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メリット

お店・事業 どちらにもあてはまる

キャンペーンや
外国人観光客の利用で
売上があがる

デメリット

1 現金を持たずに

出かけられる
2

支払いが楽になる
3

会計のミスを防げる
4

使ったお金を

管理しやすい
5

ポイントがもらえる
6 どんな人が

何に使ったのかが
わかる

7 衛生面での不安が

なくなる
8

停電やトラブルで

使えないことがある
9 使える人と

使えない人がいる
10 ついついお金を

使ってしまう
11 いろいろな方法があり，

覚えるのが大変
12

消費者

「見えないお金」と上手につきあおう
金融・情報リテラシー教育 組 番 名前

キャッシュレス決済のメリット・デメリットをお店（事業者）と消費者の視点から考えてみよう！１

2 「消費者」として，キャッシュレス決済を使う場合に気をつけなければならないことはなんだろう？

応用編

現金
１万円分

LINE Pay
１万円分

金貨
１万円分

銀行預金
１万円分

ぴよちゃん銀行
１万円分
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はじめに

　金融広報中央委員会が2005年を「金融教育元年」と位
置付け、金融教育へのより一層の取り組みを促して以降、
学校教育では様々な金融教育の取り組みが行われていま
す。
　しかし、様々な「金融教育の実態調査」では、学校に
おける金融教育の必要性をほとんどの教員が認識している
ものの、「生徒にとって理解が難しい」、「教える側の専
門知識が不足している」、「授業時間が足りない」など
の理由から実施が敬遠されている実態が浮き彫りになって
おり、「使いやすい教材」の必要性が指摘されています。
　また、近年急速に広まったQRコードやバーコードに
よるキャッシュレス決済やICTを駆使した新しい金融サー
ビスや仕組みであるフィンテック（fintech：Financeと
Technologyを組み合わせた造語）などの進展により、金

融教育を取り巻く状況も大きく変化しようとしています。
　こうした課題や状況を踏まえて、私たちは、従来の

「金融教育」から、「金融・情報リテラシー教育」への転
換を図り、これからのデジタライゼーション時代を生き
る子どもたちが、よりより社会生活を営むための基礎とな
る知識を学び、考えるための教材を開発しました。
　「応用編」では、キャッシュレス決済などの「見えな
いお金」をテーマとして、キャッシュレス決済のメリッ
ト・デメリットを様々な立場から多面的に考えることで、
見えないお金との上手なつきあい方を考える内容となっ
ています。
　ぜひ本教材をご活用いただき、これからの社会で必須と
なる子どもたちの金融・情報リテラシーの育成にお役立て
いただければ幸いです。

LINEみらい財団

　LINEはデジタル化が著しく進む社会の中で青少年のインターネット利用環境の整備に取り組み、学校や各関係機関な
どと協力して「情報リテラシー教育」を展開してまいりました。この活動から得られた知見やノウハウを社会に還元し、
より広域的に持続可能な活動とするため、2019年12月「一般財団法人 LINEみらい財団」を設立いたしました。
　身近に溢れる ICT を安心安全に楽しみながら使いこなすだけでなく、自ら新しく創り出すための能力を育むことへも
活動の幅を広げ、子どもたちがデジタル社会で生きる力を養う「プログラミング教育」やキャッシュレス社会に求めら
れる「金融・情報リテラシー教育」を推進してまいります。

静岡大学教育学部  准教授  塩田真吾金融リテラシー教育研究会

プロフィール：早稲田大学大学院博士課程修了、博士（学術）。静岡大
学助教、講師を経て現職。専門は、教育工学、情報教育、授業デザイン。
「社会とつながる授業」をテーマに、様々な企業と連携しながら「授業デ
ザイン」について工学的に研究している。主な著書に、『行動改善を目指
した情報モラル教育』（2018）などがある。

メッセージ　

　これまでの金融教育は、主に従来の社会科や家庭科で扱
われてきましたが、これからの時代は「情報分野」での扱
いも必須となってきます。急激に広まった電子決済などの

「見えないお金」とどのようにつきあえばよいのか、社会科
や家庭科だけでなく、情報科や技術科でも金融・情報のリ
テラシーを高めることが重要です。　　
　今回の教材では、これまでの共同研究で培った「カード
分類比較法」を取り入れ、子どもたちが議論し、考える内
容になっています。ぜひ様々な教科等でご活用ください。

