 年度の 5 年間計でも
「賢く使おう！ネットとスマホ」が 
1 位でした。学童保育で実施している
講座が上位にランクインしています。 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

プログラム 

電子紙芝居「アイスクリームがとけちゃった！」 

ゲームをしすぎないこと、ルールを守ることなど

を紙芝居を通じて考える 

これって大丈夫？  

ネットで遭遇する事例について、これって大丈夫

か立ち止まって考えることを学ぶ 

○×クイズ 

クイズに答えながら、ネットや LINE のマナー 

などについて学ぶ 

工作「ゲームのやくそく からくりカード」 

（工作は学童保育講座のみ実施） 

プログラム 

これって大丈夫？  

ネットで遭遇する事例について、これって大丈夫か

立ち止まって考えることを学ぶ 

２コマ漫画 

「サーバー型プリカ」「他人の写真を UP すると」 

電子紙芝居「ぼく、どうしちゃったんだろう…」 

ゲームをしすぎないこと、依存症について、 

ネットに振り回されないことを考える 

○×クイズ 

クイズに答えながら、ネットや LINE のマナー 

などについて学ぶ 

講座紹介・教材紹介 

ネット講座ラインナップがさらに充実 

小学校低学年向けのネット講座を開発しました！ 
スマートフォンの急速な普及など、社会の情報化の加速に伴い、 

ネット利用の低年齢化が進んでいます。 

 ネット関連の情報教育の講座は 2005 年に中学校からスタートし、

小学校高学年や高校、特別支援学校で実施してきましたが、学童保育

でも「ネットの講座を行ってほしい」という要望の声があがりました。

そこで、学童保育・小学校低学年対象の「かしこく使おう！ネットと

ゲーム」、小学校３・４年生対象の「かしこく使おう！ネットとスマホ」

を 2019 年に開発しました。ネット利用のモラルに加え、「ゲームをし

すぎないこと」をとりあげ、学童・低学年向けについてはプログラム

名も「ネットとゲーム」としています。 

学童保育・小学校低学年向け 

「かしこく使おう！ネットとゲーム」 

小学校３・４年生向け 

「かしこく使おう！ネットとスマホ」 

「紙芝居」 
子どもたちの大好きな
紙芝居を見て、ゲーム
について考えます 

「これって大丈夫？」 
具体的な事例をわかり
やすく紹介 

「２コマ漫画」 
身近にあるトラ
ブル事例をとり
あげています 

受講生アンケートより 
・まえはゲームする時間をきめてなかったけど、これから時
間をきめてゲームをします（３年生） 

・インターネットとゲームはき険だけど正しく使えば安全に
できるから正しくルールを守ってやりたいと思いました
（２年生） 

・ネットではまもらないといけないことがいっぱいあった
（3 年生） 

受講生アンケートより 
・ネットをやる時は、今日ならったルールをちゃんとおぼえ
て、ネットを使いたいです（3 年生） 

・紙しばいや 2 コマまんがで説明しているから、わかりやすか
った。まとめた紙もくれたので、自分がスマホを使う時も役
に立つと思う（4 年生） 

・ネットのこわさを知れて役に立つと思った。クイズも役に立
つしたのしかった（4 年生） 

悪質業者にまけんぞう！スゴロクの若者版 

ができました！ 
2022 年 4 月 1 日から成年年齢が 20 歳から 18 歳に引き下

げられます。悪質業者にとって、知識や経験の乏しい若い成人

達はまさにターゲット。「わかりやすい教材を」という特別支援

学校の先生の声に応え、「悪質業者にまけんぞう！スゴロク」の

若者版を作成しました。若者が被害に遭いやすい 15 のトラブ

ル事例の手口と対処方法が遊びながら学べます。 



 

 

 

 

 

 

先端医療と保険適用 

公的医療保険の適用について、最近の動向を述べる。 

（１）「がん」治療に係わる事例を説明する。 

イ．治療法では、先進医療のひとつ、粒子線治療が保険適用となり、前立腺がんや骨軟部腫瘍（切除非適応） 

などの治療に適用された。粒子線治療は、水素原子や炭素原子を加速しそのエネルギーを、直接、がん細

胞に当てて放出させるもので、放射線治療に比べ正常細胞へのダメージは殆んどない。公的保険が適用さ

れないと約 300 万円掛かる。 

ロ．治療薬では、オプジーボ、キムリアが保険適用となった。オプジーボは、特定の７種のがん（胃がん、悪

性黒色腫など）に投薬された場合にのみ、保険適用される。キムリアは、白血病適応で薬価は１回当り約

3,349 万円と極めて高額である。 

ハ．検査法では、ゲノム検査が保険適用となった。これは遺伝子の異常を調べて、その人に合った最適な薬を

探す検査で、費用は約 60 万円掛かる。ゲノム検査の課題として、保険適用が手術、薬、放射線の標準治療

を終えて効果のない患者本人に限定される点である。遺伝子異常はメンデルの法則に従い、親・子 50％、

祖父母・孫 25％の確率で現れるため、患者本人のみしか保険適用されないのは、十分な対応とは云えな

い。今後、この制約はなくなる可能性はある。また、ゲノム検査を全額自費で行った場合、後で適当な薬

が見つかっても保険適用外の扱いとなる点も課題である。 

（２）保険適用により費用の自己負担は、１割～３割となる。さらに、高額療養費制度を利用すれば、一定の上

限を超えた金額については、払い戻し、または支払い不要となるので、かなり安くて済む。この上限額は、

年齢・所得によって異なり、例えば、70 歳未満で基準総所得金額が 210 万円～600 万円（年間）以下の人

は、8 万円＋α（月間）程度である。 

（３）上述とは逆に、現在保険適用の薬を適用外とすることが検討されており、保険ではもらえなくなる可能性

がある。例えば、市販品で代替できる、湿布薬・花粉症薬・うがい薬・保湿剤・ビタミン剤などである。 

保険適用は、今後も変更される可能性が大きく、その動向に注意が必要である。（Ｃ・キッズ会員 Ｓ・Ｓ） 

 

 

消費生活の豆知識 

 

新講座紹介 

～編集後記～ 

今、世界では新型コロナウィルスが猛威を振るって大変な状況

です。一刻も早く流行が終息して、講座やイベントに出向ける

日が来ることを願っています。 

2020 年 5 月  広報一同 

 

パソコン、スマートフォン 

どちらからでもアクセス 

できます 

 

 

開設以来のリニューアルです。内容を整理して 

見やすくてわかりやすいサイトに一新しました。 

新しいホームページのアドレスは 

http://ckids-net.org/ 

ホームページをリニューアルしました！ 

 


