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「こどもには、お金 の 心 配 を
させたくない」は間 違 い

うのではないかという心配があるのでしょ

うね。

このような状況ですから、むしろ、家計が

ために進学してあげよう」
と思っています。

学に行かせたい」と思い、こどもは「親の

坂東 親は「どんなことをしても、必ず大
のはとても難しいので、避けて通る親たち

厳しくて「両親は生活費や学費のために苦

池 上 〝 お 金 に 関 す る 教 育 〟を 家 庭 で 行 う
が多いようです。その点について、坂東さ

労しているんだな」とわかっている家のこ

ると思います。

ってほしい」と考えすぎているのではない

どもらしく、お金の心配なんてしないで育

の場合、家庭ではどんな教育が必要になる

になる」という目的もあると思います。こ

池上 お金に関する教育には「よき消費者

こどもの年齢に合った
家庭内での〝消費者教育〟

かと思います。

のでしょうか。

では、小学生の場合はどうでしょう。

池上 年齢に合った教育が大事ですからね。

坂東 こどもの年齢によっても違います。

ような教育をすればよいのでしょうか。

池上 その感覚を持たせるためには、どの

ちに身につけてもらいたいのです。

消費者としての〝身の丈感覚〟をこどもた

坂東 「身の丈」
って良い言葉ですね。
そう、

うことでしょうか。

の消費が身の丈に合ったものだと、そうい

らいのお金がかかる。だから、これくらい

池上 これくらいの生活をするにはこれく

的な経済感覚を持たせてあげたいですね。

くらいの生活をしているんだ」という現実

言ってすごく貧乏でもない。
「 自分はこれ

か。すごい大金持ちではないけれど、かと

坂東 〝等身大の感覚〟とでもいいましょう

ジャーナリスト

池上 彰

しまうということですね。

などという現実を言わずに、
「 こどもはこ

めに、これだけムダを省いているんだよ」

か「学校に持って行く給食費を捻出するた

「 本 当 は 授 業 料 を 出 す の が 大 変 な ん だ 」と

んはどのようにお考えですか。

池上彰
（いけがみあきら）

坂東 日本の親たちは、こどもたちに現実

長野県松本市出身、1950 年生まれ。
慶應義塾大学卒業後、1973 年 NHK
入局。報道記者として、松江放送局、
呉通信部を経て東京の報道局社会部
へ。警視庁、気象庁、文部省、宮内
庁などを担当。1994 年より 2005 年
3 月まで NHK「週刊こどもニュース」
でお父さん役を務める。2005 年 3 月
に NHK を退社し、現在はフリージャー
ナリストとして活躍。著書に『そうだっ
たのか！ アメリカ』
『そうだったのか！
現代史』
『相手に「伝わる」話し方』
『日
銀を知れば経済がわかる』など多数。

どもの方が、ちゃんと「自分もがんばらな

目される昭
界において今注
育
教
、
り
あ
で
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『 女性の品格
ん
さ
子
理
眞
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和女子大学学
て語る。
い
つ
のあり方に

ければいけない！」と自覚して、成長でき

は？

を知らせなさすぎると思います。こどもに

る金融教育と

心配をかけないのが親の責任だと思い込み

がわかる
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池上 こどもが現実を知らないまま育って

かかるかを、知らない学生も多いですね。

坂東 生活するためにどれだけのコストが
私は、大学進学のために 歳から東京に出

学へ行かないで働くわ」とか、考えてしま

「じゃあ、
高校へ行くのを諦める」とか「大

払えないということになったら、こどもが

があって給食費が出せなかったり、学費が

池上 ただ、親にしてみれば、例えば事情

ないかと思います。

知らないまま、日々、暮らしているのでは

ためにどれくらいのお金が必要なのかすら

通学や通勤している人は、自分が生活する

のでしたが、最近の若い人、特に親元から

「電車賃は高いな 」などと気づかされたも

て行くものだな」「新聞を買うのも大変だ」

てきたので「お金というのは、どんどん出
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坂東 まず「我慢すること」を教えてほし
いですね。
「小学生になったら、自分で使
える１ヵ月のお小遣いはいくら？」という

坂東眞理子
昭和女子大学学長
坂東眞理子
（ばんどうまりこ）

のがいつも問題になります。私は小学生の

富山県出身、1946年生まれ。1969年に
東京大学卒業後、総理府入府。1985年
内閣総理大臣官房参事官、1994年総理
府男女共同参画室長に就き、翌年、埼
玉県副知事に就任。その後も、在オー
ストラリア連邦ブリスベーン総領事、内
閣府男女共同参画局長などの要職を歴
任。2003年に昭和女子大学理事とな
り、2007年より同学長に就任、現在に
至る。朝日生命保険相互会社やアサヒ
ビールの社外取締役も務める。
『女性の
品格』
『親の品格』など著書多数。

うちは千円、多くても３千円までと考えて
います。お年玉もそれくらいでしょうね。
池上 それはそうですね。
ないといやだ！」
という子もいるんですよ。

坂東 でも、今は「お小遣いは１万円じゃ

育て

賢い消費者を
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池上 そうなんですか。
ックス・ポケット〟も含めて、合計 万円

坂東 ２組の祖父母と父母、いわゆる〝シ
ものお年玉をもらった小学生が「何に使っ
てよいかわからないから貯金する」という
話を耳にすると、どこか間違っているんじ
ゃないかと思います。
たいものはあるけれど小遣いが足りないの

池上 私のこどもの頃を思い出せば、買い
で、貯めてから買うぞと何ヵ月も我慢して
いました。そういう経験をしているのとし
ていないのとでは、ずいぶん違います。
早く、ほしくてたまらなかったものでも、

