
【講座名】平成29年度消費者教育に携わる講師養成講座（対象者別コース）
高齢者・高齢者を見守る民生委員等対象

【講義名】高齢者・見守り者向けの消費者教育講座の提案

鹿児島大学教育学部 准教授 石橋愛架

高齢者・見守り者に対する
消費生活講座を作ろう！！
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振り込め詐欺を題材とした



♪オレオレサギにご用心の歌
「うさぎとかめ」のメロディで～ 作詞 石橋愛架

1 もしもし母さん オレだけど
ケータイ番号変わったよ
次の日 息子が 事故にあい
示談金を 振り込んだ

2 もしもし 父さん ワタシだけど
今日は カゼを ひいてるの
会社で ミスして 賠償金
助けて お金を 送ってよ

3 もしもし みなさん 気をつけて
あなたも 被害に あうかもよ
なにか 変だと 思ったら
＃9110よ
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※歌詞カードは、石橋愛架研究室のホームページからダウンロードできます

http://aikalab.sakura.ne.jp/

スマホからはQRコー
ドでアクセスしてね

http://1.bp.blogspot.com/-Pzx78vJ6dEM/UTneqdtwQTI/AAAAAAAAOqU/mImGr4pjQjw/s1600/usagitokame.png


本研修の目標
• 高齢者・見守り者に対する、振り込め詐欺を題材と
した消費生活講座を作ろう！

本研修の流れ
【今日】

• 消費生活講座の作り方

• プランニングシートの作成

【明日】

• 各グループの発表

プランニングシート（5分）+模擬講座（10分）
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高齢者・見守り者の「振り込め詐欺」に対する捉え方から、
高齢者・見守り者に行うべき講座の内容を考えよう！
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「振り込め詐欺」に対する捉え方 → 行うべき講座の内容

自分は、お金がないので振り込め詐欺に
は遭わないと思っている。

→ 少額詐欺を取り扱い、詐欺を自分事
と捉えてもらう内容。

振り込め詐欺について詳しいわけではな
い。

→ 高齢者が遭いやすい詐欺の手口を伝
える内容。

実際のところ、だまされたら家族には相
談できない（いない、恥ずかしい）

→ 家族には相談できないことを前提に、
相談窓口の情報を伝える内容。

詐欺師も悪いが、だまされるほうも悪い
と思っている。

→ 100％詐欺師が悪いことを伝える内容。

だまされたら泣き寝入りする可能性が高
い。

→ 相談することの意味（自分の二次被
害防止+他の人の被害防止）を伝える
内容。

自分なりに、振り込め詐欺対策をしてい
る。

→ 自分なりの対策を認めて、強化する
内容。

詐欺に遭ったことがないので、実際の場
面で行動できない可能性が高い。

→ 詐欺に遭ったとき、遭いそうなとき
に、対処できる実践的な内容。



実践的な内容の例（1/4）

【前提として】
一般市民は、消費生活センターや警察との接
点がないので、詐欺に遭ったとき、遭いそう
なときに、「消費生活センター」「警察」に
相談するハードルは高い

相談のハードルを下げるためには？？？
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実践的な内容の例（2/4）

消費者ホットライン「188」に
ケータイ・スマホのスピーカーフォン機能を
使って音声案内の途中までかけてみる
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188 188



実践的な内容の例（3/4）

消費生活センターの講座に、警察に来てくれ
るよう依頼する

※警察とは打ち合わせをしたほうがよいが、
できない場合は、プランニングシートを送付
したうえで、たとえば、「シートの○○の箇
所で、5分間ぴったりで＃9110の説明をして
ください」「振り込め詐欺撃退装置の無料貸
出の説明をしてください。実物もお持ちくだ
さい」など、要望をはっきりと伝えておく
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実践的な内容の例（4/4）

電話を模した紙をグループに配布し
消費者ホットライン「188」
警察相談専用ダイヤル「＃9110」にかける練習をする
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高齢者・見守り者の特徴・役割から、
高齢者・見守り者への講座における留意点を考えよう！
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高齢者・見守り者の特徴・役割 → 講座における留意点

