＜ワーク５＞
指導のポイント

消費生活課

回答例 P4
進め方のヒント

・
「レシート」に書かれていることを

「商品リスト」
「合計」など、項目
ごとに色分けをして囲んでもよいで

理解する。

しょう。また家から「レシート」を
・
「プリペイドカード」でお金を使い

持ってきてもらい、ワークに沿って

すぎないために、
「レシート」で使っ

書かれていることを確認するなどの

た金額や残金を管理することが大切

工夫で、より多様な学びが可能にな

であることを理解する。

ります。

教師用指導マニュアル

〇〇〇

消費生活キャラクター

解説

レジで会計した際に渡される「レ

つりをもらったりすることがないた

シート」は、お金を払ったことの証

め、購入金額が正確であるか、残金

拠になるものです。不良品の交換

はいくらか…といったことは「レシ

や返品をする時などにも必要にな

ート」のみで確認することに。きち

ります。

んともらう習慣をつけ、書かれてい

「プリペイドカード」で支払った
場合は、自分でお金を払ったり、お

＜教材作成のねらい＞
2019年6月30日

ノート

108円

ジュース

162円

交通系の IC 型プリペイドカードの普及や、サーバ型

全国の消費生活センターには、サーバ型プリペイドカー

プリペイドカードがコンビニエンスストアで広く販売さ

ドの識別番号を不正に取得しようとする詐欺業者とのト

×

730円

れるようになったことにより、小学生にとっても「プリ
児童の生活経験を把握する

る内容を把握し、金銭管理の資料と

ペイドカード」
は身近なものとなってきています。しかし、

することが大切になります。

＜ワーク６＞
指導のポイント

ニャン吉

ラブルなどの相談が複数寄せられるようになりました。
こうした現状を踏まえ、本教材は、中学生になる前に

その形態から「お金」としての価値を理解しにくく、使

児童が「プリペイドカード」について学び、時代に即し

いすぎや子ども同士の「おごり・おごられ」などが、学

た金銭管理を身に付ける一助となるよう制作したもの

校で問題になっているケースも多く見られます。また、

です。

進め方のヒント

・
「レシート」に書いてあることを理

レシートから、お小遣い帳に記入

解し、金銭管理に役立てられるよう

する事項と、記入しない事項を見分

にする。

けて書くことは、案外難しいもので

＜教材の作成にあたっての留意点＞

す。一つ一つ確認して進めましょう。
・お小遣い帳のつけ方を理解する。

お小遣い帳のつけ方は、ワークに
記されたレシート以外にも「シャー
ペン 756 円」
「ポテトチップス

主要事項のみ確認する場合の展開例（45 分の場合）
主な学習活動

108 円」などと書いたカードを用
意し、引いたカードのものを買った
と想定して記入させるなど、ゲーム
的な要素を盛り込むと、楽しく学ぶ
ことができます。

導入 （１）日頃の生活を振り返り
（10 分）＜ワーク１＞に取り組む
・電車に乗る時に使う
カードのこと？
・T カードはどれ？

解説

お小遣い帳の記入方法は、
現金で

お小遣い帳に記す場合には、市販の

やり取りした場合と同様です。
日付、

普通のノートに＜ワーク６＞で記し

なんで
（もらった・使った）
といった

た要素を自分で書き、左ページに現

内訳、入ったお金（収入）、出たお金

金の管理、右ページに「プリペイド

（支出）
、
残ったお金を書いていきま

カード」の管理をするページを設け

す。
レシートには消費税額も別途明

ると、わかりやすくなります。

記されていますが、
お小遣い帳には

学習指導要領には、お小遣い帳の

消費税を含んだ額のみを書きます。

つけ方は含まれませんが、
「プリペイ

なお、貯金した場合は通常「支出」
として扱い、貯金をおろした際には
「収入」として記入します。
現金、プリペイドカードの両方を

ドカード」のような見えないお金を
管理するには、お金を見える化でき
るお小遣い帳は有効な管理方法の一
つです。

＜まとめ＞
進め方のヒント

＜ワーク１＞から＜ワーク６＞を

しょう。
「お金名人プレミアム」メダ

通して学んだことを、振り返ること

ル横の□内に、検印を押すこともで

ができます。宿題にしてもよいで

きるようになっています。

指導上の留意点

教材

・
「プ リ ペ イ ド カ ー ド」は ＜ワーク１＞
身近なものであることに気 ＜考 え て み よ
づかせる。
う＞
・＜考えてみよう＞を利用
し、清算時に使用するいろ
いろなカードと「プリペイ
ドカード」との相違点がわ
かるようにする。

展開 （２）＜ワーク２＞の表の「見た ・
「プリペイドカード」には、＜ワーク２＞
（25 分）目」
「特徴」を手掛かりに、
＜ワー いろいろな種類があること
を理解させる。
ク１＞のカードを分類する。
・
「プリペイドカード」は、
「お金」と同じ役割がある
ということを理解させる。
（３）「プリペイドカード」の長
所と短所を考え、
＜ワーク３＞
に記入し、発表する
・便利
・おつりをもらわなくていい
わからない
・いくら使ったか、

・長所と短所について、自 ＜ワーク３＞
由に発言させる。
・
「プ リ ペ イ ド カ ー ド」の
長所・短所を黒板にまとめ
る。

（４）「プ リ ペ イ ド カ ー ド」を ・長所と短所から、利用す
使う際に気を付けたいことを る際の注意点を考えさせる。
考え、＜ワーク３＞に記入し、
発表する。
・使いすぎない
・落とさないようにする
・いくら使ったか、わかる
ようにする

・発表の内容を黒板にまと
める。

まとめ （5）学 ん だ こ と を 振 り 返 る。 本時を振り返る。
＜まとめ＞ ＜まとめ＞
（10 分）また、先生の話を聞き、最終 を利用し、気を付けたいこ
ページの＜まとめ＞をチェッ とを補足する。
クする。