坂東 特に小学生のうちは気が変わるのも
２週間も経つとそんなに魅力を感じなくな
ったりするので、今ほしいからすぐ買うの
ではなく、本当に必要かどうか、考える時
間を置いてから買う習慣を身につけてほし
いですね。
池上 小学生には〝我慢〟を覚えさせると
いうことですね。中学生や高校生の場合は
どうでしょうか。
坂 東 「 家 計 の 情 報 公 開 」で は な い で し ょ
うか。
「 食費や光熱費といった生活に必要
なコストは、
毎月これくらいかかるんだよ」
「 学 費 は こ れ く ら い 出 し て い る ん だ よ 」な

ど、こども自身の生活費や進学費用が家計

にどれくらい負担をかけているのか、知ら

せるべきだと思います。
「だから、無駄使い

したら本当に必要なことができなくなる 」

ということを伝えてほしいですね。

〝個人で得る豊かさ〟から
〝社会全体で得られる豊かさ〟へ

池上 こどもたちを賢い消費者として教育

するうえで、大切なことは何でしょうか。

活きるけれど、無駄なものや必要ないもの

坂東 お金は、必要なものを買うときには

に使うと活かせません。
こどもたちには
「活

かして使う」ということを身につけてほし

いので、先生方には、お金の〝活きた使い

方〟をぜひ教えていただきたいですね。

ができるのでしょうか。

池上 では、どうすれば〝活きた使い方〟

３分の２を占めており、巷には「あまりお

坂東 今の日本では、個人消費がＧＤＰの

財布の紐をしめすぎると経済が冷え込んで

しまうので、できれば消費者には、もっと

お金を使ってほしい」という雰囲気が漂っ

ています。しかし、だからといって「個人

が贅沢に暮らす」ということを奨励する必

要はないと思うのです。

池上 「個人の贅沢だけのため」は〝活き

た使い方〟ではないということですね。

坂東 本当の意味でお金を活かして、自分

の人生を豊かにするためには、
〝 個人で得

る豊かさ〟だけでなく、
〝 社会全体で得ら

れる豊かさ〟についても考えなければいけ

ないと思うのです。

池上 個人ではなく、社会のためにお金を

活かすわけですね。

03

10

ケーザイ

E
LK THEM
とは？
Vol.3 TA
金融教育
る
て
育
を
者
賢い消費

〈坂東流〉
家庭での金融教育

これまでの家庭での金融教育

こどもには、家の経済状況については極力知らせな
いようにする。

家計の厳しい“現実”を知ったとき、こどもが小学
生なら「のびのび育たなくなるのでは」と心配し、こ
どもが中高生なら「進級・進学をしない（で働く）」
などと言い出すのではないかと恐れるため。
家計に余裕がなくてもこどもの生活費や教育費にはお
金をかけるので、家庭の“現実”を知らないまま育っ
たこどもは「自分の力でがんばろう
！」という意欲をなく
してしまう。
これからの家庭での金融教育のあり方

家庭の経済状態の「情報公開」と、年齢に合わせた
アプローチを実践する。
こどもが小学生の場合

ほしいものは常識的な金額のお小遣いの中でやりくり
させる。

「ほしいものが高ければ、貯めて買う」という“我慢”
を教えることで、お金の大切さに気づかせる。

「授業料や給食費を出すために、これだけムダを省い
ている」など、家庭の“現実”を伝える。
こどもが中高生の場合

「親も苦労している」とわかれば、「自分もがんばら
なければ！」と自覚して、成長する。

こどもが大学生の場合

例えば奨学金などを利用してできるだけ学費などを出さ
せたりすることで、自分にかかる費用を理解させる。

「これくらいの生活をするにはどれだけのお金がかか
るか」という“身の丈に合った” 金銭感覚を身につ
けさせる。

かし方〟のひとつだと思います。

少しでも助け、支援することも〝お金の活

ら整っていません。そんな国々の人たちを

生きるために最低限必要な衣食住の環境す

貧しい国々がたくさんあります。
そこでは、

外にも目を向けるべきでしょう。
世界には、

坂東 〝目線を上げた消費者〟としては、国

が、
「 企 業 の 成 長 を 応 援 す る 」と い う 目 的

かして短期間で利益を得る手法もあります

坂東 株式については、スマートに頭を動

ば、とてもよいことですね。

動に取り組んでいる日本企業の支援になれ

る個人資産が、そういう形で、望ましい活

池上 おおむね１５００兆円と言われてい

こともできるのです。

ることで、その企業を資金面から応援する

ローチです。

体像をとらえる〝研究者目線〟からのアプ

ういうメカニズムで動いているか、その全

プローチで、もう１つは、日本の経済がど

かして使うかという〝消費者目線〟からのア

ら、自分たちに必要なお金をどのように活

１つは、こどもたち自身の暮らしの場面か

坂東 ２つのアプローチがあると思います。

法があるのでしょうか。

費者教育に取り組む場合に、どのような方

池上 そのような貧しい国々の人たちを個

のために個人で株式を買うのも、お金の活

池上 家庭科の先生がアリの目線で教える

えるものです。例えば、食料も「安ければ

く、どんな社会を実現したいかも併せて考

坂東 賢い消費者は、自分の生活だけでな

池上 それはそうですね。

できません。

れていなければ、本当に豊かな暮らしなど

不潔だったりと、周囲のインフラが整備さ

な家を建てたとしても、道路が狭かったり

いどうすればよいのでしょうか。

〝ミクロ経済〟と、社会科の先生がトリの目

人で支援しようと思ったときには、いった

いい」というわけにはいかない。安全性の

きた使い方だと、私は思います。

で教える〝マクロ経済〟の２つに分かれて

池上 長期的に企業を応援していく投資こ
そが〝品格ある投資〟と言えるのですね。

坂東 ぜひ、このアリとトリの両方の目で

こどもに教えてほしいのです。どちらか片

いるわけですね。

家庭科的な〝アリの視点〟と
社会科的な〝トリの視点〟を結ぶ

坂東 〈消費〉
つまり〈買う〉という行為に限

ります。海外にどんどん進出していく日本

「株式を買って株主になる」という方法があ
企業の中で「世界を豊かにするための活動
に取り組む企業」を探しだし、消費者とし
て、その企業活動の株式を買って株主にな

方だけではなく、これからの時代を生きて

定すれば、
例えば「証券を買って投資する」

本当の意味での〝生活の豊かさ〟のために
は、少しくらい値段が高くても買います。
そんな〝少し目線を上げた消費者〟になら
なければいけないという気がします。
済構造にも反映してくるわけですね。

