
授業例の実践報告や教科に関わらず役立つ情報をお伝えします！

消費者教育に役立つ最新情報を提供します！

即活用できる学習教材を紹介・体験します！

★全講座無料で、各日１コマから受講できます
（ただし、８月２日（月）は１日通しての参加のみの受付になります）

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、一部の講座について中止
またはオンラインにて実施となる場合があります。

主 催 ： 埼玉県消費生活支援センター 埼玉県教育委員会
共 催 ： 埼玉県金融広報委員会
後 援 ： 金融広報中央委員会
対 象 ： 県内の全小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の教員（教科不問）及び職員、

その他消費者教育に携わる方
申 込 ： 希望講座をTel・Fax・E-mailのいずれかで申込み

（申込順に受付《定員各30名/申込み受領時に折り返し連絡いたします》）

７/２９（木)...奨学金・ネットスマホ・SDGｓ
７/３０（金)...防災・金融・ネットトラブル

★小中学校の先生必見です！

８/２（月)...消費者教育・環境・持続可能な社会

★石坂産業株式会社を見学します！

８/３（火)...成年引下げ・食・金融

８/４（水)...消費者教育・消費者トラブル

★令和元年度（※）受講された方のうち、

約９６％が「活用できる」と回答したセミナーです！
※令和２年度はコロナウイルス感染症の影響で開催中止となりました。

「役立ちました」

実際に役立つ事例をたくさん紹介して
もらい、とても有意義でした。ロール
プレイングもあり、楽しかったです。
わかりやすい講義でした。(悪質商法)

実例を踏まえたお話で、大変興味深く拝
聴いたしました。夏休み明けの生徒対応、
授業での語りかけ等に活用していきたい
です。ありがとうございました。
（ネット・スマホ）
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～すぐ役立つ 、すぐ使える消費者教育の最新情報～

日程
・

テーマ

日程
・

テーマ



《 ７月２９日（木） 【奨学金・ネットスマホ・SDGｓ】 会場：埼玉会館ラウンジ 》

《 ８月２日（金） 【衣・環境・金融経済】 会場：大宮ソニックシティ602会議室 》

NO 時間 講座テーマ 講座内容 講師

①
10:00
～

11:30

“生徒”“保護者”に伝えたい
奨学金の重要ポイント！
～進路指導・奨学金担当の先生方、

是非ご参加ください～

近年、社会的な問題になっている奨学金につい
て、申請する前に知っておくべき情報や適切に
利用するためのポイント、利用上の注意点など
をお伝えします。

奨学金なるほど相談所 代表
奨学金アドバイザー

久米 忠史氏

②
12:30
～

14:30

授業に活用できる“SDGs”教材を
ご紹介！
～SDGsを理解し、「自分ごと」化
する、先生のためのアクティ
ビティ集を体験～

SDGs （持続可能な開発目標）を理解し、「自分
ゴト」化し、実際の行動につなげることを目的
とした、参加学習型のアクティビティ教材をご
紹介します。2030年までに目指すべき世界の姿
や、それに対し参加者一人一人ができることを
一緒に考えてみませんか。

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパン

川口 真実氏

③
15:00
～

16:30

ＳＮＳ・スマホの仕組みを体験し、
子供たちに起こりうるトラブルと
回避策を学びましょう

子供たちはＳＮＳを通じて、顔も知らないネット
上の人々とも交流しています。ＳＮＳはどのよ
うな仕組みで、どのようなリスクを含んでるの
か、実際にスマホを操作しながら子供たちの利
用方法を体験しましょう。（体験用のスマホは
DeNAが用意いたします。）