・児童が能動的に学習できるよう、一人で考えたり、発
表したり、またグループで討議できるようなワークを取

児童の経験や興味・関心に配慮しながら進められる構成

り入れています（
「進め方のヒント」参照）
。

になっています。

・最終ページに＜まとめ＞を設け、学んだことを振り返

・＜ワーク１＞〜＜ワーク６＞まですべて順を追って学

ることができるように工夫してあります。

習展開できなくても、各ワークのポイントがつかめるよ

※
「児童にお小遣い帳を継続して取り組ませたい」という

う、ニャン吉のまとめコメントを設けています（本紙

ご要望にお応えして、お小遣い帳に特化したワークシー

P４展開例参照）
。

トを別途作成し、挟み込みました。家庭の理解を得られ

・児童の意欲を高めるために、
「お金名人」のメダルのイ

るように、保護者向けの解説も記載してあります。
（
「
『お

ラストを配しています。

こづかい帳』を学んで お金名人 をめざそう !」参照）

「プリペイドカード」とは…

2019年７月発行

トカード利用分と一緒に引き落とされることになります。
プリペイド方式（前払い方式）
、ポストペイ方式（後払
い方式）とも、最近では携帯電話やスマートフォンに搭

「プリペイドカード」は、事前にお金を入金し、その
お金の価値を電子データとして記録しておいて代金の支

載されるなどして利用が拡大しています。
神奈川県内には、塾やおけいこごとのために Suica、

払いに利用する「前払い方式」の決済手段です。紙型の

PA SMO などの交 通系 の IC 型プリペイドカードを持つ

商品券をはじめ、磁気型のカード、IC 型のカード、識

児童が多くいます。交 通系の I C 型プ リペイドカードは、

別番号によるサーバ型などがあります。

近年、自動販売機や駅ビルだけでなく、コンビニエンス

「 電子マネー」という言葉も聞き覚えがあるかもしれ

ストア、ドラッグストアなどでも使用できるようになり、

ません。これも「利用する前にチャージを行うプリペイ

使用範囲が広がっています。また県内に多く存在するシ

ド方式（前払い方式）の電子的リテール決済手段を指す」

ョッピングセンターで流通系 IC 型プリペイドカードを

（
「最近の電子マネーの動向について 2012 年」日本銀

利用する保護者も多く、児童にとってお金の流れがわか

行決済機構局）ということですから、一般的にはほぼ同

りづらい環境にあります。

じ意味で使われていますが、
支払いにクレジット機能（与
信機能）を利用するポストペイ方式（後払い方式）のも
のを含んで示している場合もあるようです。ポストペ

消費生活課 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 ☎045-312-1121（代表）内線2640〜2643
つながる・かながわ 検索 http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/edu/index.html
■執筆：生活経済ジャーナリスト あんびる えつこ

