
本時の流れ3
学習内容 主な教師・生徒の活動 指導上の留意点 資料

ライフプランと
長期の家庭経
済計画

【説明・解説】
◯（これまでに学習した）ライフプランについ
て振り返り、長期の家庭経済計画が必要
なことを確認する。¹

○「収入と支出は連動して増減しない」「余
裕のあるときに将来の備えをすることが
必要」というポイントをおさえる。
○資産形成について考えるきっかけとする。

導
入
5
分

積立投資は
どんなもの

【事例検討】
◯資産形成の方法に積立てがあることを確
認する。²
•１００万円を用意するには？
•３０年積立だと？
【説明・解説】
◯投資における積立ての利点を確認する。³
◯預貯金と投資の違いを確認する。⁵

○口座自動振替など実例を上げて、簡単に
取り組めることに気付かせる。

○「高値で少なく安値で多く」手にできる、定
額積み立ての利点を確認する。⁴

○「自らがお金の行き先を決める」投資の特
徴を伝える。

展
開
①
15
分

展
開
②
25
分

持続可能な社会を目指す
長期家庭経済計画
～社会を支える資産形成と自らのライフプラン・スタイルをつなげる～2-1

本時の学習目標1

評価規準2
（知識・技能）
•ライフプランと長期の家庭経済計画の関係、日々の暮らしの積み重ねから長期の家庭経済計画に
取り組めることを理解している。

（思考・判断・表現）
•投資を含む個人の資産形成が社会を支え、持続可能な社会の形成につながることについて関連付け
て課題を設定し、課題解決に向けて考え工夫している。

•ライフプランと長期の家庭経済計画の関係、日々の暮らしの積み重ねから長期の家庭経済計画に取り
組めることを理解する。

•投資を含む個人の資産形成が社会を支え、持続可能な社会の形成につながることについて関連付けて
課題を設定し、課題解決に向けて考え工夫する。

【個人ワーク】
◯教員が示した選択肢を参考にしながら、
社会の中でお金をどのようなことに活か
したいか（投資を行うか）考える。⁵

【発展学習】
◯30年後の理想の暮らしを実現させるため
の、積立投資を考える。⁶

○SDGs（持続可能な開発目標）の達成に
対する取組や地域社会を支える人・企業
の選択肢を示す。

　（例）再生可能エネルギー利用などの脱炭
素への取組、淡水化技術の開発をし
ている企業、地元の人々の健康増進
に取り組んでいる企業　など

社会を支える
資産形成を考
えよう

ワークシート
Q1

²

ワークシート
Q2

³

ワークシート
Q3

⁵

ワークシート
Q4

⁵

発展学習
⁶

参考資料5
¹

参考資料5
⁴
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○30年後の自分の暮らしと関連付けられる
ように（ここまでに学習しておいた）ライフ
プランなどを参考にできるとよい。
○生徒の実態に応じて、自身のライフプラン
やライフスタイルと投資を関連付けて考
え、生活における経済の計画について結
び付けて考えさせる。

○自分を含めた一人一人の行動が、社会の
あり方に深く関わっていることに気付かせ
る。

展
開
②
25
分

本時の
まとめ

【説明・解説】
•長期の家庭経済計画と資産形成の関係
について確認する。
•自らの資産形成が社会やそのあり方とつ
ながっていること確認する。

ま
と
め
5
分

生徒用ワークシートの解答・解答例4
Q１　（１）36,000円、（２）1,080,000円
Q２　（１）３０株、（２）２０株、（３） a 多く ／ b 少なく
Q３　

Q４　省略
発展学習　省略

参考資料・用語集5
　勤労者世帯の年齢階層別収支（2018年/平成30年）
　「暮らしと金融なんでもデータ」　知るぽると（金融広報中央委員会）
　＜https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/stat/stat001.html＞

　SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン　国際連合広報センター
　＜https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/＞

貯金箱に入っている

銀行に預貯金として預けてある

株式や債券に投資する

ない

ある

ある

決められる

決められない

決められる

お金の所在 自分以外の人の役に立つことは 誰のためにお金を使うのか
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※ただし、定額購入法（ドル・コスト平均法）によって投資収益が確実になるものではなく、場合によっては（例えば、購入する金融商品の価格が
　下落し続けるなど）、損失を被る場合があります。