池上 賢い消費者になると、その行動が経

池上 中学や高校で先生方が金融教育や消

高い有機野菜や国産の無農薬農産物など、

坂東 例えば、お金をいっぱい使って立派

「 長 期 的 に 企 業 を 応 援 し て い く 投 資 こ そ が 〝 品 格 あ る 投 資 〟 と 言 え る の で す ね 」（ 池 上 ）
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つながっているのかは︑わからなかったで

できましたが︑自分の暮らしとどのように

経済﹂の授業で経済の大きな仕組みは理解

池上 そうですね︒
私も高校のとき︑﹁政治・

が必要ではないかと考えています︒

いくためには︑両方の目からのアプローチ

から︑金利も下がる︒

りなかったりすると︑我慢する必要はない

池上 そうなのです︒買いたいものがあま

ますね︒

坂東 今︑その我慢料が安くなりすぎてい

よくわかったそうなんです︒

たちにとっては︑その説明の仕方がすごく

を建てるために必要でしょう﹂などと︑親

坂東 ﹁どうしてお金が必要なの？﹂
﹁工場

感覚がずいぶん違うと思います︒

いうことをちょっと言っておくだけでも︑

母さんの会社は成り立っているのだよ﹂と

金を出してくれているから︑お父さんやお

するというのも手です︒
﹁株主がいて︑お

びつけていただきたいと思います︒その過

先生方には︑そのアリの目とトリの目を結

の生活にも影響があるということですね︒

いていくし︑経済が動くことで︑あなた方

きな経済を構成し︑それによって経済が動

池上 日々のあなた方の暮らしが︑実は大

せん︒

ういうふうに教えようか？﹂と考えること

すね︒

で︑学校の先生方の勉強にもなる︒先生方

程で︑先生方自身も︑自分なりの金融や経

池上 投資の意味︑あるいは︑貯蓄と投資

自身が成長できるわけです︒

済の本質というものが理解できます︒
﹁ど

の関係もわかってくるとよいですね︒

のわかる範囲で︑少しずつでも経済のメカ

坂東 そういう基礎知識があれば︑株式会

教育に取り組まれる先生方には︑長期的に

坂東 そういった研究をもとに︑金融経済

ニズムの話ができるとよいですね︒

一刻も早く買いたいとなると⁝⁝︒

社や金融の問題を︑ちゃんと理解できると

池上 逆に買いたいものがたくさんあって︑

池上 私がＮＨＫの
﹁週刊こどもニュース﹂
池上 だからインフレなのですね︒こども

坂東 我慢料は高くなる︒

思うのです︒しかし︑基礎的な理解がない

坂東 デフレですね︒

のお父さん役を務めていた頃︑
﹁ 金 利 ﹂に
の頃に我慢して何か買ったという経験をし

ないままで終わっている気がします︒

ついて説明したことがありました︒１年の

ているから︑そういう説明が自然と出てく

坂東 現状では︑２つの間の関係がわから

定期預金をすれば︑金利で利子がつきます
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が︑この利子を〝我慢料〟に例えました︒

自分なりに研究されるのもいかがでしょうか。

世の中をよくしながら︑自分自身を高める

などについて、金融教育にどう活かせるのか、ご

ための〝消費の品格〟についても︑生徒に

究され、よき消費者像や理想的な家計簿の付け方

まま﹁なぜリーマン・ショックは起こった

も担当教科の枠組みを超えて、家庭科の教材を研

の？﹂など︑新しい経済用語や経済問題の

るのだと思います。そのためには、社会科の先生

るのです︒ですから︑お父さんとお母さん

広げ、研究者として力をつけていかれることにな

が﹁週刊こどもニュース﹂の私の役割のよ

つけていかれることが、先生方にとって、視野を

今買うのではなく︑１年後に買うなら︑我

と思います。そこのところの説明を自分なりに見

慢しなければいけないので︑その分の金利

どうやって見つけるのかは、とても大事なことだ

教えていただきたいと思います︒

を教えてほしい」とおっしゃいます。その方法を

説明をいきなり求められても︑理解できま

坂東先生は金融教育において「身近な消費活動

うに︑折に触れて金融や経済について説明

と大きな経済活動はつながっている、ということ

が我慢料なんだよと教えた訳です︒こども

・お金を 活かす ために必要な２つの〈豊かさ〉
の視点とは？
１ 〈個人の豊かさ〉から〈社会の豊かさ〉へ

お金を活かすためには、自分の暮らしの豊かさなどを
得るためだけでなく、〈社会全体を豊かにする〉ため
の使い方が大切。

「安ければいい」ではなく、例えば有機野菜や国産
の無農薬農作物などといった「少し高くても、健康
や環境にいいもの」を選ぶことで、少し目線を上げ
た消費者になる。

日常生活の例

地域貢献の例

立派な家を建てるなど生活の快適のみを追い求める
だけでなく、道路などの周囲のインフラや環境の整備
にもお金をかけることで本当の意味での豊かな暮らし
が実現できる。

２ 国内だけでなく、海外へも視野を広げる

世界に目を向け、必要最低限の衣食住さえ欠乏して
いる地域の人達のことも考えて、
〈地球全体を豊かに
する〉ためにお金を使う。

金融投資の例

貧困地域への支援など世界を豊かにするための活動
に取り組む企業に対して、その活動への応援の意
思表示のひとつとして、その企業の株主となることで
サポートする。

・お金を 活かす
とは？

ために必要な 品格ある投資

短期的な収益を求めるだけでなく、社会貢献する企
業への支援のため、自分を高めるためなど、長期的
なビジョンに基づいて行う投資こそ 品格ある投資
と呼べる。

対談を終えて

新たな教え方の模索で
研究者としての力を培う

﹁アリの目とトリの目の両方から経済について教えてほしいですね﹂
︵坂東︶

これからの時代に必要なのは
お金を活かすための 消費の品格

主催／証券知識普及プロジェクト

教員・教育関係者向け

金融経済教育フォーラム in 名古屋
「金融経済教育フォーラム」 は、 中学校・高等学校の先生方や教育関係者を対象に、 講演や実践
事例の報告など、授業に役立てていただくことを目的として、全国で開催されています。ここでは、
2010 年１月 6 日、 名古屋で開催された 「金融経済教育フォーラム」 について、ご紹介します。

