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池上 授業の面では、どうちがいますか？

パ ッ ク ン 「 参 加 型 か ど う か 」が 大 き い で

「 経 済 大 国 で あ る 日 本 の 言 葉 が で き れ ば、

卒業したとき、友人に誘われたからです。

パックン １９９３年にハーバード大学を

は何ですか。

池上 日本に来られるきっかけとなったの

池上 “ That is a good question!
”
（笑）
パックン そうそう！ アメリカの先生は

っ込んでくる。そうすると、先生が……。

おかしくないですか？」と生徒が活発に突

す。
「 先生！

カでは、先生と積極的にやりとりする子で

ら黙って授業を聞いてる子ですが、アメリ

すね。日本でいい子とされるのは、ひたす

アメリカでの就職にも有利になるのでは 」

日本の授業は「黙っ て 聞 く も の 」
米国の授業は「先生 と や り と り 」

と考え、１年間の予定で来日し、福井県で

み ん な、 池 上 さ ん み た い な 感 じ な ん で す

なぜなんですか？」
「 それ、

英会話学校の講師に採用されました。する

池上 パックン自身は、どんな学生時代を

「学費は自分で払う」のが
アメリカの学生の常識

過ごしたのですか。

池上 いくらアメリカでも 歳からアルバ

から新聞配達を始めました。

パックン まさに「苦学生」でした。 歳

パックン 英会話学校だけでなく、友人が
趣味のバレーボールの活動で地元の高校生
たちと接する機会もありましたが、日本の
学生は、とてもお行儀がいいですね。
アメリカの生徒は、とにかく、個性的に
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イトというのは、ずいぶん早いですね。

パックン 僕の周りで友達がバイトしだし

たのも、だいたい 歳くらいですから。

女手ひとつで育ててくれました。 歳のと

パックン 両親が離婚のあと、母が、僕を

池上 どうしてそんなに早くから？

15

生きようとします。髪型や洋服、歩き方や
話し方も、できるだけ特徴づけて、
「 自分
はみんなとはちがう！」という生き方を早

ジャーナリスト

いなさい」と。それで、 歳で新聞配達を

ても買いたいなら、自分で働いたお金で買

収入では生活だけで精一杯だから、どうし

い！」と言ったら「悪いけど、お母さんの

の自転車に夢中になりました。
「 僕もほし

き、周囲の友達の影響でオフロードタイプ

10

くから身につけるんです。
池上 それに比べて、日本の学生は、言わ
ば「鋳型にはめられる」ということでしょ
うか。
パックン 僕のこどもは３歳なのですが、
幼稚園児や小学生はまだ個性がはっきりし

10

始めて、大学入学までの８年間、毎朝、午

10

ている。しかし、中学、高校と上がるにつ
れ、みんなと同じように振る舞う傾向が強
くなっていくようです。

池上 彰

先生をしていた中学の授業に参加したり、

か。

本とアメリカの生徒のちがいはありました

池上 「先生」という立場から見たとき、日

よ！ 自分の経験から言っても、授業に関

池上 彰
（いけがみ あきら）

しては、アメリカの「参加型」の方が、生

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。

と、食べ物は美味しいし、ひとはみんな優

験も持つ「パ
る立場〟の経
え
教
〝
、
し
業
卒
大学を
の日米間のち
名門ハーバード
に、学校教育
ん
さ
ン
ラ
ー
ハ
リック・
方について
ックン」ことパト
金融教育のあり
る
け
お
に
て
育
カの子
がいや、アメリ
。
た
っ
語ってもら

しいし、すごく気に入ってしまって、結局、

に学ぶ

徒もより深く学べると思います。

教育の先進性

滞在予定を伸ばすことになりました。

がわかる
対談
経済トレンド
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前６時半までに、最初は 軒、多いときは

パックン
パックン（パトリック・ハーラン）

４４０軒に自転車で配達して、学費だけで

タレント
アメリカ・コロラド州出身、1970 年生
まれ。ハーバード大学卒業後、1993
年に来日。福井県で英会話学校の講
師をする傍らアマチュアの劇団で活動、
役者をめざして上京。お笑いコンビ
「パ
ックンマックン」を結 成したのちは、
NHK「英語でしゃべらナイト」などで
人気を博す。2008 年より相模女子大
学の客員教授に就任するなど、現在で
は多方面にて活躍中。著書に『パック
ンの中吊り英作文』
『パックンの英語
絵本「トゥースフェアリーの大冒険」
』
『Pakkun's English Dictionary パ ッ
クン辞書』ほか多数。

なく、生活費の一部や、自分の洋服代など
を稼ぎました。
池上 配達はきつかったですか。
パックン 僕が住んでいたコロラド・スプ
リングスは山の多い地域だったので、自然
と鍛えられて、競輪選手みたいな脚になっ
ちゃいました。
太ももに筋肉がつき過ぎて、
ジーパンがはけなかったくらい。
池上 その新聞配達のおかげで、現在の基
礎体力が養われたのでしょうね。
パックン いまでも心肺（シンパイ）能力
が高いんです。だから、まったく心配（シ
ンパイ）ない！
。
池上 言うと思った（笑）
パックン 長年、芸人をやっていると、く
せになっちゃうんです…。
池上 大学は奨学金で行ったのですか。
パックン 返さなくてもいい奨学金と、返
さなければいけない奨学金の両方を受けま
した。アメリカの多くの学生は、自分でロ
ーンを組んで、大学の費用にあてます。金
利が低く、比較的良心的なローンです。
池上 アメリカの州立大学は安いけれど、
私立大学はとても高い。その代わりに奨学
金制度や学費ローンが充実している。
パックン 奨学金を利用すれば、最終的に
払う額は、私立大学であっても州立と同じ
か、より安くなります。僕はハーバード大
学を年間１００万円くらいで通いました。
池上 それは安い。
パックン 卒業したときには２００万円く
らいの奨学金の返済義務があったのですけ
れど、割と金利が低いので、定期的に返し