定額購入法の場合

株価の動き

例えば、下記のような株価の動きの場合

定量購入法の場合

購入額 10,000円

1,000円

1,500円

500円

1,000円

10,000円 10,000円 10,000円 40,000円 858.3円

購入株数 10株 6.6株 20株 10株 46.6株 1株あたり

合計 平均購入価格

購入額 10,000円 15,000円 5,000円 10,000円 40,000円 1,000円

購入株数 10株 10株 10株 10株 40株 1株あたり

すると、株価が安いときは多
く、株価が高いときは少ない
株数を購入することになり、
結果として１株当たりの購入
価格は平均化されます。

毎回同じ数量を買い付ける

購入法（ドル・コスト平均

を安くすることができます。

「定額購入法（ドル・コスト平均法）」とは

定額購入法（ドル・コスト平均法）とは、値上がり・値下がりする株式や投資信託のリスクを低減させるために、毎回一定
金額ずつ買い付ける方法のことです。
毎回同じ数量を買い付ける「定量購入法」でも購入価格は平均化されますが、「定額購入法」のほうが平均購入価格を
安くすることができます。

■「定額購入法（ドル・コスト平均法）」と「定量購入法」の例

定額購入法
ドル・コスト平均法

定量購入法
毎回、同じ
「購入額」（1万円）で
購入する。

毎回、同じ
「数量」（10株など）を
購入する。

【出典】サクサクわかる！資産運用と証券投資 スタートブック（２０２１年版）日本証券業協会

積立投資の方法（定額購入法（ドル・コスト平均法）、定量購入法）
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　 用語集

会社が事業資金を調達するために発行するもの

複数の投資家から集めたお金を大きな資金としてまとめ、資産運用
の専門家が投資・運用し、その運用の成果として生まれた利益を投
資家に還元する商品

国、地方公共団体、会社等が多数の投資家からお金を借りるときに
発行するもの。返済期限（満期）になると借りたお金を全額返さなけ
ればならない。また、お金を借りている間は、そのお金の“使用料”とし
て利息を支払う約束になっている。

専用の口座で、例えば毎月など、定期的に一定額を積み立てる方法
で、金融商品を少額ずつ購入すること

予め指定した口座から、毎月指定の日に指定の金額を、指定した振
込先に自動で振り込むサービス

株 式

投 資 信 託

積 立 投 資

口座自動振替

債 券

【出典】日本証券業協会　投資の時間　金融・証券用語集　など
＜https://www.jsda.or.jp/jikan/word/＞
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■毎月5万円積立の場合の利息の増え方
（金利5％、 1年複利、 利息は税抜き前）
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　生徒用ワークシートQ1のようにお金を貯める際に、「貯金箱にお金を入れる」方法だと、入れた
金額の合計額になります。しかし、「銀行に預けた方がよい（預貯金）」と考え「その場合の利息
は？」と進んだ場合、「単利と複利」について考えることに発展させられます。
　単利は、当初預け入れた元本に対してのみ利息が付きます。

　複利は、一定期間ごとに、得られた利息を元本に加えて運用するため、同じ金利の場合には単
利よりも利回りは高くなります。
　1年複利の場合、計算式は以下のようになります。短期間では余り大きな差になりませんが、長
期間になると差が大きくなり、複利のほうが有利になります。

【出典】全国銀行協会ウェブサイト　教えて！くらしと銀行 より作成
＜https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-b/4025/＞

コラム① 単利・複利とは？

元利合計＝元金×（1＋年利率/100×預入期間）

◯単利の計算式

◯複利の計算式

元利合計＝元金×（1＋年利率/100）年数
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3つの観点から見た、金融商品の比較例

普通預金

国内債券

国内株式

収益性は高くはないが
安全性、流動性は高い

安全性は低くても高い
収益性が期待できる

収益性も少しありつつ
安全性も高い

安全性 収益性 流動性

も
と
つ
３

　の
い
な
は
品
商

金融商品の特徴　3つの観点
　金融商品には様々な特徴があり、安全性・収益性・流動性の3つの観点で整理すると、わかりや
すくなります。「安全性」が高いものは元本が減りにくく、「安全性」が低いものは元本が減ったりなく
なったりするおそれがあります。中でも「元本保証」の金融商品は安全性が特に高いです。「収益
性」の高いものは元本よりもふえることが期待でき、「収益性」の低いものは元本よりふえることは
期待できません。「流動性」の高いものは必要な時にすぐに換金でき、「流動性」の低いものはすぐ
に換金できないおそれがあります。手続き上、いつでも自分の好きな時に換金できる金融商品で
も、実際には「値動きを考慮して換金するタイミングを決める」ものは、「流動性が低い」とします。

