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メルカリの教育プログラムについて

株式会社メルカリ 

教育プログラムのご案内 

2022/03 UPDATE

神奈川県立高等学校学習活動コンソーシアム 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会社概要

メルカリグループは、株式会社メルカリと、その連結子会社で構成されています。 

■設立

■事業内容

■CEO

■所在地

株式会社メルカリ

◼設立 
◼事業内容 
◼所在地 　 
◼拠点 
◼代表取締役 CEO 
◼メルカリJP CEO 

2013年2月1日 
スマートフォン向けフリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運営  
〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 
東京、仙台、福岡 
山田進太郎 
Jeff LeBeau 

2014年1月

US版メルカリの
企画・開発・運営

John Lagerling

Palo Alto, California

Mercari, Inc.
（US）

2021年1月28日

インターネットサービス
の企画・開発・運営

石川佑樹

株式会社ソウゾウ

2017年11月20日

金融事業

山本真人

株式会社メルペイ

2021年4月28日

暗号資産・
ブロックチェーン

青柳直樹

株式会社メルコイン株式会社メルロジ

2021年10月28日

物流サービス
の企画・開発・運営

進藤智之

Japan Region

1991年10月1日

フットボールクラブ運営

小泉文明

茨城県立カシマサッカー
スタジアム指定管理

茨城県鹿嶋市粟生東山
2887番地

株式会社
鹿島アントラーズ・

エフ・シー
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メルカリとは

●サービス開始日：2013年7月 

●対応OS：Android、iOS 

※Webブラウザからも利用可能 

●利用料：無料 

※売れたときの手数料：販売価格の10% 

●対応地域・言語：日本・日本語基本仕様 

●累計出品数：25億品を突破 (2021年12月) 

 
それを必要とする人の手に渡り、使用されることに喜びを感じ、ま

た購入者は、多彩かつユニークな商品の中から「宝探し」感覚で

掘り出し物を見つける買い物体験を楽しんでいます。さらに「メル

カリ」では、物の売買だけではなく、出品者・購入者間のチャットや

「いいね！」機能を通じて、お客さま間のコミュニケーションも活発

に行われています。  

フリマアプリ「メルカリ」は、個人が簡単に中古品の売買を行える

CtoCマーケットプレイスです。出品者・購入者双方が、安全・安心

な取引を楽しんでいただけるサービスを目指し、「メルカリ」が一時

的に購入代金を預かるエスクロー決済を活用した取引環境の整

備や、簡単かつ手頃な価格の配送オプション、差別化されたユ

ニークなお客さま体験を提供しています。多くの出品者は、自分に

とって必要でなくなったモノが、  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メルペイとは

日本最大のフリマアプリを提供する株式会社メ

ルカリのグループ会社である、株式会社メルペイ

が運営するスマホ決済サービスです。 

 

