
日 程

内 容

対 象

令和4年度 東京都消費生活総合センター主催

すぐに

役立つ！

【後援】
東京都教育委員会
東京私立初等学校協会
一般財団法人
東京私立中学高等学校協会
公益財団法人
東京都私学財団

令和4年7月25日(月)～8月9日(火) 全16講座

このチラシは、家庭科・社会科・商業各科・生徒指導担当ほか、多くの先生方にご回覧願います！

午前の部 : 10:00～12:00
午後の部 : 13:30～15:30実験講座のみ16:00まで

都内の教育現場で消費者教育を実践していただける方なら、どなたでも！
● 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の先生、栄養士、部活動指導の先生など

時 間

6月15日(水)～7月19日(火)

参加費無料

飯田橋会場 50名 立川会場 (サテライト) 30名
オンライン配信 220名
( Teamsによる受講 )

全16講座 ）回×座講 23験実座講０1学座（

募集期間

● 飯田橋会場 : 東京都消費生活総合センター1７階教室Ⅰ・Ⅱ

● 立川会場 : 東京都多摩消費生活センター 教室Ⅰ・Ⅱ

座学講座

実験講座

● 4面の「　講座の申込方法」を参考に、電子申請にてお申込みください。

6月15日(水)～7月4日(月)

会場・定員 実験講座 32名

座学講座 30名 実験講座 16名

座学講座 ５0名

座学 講座 は、飯田橋会場から一斉配信！

7月7日以降に
受講可否を
ご連絡します

講座種類によって
締切日が異なります

本講座は、東京都教職員研修センターの１年次（初任者）研修 「課題別研修」として認定されています！

小学校、中学校、高等学校での消費者教育が充実した新学習指導要領がスタートしています。
子供たちに生きる力を！ 最新の消費者教育や指導方法を学んでみませんか。



東京くらしweb募集中の講座 ＱＲコードは
こちら→

講座の申込方法

※いただいた個人情報は、本講座の運営及び次年度のご案内以外には利用いたしません。
※当センターからのメール【 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】を受信できるよう
設定をお願いいたします。

※配信に関する注意事項をよくお読みいただき、条件に同意したうえでお申込みください。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、講座が中止、変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

会場案内

飯田橋
会場

立川
会場

東京都
消費生活総合センター

新宿区神楽河岸１１
セントラルプラザ 階
◆ＪＲ線
「飯田橋駅」西口
◆地下鉄各線
「飯田橋駅」Ｂ２ｂ出口

東京都
多摩消費生活センター

立川市柴崎町
東京都北多摩北部建設事務所 階

◆ＪＲ線
「立川駅」南口徒歩 分
◆多摩都市モノレール線
「立川南駅」徒歩 分

・両会場ともに昼食用スペースはございません。
・会場内での飲食はできません。水分補給としての飲料持ち込みのみ可といたします。
・会場では、感染症対策の徹底にご協力ください。

● 本講座は、東京都教職員研修センターの1年次(初任者)研修 「課題別研修」として認定されて
います！

※会場受講のみこちらの認定が受けられます。オンライン受講は対象外です。
詳しくは、東京都教職員研修センター研修部授業力向上課へお問合せください。

研修の取扱い

申込は先着順です。お申込みいただいた時点で、受講決定となります。
定員を超過した場合のみ、ご連絡します。

問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課 学習推進担当 ０３－３２３５－１１５７

座学講座

実験講座 申込多数の場合は抽選により受講者を決定します。
月 日 木）以降、申込者全員にメールで受講の可否を通知します。

6月15日（水）
募集開始！

電子申請でお申込みください！

※1単位は3時間程度、2時間の講座は2回で1単位、3回で2単位の認定が受けられます。

「東京くらしWEB」から電子申請のページに入り、必要事項を入力してください。

S1121901@section.metro.tokyo.jp

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/koza/center/kyoin220615.html



７月29日
(金)

午後の部

3

情報

7 弁護士　中村 新造 氏法律

8月2日
(火)

午前の部

8月2日
(火)

午後の部

8月3日
(水)

午前の部

8月3日
(水)

午後の部

8月４日
(木)