株式会社ディー・エヌ・エー
システム本部 品質統括部カ
スタマーサービス部
CSセンター長

西 雅彦氏

〇埼玉会館 ラウンジ【７月２９日（木）】 、７B会議室【 ７月３０日（金）】
（さいたま市浦和区高砂3‐1‐4 JR浦和駅から徒歩6分）

〇石坂産業株式会社 【８月２日（月）】
（入間郡三芳町上富緑1589-2 ★JR東所沢駅から送迎バスがございます）

〇埼玉県県民健康センター 大会議室C【８月３日（火）、４日（水）】
（さいたま市浦和区仲町3-5-1 JR浦和駅から徒歩15分）

埼玉県消費生活支援センター 情報・学習支援担当

Tel：０４８－２６１－０９９５ Fax：０４８－２６１－０９６２
E-mailｌ:m4308776@pref.saitama.lg.jp

★現在受付中 ★定員各講座30名（8月2日以外）

20名（8月2日）

会場

お申込み
・

お問合せ先

NO 時間 講座テーマ 講座内容 講師

①
10:00
～

11:15

【内閣府特命担当大臣賞受賞教材】
クイズやゲームで防災を楽しく学ぶ

“埼玉イツモ防災”

小学校や地域、家庭での防災教育に活用できる
教材です。予備知識なしで短時間で学習できる
全9つのカリキュラムで構成されています。子供
たちの興味を引き付けるように、イラストが多
い楽しく学べる教材となっています。

イツモ防災インストラクター

田中 緑氏

②
12:15
～

14:15

【実践報告】
ポイントカードでつながる社会
～ポイントカードとビックデータの

関係性を題材として～

ポイントカードの中には、様々な店舗で使える
カードもありますが、それはなぜでしょうか？
身近なポイントカードの背景で大量の情報が活
用されていることを知り、消費者側と販売側の
関係性を考える授業です。

川越市立福原小 教諭

朝倉 大輔氏
埼玉県金融広報アドバイザー

鎌田 伊津子氏

③
14:45
～

16:15

オンラインゲームの仕組みと子供
たちが巻き込まれやすいトラブル
の危険性について

スマートフォンの普及が進み、オンラインゲーム
やスマートフォンのゲームを利用する子供たちが
一層増加しています。子供たちが利用している
ゲームはどのような仕組みなのか、また、どの
ように課金トラブルが生じているのか等、最新
情報をお伝えします。

ガンホー・オンライン・エン
ターテイメント株式会社
カスタマーサービス部 子

どものゲーム安心・安全啓発

チーム 大熊 達矢氏

《 ７月３０日（金） 【防災・金融・ネットトラブル】 会場：埼玉会館７B会議室 》



《 ８月２日（月） 【消費者教育・環境・持続可能な社会】 会場：石坂産業株式会社 》

《 ８月３日（火） 【成年引下げ・食・金融】 会場：埼玉県県民健康センター大会議室Ｃ 》

NO 時間 講座テーマ 講座内容 講師

①
10:00
～

12:00

実践！消費者アクションゲームⅡ
～新学習指導要領に対応した消費者
教育の在り方を検討しよう～

アクティブラーニング型の教材を体験し、消費者と
しての適切な行動や持続可能な社会の発展を目指す
「消費者市民社会」について学びます。また、学校
におけるこれからの消費者教育の在り方について、
参加者のみなさんと共に検討します。

蓮田松韻高等学校教諭

池垣 陽子氏

②
13:00
～

13:45

海洋プラスチックごみ問題と
マイクロプラスチック

世界中で関心が高まっている海洋プラスチックごみ
問題やマイクロプラスチックについて、基本的なこ
とからわかりやすくお話しします。海のない埼玉県
であっても、生活に密着した問題だということを、
実例を含めて詳しくご説明します。

埼玉県西部環境管理事務所

所長 酒井 辰夫氏

③
14:00
～

16:30

“持続可能な社会”を作る
「石坂産業」の取組みを見学
～まち・ひと・自然を守る工夫を
見てみよう～

産廃業者への批判を乗り越え、環境企業として地域
の人々に愛される会社となった石坂産業。社内には、
持続可能な社会をつくるたくさんの工夫が施されて
います。同社の見学・体験を通じて、SDGsを推進す
るためのヒントを学びましょう。

