家庭総合

２学年

不当表示広告調査を通して批判的思考を養い、消費者市民
として社会への参加を促す（県消費生活課との連携授業）
１

単元の指導目標

(１)

１８歳で成年になるにあたり必要となる、契約に関する正しい知識を身につける。特に
若者に被害が多いインターネット広告を見る際の注意点を学び、消費者被害の未然防
止に役立てる。

(２)

実際の広告で問題がありそうな表現を分析して批判的思考で考えるなど、情報を適切に
判断できるようにする。

(３)

よりよい社会の構築に向けて主体的に取り組み、消費者市民として実践しようとする。

本単元は、高等学校学習指導要領家庭科の内容「Ｃ持続可能な消費・環境」⑵消費行動と意思
決定から、「責任ある消費について工夫する」に内容を絞って設定したものである。

２

単元の評価規準
知識・技能

思考・判断・表現

主体的に学習に取り組む態度
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３

指導計画事例

※評価の観点

（３時間分）

【知】知識・技能 【思】思考・判断・表現 【主】主体的に学習に取り組む態度
学習内容

１

・広告の見方（本時）

学習活動

／

【】は評価

・不当表示の実例から、疑わしい表現のポイン
トを理解する。【知】

・不当表示広告調査（本時）
・不当表示広告と思われるものについて、批判
的思考をもとに分析し、調査する。【思】

２

・課題の解決に向けた一連の活動について、主
体的に取り組もうとしている。【主】
・不当表示広告調査票に問題があると思われる

３

・不当表示広告調査票への記入

表示や事業者の情報等を記入し、県消費生活
課に提出する。【思】【主】

４

授業実践（本時の学習内容）
題材名「不当表示広告調査」

（１）指導目標
・不当表示の実例から、疑わしい表現のポイントを理解している。【知】
・不当表示広告と思われるものについて、批判的思考をもとに分析・調査することを通して、
インターネット広告を見る際の注意点を理解し、消費者被害の未然防止に役立てる。【思】
・課題の解決に向けた一連の活動について主体的に取り組み、不正義を正す消費者市民として
行動しようとする。【主】
（２）本時の展開（１・２／３時間）

T1：教師

T2：県消費生活課職員

＊講師（県職員）のフォローを教師が行う
※評価の観点

学習内容

学習活動

指導上の留意点／〇評価

・消費者被害の心

・心理チェックに取り組み、誰

T2・昨年度実施の調査を振り返

理的要因分析

もが消費者被害に遭うおそれ
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があることに気付く。

T1/2・他人事ではなく自分ごと

時間

導
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【知】知識・技能【思】思考・判断・表現【主】主体的に学習に取り組む態度

として捉えさせる。

学習課題：
不当表示の疑いがある広告を調べ、消費者市民社会の形成に参画しよう
・広告の見方

・不当表示の実例から、疑わし

T2・実際に行政指導された事例

（景品表示法・優

い表現のポイントを知る。

を多く紹介して、広告を見る際

良誤認・有利誤認）
展

70

開

分

の注意点を理解させる。
T1/T2・机間指導を行い、助言

・不当表示広告調

・スマホやタブレットを使い、 して調査を支援する。

査

優良誤認表示の商品・サービス

〇疑わしい表現のポイントを

を調べる。

理解して調査している。【知】
〇批判的思考をもとに、広告を
分析し、調査している。【思】

・発表
ま
と
め

T1・消費者市民として、不正義

指摘して調査結果を説明する。 を 見 抜 き 行 動 す る こ と の 重 要

20
分

・疑わしいと思われる表示を

性を確認する。
・振り返り

・学習内容を振り返り、ワーク

〇課題の解決に向けて主体的

シートに感想などを記入する。 に取り組もうとしている。
【 主】
（３）教材
スライド、ワークシート、不当表示広告調査票
（４）課題・考察
同じ生徒が２年連続で調査を行った。１年目は多くの生徒が分かりにくい表示に疑問を抱き、
批判的な視点を磨くことができた。２年目は調査対象を優良誤認に絞り調査を行うことで、不
正を見抜く力を定着させることができ、社会への参加意欲を高めることにつなげられた。今後
も、よりよい社会の発展のために積極的に関与する責任ある消費者を育んでいきたい。