・児童によって生活経験が異なることから、各児童の「プ
リペイドカード」との関わりを＜ワーク１＞で把握し、

イ方式（後払い方式）の電子マネーは、後日クレジッ

＜ワーク１＞
指導のポイント

・日頃の生活を振り返り、
「プリペイ

回答例 P2

回答例 P1

回答例 P3

進め方のヒント

児童の生活経験には差があります。

ドカード」がいろいろな場面で使わ

図を見ても理解できなかったり、
「プ

れていることに気付かせる。

リペイドカード」という言葉と自分

・おうちの人にいう
・警察に届ける

の Suica とが結びつかなかったりす
・
「お金」
（現金）による購入と「プ

ることもあります。
「プリペイドカー

リペイドカード」による購入がある

ド」の実物を用いて、それぞれの使

ことを理解させる。

用される場面を実演してみせるなど

「お金」と同じように大切にする。なくした
らすぐにおうちの人に連絡し、営業所などで
手続きをする

〇〇〇

① ②① ②

して、理解を促すとよいでしょう。

③

解説

・受け取らない

③

「まとめ」と
して使用

自由に
書かせる

「お金」と同じように、あげたりもらったり、
貸したり借りたり、おごったりおごられた
りしてはいけない

④ ⑤④ ⑤

１．IC 型プリペイドカード ①は

おうちの人と相談するよう指導する

ノート
SuicaやPASMOなど交通系の
IC 型

108円
とよいでしょう。

2019年6月30日

ジュース

162円

・買わない
・おうちの人に電話で確認してから使う

×

730円

プリペイドカードを想定しています。 ＜使い方の例＞ ア . コンビニエン
②は流通系（ nanaco や WAON

スストアで識別番号が記載されたプ

な ど）と、近年、多くの店舗でも

リペイドカードや紙（シート）を購

使用できるようになっている交通系

入したり、ウェブサイトなどで識別

の IC 型プリペイドカードを指して

番号を購入したりする。

います。流通系のものは、保護者と

イ . 利用したいウェブサイトなどで

買い物に行ったときに使用するのを

識別番号を入力すると、商品購入や

児童の生活経験を把握する

・
「お金」と同じように大切にあつかう
・
「お金」と同じように大切にあつかう
・使いすぎないようにする
・使いすぎないようにする

目にしたことがあるかもしれません。 コンテンツダウンロード等が可能に

・記録したりして、
・記録したりして、
いくら使ったか、
いくら使ったか、
いくら残っているか
いくら残っているか

いずれも端末にタッチして使用しま

なり、代金が差し引かれ決済される。

す。決済するとポイントが貯まるな

ウ . 残高等の情報は発行者のウェ

どの特典が得られるものが多くあり

ブサイトで確認できる。
（右下図 1

ます。

参照）

２．サーバ型プリペイドカード

３．磁気型・紙型プリペイドカード

③は、iTunes カード、LINE プリペ

④は、図書カード、QUO カードな

うした「共通ポイントカード」には、 後日、買物代金は銀行口座の預金か

イドカード、ニンテンドープリペイ

ど磁気型プリペイドカードを想定し

電子マネーやクレジットカード機能

ドカードといったオンライン決済に

ています。磁気型プリペイドカード