午前の部

6

金融
株式市場の役割について
＆東証アローズオンライン
見学

東京都立蒲田高等学校
主幹教諭 （公民科）
淺川 貴広 氏

実は…… よくわかってい
ないかも！？
 「民法の成年年齢引下げ」
と 「消費者トラブル」

共用品って知ってる？製品
公益財団法人共用品推進
機構
総務部 総務課
課長　森川 美和 氏

学校日常でのデジタル化
とデジタルシティズンシッ
プ教育

国際大学グローバル・
コミュニケーション・セン
ター
主幹研究員、准教授
豊福 晋平 氏

株式会社東京証券取引所
金融リテラシーサポート部
課長　鈴木 深 氏

№ 講座テーマ 講師分野 講座内容日程

契約と
金銭教
育

1

大人になる君へ
社会で役立つ契約知識

2

契約

特色ある４つの学校経験
者による消費者教育実践
事例と受講者で考える消
費者教育

契約と
エシカル
消費

東京☆SDGｓ☆学園☆
▶買い物で世界の未来を
変えよう！◀

東村山市立回田小学校
校長　福留 潮 氏

5

4

７月29日
(金)

午前の部

日程とプログラム
令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。今後、より一層深めていかなくてはならない児童、生徒への実践的な教育講座を多く揃えました。 
学校教育において自立した消費者を育てていくことは、持続可能な開発目標SDGｓへの貢献にも繋がります。
今、子供たちに伝えていきたい興味深いテーマが満載です！今、子供たちに伝えていきたい興味深いテーマが満載です！

【令和3年度東京都作成DVD教材】

教材紹介

【令和3年度東京都作成Web 教材】

座学講座の

受講に際して

【座学講座 時間】
午前の部 １０：００～１２：００

１3：3０～１5：3０午後の部座学講座 ※

東京都では、民法の成年年齢引下げを踏まえ、小学校高学
年が「買い物の選択と売買契約の基礎知識」について楽し
く学べる教材を作成しました。本教材では、SDGｓや環境に
ついても学べます。監修者でもある講師が、「総合的な学習
の時間」で一人一台端末を使った実践事例を報告し、活用
のポイントを説明します。

障害や年齢などにかかわらず、誰もが使いやすいように工
夫がされている商品を「共用品」といいます。前半では、共
用品とは何かを動画や実物で学びます。後半は、講師が学
校で行っている実践事例から、児童生徒が不便さを発見し
たり、良い点を見つけたりして社会に拡げていくことの重要
性に気づく方法を報告します。

東京都では、民法の成年年齢引下げを踏まえ、高校生向け
に、契約の際に必要となる法律の考え方を学べる教材を作
成しました。講座では、教材作成検討会委員でもある講師
が、Web教材の内容を紹介し、現場で活用する際のポイント
を解説します。

“教育困難校”、特別支援学校や定時制高校、国立中等教
育学校などさまざまな立場の生徒への消費者教育を実践さ
れた講師から、教材活用も含めた授業実践事例やアプロー
チの仕方をお話しします。後半は、受講者から教育現場の
声や困っていることを伺い、一緒に方策を考えます。

GIGAスクール構想の展開とともに学校日常のデジタル化が
急速に進行しています。これまでの情報モラルでは扱いきれ
ない領域とは何か、講師の所属する国際大学グローバル・
コミュニケーション・センターが開発した経済産業省
STEAMライブラリの小中高向けデジタルシティズンシップ教
材を紹介するとともに、今後必要な指導のありかたについて
考えましょう。

令和4年４月１日に民法の成年年齢が18歳に引き下げら
れました。18歳、19歳の消費者被害の増大が懸念される
中、学校ではどのような備えが必要になるのでしょうか。成
年年齢の意義など基礎的な知識を解説した後、受講者と
オンラインで意見交換をしたいと思います。

株式市場の役割についての基礎的な内容を踏まえ、株価
の変動要因や株式投資の基礎を説明します。加えて、普段
なかなか見ることのできない東証アローズをオンラインで見
学していただきます。貴重な体験と共に、まずは先生ご自身
が金融市場、投資の基本に触れてみませんか。

オンラインでも受講可能です

東京大学教育学部附属
中等教育学校　教諭　
(生活デザイン科(家庭科))
丸山 智彰 氏

● 受講形態にかかわらず、資料は全受講者にメールで送付します。
● 会場受講の場合でも、ペーパーレスの観点からご自身のパソコン、タブレット等の通信機器で資料をご覧いただきます。
● 当センター会場では、 ｰ の利用が可能です。