　この3つの観点は、一般に次のような関係にあります。
　•安全性が高い（低い）と収益性が低い（高い）
　安全性が高く元本が減らない金融商品は、値動きが少ない金融商品です。従って、元本が大き
くふえることは期待できません。元本がふえることを期待できる金融商品は概ね値動きがある金融
商品です。「容易に2倍になる金融商品は容易に半額になる」とする見方もあるほどです。従って、
「安全性と収益性の両方が高い金融商品はない」と考えます。
　また、収益性と流動性も次のような関係にあります。
　•収益性が高い（低い）と流動性が低い（高い）
　収益性の高い金融商品には値動きがあるので、たとえ自分の好きな時に換金する手続きができ
たとしても、実際には元本より大きく減っている時には換金をためらうものです。自分の考えだけで
換金のタイミングを決められません。元本より減ることがなく換金の手続きも容易な普通預金は流
動性の高い金融商品と言えます。安全性の高い金融商品の中で換金手続きの容易なものだけが
「流動性が高い」といえるわけです。「安全性と収益性の両方が高い金融商品はない」ので、「流動
性と収益性の両方が高い金融商品はない」ことになります。「安全性」と「流動性」については、両
方とも高い金融商品もあれば、定期預金のような「安全性は高いが流動性は高くない」金融商品
もあります。
　このように、安全性・収益性・流動性の3つとも高い金融商品はないので、「自分にとって必要な
のは、どの商品？」と考えながら、金融商品を選ぶことがとても大切になります。

コラム②

【出典】サクサクわかる！ 資産運用と証券投資 スタートブック（２０２１年版） 日本証券業協会
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　貯蓄の目的は様々です。金融商品の特徴を整理する3つの観点（安全性・流動性・収益性）のど
れを重視したらよいか、貯蓄の目的ごとに見ていくと、次のようになります。
（１）使う時期や金額がほぼ決まっているお金
 　目減りしたり無くなったりすると、予定していたことができなくなる（大幅な見直しや取り止め
につながる）お金であり、優先するのは安全性です。お金の具体例としては、次のようなものが
挙げられます。

 　•５年後に住宅を購入したいので、今の内に頭金を貯めたい
 　•大学進学希望の高校生の子供がいるので、入学資金を用意したい
 　かつてはここに老後の生活資金も含めましたが、「長期の貯蓄になるので緩やかにふえるも
のを選びたい」とする人もいるので、現在は「まずはともかく安全性」と言い切れないところが
あります（とは言え、大幅に減ったりなくなったりすると、とても困った状況になることが予想さ
れます）。

（２）使う時期・金額が不明なお金
 　必要な時にすぐに用意できないと困る（用意できないと借りることになり、後日、元本＋手数
料が必要になる）お金で優先するのは流動性です。お金の具体例としては、次のようなものが
挙げられます。

 　•日常の生活のための資金
 　•事故や病気などの不測の事態に対応するための準備資金

（３）上記（1）（2）のようなお金はきちんと取り分けてあり、その上で余裕のあるお金を積極的にふ
やしたいと思う時に優先するのは収益性です。収益性には、「積極的にふやしたいと思うかど
うか」という、個人の価値観が関わります。