石坂産業株式会社

NO 時間 講座テーマ 講座内容 講師

①
10:00
～

12:00

【実践報告】
消費生活相談員との埼玉県版連携
モデル授業

より効率的かつ効果的に消費者教育を実施するため、
県消費生活相談員と連携して実践した「埼玉県版連
携モデル授業」をお伝えします。

埼玉県立三郷北高等学校教諭

石田 実里氏
消費生活相談員

②
13:00
～

15:00

「社会への扉」を活用した消費者
教育を考えよう
～家庭科や社会科などで実践する
アクティブラーニング型授業～

家庭科や社会科、ホームルームの時間において「契
約」や「金融」の知識を伝える指導方法を検討し、
学校での消費者教育の充実について考えます。

公益財団法人
消費者教育支援センター
主任研究員

庄司 佳子氏

③
15:30
「～

16:30

若者の消費者トラブル最新事情
～どこに危険が潜んでいる？～

若年者の消費者トラブルについて、最新事例と対策
をお伝えします。また、ネット・スマホの利用に
伴ったトラブルが多いことを踏まえ、インターネッ
トのどこに消費者被害の危険が潜んでいるのかを知
り、子供たちを守るポイントを身に付けましょう。

消費生活相談員

北﨑 裕紀子氏

《 ８月４日（水） 【消費者教育・消費者トラブル】 会場：埼玉県県民健康センター大会議室Ｃ 》

NO 時間 講座テーマ 講座内容 講師

①
10:00
～

12:00

成年年齢引下げがもたらす子供たち
への影響
～学校で伝えていただきたいことに
ついて～

成年年齢が18歳に引き下げられると、子供たちがど
のようなトラブルに巻き込まれる可能性があるのか。
また、引下げを見据えて学校でどのような取組をす
べきかについて、専門的な知識を持つ弁護士の先生
にお話しいただきます。

埼玉弁護士会

弁護士 池本 誠司氏

②
13:00
～

14:30

世界の飢餓と食品ロス
～食の未来を守るために一人一人が
できることを考えよう～

世界の約11人に1人が、慢性的な栄養不足＝飢餓の
中で生活しています。世界の食料問題を学び、全て
の人が安心して食事を行うために、一人一人に何が
できるかを考えます。

特定非営利活動法人
ハンガー・フリー・ワールド

西平 久美子氏

③
15:00
～

16:15

すぐ使える！
最新の金融教育教材の紹介

金融広報中央委員会作成教材について、最新情報を
ご紹介します。

金融広報中央委員会

企画役 竹内 俊久氏



≪令和元年度セミナー参加者の主な感想≫ （令和２年度セミナーは新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。）

○身近にある問題として自分自身の身が引き締まるとともに、何も知らない生徒に教えなければいけないという

使命感と責任を感じました。（金融・多重債務）

○全てにおいてものすごく共感でき、お話をワクワクしてうかがいました！学ぶときにこのワクワク感は大事だと

改めて感じました。（持続可能な社会・SDGｓ）

○スマホ・SNSの流れは止められず、新しい時代の流れの中でどう対処していくかを考えなくてはならないと実感

しました。（ネット・スマホ）

○授業レベルではなく、教職員、学校（校則）をあげて取り組む必要を実感しました。（成年年齢引下げ）

○いろいろな事例を紹介していただいたので、すぐにでも授業に活用できそうです。また、ロールプレイングも実際

にやってみたりして、イメージがわきました。（消費者トラブル）

○実践レベルが高く、全てを導入するのは困難ですが、刺激を受けました。（エシカル）

○こういった内容を学校の研修だけで行うのは難しいので、今回は大変ためになりました。 （食）

※エクセルファイルの「申込書」をダウンロードできます⇒

令和元年度
セミナーの様子

令和３年度 埼玉県教職員等消費者教育セミナー 申込書
埼玉県消費生活支援センター 情報・学習支援担当宛

Ｆax ： 048-261-0962 E-mail ： m4308776@pref.saitama.lg.jp 

※ 新型コロナウイルスの状況により、一部中止またはオンラインでの実施となる場合もあります。

記入日 令和 年 月 日

（ふりがな）

氏 名

(                                     )

職業

該当するものに○をご記入下さい。

教職員（学校名： 担当教科： ）
その他（ ）

連絡先
Tel Fax

E-mail

希望講座
※参加を希望する講座
全てに〇を付けて
ください

※8月2日（月）は、1日
通してのみの参加
受付になります。

① ② ③

7/29(木)

7/30(金)

8/2(月)

8/3(火)

8/4(水)
《講座に関する要望や講師への質問など自由記述》※御希望に添えない場合もございます。