名古屋会場のほか 9 会場でも著名な講演者をお招きして金融経済教育フォーラムが行われました！
【金沢会場（12.25）仙台会場（12.28）札幌会場（1.8）】▶国際政治学者：浅井 信雄氏「連動する日本と世界、 政治と経済」
【広島会場（12.25）福岡会場（12.28）新潟会場（12.29】▶株式会社フジマキ・ジャパン 代表取締役社長：藤巻 健史氏「金融経済の動向と金融の重要性」
【高松会場（12.25）】▶読売新聞特別編集委員：橋本 五郎氏「どうなる！ 日本の政治と経済」
【大阪会場（12.28）東京会場（12.30）】▶慶應義塾大学経済学部教授：金子 勝氏「2010年 日本経済のゆくえ」

復に立ち向かおうとしているの

今後の日本経済の発展は〝大中華圏〟が鍵

日本は通商国家︑貿易で生業

また︑先のＣＯＰ ︵※１︶
の

か︑よくわかります︒

15

を立てている国です︒その貿易

の相手は半世紀以上﹁米国﹂で

例と言えますが︑世界秩序の形

混迷した状況がシンボリックな

多極化しています︒さらに今後

成は︑Ｇ８からＧ ︵※２︶
へと

20

した︒実際︑冷戦が終わった１

27

９９０年︑日本の対米貿易は︑

貿易総額の ・４％を占めてい

徴的に表現するＧ２
︵米国と中

は︑中国の存在感の高まりを象

ました︒ちなみに︑中国とはわ

ずかに３・５％でした︒ところ

行してゆくと考えられます︒し

国の２大超大国の体制︶
へと移

がそんな我々の常識が︑つい４︑

まったのです︒

５年前から︑瞬く間に崩れてし

10

かも︑米国の国債を買い支えて

国に配慮せざるを得ない米国﹂

いる一番の国は中国であり︑
﹁中

13

昨年︑２００９年の１〜 月

を見てみると︑米国は ・６％︑

の日本の貿易総額における比重

という状態が極端に強くなって

います︒

ですから︑これからの日本は

に逆転しています︒さらに︑香

﹁
〝日・米・中のトライアングル

一方の中国は ・５％で︑完全

港︑シンガポール︑台湾を加え

を︑どのようにしっかりとした

ものにするか〟という戦略が︑

た〝大中華圏〟で合計すると ・

このような貿易総額の推移を

６％にも及びます︒

くる﹂という問題意識を︑中学

生や高校生にぜひ伝えていただ

これからは非常に重要になって

きたいと思うのです︒

われるなか︑日本の産業界が︑

いかにこの〝大中華圏〟との貿

みてみると︑世界同時不況と言

易に比重を置きながら︑景気回

30

20

講演

株式会社三井物産
戦略研究所会長
多摩大学学長

寺島 実郎氏

※１ 国連気候変動枠組条約（UNFCCC）
を受けて行われた第15回締約国会議。2009年12月にデンマーク・コペンハーゲンで開催。
※２ G8……アメリカ、
フランス、
イギリス、
ロシア、
ドイツ、
イタリア、
カナダ、
日本の８カ国による主要国首脳会議。G20……G8の参加国に、欧州連合と、新興経済国11カ国（中国、韓国、
オーストラリア、
メキシコ、
トルコ、
ブラジル、
アルゼンチン、
インド、
インドネシア、
サウジアラビア、南アフリカ共和国）
を加えた20の国・地域による財務相・中央銀行総裁会議。