【座学講座 飯田橋会場　50名
立川会場　　30名
オンライン 220名

時間】
午前の部 １０：００～１２：００

１3：3０～１5：3０午後の部

【定員】



東京都消費生活総合セン
ター　消費生活技術支援
専門員飯田橋

8月８日
(月)

立川
７月2５日
(月)

飯田橋
8月4日
(木)

日程

日程

1 3 環境
先駆的SDGsの取組
～回収衣料品を染め直す～

立川
７月2７日
(水)

飯田橋
8月5日
(金)

講座内容

1 1 衣料  知っていますか？
 衣料品トラブル

東京都消費生活総合セン
ター　消費生活技術支援
専門員

№ 分野 講座テーマ 講師

1 2

立川
７月26日
(火)

住居  『灯り』の科学
 ～ロウソクからLED～

9 契約
東京都に寄せられる
若者の相談事例と対処法

8月8日
(月)

午前の部

1 0

経済と
SDGｓ

～電気の力で未来をつなぐ～

株式会社ユニバーサルエ
ネルギー研究所
代表取締役社長　
金田 武司 氏

8月9日
(火)

午前の部

8月9日
(火)

午後の部

№ 分野 講座テーマ 講師

8

環境と
SDGｓ

世界につながる教室
～授業で使える映像教材～

独立行政法人国際協力機
構JICA　広報部長
JICA地球ひろば所長
竹田 幸子 氏

東京都消費生活総合セン
ター　消費生活相談員

講座内容

【定員】
飯田橋会場 32名 立川会場 16名

教材紹介

89%

【実験講座 時間】
13：３０～16：００

実験講座の受講に際して

※会場のみの受講になります

SDGｓの学習をするうえでぜひ押さえておきたいエネルギー
の知識について、電気事業連合会が作成した小学校向け
の教材をもとに学習します。後半はカーボンニュートラルの
考え方や現在のエネルギー事情について、わかりやすく解
説します。

若者に「すごい人を紹介する」「簡単に稼げる」などの儲け
話をもちかけ、高額な契約を結ばせる消費者被害が後を絶
ちません。成年年齢引下げによって、10代の若者への被害
増大がますます懸念されます。当センターの相談員から最
新の相談事例を学び、生徒がトラブルに遭わないよう、また
遭ってしまった場合の対応方法を考えましょう。

前半は、JICAとは何か、JICAの国際協力事業について説
明します。JICAが作成したDVD「世界につながる教室～
授業で使える映像教材～」などを視聴します。後半は、実際
の授業で活用された実践事例について紹介します。

せっかく購入した衣料品も使い方次第で様々なトラブルが
生じてしまいます。本講座では、講師がこれまで見てきた衣
料品の変色や色落ち、破損などの事例を紹介します。トラブ
ルの発生を知り、適切な着用、メンテナンス、保管方法を学
ぶことで、衣料品の長期着用が可能になります。

暮らしを支える灯りは、ロウソクなどの燃焼光源から白熱電
球、蛍光灯を経てLEDに進化しました。これらの光源の発
光の仕組みやLEDの白色化などについて学習します。ま
た、実験では、光源の明るさの変遷や電気で光る光源の発
熱の違い、光源色の作り方などを確認します。

地球環境を配慮したサステナブルな原料調達、商品開発に
加え、ローカルでの土着化や広範で先進的なSDGｓの取組
事例を企業の思想と共に紹介します。デモ実験では、古着
を染めて再生品ができる様子を紹介します。そこから、
SDGｓ12番目の目標「つくる責任、つかう責任」について考え
ます。

座学講座

実験講座

※オンラインでも受講可能です

【座学講座 時間】
午前の部 １０：００～１２：００

１3：3０～１5：3０午後の部

飯田橋会場　50名
立川会場　　30名
オンライン 220名

【定員】

～マルチ商法やアフィリエイト
の副業トラブル～

株式会社良品計画
衣服・雑貨部
デザイン室長 樋口直人氏
衣服・雑貨部
素材開発担当 増子 晋 氏

89%

●ペーパーレスの観点から、資料は全受講者にメールで送付します。
●ご自身のパソコン、タブレット等の通信機器で資料をご覧いただきます。