家庭総合 消費生活

県消費生活課の方のお話を聞いて、重要なポイントをまとめよう。

年

組

番 氏名

WORK：発表原稿をまとめよう
① 調査した商品・サービスの名称

② どのような商品・サービスか

③ あやしいと思った表示と、そう思った理由
あやしいと思った表示

そう思った理由

批判的思考をもとに分析し、不当表示広告を調査しているか。
【思】

④ クラスメイトの発表を聞いて、気が付いたことをメモしよう

課題の解決に向けた一連の活動について、主体的に取り組もうとしているか。
【主】

振り返り
① 自分の不当表示広告調査が消費者被害の拡大を防ぎ、誰もが安全・安心に暮らすことができる
消費者市民社会の実現につながることを意識して調査することができた。
（ A：よくできた
② 授業の感想

B：できた

C：あまりよくできなかった）

令和３年度

不当表示広告調査 調査票（高校生用）

（インターネットの広告の場合）

＜記入例＞

※ このアンケートは、ＡＩ－ＯＣＲにより集計を行います。
指定された回答欄にはっきりした文字で御記入をお願いします。
高校名：県鳥高校

クラス：

調査日

12

11

月

□雑誌広告
表示の種類

番号：

0

19

日

□新聞広告

■インターネットの広告

氏名：

木

□折り込み広告

彩

曜日

□フリーペーパー

□スマートフォンの広告

□その他（
新聞、雑誌の名称

熊谷

□店頭の広告
）

名称

ホームページのアドレス

アドレス ＷＷＷ．○○○×××．ＪP

新聞・雑誌の発行元（会社名）、 健康になろう屋 （株）モット長生き
ホームページの表示者、
メルマガの発信元
（会社名がわからない場合は、名称のみで構いません）
発行元、ＨＰ表示者、メルマガ発信元

の住所・電話番号

商品の名称

長生きサプリ

商品の種類、内容

健康食品
健康になろう屋

販売事業者名

（株）モット長生き

（会社名がわからない場合は、名称のみで構いません）

事業者住所・電話番号

さいたま市浦和区高砂◎ー△ 電話０４８-○○○○-××××
（わかる情報のみ記載してください。）

問題があると思われる表示

（その表示を書き出してください。）

・含有成分の働きで、病気が治ります。
・１日１粒で１００歳まで生きよう！
・今だけ限定５０％ＯＦＦ

今回の調査で気づいたこと（表示についての問題点や疑問点、感想などを記入してください。）
サプリメントには、病気を治す効果があるのか疑問に思いました。
病気は、病院で治療を受けないと治らないと思っていたので、広告を見て「信じられない」と思いました。
みんながこのサプリメントを使用し始めて、広告にあるとおり全員が１００歳まで生きたとしたら、高齢化が進ん
で大変なことになってしまうのではと思いました。
広告には、このサプリメントの実験データや、このサプリメントが紹介された論文なども書かれていたが、自分で
調べたら、それは嘘であることがわかりました。実験データも論文も、このサプリメントに含まれている成分に関す
るもので、このサプリメントの実験や、このサプリメントが論文で取り上げられたわけではありませんでした。この
ことは、広告からはわからないことで、自分で調べないとわかりませんでした。グラフや写真を使用して、それらし
く表示していますが、それらは全て嘘で、信用してしまう人もいると思います。
また、価格も「今だけ」と表示されていますが、いつ見ても５０％オフで販売されています。
私は、これまで広告をじっくり見ることはありませんでした。インターネットの検索エンジンや、ＳＮＳなど、毎
日たくさんの広告を見ていますが、興味はありませんでした。でも、授業で「人の悩みに付け込むような商品に不当
表示広告が多い」という話を聞いて、私もこれから悩み事ができた時に、安易にサプリメントなどの商品に飛びつく
のではなく、友達や家族に相談して、解決していきたいと思いました。
私は、普段から通信販売をよく利用しています。これまで騙されたり、違う商品が届いたりなどのトラブルはあり
ませんでした。しかし、不当表示のガイダンスを受けて、これまで大丈夫でも、これからも大丈夫とは限らないの
で、商品を購入する際は、気になることはきちんと調べて、納得してから購入していこうと思いました。

※できる範囲で、調査した広告を印刷し、貼り付
け用紙にホチキス止めして提出してください。

アルバイト・求人広告は除く

どうする？
そのままで大丈夫？
アダルトサイト、
登録したつもりはないのに…

お試し１回だけ、
のつもりが、
また届いた…

先輩から、
友だちを紹介すれば
紹介料がもらえる、
って誘われたけど…

絶対もうかるっ
て言われたのに～
消費者庁イラスト集より

1人で悩まないで相談しよう！
消費者ホットライン

１８８
スマホから局番なしでつながります。
お近くの消費生活センター等の相談窓口をご案内します。

友だち登録で
最新の情報をお届けします。
※直接相談には対応していません。

18歳で成人（大人）になります。
生活にどんな変化があるかを知りましょう！