06

「株式学習ゲーム」で新聞を活用し
授業への意欲的な取り組みを実現
ームがひとつの話題になり、とて
実施後、
生徒にアンケートで「意

取引所でもらってきた資料を見せ

３年生が修学旅行の際、東京証券

したのは、２年前、担当していた

夫されていますので、私たちの場

間でも柔軟に対応できるように工

ージョンですが、５時間でも 時

この学習教材は 時間がフルバ
14

欲的な取り組みができたか」につ

社とお金のしくみ」を授業に導入

がわかりました。

「みんなで体験！ 株式会社とお金の
しくみ」で経済をより身近に感じる授業

❷

私が「みんなで体験！ 株式会

実践

いてたずねたところ、
「 非 常に強

も盛り上がります。

事例報告

く感じた」と「強く感じた」が７割

ことができる教材だ」と思ったの

組めて、経済をより身近に感じる

てもらって、
「生徒が主体的に取り

者の立場になって体験してみるこ

授業に対しては、
「 実 際に 経 営

学校における金融
経済教育の進め方

ました。フリーアンサーでも「新

た」と「強く感じた」で６割を越え

期選択 社会で実施しました。

し、２００９年度には３年生の前

の３年 生の後 期 選 択 社 会に導 入

がきっかけでした。さっそく当時

しかた、商品の企画のしかたにつ

なっているかなど、会社の運営の

く学ぶことができた」
「株式がどう

とで、普通の授業よりわかりやす

個人がお金を使い、貯め、

断力と、公共的な判断力です。

断力”があります。個人的な判

学力の項目として“２つの判

金融経済教育で生徒が培う

氏

岐阜大学教育学部教授

聞に載っている株価の見方がわか

大杉昭英

った。だから、番組欄と株価欄を

合は６時間で実習しました。

なったか」では「非常に強く感じ

を越え、
「授業体験が良い経験に

現代社会を担当することになって

共的な判断、例えば税の負担

借りる際には、合理的な根拠

と配分を考える場合に『自分

が必要になります。また、公

入を得られるか、予想や投資をし

子会社という立場からどれだけ収

て楽しく学べたのでよかった」な

いて詳しく知れてよかった」
「お菓
詳しく学習しないことをしてみた

選択社会の授業を選んだ生徒の

かった」
「お金や株式は大人になる

受講理由を見てみると、
「授業では

近のニュースにアンテナを立てる

どの感想が寄せられました。

をするには、世間をよく知り、最
ことが大切だと思った」など「楽

ために大切だと思ったから」
「経済

見るのが楽しい」
「株式の取り引き

しみながら金融や経済について学

に興味があり、株式と株式会社に

れる方法はないか」と考えていた
を活用して何かできるのではない

とき、
「株式学習ゲーム」なら「新聞

ぶことができた」という肯定的な

ついて、体験を通して勉強できる

生徒も関心をもって授業に参加で

自分の役割が明確ですので、どの

４人という比較的少人数、しかも

らの判断が求められます。

いう“反転可能性”の観点か

にとってもいいことなのか』と

にとっていいことは、みんな

か」と思ったのが、導入のきっかけ

意見が多く寄せられ、非常に有意

本年度は３年生の政治・経済、３

から」など、非常に前向きな理由

する力」が求められています。

報を取り出し、解釈し、判断

だから、金融経済教育で学ぶ

つけた知識を使い、必要な情

たちが動機や見通しをもって学習

ていくことができますので、生徒

新しい教育課程で求められて

これら２つの“判断力”こそ、

きました。さらに、この教材では

に取り組むことができたことも、

す。これらを考慮して、金融

いる学力に通じるものなので

きたいと思います。

経済教育に取り組んでいただ

“体験を重視した教材”という点

ことがよくわかりました。

で考える」という結果をもたらす

において、生徒に「意欲的に授業

いい結果を生んだと思います。

ワークブックにそって授業を進め

新しい教育課程では「身に

から選び、学ぼうとしていること

氏

豊田市立足助中学校教諭

義な授業となりました。なお、こ
関する基本的な知識も掲載されて

の教材の資料には、金融や経済に
いますので、試験問題の出典資料

政治・経済の授業が週２コマあ
り、４月当初の授業の立ち上がり

年間の実践を通して、この教

としても活用しています。

に集中して解説し、ある程度ゲー
３週間に一度の割合で実施する方

ムの概要がわかったところで、２、

的要素を授業に与えられ、意志決

体経済にふれることから体験学習

巻き込んだ形で実施すると、ゲー

定と自己責任の重要性を認識させ

材の学習効果は、模擬体験でも実

ムの順位が出ますので、授業以外

ることで消費者教育的側面をもた

法を取りました。クラス担任や学

のときにも「○○先生に勝ってる

年に所属する他の先生方を一緒に

10

せられるものだと言えます。

牧野克裕

クラス、１１１名で実施しました。

また、グループ学習が中心で、

でした。

「何か生徒が楽しんで授業を受けら

年程前、授業で政治・経済、

氏

愛知県立松平高等学校教諭

❶

伊地知 豊

実践
よ」「負けちゃったよ」
と株式学習ゲ

07

10

事例報告

10

審判

ン

グラウンド
に

①穴を開ける

大規模メ

中・高校生が体当たりで調べた

！

に潜入
テナンス

トラクターに装着した機械でピッチに深さ約15cm
の無数の穴を開け、芝を 傷つける ことで芝自身が
危機感を感じ、新たな根を出すことをうながす。また

今回の研究テーマ
公園などの芝が枯れてしまう冬でも︑サッカースタジアムの天然芝は緑鮮やか！
その秘密にせまるべく︑サッカー専用スタジアム﹁埼玉スタジアム２００２﹂で
年に数回行われる︑ 天然芝の大規模なグラウンドメンテナンスを︑ 中・高校生が調査する！

②コアを取る

グラウンド
の

グラウンドに穴を開けると、
パイプの中に入った土が、
無数の固まり（コア）
として散乱する。そこで、コア
ハーベスターという乗用の機械で、掃くように集めて
これを回収。コアからはグラウンドの土の状態が硬く
なっているか、など現状の内部の様子を確認できる。

①〜③の大規模メンテナンス作業を終えたグラ

コアハーベスターで取りきれなかったコアを、

ウンド。この作業はおよそ１日半で終了し、こ
れから約１ヵ月かけて、芝は新たな芽を吹かせ
ていく。したがって大規模メンテナンスを終え
たからといって、すぐに試合はできないのだ。

掃除機のような部品を装着した、コアスイーパ
ーという乗用の機械で集めて仕上げる。コアが
残っていると、その後の芝の生育やグラウンド
管理の妨げになるので、残さずきれいにする。

③きれいに清掃

グラウンド
を

埼玉スタジアム
2002
グラウンドキーパー

輪嶋正隆さんに
伺いました !

影山樹生弥くん

今回の調査官

︵中学２年生︶

梅田つかささん

︵高校１年生︶

調査官 寒い季節︑公園などの芝は枯れた

ような色になりますが︑スタジアムでは一

年中︑緑ですよね︒これはなぜですか？

輪嶋 芝は大別して︑冬に枯れる夏芝と︑

寒さに強い冬芝があります︒夏芝の上に冬

芝を撒くことで︑一年を通じ常緑を維持す

る方法を採用するスタジアムが多いです︒

調査官 埼玉スタジアム２００２︵以下︑

埼スタ︶でもその方法なんですか？

輪嶋 埼スタには巨大な屋根があり︑日射

量が通常の ％と少ないので︑全面に冬芝

を使っています︒ただ︑夏の高温多湿な時

期も生育できるよう︑毎日︑状態を観察し︑

それに合わせて手入れをしています︒

調査官 芝の管理ではどんなことが大切で

53

サッカースタジアムの
﹁芝メンテナンス﹂を調査せよ！

穴を開けるパイプで固まった土壌をほぐすことで、通
気性や透水性の向上などの効果をもたらす。

08

調査官

梅田さん＆
影山くんが

普段の芝メンテナンスは何をする？

調べた !