て行けば、生活に困るような負担ではない

んです。実際、僕は日本に来て働いて、２

年間で返しました。

池上 アメリカの場合、大学の学費は自分

で稼ぐのが当たり前と思っている人はかな

りいます。しかし、日本では親に出しても

らうのが当たり前だと思っている学生が多

い。そういうのを日本語では「親がかり」

と言うのですが、アメリカの学生からみれ

ば、不思議でしょうね。

パックン 確かに不思議でしたね。日本の

大学は、高くはないけれど、安くもない。

奨学金制度も少ない。僕も一日本人のパパ

ですが、もし、二人のこどもが日本の大学

に行くことになったら、大学に行って勉強

しないのは、絶対に許しません。

池上 日本の学生の大半は、大学に入った

ら勉強しませんものね。

パックン 大学に入るまで猛烈に勉強する

のは偉いと思います。
「 受験勉強は役に立

たない」という人もいますが、僕は、基礎

として役に立つと思っています。
大学では、

その受験勉強の土台の上に建設的な学びを

積み上げればいい。でも、
「 いったん大学

に入ったら頑張らなくていい」みたいな文

化は、どうしても許せないですね。

池上 アメリカの場合、大学に入ったら死

にものぐるいで勉強しなければならない。

パックン そうなんです。大学は厳しい。

悪い成績をとっていれば、卒業もできない

し、最悪、追い出されてしまいます。

池上 日本では、学ばない大学生のために

親が高い学費を払っています。

パックン ですから、もしこどもが日本の

大学に行くことになったら、学費を払う立
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パックンが受けた
“印象的な金融教育”
ま る で「 人 生 ゲ ー ム 」! ?

僕のなかで、最も記憶に残っている“金融教育”
は、７年生、日本でいうと中学一年生のときに受け
たアンダーソン先生の社会科の授業でした。「人生
ゲーム」 のようなシミュレーションを行うもので、いわ
ゆる“体験型授業”の典型でした。
収入を得て消費を行う

教室を一つの小さな社会に見立てて、学生はそれ
ぞれ「やりたい仕事」を選んで、それに合わせて給
料をどれくらいもらえるか、決めました。その授業が
あるたびに、何か必要なものが出てくると、ローンか、
分割か、あるいは現金で買うのか、僕らが実社会で
毎日やっている選択をその授業のなかでも実行してい
きます。
“ 差 し 押 さ え ”も 体 験

「クラス」というバーチャルな社会でのロールプレイ
ング・ゲームなのですが、それでも、借金で首が回ら
なくなったときは、本当に怖かったです。
あるとき、銀行の役割だった友人が、真顔で僕に
言いました。「パトリック、悪いけど、きみの家を差
し押さえることになった」って。
今から 27 年前の話なのに、そのときの恐怖は、
今でも鮮明に覚えています。 僕にとっては数少ない
「色鮮やかな思い出」です。

先生方へ

僕は今でも、分割払いやローンの賢い活用の仕
方、担保の大切さ、給料生活の良し悪しなど、その
授業で学んだことを思い出して、いろいろ判断してい
るくらいです。そういったリアルさを増した教育方法
なら、生徒の記憶にも授業の内容がしっかりと残り、
将来生かされるはずです。

場の僕が宿題を出してやろうかと思ってい
るくらいです。一緒に大学に通って、
「あ
の本の書評、来週までに提出するように」
と
（笑）
。学費と交換条件でやろうかな、
と。
池上 それはいいですね。
パックン 相当〝ウザい〟お父さんになる
と思いますよ！

こどものお小遣いは
「消費」「投資」「寄付」に分割
池上 ご自身のこどもたちに対しては、ど
んな教育をしようと思っていますか？
パックン まず、こどものときから、絶対
に、お金の大切さを知ってほしいですね。
池上 具体的には？
パックン こどもは３歳と１歳なので、ま
だお小遣いをあげていませんが、あげるよ