があるタイプのものもあります。

いと持てないカードですので、小学

使用するサーバ型プリペイドカード

は、情報をカードの磁気に記録して

・クレジットカード

生は持つことができません。また、

を想定しています。サーバ型プリペ

います。残高がなくなると使えませ

「クレジットカード」は、利用者

イドカードは、コンピューター上で

ん。⑤は、百貨店共通商品券など紙

に代わって、クレジット会社が代金

お金を管理しています。トラブルの

型プリペイドカードを想定していま

を立て替える「後払い方式 」です。

事例もあることから、購入の際には

す。情報は紙面に記載されています。

わかるようにする
わかるようにする
など

・決済時に利用するいろいろなカー
ドと「プリペイドカード」との相違
点を理解させる。
進め方のヒント

解説

・ポイントカード
「ポイントカード」は、氏名、住

など

＜ワーク３＞

ら支払うことになります。信用がな

指導のポイント

進め方のヒント

での有効期限が過ぎると、変更手続

いうルールを確認しましょう。

きなしでは使用できなくなります。

＜ケース３＞ 最近は交通系の IC

こうした記名式のカードは、紛失

型 プ リ ペ イ ド カ ー ド（Suica・

した場合、エリア内の主な駅やバス

PASMO など）で支払いができる店

長所・短所を挙げていき、その中

営業所へ申し出ると、カードの停止

舗が増えています。特に児童は、自

から「プリペイドカード」の注意点

手配が行われ、停止完了になった時

動販売機やコンビニエンスストアで

が見えてくるようにします。班ごと

点でのチャージ残額は保証されます

使用することが多いようです。どの

・長所と短所から、利用する際の注

に話し合い、発表するなどすると、

（別途、再発行手数料などは必要）
。

ような場合に使用していいのかを、

意点を考えさせる。

言語活動がより活発になります。

学年によっては「おうちの人に早く

おうちの人と決めておくなどすると

言うこと」にとどめておいてもよい

よいでしょう。

子どもが親のクレジットカードを使

・
「プリペイドカード」には長所・

うことは違法行為になります。

短所があることを理解させる。

＜ワーク２＞

＜考えてみよう＞
指導のポイント

おうちの人とルールを決めておく
・お金を払う手間がはぶける
・お金を払う手間がはぶける ・お金を払う感覚がない
・お金を払う感覚がない
・おつりをもらう必要がない
・おつりをもらう必要がない ・つい使いすぎる
・つい使いすぎる
・簡単、便利 ・簡単、便利
・いくら使ったかわからない
・いくら使ったかわからない
・チャージすれば何度でも使うことが
・チャージすれば何度でも使うことが
・いくら残っているか、
・いくら残っているか、
すぐにはわからない
すぐにはわからない
できる（IC型）
できる（IC型）
・使えるお店と使えないお店がある
・使えるお店と使えないお店がある
・落としてもお金が戻ってくるものもある
・落としてもお金が戻ってくるものもある
（IC型・記名の場合）
（IC型・記名の場合）
など
など
・おサイフにお金を入れていなくても大丈夫
・おサイフにお金を入れていなくても大丈夫
・おサイフが軽くなる
・おサイフが軽くなる
・ポイントが付く
・ポイントが付く
など
など