試合に備えていつでも最高の状態を保てるよう、通常芝のメンテナンスは年間を通して毎日のよ
うに行われる。生き物相手なので、生育状況を見ながらその日に合った作業を行う。

見えない所に
芝の生育を支える
秘密があった！

り替え
芝の張

がし
シートは

埼玉スタジアム2002のメインピッ
チの地中約25cmには、
「地温コントロ
ールシステム」があります。これは家
庭で言えば、冷房もできる床暖房のよ
うなもの。地下に張りめぐらされたパ
イプには、約40℃の温水（夏は約10℃
の冷水）
が流れています。冬なら霜や雪

冬場、霜が降りて芝の色が退色してしまうことを防

ゴール前や、線審（ラインズマン）が走り回る部分

ぐため、グラウンドを24枚の通気性保温シートで

などは芝の痛みが激しくなる。その場所は、新たに

覆ったり、はがしたりする作業を毎日行う。

種を撒くのではなく、芝そのものを張り替える。

を速く溶かし、夏なら暑さで芝が弱ら

込み
芝の刈り

散水

ないように、生育を助けることに使わ
れています。温水システムは多くのス
タジアムで使われていますが、冷水の
設備もあるのはここだけです！

この地中には、
地温コントロー
ルシステムが
ある！

枯れを防ぐため、スプリンクラーで水を撒く。芝の
生育状況は季節によって異なるので、散水や、肥料
の量はその日の状況を見て判断する。

芝の高さを均一にするための刈り込み作業。グラウ
ンドに美しいストライプ模様ができるのは、刈り込
む向きによって、芝の倒れる方向が変わるからだ。

グラウンドに撒く、芝の種と砂
芝の種

砂を撒く
機械

取材協力

埼玉スタジアム 2002

すか？

輪嶋 選手が試合をするのに支障がないよ

うにメンテナンスをすることが基本です。

そのためには、芝だけでなく、土壌や肥料、

薬品、気象、造園土木など、多岐にわたる

知識が必要です。また、芝の刈り込みや薬

の散布の方法は、ある程度決まったやり方

はあっても、自然が相手ですから、それを

行うタイミングなどはその都度自分の経験

と判断が必要です。そういう点では、総合

的な判断力が大切です。

調査官 今後の課題は何でしょうか？

輪嶋 グラウンドは試合で使っていくと、

どんどん土が硬くなります。芝生が生育し

やすく、選手が怪我

をしない程度の柔ら

かさを保つため、大

規模メンテナンスの

ような作業を、いか

にタイミングよく行

っていくかですね。
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ペレニアルライグラス、トールフェスク）
８種
類を混ぜて使用する。種の混在の理由は、病気
や気候の影響などで１種の芝がダメになっても、
他の種でカバーするという、
リスク回避のため。

調査官 ありがとう

http://www.stadium2002.com/

芝の種を、３系統（ケンタッキーブルーグラス、

があり、それと同じ砂を乗用の機械を使ってグ
ラウンドに撒く。砂を撒くことで、芝の葉や根
の成長点が保護されるようになる。また、水は
けがよくなるというメリットもある。

ございました。

アジア最大級の6万3,700人を収容できる
サッカー専用スタジアム。浦和レッドダイ
ヤモンズや大宮アルディージャの本拠地と
してＪリーグの試合や、2002年FIFAワ
ールドカップなど国際試合の会場として活
用。グラウンドの芝管理では日本屈指の評
価を受けています。

グラウンドの地中30cmくらいに床砂という砂

昨今︑クリーンで無尽蔵な太陽の

の枯渇が問題となっている

球温暖化やエネルギー資源

３kWのシステムなら︑その約半

まり︑一般家庭で通常設置される

およそ５５００kWh という︒つ

帯あたりの年間総消費電力量は︑

地
光を有効活用する太陽光発電が︑
分が︑太陽光発電でまかなえる計
算となる︒

異なるのだが︑新築戸建てでおよ

種類︑施工する業者によって当然

設置費用は︑メーカー︑設備の

始まった
︵※２︶
︒これにより︑年

円
︵従来の２倍︶
で買い取る制度が

気を電力会社が１kWh あたり

パネルで発電し︑使わなかった電

る必要はない︒国の補助や減税に

がある︒ただし︑全額自己負担す

収するのに 年かかると言われて

どにより︑これまで設置費用を回

こうした補助や買い取り制度な

48

いたが︑これからは 年〜 年に

では︑どれくらいの電気をまか

きるエコ対策として︑今後︑ます

入に頼っている現状で︑家庭でで

か４％︒ほとんどを化石燃料の輸

日本のエネルギー自給率はわず

なえるのだろうか︒太陽電池容量

デメリット

１kWシステムあたりの年間発電

万円が助成される︒

縮まるとの見方もある︒

15

れる︒さらに地域によっては︑自

10

治体からの補助金として︑およそ

20

・電気を作る際、地球環境に負荷をかける排出物が
出ない。
・導入に際して、国や自治体の補助が受けられる。
・余剰電力を電力会社が買い取ってくれる。
・メンテナンスが比較的容易。