う（消費する）お金」
「投資するお金」
「寄

うになったら、そのお小遣いを「自由に使

も半年くらい生活に困らない程度の貯金は

まったときのために、収入がストップして

パックン 僕の場合、万が一、失業してし

て、将来、何ができるのか考えれば、楽し

もいい。けれど、３分の１は何かに投資し

パックン まず３分の１は、自由に使って

池上 なるほど。

池上 改めて言われてみれば、そうかもし

何のために貯金するんですか？

す。ましてや、まだ３、４歳のこどもが、

くのか、見守って行く方が賢明だと思いま

行くのか、どういうふうに花を咲かせてい

たら、絶対に投資して、それが何に育って

しています。でも、それ以上のお金が入っ

みも増えます。最後の３分の１に関しては

のある何かに投資して、お金が大きくなっ

「 お小遣いをもらえるあなたは恵まれてい

ていくのを一緒に見守って行こうと。

れませんね。
う」と提案します。

パックン お小遣いの３分の１は、将来性
池上 日本だと、
「 自 由 に 使 う お 金 」の 次

池上 お金の〝生きた使い方〟ですね。

る。そのことへの感謝として、毎回、金額

は「貯金するお金」と言うところだと思う

って言うんですよね。

”
英 語 で“ Grow your money

パックン
うところがユニークですね。

のですが、
「貯金」ではなく「投資」とい

を決めてどこかに寄付して、誰かを助けよ

るつもりです。

付するお金」に３分割して使うよう、教え

より抵抗感が薄いようですね。

り も ア メ リ カ の 方 が、
「 投 資 」 に 対 し て、

池上 そういう意味では、やはり、日本よ

海外企業への投資を活用すれば
グローバル化の波を乗り切れる

明するつもりです。

を稼ぐようにすることができるのだ」と説

働いてお金を作り、そのお金でもっとお金

を稼ぎ、そのお金で生活していた。今は、

べていた。次の時代の人は、仕事してお金

「大昔、人は自分の育てた家畜や作物を食

ら、こどもたちがもう少し大きくなったら

という感覚が常識になっています。ですか

パックン アメリカでは「お金を育てる」

さい」ですね。

池上 直訳すれば「あなたのお金を育てな

日本だと「貯金するお金」と言うところを、アメリカでは「投資」と言う点がユニークですね。
（池上）

ケーザイ
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て「株主」となることで、その会社を「持

興す才能を持っていない。なので、投資し

を「持つ」ことはできるのです。

経済が急成長している国々の「生産手段」

投資して、力を蓄えて行けば、僕にだって、

はありませんが、ファンドや株式や債券に

を自分ひとりで所有したり経営するわけで

身についている人材は、益々必要になると

い日本のためにも、そのスキルがしっかり

わけです。人件費の高い、自然資源の少な

キルを育てなければいけない時代になった

処理し、どうやって出力するのか、そのス

パックン 丸暗記じゃなく、
情報を収集し、

はいくらでもありますからね。

パックン 僕が思うに、現代は、丸暗記し

アメリカのとある記事で読んだのですが、

池上 理にかなっていますね。

つ側」に回ろうと考えたわけです。

池上 そのような投資の積み重ねで、自分

思います。生徒のみなさんには、幅広く勉

をつくる気はまったくありません。日本食

億万長者に共通する特徴を研究した結果、

パックン 今、経済のグローバル化や新興

のお金を育てているわけですね。

強させることで、一つの問題に対してあら

うね。

一所懸命に働くことや、倹約することはも

国の台頭などで苦しんでおられる経営者や

パトリック ところで、池上さんは何かに

ゆる方面からアプローチできるような思考

パックン うちは貧乏だったので、僕がこ

ちろん、「持つ」
ことが重要なのだそうです。

企業も多いと思いますが、逆に「それなら

投資していますか。

力や発想力を育んでいただきたいと思いま

た情報を吐き出す力を必要としません。

池上 「持つ」とは？

他国の成長率に乗ってしまおう」という考

。
池上 〝自分〟に投資しているかな（笑）

す。特に、お金は一生つきあっていくもの

池上 インターネットなど、調べるツール

パックン 「 means of production
（生産手
段）
」を「持つ」こと。コンビニでも、ク
え方もあると思います。投資を通して成長

毎週、書籍代に数万円、使っていますね。

なので、基本、基礎をしっかりと教えても

が一番好きだし…！ でも、ベトナムの会

リーニング店でも、ファーストフードのチ
率の高い国の経済成長に参加すれば、グロ

では最後に、読者である金融教育に取り

社に投資することはできます。一つの会社

ェーン店でも、町工場でも、下請け会社で

ーバル化の波も乗り越えられるでしょう。

組まれておられる先生方にメッセージをお

パックン つまり、会社経営が億万長者へ

も、何でもいいから、
「 生 産 手 段 」を 自 ら

池上 アジアの新興国などで、経済が著し

の近道だというんです。でも、僕は会社を

所有することが「億万長者になるための必

く発展しているところは多いですからね。

らいたいですね。

った今では「投資」が楽しみの一つです。

須条件」なのだそうです。

願いします。

どもの頃はできなかったけれど、大きくな

池上 確かに、誰かの下で働いて億万長者

パックン たとえば、僕はベトナムで会社
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になるというのは、非常にたいへんでしょ

10 歳から新聞配達を始め、“苦学生”としてハーバ
ード大学を卒業し、来日して英会話学校の講師も務
めたパックンことパトリック・ハーランさん。そんなパ
ックンが語った「教育」と「金銭感覚」における「日
本とアメリカ」のちがいについて比較する。