　本研究会は、金融教育に携わる学校関係者と産
業界および関係官庁の協力を得て、デジタライゼー
ション時代の学校における児童生徒の「金融教育」
のあり方を研究しています。
　研究活動の成果として、金融を取り巻く急激な
環境変化に比べて取り組みが遅れがちな学校教育
を支援するため「授業用教材」のかたちで提案を
行ってまいります。
　これらの活動を通じて児童生徒一人一人が金融
リテラシーを高め、自立して生きていくために金
融の本質の理解と基礎力を身につけていただくこ
とを目指しています。
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この教材について

この教材のねらいと活用のポイント
本教材は、これからの社会で必須となる子どもたちの金融・情報リテラシーの育成をねらいとしています。
そのために、大きく3つのポイントがあります。

◆ポイント①　「見えないお金」を多面的に考える
キャッシュレス決済などの「見えないお金」と上手に付きあうことは、これからの社会を生きる子どもたちにとって
必須となる力です。その際、お金を使う人の立場だけでなく、お店や事業者の立場から考えることで、キャッシュレ
ス決済のメリット・デメリットが見えてきます。本教材では、キャッシュレス決済のメリット・デメリットを様々な
立場から多面的に考えることで、「見えないお金」と上手に付きあい方を学びます。

◆ポイント②　「カード分類比較法」で議論する
今回の教材では、カード形式の教材を用いて、互いの考えを分類、比較する「カード分類比較法」を採用していま
す。受け身になって学ぶのではなく、自分の考えを他者と比較し、議論しながら主体的に学ぶことができます。

授業の設定
■実施対象　中学校・高等学校

■実施時間　50分

■対応教科及び領域　	社会、技術・家庭、総合的な学習の時間、情報

準備するもの
◯ スライドデータ

◯ パソコン、プロジェクタ・スクリーン

◯ カード教材

◯ ワークシート　１人１枚

◯ 指導者用ガイドブック
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指導案 (50分)
時間 学習活動 準備物等

10分 1．導入・アイスブレイク

・同じ「1万円」だけど、何が違うのかな

あなたが欲しいのは、どの1万円ですか？

①現金1万円、②LINE	Pay1万円分、③金貨1万円分
④銀行預金1万円分、⑤（子供が作った）ぴよちゃん銀行1万円
分
・「見えない付加価値」があると、価値が変化することもある。

◯		パソコン
◯		スライドデータ

25分 2．お店の視点／消費者の視点で考えよう

・キャッシュレス決済の広がり
・世界におけるキャッシュレス決済

なぜ、世界と比べて日本はキャッシュレス決済が 
広がらないの？

・キャッシュレス決済を多面的に考えよう

キャッシュレス決済のメリット・デメリットを 
「お店・事業者」と「消費者」の視点から 
考えてみよう！

例）
・キャンペーンや外国人観光客の利用で売り上げがあがる
・支払いが楽になる
・ポイントがもらえる　など12項目

◯		スライドデータ
◯		カード教材
◯		ワークシート

10分 3．「見えないお金」とどう使うか

・消費者が気をつけなければならないことはなんだろう

「ポイントがもらえる」は、消費者だけのメリットかな？

・これからの情報社会で必要な「見えないお金」を適切に使う力

◯		スライドデータ
◯		ワークシート

5分 4．まとめ

・「見えないお金」も信用と信頼によって成り立っている。
・キャッシュレス決済は、お店・事業者側にも消費者側にも様
々なメリット／デメリットがある。

・今後、消費者は、お金を数字（データ）として、上手に管理
していくことが求めれるかもしれない。

・サービスをきちんと「信用」できるかを判断するとともに、
今後、自分が「信用」されるように、キャッシュレス決済の
メリット／デメリットを意識してつきあい方を考えよう。

◯		スライドデータ
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スライドを用いた授業展開例

時間 展開 スライド 台本

10分 導入・
アイスブレ

イク

1．導入・アイスブレイク

授業をはじめます。
今日は、金融・情報リテラシー教育の応用編として、「見え
ないお金」について考えてみたいと思います。

まず、はじめにアイスブレイクをしてみましょう。
あなたが一番欲しいのは、どの1万円でしょうか。
①から⑤の中から一つだけ選んでください。
近くの人と相談してもかまいません。	

（それぞれ挙手させる）
⑤はいませんでしたね。

では、なぜ⑤のぴよちゃん銀行が社会で使えないのでしょう
か。
近くの人と相談してもかまいません。

現金やLINE	payなどの○○payも、多くの人に信用されている
から、使うことができます。
でも、子どもが作ったお金は、信用がないから使うことができ
ません。

また、同じ1万円ですが、①から④を選んだ人もいましたね。

これは、ポイントや将来的な値上がりなどのように、見えな
い付加価値があると価値が上がったり、下がったりする場合
もあるのです。
特に最近では、○○payなどのキャッシュレス決済も身近にな
っており、見えないお金が増えてきました。