・補助は出るが導入コストが高い。

・立地条件、天候によっては、発電効率に差が出る。

・減価償却（元をとるまで）に時間がかかる。

日本のＰＢは 年以上の歴史が

れに対しメーカーのブランドが入

でＰＢの販売が盛んになった︒た

あり︑特に１９８０年代には各社

商品流通のコストを省ける︒
また︑

をメーカーに直接発注するので︑

得感﹂
︒小売業者は企画した商品

ＰＢの最大の特徴は︑
﹁ お買い

のブームにつながったのだ︒

これが経済不況と相まって︑昨今

で︑
ＮＢと遜色ない商品が増えた︒

は一流のメーカーが手がけること

け入れられなかった︒近年のＰＢ

があったため︑消費者から広く受

だし︑当時は安い分だけ質に問題

小売業者がもつ販売網を使って販

計画が立てやすくなり︑在庫も抱

︵これはメーカーにとっても︑生産

入れにかかるコストも削減できる

れを買い取るのが基本なので︑仕

ＰＢはメーカーに大量発注し︑そ

てはありがたいことだ︒

価に買えることは︑消費者にとっ

質な商品の種類が増え︑それを安

ンナップの拡充を図るという︒良

億円の売上げがあり︑今後もライ

占める企業では︑数百億から数千

現在ＰＢで特に大きなシェアを

えないので大きなメリットとなる︶
︒

宣伝費を必要としない︒さらに︑

売されるので︑ＮＢのような広告

ランド﹂︵以下︑ＮＢ︶
と呼ぶ︒

った通常の商品を﹁ナショナルブ

ンドで販売する商品のことだ︒こ

こうしたことから︑ＰＢはＮＢよ

ユニー、サークルKサンクス

り２〜３割安の価格でも販売でき

＋KACHIAL

や︑スーパーやコンビニエ

西友

ンスストア︑家電量販店で

グレートバリュー

るのだ︒特に﹁１０００円以下﹂
で

セブン-イレブン、
イトーヨーカド
ー、西武百貨店など

買えるジーンズは大きな話題とな

セブンプレミアム

も見かける﹁プライベートブラン

トップバリュ

ジャスコ、サティ、カルフール、
ダイエー、
マルエツなど

ド﹂︵以下︑ＰＢ︶
︒これは小売業者

代表的なプライベートブランド

ったことは記憶に新しい︒

2009 年に大きな話題を呼んだ「1000 円以下」で
買えるＰＢ激安ジーンズ。
（写真＝イオン）

が独自商品を企画し︑独自のブラ

今

取り扱い店舗

ブランド名

一般家庭に普及してきた︒これは
どれくらいの費用がかかり︑どれ

そ１８５万円︑中古住宅ではおよ
間 万円の収入が見込める︒

さらに昨年 月からは︑太陽光

そ２２５万円かかるというデータ

くらいお得なのだろうか？
11

より︑ 万円前後の助成が受けら

10

メリット

50

45

ます需要は高まりそうだ︒

太陽光発電のメリット・デメリット

プライベートブランド の今
生活品から嗜好品まで！
COLUMN _
2

20
量は約１０００kWh
︵※１︶
︒世

クリーンで枯渇の心配のない太陽光発電。設置場所
を選ばず、
導入事例は増えている。
（写真＝シャープ）

太陽光発電 はどれだけお得 !?
家庭でできるエコ対策

COLUMN _
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック

※1 kWhとは、
１時間当たりの発電量（キロワット）
のこと。
※2 ２０１１年３月末日以前に機器を設置し、契約申し込みした場合は、10年間買い取られる。

10

TREND COLUMN

日本と同程度か︑デフレが進む日

る南アフリカ共和国︒物価は

ッカーＷ杯が６月に開催され

いるのです﹂︵平野さん︶

フリカ全体の経済成長を牽引して

くなっています︒南アフリカはア

て︑
〝投資国〟としての性格が強

い︒そこでアフリカ情勢に詳しい
﹁所得分配がもっとも不平等な国

る成長は︑
弊害ももたらしている︒

しかし︑グローバルな投資によ

本より高めともいわれるこの国の

日本貿易振興機構アジア経済研究
のひとつで︑貧困人口は ％にも

経済状況は︑意外と知られていな

所の平野克己さんに話を伺った︒

フリカの通貨・ランドは世界の資

では圧倒的な経済大国です︒南ア

諸国の３割以上を占め︑アフリカ

産︶はサハラ砂漠以南のアフリカ

﹁南アフリカのＧＤＰ
︵国内総生

倍に及び︑失業率も ・６％と深

者
︵ＣＥＯ︶
と社員の格差も２００

人種内格差も大きい︒企業の代表

と推計されていて︑人種間および

上ります︒ジニ係数
︵※︶
は０・

おり︑資源価格は上向いているの

な経済成長で資源需要は拡大して

と連動しますが︑現在中国の急速

源価格︑特に金やプラチナの価格

らよく見られる傾向だが︑南アフ

〝格差〟はグローバル化した国な

黒人は ・９％もいます﹂

を見ると︑白人が４・６％に対し︑

刻な状況︒人種ごとの完全失業率

73

でランドはかなり高めです﹂
南アフリカの通貨は国際的に強

今後︑南アフリカはどうなるの

リカはそれが極端に出ているのだ︒

主要産業：金、希少鉱物などの鉱業

出典：外務省ＨP「各国・地域情勢」より

2004年 「正露丸」18粒
（小容量タイプ）
発売

ているが︑その多くは
﹁ ○○正露

０８年度は 億５８００万円と︑

また︑あの独特の匂いと色は︑

よるもので︑１００年にわたり変

更されていない︒これが﹁正露丸﹂

主成分の﹁木クレオソート﹂︵※︶
に

の薬効を支えている︒

ところで︑
﹁正露丸﹂のそもそも

９０２年に中島佐一が﹁忠勇征露

る﹂という意味を込めた命名で︑

あり︑
﹁
〝露〟国
︵ロシア︶
を〝征〟す

日露戦争開戦前という時代背景も

様々なバリエーションを製品化︒

ーザーの声を反映した携帯用など︑

外出時でも持ち歩きたいというユ

加工した﹁セイロガン糖衣Ａ﹂や︑

という人向けに︑飲みやすく糖衣

大幸薬品では
﹁あの匂いが苦手﹂

戦場では兵士の感染症を防ぐため

第二次大戦後︑大幸薬品が﹁忠

﹁正露丸﹂はこれからも進化して

なくとも︑時代の要請に合わせ︑