日本（典型例）

みんなと同じように振る舞おうとする
（協調性重視）

生 徒 の 傾 向

米国
（パックン）

他人とのちがいを強調しようとする
（個性重視）

授 業 の あ り 方

日本（典型例）

先生の話を黙って聞く
（一方通行・傍聴型）

米国
（パックン）

先生とやりとりする
（双方向・参加型）

日本（典型例）

大 学 の 学 費

親が出すのが一般的

米国
（パックン）

本人が出すのが主流

日本（典型例） 奨学金制度が不十分。学費ローンも未発達

学 費 調 達 環 境

奨学金や低金利の学費ローンが充実

子 ど も の 頃の小遣いの使い道

消費 投資 （寄付）
消費 貯金

日本（典型例）

お 金 と は ？

使うか、貯めるもの

米国
（パックン）

育てるもの

グ ロ ー バ ル化に対する考え方

日本（典型例）

国際競争を激化させ、
国内経済を圧迫し、デメリットが多い

米国
（パックン）

新興国への投資で、
高い経済成長率のメリットを享受できる

対談を終えて

アメリカの文化が醸成した
「お金を育てる」という考え方

う発想は、日本にはないアメリカならではの考え

パックンが話してくれた「お金を育てる」とい

方であり、とてもいい表現だと思いました。自分

が苦労して稼いだお金を消費するだけではなく、

投資などで最大限に活かし、大切に〝育てる〟感

覚でふやしながら、その一部は、困っている人た

ちへの寄付など、他人の援助のためにも積極的に

使う。アメリカの金融教育に先進性を見ました。

クの要因である「グリード（強欲）
」とはまったく

世界経済にダメージを与えたリーマン・ショッ

別のアメリカの文化を日本のこどもたちにも伝え

たいですね。

アメリカでは“Grow ｙour ｍoney（お金を育てる）
”という感覚が常識になっています。
（パックン）
パックンから見た
「日本とアメリカのちがい」

米国
（パックン）

日本（典型例）

米国
（パックン）

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

東京

「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としたフォ
ーラムです。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
12月30日、東京で開催された「金融経済教
育フォーラム」について、ご紹介します。

東京会場のほか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！
●仙台会場
（12・27）
▶東京大学大学院 経済学研究科教授：伊藤元重氏「最近の金融・経済の動向と今後のゆくえ」
●名古屋会場
（12・27）
大阪会場
（12・28）▶株式会社住信基礎研究所 主席研究員：伊藤洋一氏「今だからこそ
“金融の重要性”について考える」
●広島会場
（12・27）
福岡会場
（12・28） ▶公認会計士：山田真哉氏「会計士が教える、やさしいきんゆう教育」
●松山会場
（12・27）
▶弁護士：住田裕子氏「金融トラブルの実態と金融経済教育の必要性」
●金沢会場
（12・28）
▶読売新聞 特別編集委員：橋本五郎氏「2011年、どうなる!!日本の政治と経済」
●宇都宮会場
（1・6）
札幌会場
（1・8）
▶千葉商科大学 学長：島田晴雄氏「最近の金融・経済の動向と今後のゆくえ」

能性のある事業に集中投資し、

将来性の高い事業に集中投資を

世界経済を見ると、２００８

経済における金融と投資の役

発展させていくことが経済を救

割を人体にたとえると、経済が

うカギだと言えるでしょう。

綿と続いていたパックスアメリ

年９月のリーマンショックに端

カーナ体制（※１）が変質し、

血液の流れが経済であり、常に

肉体で金融は血液のようなもの。

を発する金融危機以降、戦後連

産業の中心を占めていた自動車

本ではかつての統制経済（※２）

や電子産業に代わって、食料や

の影響が強く残り、投資という

株式投資もその一環です。日

行為が感覚的になじまないせい

循環している必要があります。

で、アメリカは規格化された製

のような世界経済の大転換の中

か、株式投資を行う人が全体の

健康のような産業が社会的役割

品を大量生産する、従来の供給

２割ほどしかいないと言われま

を強めつつあります。今後、こ

迫られつつあると言えます。

側主導の産業構造からの脱却を

中でも珍しいことです。可能性

す。これは世界の資本主義国の

や企業に、あたたかいお金を出

のある事業を起こそうとする人

一方、日本はバブル崩壊以降、

済の混迷時代に突入しました。

「失われた 年」と呼ばれる経

この間に日本の経済力が急速に

ただしお金を貸すのとは違って

資本主義のあり方の基本です。

リスクは自分で負うという原則

して応援することが投資であり、

成長戦略を真剣に考え、将来に

近くに達しています。今、真の

も、ぜひ中学生や高校生に伝え

赤字はＧＤＰに対して２００％

向けた明確なロードマップを描

ていただきたいと思います。

劣化し、２０１０年に累積財政

くことが求められています。可

20

基調講演

千葉商科大学
学長

島田 晴雄氏

※１ 1945年、第二次世界大戦の終結を意図して構築された世界運営体制のこと。経済面ではドル基軸、政治や軍事面ではアメリカの軍事力を基盤としている。
※２ 価格や流通などが国家によって統制されている経済。
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をためらう先生も多いことと思い
ます。しかし経済についての見方
や考え方を学ばせるという「ねら