解説

でしょう。

＜ワーク３＞＜ワーク４＞を通し

指導のポイント

進め方のヒント

お金を使うと現金は、目に見えて

また、
「プリペイドカード」の残

＜ケース２＞ 「プリペイドカー

て、
「プリペイドカード」は、ア .「お

・
「プリペイドカード」には、いろ

「プリペイドカード」の分類は、

減っていきますが、
「プリペイドカー

額やポイントは、発行社の倒産など

ド」がお金であることから、友達同

金」と同じ役割をするので、注意し

いろな形のものがあることを理解さ

クイズの様に楽しんで取り組んでも

ド」は残額が見えません。駅の券売

により使用できなくなることもあり

士でやりとりしないことを確認しま

て大切に扱わなくてはいけない、

せる。

らいたいものです。分類そのものに

機で印字する、レシートで残額を見

ます。利用規約をよく読むというこ

す。特に図書カードのような使用目

イ .「お金」と同じように、友達に

こだわるのではなく、いろいろな形

る…といったことで、利用状況の確

とも教えたいものです。

的が限定されているものは、本人が

あげたりもらったり、また貸し借り

認をする必要があります。

必要ないと思うと、友達にあげてし

してはいけない、ウ . 使った金額が

所などの個人情報を登録して会員に
なると、提携店で購入する度にその

・「プリペイドカード」には、
「お金」

の
「プリペイドカード」
があること、

支払額に応じたポイントがたまり、

と同じ役割があるということを理解

それぞれが「お金」と同等の価値が

まう…ということも。お金のやりと

わからないので無駄遣いしないよう

あるということが理解できればよい

りは、後々トラブルに発展しがちで

に気を付ける、といったことを理解

あることを話し、子ども同士で「お

できるようにしましょう。

「ポイントカード」は、持ってい

商品の購入や特典を得ることができ

る児童も多くいることでしょう。ポ

るというもの。かつてはスタンプカ

イントを使って買い物をすると、
「お

ードにスタンプを押してもらうなど

金」を使っている実感がわかないも

しましたが、今は情報システムで管

のです。しかし、ポイントでの購入

理するポイントカードが主流になっ

は、ポイントが「お金」と同じ役割

ています。ポイントカードは無料で

をしていることになります。ポイン

発行され（ 一部有料）
、保護者の同意

トでも、
「無駄遣いしない」
「おごっ

などがあれば年齢制限もないものが

たり、おごられたりしない」という

ほとんどです。また最近では、Tポ

ことを確認しましょう。

イント、Ponta、楽天ポイント、d

また、
「クレジットカード」での

ポイントなど、１つの事業者ではな

買い物は、借金をして買っているの

く複数事業者の店舗から横断的に使

と同じであることを理解させること

える「共通ポイントカード」が多く

が大切です。

発行されるようになりました。こ

させる。

でしょう。

解説

＜図 1＞

サーバ型プリペイドカードの仕組み
発行会社が管理する「サーバ」に価値を記録

紙（シート）など
ID番号

メール
ID番号

進め方のヒント

指導のポイント

＜ワーク１＞解説を参照

△×カード
ID番号

＜ワーク４＞

アプリ
ID番号

サーバに
価値を
記録
端末・レジ
ホームページで
入力

具体例
スターバックス
カードなど
具体例
Webmoney、
BitCashなど

・具体的な場面から、
「プリペイド

ここでは自分ならどうするだろう

カード」でトラブルが起こる可能性

と、じっくり考えさせるようにしま

があることに気付かせる。

す。その後、
班ごとに話し合ったり、
ロールプレイングによって発表させ

・トラブルを避けるためには、どの

ように行動したらよいか考えさせる。 ります。
解説

具体例
Amazon
ギフト券など

たりすると、より印象深い授業にな

＜ケース１＞

児童が購入できる

ども用 Suica・PASMO）は、記名

交通系の IC 型プリペイドカード（子

式で、小学校卒業年の 3 月 31 日ま

金はあげない、もらわない」また「お
ごらない、おごってもらわない」と

コラム（ワークシート P3 下段）
進め方のヒント

てみましょう。
ア. 無料通話アプリは
友達のIDが乗っ取られていること

全国の消費生活センターに
「プリ

もある、
イ. 購入を勧められても買わ

ペイドカード」
を不正に取得しよう

ない、
ウ.「プリペイドカード」
の識別

とする
「詐欺業者」
とのトラブルの相

番号を教えてはいけない、
エ. 識別番

談が寄せられています。
コラムを読

号を教えることはお金を渡すこと…

み、
どこが
「危険ポイント」
か話し合っ

といった点を確認しましょう。