主成分の薬効という核は変わら

勇征露丸﹂
の製造販売権を継承し︑

った︒

の携行薬として使われることとな

丸﹂
を製造販売したことに始まる︒

存知だろうか？ その歴史は︑１

の名称は﹁征露丸﹂だったことをご

現在も堅調だ︒

丸﹂などで商標登録されている︒

は ％以上︒国内売上げは︑２０

上︑
﹁征﹂の字は良くないと﹁中島

1985年 「正露丸」携帯用発売

ッパのマークの﹁正露丸﹂は︑

1980年 「セイロガン糖衣Ａ」発売

正露丸﹂に名称を変更︒１９５４

1967年 「強力正露丸」発売

年に名称変更を行い︑現在の﹁正

1954年 「正露丸」に名称変更
（商標登録は1959年）

１００年以上にわたって日

大幸薬品が販売権継承

本で愛用されてきた︑
〝国民的〟止

1949年 「中島正露丸」に名称変更

露 丸 ﹂と な っ た︒ち な み に︑
﹁正

中島佐一が「忠勇征露丸」を製造販売

1946年

露丸﹂は様々な会社から販売され

1902年

の大幸薬品の止瀉薬の国内シェア

1902 年に発売された「忠勇征露丸」
（写真左）と、
現在発売中の「正露丸」
。
（写真＝大幸薬品）

瀉薬
︵下痢止め︶
だ︒製造・販売元

ラ

現在のパッケージが登場

1982年

40

為替レート：１米ドル＝約8.2ランド（2008年）

正露丸の主な歴史

いくだろう︒

11

23

通貨：ランド
議会：二院制
政体：共和制

19

１９４９年にロシアとの国際関係

※ブナやマツから得られる木タールを繰り返し蒸留精製して得られる天然生薬。

い立場にあるようだ︒

民族：黒人79.0％、白人9.6％、
カラード
（混血）
8.9％、
アジア系2.5％

か？ 今︑国際経済の面からも︑

人口：4,790万人

﹁近年ではアフリカ諸国や中国に

面積：122万㎢

50

27

首都：プレトリア

世界から熱い注目を集めている︒

南アフリカの基礎データ

対して盛んに国外投資を行ってい

南アフリカ共和国の通貨「ランド」
。通貨記号は
「ZAR」
。それぞれの紙幣には、５種類の野生動物
がデザインされている。
（写真＝ bee）

「正露丸」
【ザ・ロングセラー】 大幸薬品

COLUMN _
4

サ

世界のお金TOPICS

南アフリカ共和国
COLUMN _
3

※所得不均等度を０〜１の範囲で表し、
１に近いほど格差が大きい。日本は0.4弱。

お知らせ

1

坂東眞理子さんサイン入り著書を
5 名様にプレゼント!!

レインボーニュース Vol.12

同封のアンケートにお答えいただいた方の中から、抽選で５名様に坂東眞理子さんのサイン
入り著書『美しい日本語のすすめ』をプレゼントいたします。

W

東京証券取引所オリジナル

ネックストラップを

!
チャンス 抽選にもれた方10名様に

プレゼントいたします！

お知らせ

2

「株式学習ゲーム」の
平成22年度実施期間のご案内

平成22年度の実施期間は以下の通りです。

平成22年4月12日
（月）
〜平成23年2月28日
（月）
（今年度からインターネット方式のみ夏期休業中も取引ができます！）
※システムメンテナンス上、下記期間は取引ができなくなります。
インターネット方式：8月7日
（土）
〜8月15日
（日）
、12月18日
（土）
〜1月10日
（月）
マークシート方式：7月24日
（土）
〜8月31日
（火）
、12月18日
（土）
〜1月10日
（月）
※土曜・日曜・祝日は取引ができません。

http://www.ssg.ne.jp
「株式学習ゲーム」は、株式の模擬売買を通じて、経済の動きや社会のしくみを学ぶための学習教材です。

株式学習ゲームに関する感想文＆小論文コンクール入賞者決定！
今年で6回目のこのコンクールでは、
「株式学習ゲーム」に参加した全国の中学生・高校生から542点の感想文、実践され
た先生から8点の小論文をご応募いただきました。審査員である長崎大学経済学部 川村雄介教授、三重大学教育学部
山根栄次教授の両氏による厳正な審査の結果、以下3名の方が最優秀賞を受賞されました。
○感想文 最優秀賞 中学生の部 愛媛県 愛光中学校 3年 弘中 智彦さん
○感想文 最優秀賞 高校生の部 東京都 都立西高等学校 1年 井上 有紀さん
○小論文 最優秀賞 鹿児島県 鹿児島市立城西中学校 福丸 恭伸先生
なお、最優秀作品については、株式学習ゲームホームページ
（http://www.ssg.ne.jp/）
に3月以降掲載予定。
平成22年度も引き続き「株式学習ゲームに関する感想文＆小論文」を募集いたします。
詳しくは株式学習ゲームホームページをご覧ください
（募集要項は4月以降掲載予定）
。
お問合わせは、日本証券業協会 証券教育広報センター 証券教育部
東京証券取引所グループ CSR推進部

TEL：03-3667-8029
TEL：03-3665-4879

レインボーニュースのバックナンバーは「証券クエスト」http://www.shokenquest.jp/ に掲載しております。
レインボーニュース 第12号
発行者：証券知識普及プロジェクト
お問い合わせ窓口：日本証券業協会 証券教育広報センター TEL 03−3667−8029
企画・制作：株式会社学研パブリッシング

東京証券取引所グループ CSR推進部 TEL 03−3665−4879

●証券知識普及プロジェクト
「証券知識普及プロジェクト」は、下記の証券団体等が参加し、長期的・継続的に証券知識の普及・啓発を図ることを目的に、学校における金融経済教育に役立つ各種学習教材の提供、一般消費者向け
のセミナーや講演会の開催等、多岐にわたり活動している共同事業です。
●参加団体一覧
日本証券業協会 東京証券取引所グループ 大阪証券取引所 名古屋証券取引所
※当情報誌は全国の中学校・高等学校へ無償で進呈しております。

福岡証券取引所

札幌証券取引所 ジャスダック証券取引所

投資信託協会

名証取引参加者協会