に重要視されることになりました。
えば「自己責任やリスク」
「 需給

義な「手段」となり得ます。たと

い」を明確にすれば、とても有意
そこで注意したいのは、経済の

法則」などの口頭では説明しづら

学ぶ目的やねらいを明確にして
授業の手段として教材を活用する
氏

信州大学教育学部准教授

栗原 久
仕組みをただやみくもに教えるの

はかっています。

高橋 時間がないときは、放

課後の時間を活用しています。

金子 最初に結論、次に理由

栗原 事後学習の方法は？

を３つ述べる記述形式で、レ

ポートを書かせています。投

資した会社名を書き、その理

何を学ばせるのかという「ねら

栗原 体験学習でどんな力が

い複雑な事象もわかりやすく教え

があるのか」
「なぜ金融は必要なの

い」を決めるのは、授業者です。

栗原 教材を使った授業の取

身につくのでしょう？

ではなく「なぜ市場経済という仕

か、どうしてそのような仕組みが

ゲーム性のある教材は、とかく勝

高橋 「みんなで体験！」は

由を３つ書くスタイルです。

あるのか」を具体的な事象を交え

ち負けに生徒の関心が向かいがち

高橋 中学で「株式学習ゲー

り組みを教えてください。

ることができるでしょう。

て生徒に問いかけ、考えさせるこ

なく、問いを立てて体験を振り返

です。ゲームをやって終わりでは

組みがあるのか、どのような機能

とです。

生徒が社長になってプレゼン

公開授業でも使っています。

会社研究シート」を課題としまし

か？

具体的にどう工夫しています

栗原 体験学習の時間捻出は

ど、本当の意味での学力アッ

金子 思考判断力や記述力な

世の中が見えてきます。

星 経済に興味を持つことで

ても有効だと思います。

がり、言語活動の育成にもと
た。 月からは企業に関する情報

星 重複する授業は、他教科

をするので、保護者も盛り上

を生徒同士でやり取りする「情報

との連携をはかって効率化を

金 子 高 校 で「 み ん な で 体

始めました。生徒は興味津々で、

とが大きな収穫でした。今後もこ

任の大きさを理解してもらえたこ

プにつながっています。

交換紙」
（別名紙上ツイッター）を

験！」を導入しています。

練としても役立っています。

論理的な文章を書くための訓

「株式学習ゲーム」を始めとする

を取り入れています。

ム」や「みんなで体験！」
（※）

中学校ではこれまでも公民の授

だと言えます。

る、きめ細やかなフォローが重要

業で金融についての授業はありま
体験型教材は、時間がない、使い

【パネラー】
鎌倉市立大船中学校教諭 星典男氏
東京都立桜修館中等教育学校教諭 高橋勝也氏
神奈川県立三浦臨海高等学校教諭 金子幹夫氏

方がわからないなどの理由で導入

【コーディネーター】
信州大学教育学部准教授 栗原久氏

金融（経済）に関わる学習がさら

パネル
ディスカッション

したが、学習指導要領の改訂で、

度からは公民の必修で実施してい

中学３年の社会科の授業に
「株式学習ゲーム」を取り入れる意義

鎌倉市立大船中学校教諭

クラスを超えて情報をさかんにや

で行いました。年に２回、レポー

の学習の輪をさらに広げていきた

氏

生徒からは「社会は単に暗記だ

り取りする姿が見られました。
けではないとわかった」
「先を読む

私が社会科の授業で初めて「株

は、企業の株価の変化や主力商品

ト作成と発表会を行い、夏休みに

いと考えています。

年前です。当初は３年生の選択

星 典男

ます。教材を導入したきっかけは、

流の中から自分の考えをしっかり

「自ら考え判断する教科」
「意見交

通して積極的に発言する生徒がふ

声が寄せられました。体験学習を
えたこと、企業の努力や社会的責

ことの大事さがわかった」などの
本年度の体験学習は月に２～３

持つことができる教科」にしたい

回、１回につき ～ 分のペース

と考えたからです。

「暗記物」と思われがち社会科を

11

式学習ゲーム」を取り入れたのは

20

などを調べる「私たちの応援する

07

15

事例報告

社会で実施していましたが、昨年

※「みんなで体験！株式会社とお金のしくみ」

講演
実践
10

エリア A >> 宅急便などの仕分けを行う

審判

中・高校生が体当たりで調べた

ターミナル棟

荷物を「早く」
「安全に」
「正確に」届ける秘密とは？
各営業所からトラックで集められた荷物は、各地方へ送るため、いったんターミナル棟内で
配達地域ごとに仕分けられる。そして仕分けられた荷物は、その日の夜に大型トラックに載せ、
届け先に一番近いターミナルへ運ばれる。
仕分け作業のピークは夕19〜21時。たった数時間の間に数万個の荷物を仕分ける必要があ
るので、ターミナル棟では効率化のためのさまざまな工夫がなされている。

バーコードを機械で読み取り

荷物に貼られたシールの６桁のエリアコードは、そ

ベルトコンベアーの仕分けライン。荷物のバーコー

れぞれ地域を表している。バーコードを機械で読み
取れないときは係員が手作業で仕分けるが、２桁ず
つにすることで、覚えやすく、ミスも減らせる。

ドを機械で瞬時に読み取り、エリアごとに仕分け
ていく。手作業では時間がかかる仕分け作業がラ
クに、スピーディに進んでいく。

６桁のコードにあった

瞬時に自動仕分け

今回の研究テーマ
２００７年にオープンした、「物流ターミナル」を中・高校生が調査する！

28 -30 -30
都道府県

市・郡

町・村

「神奈川県横浜市鶴見区安善」の例

1時間に

エリア A

仕分けられる
荷物の数

その3

軽いものは上、重いものは下に

32,000個

規格サイズのＢＯＸをフル活用

荷物に貼られた送り状のバーコードを自動的に読
み取り、送り先別に自動仕分けされる。

荷物を載せて、拠点間の移動に使うのが、高さ1.7
ｍ、幅・奥行き約1.1ｍの「ＢＯＸ」と呼ばれるコ

55,000個

ンテナ。どれもサイズが同じなので、効率的に管
理できるのが特徴。軽い荷物は上の棚に、重い荷
物は下に載せられるつくりになっている。

宅配便

メール便

カタログや雑誌などの配送を扱うメール便は、荷
物に記された郵便番号を読み取って仕分けられる。
専用の自動仕分け機に荷物を手作業で入れていく。

クール便
寒い〜！

ヤマト運輸 宅急便システムの最前線
「物流ターミナル」
の秘密を調査せよ！

すばやい仕分けの秘密は

8,000個

冷凍、冷蔵の荷物を扱う
「クール便」は、低温度の
専用仕分けスペースで仕
分けを行う。

庫内は冷凍、冷蔵の 2 つの
用途の対応ができる

クロネコのトレードマークでおなじみのヤマト運輸が取り扱う「宅急便」。１９７６年

その1

の開始以来、 荷物の取り扱い数は急拡大し、 物流の姿を大きく変えた。 今回は、

その2

森谷剛之さんに
伺いました !