使わなくなったものをメルカリで売って得た売上

金や、銀行口座からチャージしたお金、また「メル

ペイスマート払い」を利用して、「メルカリ」や全国

234万か所のメルペイ加盟店でのお支払いにご

利用いただけます。 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メルカリのESGの取り組み方針

事業を通じて社会・環境課題の解決に貢献していく価値創造に関わる

ものと、持続的な成長のために必要な経営基盤に関わるものの両方

の観点から、以下 5つのマテリアリティを定義しました。

◼新たに定めたマテリアリティ

①   循環型社会の実現/気候変動への対応

メルカリが与える環境への負荷を最小化することはもちろん、メルカリの事業を

通じて人々の消費行動をよりサステナブルなものに変えていくことで、環境課題

の解決に貢献していきます。

②  ダイバーシティ＆インクルージョンの体現

多様なバックグラウンドを持つ人材がポテンシャルを最大限に発揮して働ける環

境を整え、社会全体の課題である構造的差別や不平等の課題に取り組みます。

また、より多くのお客さまにとって使いやすいサービスのアクセシビリティ実現を

目指します。

④  安心・安全・公正な取引環境の実現

お客さま、加盟店さま、パートナーさまに「安心感」をもってサービスをご利用い

ただけるよう、安全で公正な取引を目指します。

⑤ コーポレートガバナンス/コンプライアンス

健全で透明性の高い意思決定プロセスを構築し、お客さまやパートナーさま、ひ

いては社会から強い信頼を得られる企業を目指します。

③  地域活性化

地域が抱える課題解決と経済への貢献を通じて、個人や企業が活躍できる社会

をめざします。
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メルカリの教育プログラムと取り組む目的

メルカリ・メルペイの価値交換の体験を通じて、ものとお金の価値を学び、循環型社会を生きるために

必要な知識や考え方を習得するための教育プログラム

メルカリが提供する意義・目的

環境・社会　課題の解決
● 循環型社会の実現に向けた文化の醸成・教育
● 企業としての社会的責任

○ 個人間取引やスマホ利用に伴う青少年のトラブル予防
○ 成年年齢引き下げに関連した施策

メルカリの教育プログラムとは
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教育教材をダウンロードできるポータルサイトを公開

教育ポータルサイト mercari education  
https://education.mercari.com/  

https://education.mercari.com/
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「mercari education」で公開する教材・指導案

モノやお金の価値について、 学校の教科書だけでは学べない、実践的な学びが得られる教育プログラム を無

償公開。対象年齢・科目を目安とし、学校教育などで自由にダウンロードをしてお使いいただけます。教材をす

ぐにご活用できるように、時間配分や学習内容、指導上の留意点をまとめた指導案も同時に公開しています。  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ポータルサイトでの教材公開と併せて出前・オンライン授業を実施 
※授業詳細については次のページまたは各リンク先のポータルサイト内の説明をご確認ください。  

● ①フリマアプリを安心安全に利用するために 

● ②メルペイと考える安心安全なキャッシュレス社会 

● ③フリマアプリでSDGsを学ぶ 

● ④メルカリPBLプログラム  

 

下記のコンタクトフォームからお問い合わせください。 

スケジュールや開催方法などを含めてご相談をさせていただきます。 

　https://about.mercari.com/contact/education/ 

コンソーシアムにおいて提供する教育プログラム

https://education.mercari.com/materials/safe-secure/
https://education.mercari.com/materials/cashless/
https://education.mercari.com/materials/sdgs/
https://about.mercari.com/contact/education/
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①フリマアプリを安心安全に利用するために

フリマアプリをはじめとする CtoCサービスの仕組みやトラブルに巻き込まれないための方法・事例 を伝え、安
心安全な利用方法を主体的に考えながら学んでいただける教育プログラムです。  
フリマアプリの仕組みや特徴を解説した 動画教材と青少年がフリマアプリを利用する場面をもとにした ドラマ
教材を用いて、デジタル時代を生きる消費者としてどういった点に注意すればよいのかを主体的に考える内
容です。 

1

2

3

フリマアプリをはじめとしたデジタル時代の
商取引の仕組みを学ぶ

ダウンロード可能な動画教材を用いてフリマ
アプリを利用する際に注意すべきことを主体
的に考える

インターネットでの商取引やコミュニケーショ
ンで注意すべきことを学ぶ
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①フリマアプリを安心安全に利用するために

参加者の声
● 商品の詳細について購入前にきちんと確認しておこうと思う。
● 相手のことを考え、言葉づかいに気を付けたい。
● 出品するときは、画像や説明は誰にでもわかるようにする。
● 相手のことを考えようと思った。わかりやすく、どの世代でもわかる

言語で話そうと思った。安全安心を心掛けたい。
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②メルペイと考える安心安全なキャッシュレス社会

スマホ決済アプリを題材に前払い・即時払い・後払いの特徴やセキュリティを守る方法を学ぶ  
消費者教育教材です。 ワークショップでは利用場面がストーリー仕立てで書かれたプリントを  
用いて、それぞれの支払い方法ごとの注意点やセキュリティに関して重要なポイントを個人  
またはグループで考え、 どのようなことに気をつけてスマホ決済を利用していくか を学びます。 

1

2

3

スマホ決済アプリを題材に
前払い・即時払い・後払いの特徴や
セキュリティを守る方法を学ぶ

ワークショップを通して、
キャッシュレス決済利用時の注意点を
理解する

キャッシュレス決済を安全かつ便利に
利用できるという意識を持つ
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②メルペイと考える安心安全なキャッシュレス社会