　金融商品に投資する際のリスクを抑えるのに分散させるという考え方があります。主な分散の
方法は、下記の3つです。
　（１）資産の分散（預貯金と株式、債券のように特徴の異なる複数の資産を組み合わせる）
　（２）地域の分散（複数の地域や通貨を組み合わせる）
　（３）時間の分散（投資するタイミングを分ける）
　「積立投資」は自ずと、（３）時間の分散をしていることになります。また、一時の値動きだけを追
わずに中長期的な投資をすることで、回避できるリスクもあります。例えば、リーマンショックや新型
コロナウイルス感染症の流行のように世界的に大きな影響を与える出来事があると、「大きな収
益は期待できないが、大きく減ることもないだろう」と考えられていたものでも、短期間で価格が大
幅に下落することもあります。そのような時に慌てて換金すると、大きな損失となります。
　一方で「すぐに必要なお金ではないから、しばらく様子を見よう」と、落ち着いて長い目で考えら
れると、出来事の影響が去って、次第に値が戻ってくることも大いに期待できます。短期の値動き
に一喜一憂することなく、中長期的な視点を持つことも、投資には大切です。

貯蓄の目的と3つの観点コラム③

投資のリスクを軽減するには？コラム④
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　すぐに必要なお金あるいは少しでも減ったら困ってしまうお金を投資に回すことはできませんが、
余裕の範囲のお金を少しずつ積み立てる投資なら、取り組める人も多いはずです。自分にとっては
「資産形成」、投資をする企業に対しては、「新たな技術の開発、地域社会に貢献する取組を支え、
応援する」。そのような投資に興味があれば、自分でよく調べ、納得の上で、投資先や方法・金額を
決めることが大切です。応援した人の仕事がうまくいき、生じた利益によって、元本以上のお金を手
にすることがありますが、それは、「誰かが損した分が自分の利益になった」わけではありません。
　投資を始めた後も、一度投資をしたら放っておくのではなく、定期的に「今どうなっているか？」を
気にかけることも、とても大切です。例えば、日々の株価の値動きを気にかけることで社会の動きを
学んだり、国際的な出来事に関心を持ったり、世界を広げる機会にもできます。
　「投資をして、日々の株価の値動きを気にしている時間や余裕があるなら、自分の仕事を頑張っ
て稼げばよい」と考える人もいるかもしれません。その人の置かれた状況や時期によっては、「あな
がち間違ってはいない」こともあります。しかしながら、「お金自身にお金を稼いでもらう」という考え
方もあります。
　暮らしの節目でライフプランを見直すように、投資や金融商品との関わり方も、自分や家族の状
況や考えを整理して、必要に応じて見直すことが何より大切です。金融機関に行けば、金融商品に
ついて詳しい説明を聞くことはできますが、自分や家族の今の暮らしや将来について「考えるのは
自分」なのは、投資にもライフプランにも共通です。

投資は自己責任　自分自身でよく考えようコラム⑤
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貯金箱に入っている

銀行に預貯金として預けてある

株式や債券に投資する

ある　　・　　ない

ある　　・　　ない

ある　　・　　ない

決められる ・ 決められない

決められる ・ 決められない

決められる ・ 決められない

お金の所在 自分以外の人の役に立つことは 誰のためにお金を使うのか

　　年　　組　　番　名前　　　　　　　　　　　　  　

（1）　１か月に3，000円ずつお金を貯めたら、1年でいくらになるだろう？

（2）　（1）を30年続けたら、いくらになるだろう？

Q1

お金はそれぞれ、社会のどのような場所で活かされるだろう？Q3

Q1を投資で行う場合（積立投資をする場合）には、一度に100万円投資することと比べると、
どのような利点があるだろう？積み立てで株式投資する場面を考えてみよう。

（1）　1株1，000円の月には、30,000円で何株が手に入るだろう？

（2）　1株1，500円の月には、30,000円で何株が手に入るだろう？

（3）　毎回一定金額ずつ買い付ける積立投資は、株価が安い時に（ a　多く　・　少なく　）手に入れ、
 株価が高い時に（ ｂ　多く　・　少なく　）手に入れる方法

Q2

社会の中でお金をどのようなことに活かしたいか（投資を行うか）考えてみよう。
応援したい企業の取組、支えたい人などを挙げてみよう。

Q4

～持続可能な社会を目指す長期家庭経済計画～

A.

A.

A.

A.

（例 SDGｓの達成に意欲的に取り組む企業や地元の人たちなど）

ワークシート



30年後の自分はどのような暮らしをしているだろう？何が好きだろう？今の趣味を続けている？
自分が理想とする暮らしのためには、どのくらいの金額が必要なのかイメージしてみよう。

30年後の自分が理想とする暮らしのために、積立投資のプランを考えてみよう。

発展学習

ワークシート