3

伊藤 誠くん （高校 年生）

櫻木 麻衣羅さん（中学 年生）

調査員 とても広い施設で驚きました。

森谷 物流センターとしては当社では最大

級の規模を誇り、東京ドームの約１・５倍

の広さがあります。

調査員 主にどんなことをするのですか？

森谷 建物はターミナル棟と物流棟の２つ

に分かれています。ターミナル棟は、宅急

便などの荷物の仕分け、配送業務を行いま

す。物流棟では、横浜港をはじめとする港

湾貨物の入出庫作業や「ロジスティクス業

務」といって、さまざまな企業から幅広い

意味での物流作業を請け負っています。

調査員 クロネコヤマトといえば「宅急便」

ですよね。どんなところが特徴ですか？

森谷 今では当たり前のようになっている

今回の調査員

神奈川主管支店
社会貢献課課長

3
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調査員

伊藤くん＆
櫻木さんが

エリア B >> 企業から幅広い業務を請け負う

調べた !

作業効率を重視して
人が立てる高さの
トラックを開発
物流センターの入り口には、宅急便

注文がきたら即日出荷！タイムロスをなくす工夫とは？
物流棟は、主にメーカーや百貨店などから委託された通信販売などの商品を取り扱う施設。
顧客が注文した商品のピックアップ作業・仕分け・検品・梱包等がフロア内で一括してできる
ようになっており、注文後の即日出荷も可能だ。
顧客が「欲しい」と思ったときにすぐに商品が手元に届くように、時間短縮をはかるシステ
ムやタイムロスをなくす最新の技術が取り入れられている。

開始当時のトラックが展示されていま
す。それまでの集配用車両は荷台が狭
いバンタイプでしたが、荷物が増加す

その2

その1

誰でも探せるエリア分けで

商品発送のシステム化で

エラーを最小限に

るにつれて、ドライバーから車内で作

時間短縮を実現

業をするときに腰をかがめなくてもす

通信販売の注文受付

む天井が高い車が欲しいという要望が

から商品発送までを
システム化した、最
新鋭の設備。注文伝

出てきました。それにこたえて「車開
発プロジェクトチーム」が1980年3月
にベニヤ板で作った試作品を作成・提

票が入ったボックス
はローラーコンベア
ーに乗って商品棚エ

案。自動車メーカーの協力で、1981
年8月、車内で立って作業ができる“ウ

リアへ。注文のあっ
た商品は、棚のラン
プが光るので、社員
はその棚から商品を
取り出してボックス
に入れていく仕組み

オークスルー車”の試作車第１号が完
成しました。まさに「現場の声」によっ
て作られたトラックです！
天井が高いので、
車内でも腰をかが
めずに荷物の出し
入れができる。

天井まで
173cm
もある。

物流棟

だ。

衣料品の通販用の業務スペースでは、注文票を見
ながらスタッフが指定の場所へ商品を取りに行
く。その際に役立っているのが、エリア分け。数
字や文字を使ってゾーンを分け、さらに商品を入
れたボックスにも番号がふってあるので、何がど

エリア B

こにあるのかが一目瞭然だ。

ご不在連絡票にネコ耳形の
切れ込みがある理由とは？

物流センターの入
り口に、ウオーク
スルー車の第１号
が展示されている。

不在時に配達したことを知らせる不在票。ヤマトの不在票には、サ
イドの部分にネコ耳形（Ｍ字形）
の切れ込みが入っているのをご存

取材協力

知だろうか？ これは、視覚に障がいのある社員の発案で実現され

ヤマト運輸
神奈川物流ターミナル

ように、また他の会社との違いがわかるようにという配慮から、す

翌日配達は、１９７６年に開始した業界初

のサービスです。その後も「クール宅急便」

や「時間帯お届け」サービスなど、さまざ

まなサービスを取れ入れてきました。

調査員 それらのアイディアは誰が考えた

のですか？

森谷 お客さまからの要望はもちろん、社

員の提案から生まれたものもあります。た

とえば、
「スキー宅急便」は、雪の降る冬に、

大きなスキーセットを抱えて移動に苦労し

ているツアー客を見て長野県のセールスド

ライバーが発案したものです。

調査員 現場の声も大事にするんですね。

今後の取り組みについて教えてください。

森谷 これからは国内と海外を結ぶ物流ネ

ットワークの構築がます

ます重要になってくるで

し ょ う。今 後 も「 現 場 主

義 」をモットーに、お客

様に喜んでもらえるサー

09

ビスを提供します。

■ヤマト運輸
http://www.kuronekoyamato.co.jp/

調査員 ありがとうござ

日本最大級の物流ターミナルが稼働予定。

べての不在票にこの切れ込みを入れているそうだ。

いました。

2007年４月１日にオープンしたヤマト運
輸の物流拠点。
荷物の仕分けや配送のほか、
港湾貨物の入出庫作業、ロジスティクス業
務など幅広い業務に対応できる複合施設。
2012年には、羽田にこの神奈川をしのぐ