参加者の声
● 自分の持っているお金をしっかり管理して安全に利用する必要があ

ることがわかった
● 支払う際にクレジットカードにパスワードや個人情報などを盗まれな

いように自分で管理することが大事だと思いました
● セキュリティ管理をしっかりする。買いすぎないようにその買った物

の値段などを覚えておくことが大切だと感じました
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③フリマアプリでSDGsを学ぶ

SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」 は、持続可能な生産と消費の形態を確保することを目指していま
す。この目標を達成するカギが3R、その中でも 「リユース」は、不要になったモノでも、まだ使えるものをその
まま形を変えずに繰り返し使うことです。リユースがより推進されれば、新たに地球から採掘する天然資源や
生産にかかるエネルギーを減らすことができます。 不要になったものを他の誰かに引き継ぐことができるフリ
マアプリを活用することで、リユースが促進され人々の消費行動をよりサステナブルなものに変えていくこと
ができます。 
本教材では、SDGsの17のゴールの中でも目標12「つくる責任つかう責任」にフォーカスし、フリマアプリを通じ
てできるSDGsの目標達成について学んでいきます。  

1

2

3

SDGsの中でも特に目標12「つくる責任・つ
かう責任」について学ぶ

SDGsゴール達成に向けた身近な取組につ
いて考える

SDGsを実践できる身近なツールとしてのフ
リマアプリについて知る
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③フリマアプリでSDGsを学ぶ

参加者の声
● 自分が使わなくなったものでもほかの人にとっては価値のあるもの

だったりするということが分かった。地球に優しいな、と思った。（高
校1年生）

● SDGsについてもっと知りたいとも思いましたしメルカリや他企業が
行っている取り組みについてももっと理解していきたいです。（高校 2
年生）
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メルカリがPBL専門家を派遣し、実際に個人スマホを用いてメルカリを使った体験と 課題解決型のグループ
ワークを通じて、循環型社会の理解と、リユース意識を醸成するプログラムです。  
「効果的に情報を収集・分析する力」「自分なりの意見を生みだす力」といった「①考える力」や、「他人に自分
の意見を伝える力」「他人の意見を引き出して理解する力」「チームでの結束を高めていく力」といった「②周
囲とコミュニケーションする力」の養成は勿論、実際にメルカリを活用することにより、 リユースや循環型社会
についての学びや、経済、特に市場 について、分かりやすく体験して学ぶことで、受講後も生徒がリユースな
どを行うようになることをめざします。  

④メルカリPBLプログラム

1

2

・考える力
　・効果的に情報を収集・分析する力
　・自分なりの意見を生みだす力

周囲とコミュニケーションする力
　・他人に自分の意見を伝える力
　・他人の意見を引き出して理解する力
　・チームでの結束を高めていく力

PBLプログラムで育む力  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④メルカリPBLプログラム　※授業回数は応相談

①「ミッション」提供と、安心安全啓発、アプリ利用による調べ学習

②【グループワーク】バザーのように不用品を持って来て、実際に

③【グループ発表】中間プレゼンとメルカリからのフィードバック

④【グループワーク】最終プレゼンに向けたグループディスカッション

⑤【グループ発表】最終プレゼンとメルカリからのフィードバック

初回

第2回

第3回

第4回

第5回

個人のスマホでメルカリを使って売ってみる
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④メルカリPBLプログラム　※授業回数は応相談

大学でPBL型の授業を行っていた元准教授が直接授業を実施

中央大学准教授時代に、大手企業と

の連携で実際に企業が抱える課題を

用いたPBLプログラムを実施してい

たメルカリ社員が直接指導します。

【派遣講師紹介】

　高橋亮平 株式会社メルカリ 会長室政策企画参事

　元中央大学特任准教授（2014-2017）

　中学・高等学校での教員経験あり。

　一般社団法人 生徒会活動支援協会 理事長 ほか

学部の目玉授業として特集された当時のガイドブック
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コンソーシアムやこのプログラムに関するお問い合わせ先

神奈川県教育委員会 教育局指導部
高校教育課 高校教育企画室 高校教育企画グループ

〒231-8588　神奈川県横浜市中区日本大通１
　TEL：（045）210-8254
　FAX：（045）210-8922

株式会社メルカリ（担当：齋藤）
　https://about.mercari.com/contact/education/