25分 お店の視点
／消費者の
視点で考え
よう

2．お店の視点／消費者の視点で考えよう

そこで今日の授業では、「見えないお金」の価値を考えること
で、キャッシュレス決済などの見えないお金と上手につきあう
方法を考えてもらいます。

まず、身近なキャッシュレス決済にはどんなものがあります
か？
皆さんが知っているものを挙げてください。

（クラスで共有する）
そうですね、例えば、このようなサービスがあります。
さらに、その支払い方も、非接触で決済できるものやQRコー
ドやバーコードで決済できるものもありますね。
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時間 展開 スライド 台本

では、世界の状況はどうなてちるのでしょうか。
これは、世界のキャッシュレス決済比率の状況です。
？には、日本、韓国、中国のどれかの国が入りますが、どこに
はいるでしょうか。
近くの人と相談してもかまいません。

（それぞれ挙手させる）

正解は、こちらです。
この中では、日本が一番低い値になっています。
韓国は、クレジットカードの利用率が非常に高いため、この
ような値になっています。

では、なぜ世界と比べて日本はキャッシュレス決済が広がらな
いのでしょうか。
理由を考えてみてください。
近くの人と相談してもかまいません。

（クラスで共有する）
理由としては、現金を落としても返ってくる「治安のよさ」、
偽札かどうかを気にしなくてもよい「日本円の信用の高さ」、
よく知らないから「使うのが不安」などが挙げられます。

では、なぜ今、キャッシュレス決済が広がってきているのでし
ょうか。
キャッシュレス決済のメリット・デメリットを「お店・事業
者」と「消費者」の視点から考えてみましょう。

みなさんのグループには、このような12枚のカードとワーク
シートがあると思います。
まず、12枚をグループで分けてみてください。
どのカードを誰に配ってもかまいません。

配られたカードについて、そのカードがお店や事業者側のメ
リット、デメリットになるのか、消費者側のメリット、デメリ
ットになるのかを考えてみてください。
お店や事業者、消費者のどちらにもメリットになるなと思っ
たら、真ん中の線上に置いてください。

では、グループで12枚を並べてみてください。
次に、クラスで共有してみましょう。

これらを並べて比較してみて、どんなことに気づいたでしょう
か。
ワークシートに書いてみましょう。
（グループ、クラスで共有させる）
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時間 展開 スライド 台本

10分 「見えない
お金」とど
う使うか

3．「見えないお金」とどう使うか

もう少し深く考えてみましょう。
「⑥ポイントがもらえる」というカードを、みなさんはどこに
置きましたか？
これは、消費者だけのメリットでしょうか。
なぜ、お店や事業者はポイントを配るのでしょうか。
近くの人と相談してもかまいません。

実は、ポイントはお店や事業者側にもメリットがあります。
ポイントを配ることで、次からもそのサービスや決済方法を
使おうとする消費者を増やすことができます。
このように、キャッシュレス決済には、消費者側だけのメリッ
トだけでなく、お店や事業者側のメリットもあるのです。

これらを踏まえて、「消費者」として、キャッシュレス決済を
使う場合に気をつけなければならないことをワークシートに
書いてみましょう。

（グループ、クラスで共有させる）
皆さんが挙げてくれたように、キャッシュレス決済を使う場
合には、メリット・デメリットを多面的に考え、きちんと管
理していくことが重要になります。

きちんと管理できないと、それがあなたの実績になってしま
い、信用を得ることができなくなります。
その結果、将来、新しいスマホや、車、家を買う場合にお金を
貸してもらえないということになる可能性もあります。

5分 まとめ 4．まとめ

本日のまとめです。
サービスをきちんと「信用」できるかを判断するとともに、今
後、自分が「信用」されるように、キャッシュレス決済のメ
リット／デメリットを意識してつきあい方を考えよう。
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ワークシート

本教材における著作権等の知的財産権はLINEみらい財団に帰属します。無断での複製、改変、頒布、転載は禁止します。但し、本ガイドブック「ワークシート」「カード教材」
に限り、授業に必要な数の複製を認めます。
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現金
１万円分

LINE Pay
１万円分

金貨
１万円分

銀行預金
１万円分

ぴよちゃん銀行
１万円分

カード教材

本教材における著作権等の知的財産権はLINEみらい財団に帰属します。無断での複製、改変、頒布、転載は禁止します。但し、本ガイドブック「ワークシート」「カード教材」
に限り、授業に必要な数の複製を認めます。
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