たもので、チラシなどにまぎれてうっかり捨ててしまうことのない

戦国時代の姫・江の波乱に

年のＮＨＫ大河ドラマ「江」
。
商いのネットワークを拡大。江戸

ティングの手法を確立し、全国に

今
し」の「三方よし」を活動の理念

時代を中心に大活躍した。特筆す

としたこと。封建体制の時代では、

べきはその商才だけでなく、
「売

大河ドラマの舞台は観光客増や
他国で円滑に商業活動を行うには

富んだ一生を描くドラマで、舞台

関連グッズ販売で経済効果がある
利益追求よりもその土地を思う気

の一つとなる近江（滋賀県）も盛

とされる。同県も年間観光客数を
持ちが必須で、そこから現代にお

り手よし」
「買い手よし」
「世間よ

前年比約１３４万人増の約２６１

り上がりそうだ。

０万人、経済効果を約１６２億円
ける企業の社会貢献にも通じる精

都に近く、東西交通の要衝だった

題をさらった滋賀だが、立地が京

する企業。つまり、滋賀は日本の

（別表）
。いずれも日本経済を代表

ルーツを持つ会社が少なくない

にゆかりがあったり、近江商人に

実は現代日本の企業には、滋賀

神が育まれてきたのだ。

（同県発表）と見込み期待が高い。
近年は彦根城のイメージキャラ

ため、古くから日本の政治の重要

クター「ひこにゃん」の人気で話

地域でもあった。同様に、大きな
ら、人の往来も盛んになった。

街道がぶつかる土地だったことか

大きく関わっている。

政治だけでなく、経済の歴史にも

く、こうした観点で滋賀を見てみ

ドラマの舞台としてだけではな

65

80

111

124

168

173

200

ドラマ「江」の舞台の一つ、滋賀県の近江八幡市に
は、近江商人の住居が並ぶ昔ながらの町並みも

近江にゆかりのある企業

伊 藤 忠 商 事 （創業者が豊郷出身）
高
島
屋 （創業者が高島出身）
日 本 旅 行 （創業地が草津）
西
武 （創業者が秦荘出身）
ワ コ ー ル （創業者が五個荘出身）
日本生命保険 （創業者が彦根出身）
ヤ ン マ ー （創業者が高月出身）
日本電気硝子 （本社が大津市）

ない。自治体などにとって、市民

ランニングブームも冷める気配が

大会前後数日だけでこの金額が生

３７６億円と算出されたといい、

経済研究所によると第３回大会で

も加味した経済効果は、第一生命

まれることを考えるとまさに驚異

今年の 月末には大阪でも出場

的だ。

も３万５千人の枠に約 万５千人

から出場希望者が殺到し、今大会

して２００７年に初開催。第１回

加できる大規模シティマラソンと

の京都マラソンなど、関西を中心

神戸マラソンや、２０１２年３月

ンが始まる。このほか、同時期の

ランナー３万人規模の大阪マラソ

ナーだけでなく市民ランナーも参

東京マラソンは、エリートラン

うか。

マラソン大会にはいったいどのよ

これら関連商品の売り上げなど

躍起になる。

ーズやウェアなど関連グッズも売

※マラソンが実施される間の約6〜7時間の交通の不通や渋滞
が発生時のマイナスの経済効果は考慮せず

り時のため、スポーツメーカーも

①＋②＝123.9億円

０１１年大会で節目の５回

②一次波及効果、
二次波及効果＝23億2,500万円

目 を 迎 え た 東 京 マ ラ ソ ン。

大阪マラソン経済波及効果予測の概要

うな経済効果が期待できるのだろ

うに、健康志向の高まりを受けた

大会の盛況ぶりに呼応するかのよ

２

①直接効果＝100億6,511万円
Ａ大会参加者（ランナー・観戦者・関係者ら）
による消費支出
Ｂ大会グッズの売上高
Ｃ関係企業独自の支出
Ｄ大会運営組織による支出

10

そこから生まれたのが、かの有

日本を代表する企業がズラリ。近江商人にルーツを
持っている場合も多い。

名な近江商人。支店制や行商など、

44

各地で続々開催される大規模市民マラソン。ランナ
ーの快走が経済にも火をつける！？
（写真はイメージです）

が応募。出場するだけでも９・６

開かれる予定。

に続々と大規模な市民マラソンが

動、飲食、宿泊などで大きなお金

大会も出場者、観客、関係者の移

マラソン大会だけではなく駅伝

ようだ。

い、関係者の期待も高まっている

億円の経済効果が見込まれるとい

大の宮本勝浩教授によると１２４

ちなみに大阪マラソンは、関西

が落ちると言われる。さらにシュ

ならない。

倍の狭き門をくぐりぬけなければ

33

（％）
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0

るのも面白そうだ。

自治体にもメリット !?

200

150

100

50

0

当時では先進的な合理化、マーケ

40

日本
韓国
イギリス
ドイツ
フランス
アメリカ合衆国
カナダ
オーストラリア

市民マラソン大会の経済効果
COLUMN_
2

滋賀は日本経済の原点 !?
NHK大河ドラマ「江」で注目の

COLUMN_
1

TREND COLUMN
授業で使える経済トピック
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TREND COLUMN

COLUMN_
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ラジウム触媒クロスカップリン

受賞研究は「有機合成におけるパ

というニュースに列島が沸いた。

の日本人がノーベル化学賞を受賞

一氏（米パデュー大教授）の２人

工学部名誉教授）
、根本英

年末は鈴木章氏（北海道大

液晶や有機ＥＬ、高血圧薬、抗が

生まれた。今回の受賞研究からも、

ク」発見からタッチパネルなどが

英樹氏の「電気を通すプラスチッ

０００年に化学賞を受賞した白川

氏の「エサキダイオード」や、２

に物理学賞を受賞した江崎玲於奈

の研究を見てみても、１９７３年

過去の日本人ノーベル賞受賞者

いる。と同時に、このように世界

グ」という聞き慣れないものだが、

的な発明や発見が世の中の構造を

我々の生活にも深く関わっている

「 ク ロ ス カ ッ プ リ ン グ 」 と は、

大きく変え、我々の暮らしを豊か

ん剤、エイズ治療薬などの医薬品

異なる２つのものを結合させる化

にするためには、それを製品化す

とか。研究を経済への貢献という

学反応のこと。受賞研究では、難

る企業側の努力が不可欠なことも

と多くの画期的な製品が生まれて

しいとされた炭素原子同士の結合

服装が洋服になるなど、衣食住の

生野菜が保存しやすくなったこと

卓に欠かせないマヨネーズ

で、サラダ需要が増えた。すると、

洋風化が進むのを見て、中島氏は

食

感覚からするとやや割高の印象だ

サラダにかけやすいよう、瓶から

マヨネーズが受け入れられると確

が、マヨネーズ部門で本家の海外

ポリボトルに容器をモデルチェン

だが、それを手掛けるキユ

メーカーと同等、ときにはそれ以

ジ。機を見た中島氏の迅速な対応

ーピーがアメリカで人気という。

上の売り上げがある。ネットのレ

信した。だが、発売当時の日本に

ビューにも好意的な評価が並ぶ。

が功を奏し、マヨネーズは食卓に

当時は関東大震災後の復興をきっ

２５年、国内で初めて販売された。

に注目したのをきっかけに、１９

薫一郎氏がアメリカでマヨネーズ

ヨネーズは、同社の創始者・中島

だろうか。そもそもキユーピーマ

トナムへ現地法人設立を発表。海

なお、キユーピーは昨年秋にベ

える地位がもたらされているのだ。

その結果、国内でシェア ％を超

への対応に努め続けているという。

品を作り、変化する消費者の味覚

現在でも同社は毎年多くの試作

広がっていった。

かけに、街には西洋化の波が押し

ネーズ人気の秘密はどこにあるの

メイド・イン・ジャパンのマヨ

は生野菜を食べる習慣がなく、す

1988年 ボトルの口部にアルミシールを採用

アメリカのネット通販大手Ａｍ

1958年 ポリボトル容器のマヨネーズ発売

ａｚｏｎ・ｃｏｍでは、おなじみの

1948年 製造再開

その後は冷蔵庫の普及により、

1943年 戦争のためマヨネーズ製造中止

ぐにはヒットしなかったという。

日本初のマヨネーズ誕生

５００ｇのボトルタイプを５＄前

1925年 キユーピーマヨネーズ発売

後（約４１５円）で販売。我々の

●キユーピーマヨネーズの主な歴史

外での活躍がさらに広がりそうだ。

Vol.14 p11 『COLUMN_3「世界に広がるニッポン農ブランド」主要輸出産業となるか!?』 の記述に誤植がありました。
下段７行目 （誤）
「台湾のWHO（世界貿易機関）加盟」 → （正）
「台湾のWTO（世界貿易機関）加盟」
以上、お詫びして訂正させていただきます。

点から見てみよう。

に、反応を進める触媒としてパラ
見逃せない。

道むかわ町で特産物のシシャモを

ちなみに鈴木さんの実弟は北海

ジウムを用い、安定的に反応させ

商っており、受賞発表翌日はすさ

られるようにした。特に１９７９
年に鈴木さんが編み出した「スズ

!?
医療分野
●ボスカリド
（殺菌剤）

㊧キユーピーマヨネーズ初代は瓶で発売された。㊨上
蓋を開けると細口に、キャップをはずすと星型に。使
う人のことを考えさまざまな工夫が凝らされている。

寄せていた。袴姿だった女学生の

11

キカップリング」は条件などに左

【ザ・ロングセラー】

まじい注文があったとか。ここで

医療分野
●バルサルタン
（降圧剤）
●イマチニブ
（抗ガン剤）

右されにくく、基礎研究から産業

ハイテク分野
●携帯電話、テレビ、パソコンの液晶
●有機EL

も小さな経済効果が見られた

「スズキカップリング」を利用した製品

まで幅広く利用されているという。

ハイテク製品から医療品まで、受賞研究は身近な幅
広い製品に利用されている。

1972年 ボトルの口に星形プラスチック採用

50

キユーピー「マヨネーズ」
COLUMN_
4

昨

ノーベル化学賞研究が生活を豊かにする！

お知らせ

レインボーニュース Vol.15

パックンのサイン入り著書
1 『Pakkun's
English Dictionary』
を3 名様にプレゼント!!

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3名様に、パックンのサイン
入り著書『Pakkun's English Dictionary』
（2巻セット）
をプレゼントいたします。

W

東京証券取引所オリジナル

シャープペンシル

!
チャンス を抽選にもれた方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23年度実施期間のご案内

平成23年度の実施期間は以下の通りです。

平成23年4月11日
（月）
～平成24年2月29日
（水）
※システムメンテナンス上、下記の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13日
（土）
～8月21日
（日）
、12月17日
（土）
～1月9日
（月・祝）
・マークシート方式
7月23日
（土）
～8月31日
（水）
、12月17日
（土）
～1月9日
（月・祝）
※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7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８２７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。審査員である作新学院大学経営学部 髙橋 元教授、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 福岡県 福岡教育大学附属福岡中学校 ３年 秋月 優里さん
○感想文 最優秀賞 高校生の部 大阪府 大阪市立天王寺商業高等学校 ３年 長谷川 知子さん
○小論文 最優秀賞 神奈川県 横浜市立潮田中学校 力丸 剛先生
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23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15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 福岡証券取引所 札幌証券取引所 投資信託協会 名証取引参加者協会
※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。