個人により状況が異なる。とく
に年齢により反応は異なる（90
代が多いと反応が薄い）。

→ 年齢構成により、時間（40～60分）、内容
構成（歌う、見る、聞く、遊ぶ、唱和、練習
する、考える、話し合う）を調整する。

話を聞くだけの講座はつまらな
いと思っている。

→ 上記の内容を工夫して、みんなが楽しめる内
容にする。

高齢者も見守り者も、講座後、
必要のない紙は見ないが、必要
のある紙は見る。
※とくに見守り者は、いろいろ
な場所でたくさんのプリントを
もらう！

→ 必要だと思ってもらえるまとめプリントを1
枚だけ作成する。
所定の配布物がある場合は、家で見てもらえ
るよう、配布時に工夫する。

高齢者も見守り者も、講座後、
印象的でないことは誰にも伝え
ないが、印象的なことはたくさ
んの人に伝える。

→ 学んだことを伝えることの意味（自分の知識
定着で自分の被害防止+他の人の被害防止）
を説明するとともに、伝えたいと思わせる・
伝えてもらいやすい工夫をする。

民生委員が入れるのは玄関まで。
見守り者は「気づいてつなげ
る」のが役割。

→ 「気づいてもらう」ために詐欺について知っ
てもらい、「つなげてもらう」ために連携先
を知ってもらう。消費生活センターの出前講
座の宣伝をする。



みんなが楽しめる内容の例
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• 歌う（替歌 ）
• 遊ぶ（カルタ ）
• 見る（寸劇、紙芝居、DVD、実物教材 ）
• 聞く（講義、188 ）
• 発する（重要事項の唱和 ）
• 練習する（＃9110 ）
• 書く（誰に伝えるか ）
• 考える（クイズで挙手、だまされたときの気持ち、

家族に相談できるか、標語作り ）
• 共有する（話し合い、発表 ）

簡
単

難
し
い



「効果的な伝え方」を工夫することは重要です！
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自分の
写真

講座1週間後のアンケート結果

なし
「まとめプリントを見た」（4/17人）
「講座のことを誰かに伝えた」（12/17人）

↓ ↓

あり
「まとめプリントを見た」（12/13人）
「講座のことを誰かに伝えた」（12/13人）

講座中に受講者の写真を撮影し、パソコ
ンでまとめプリントに挿入し、モバイル
プリンターで印刷して配布した。

伝え方によって、講座後の受講者の行動
が変わります！！



「目標に合った講座を作る」ことは重要です！
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もっと

Work 
まず、グループでプランニングシートを作りましょう。

①表（テーマ、日時、会場、依頼先、対象者属性、資
料・教材）に書き込みましょう。

②講座の「目標」を書きましょう。
③目標に合った講座の「内容」を、導入、展開、まと
めに分けて書きましょう。

④対象者に講座の内容を伝えるための「留意点」と、
使用する「資料・教材」を書きましょう。



「学んだことを共有する」ことも重要です！
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Work 次に、明日の報告会の準備をしましょう。

① 何を目標として、どんなことを、どのように
伝える講座なのかをまとめておきましょう。
※すべてを報告しようとせずに的を絞って、
約5分間でインパクトのある報告を！

② とくに工夫したこだわりのある箇所について、
模擬講座をしてみましょう。
※講座中の約10分間を切り取って（一続きで
ある必要はない）、練習しておきましょう。



明日に向けて

がんばりましょう！！
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振り込め詐欺を題材とした



1 学んだことを共有する

• 他のグループの発表の中で、今後の自分の講座
に活かせるところを見つけましょう。
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講師・事務局説明

A（高齢者）の発表（シート5分＋講座10分）

A（高齢者）への質疑応答・講評

B（高齢者）の発表（シート5分＋講座10分）

B（高齢者）への質疑応答・講評

休憩

C（高齢者）の発表（シート5分＋講座10分）

C（高齢者）への質疑応答・講評

D（見守り者）の発表（シート5分＋講座10分）

D（見守り者）への質疑応答・講評



2 すぐに使える教材の紹介（1/2）
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【石橋愛架研究室のホームページ】

http://aikalab.sakura.ne.jp/

教材を無料でダウンロードして使うことができます。

たとえば

• 講座の指導案

• 講座で使うスライド

• 替歌

（配布資料参照）



2 すぐに使える教材の紹介（2/2）
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「だれでもカルタ うそ電話サギ Version2018」とは？

研究活動からわかった
★高齢者に伝えるべき5つのこと★

①サギを自分事として捉えてもらう
②サギの手口
③サギにあったときの対処方法
④サギにあわないための予防策
⑤学んだことを伝える重要性

読札にこの5つを盛り込んだ
カルタを作った
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「だれでもカルタうそ電話サギ Version2018」

カルタ大会

ルール

①頭文字が同じものが複数あるので、最後ま
で聞いてから絵札を取りましょう。

②お手付きは１回休みです。

③絵札を取るときは、大きな声で 「ハイ！」
と言いましょう。



3 もっと学びたい人のために
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• 『消費者教育学の地平』

西村隆男編著（私も書いてます）

慶應義塾大学出版会 2017年

高価（4,860円）です。

消費者教育について学べます。



4 質問タイム
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5 振り返りを今後につなげる（1/2）
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何％くらい「できたか」を書きましょう！

（1）自分たちの講座を振り返る

（ ）％ 講座の目標を明確に定めることができた。

（ ）％ 目標に合った内容を考えることができた。

（ ）％ 高齢者、もしくは、見守り者の特徴を把握することができた。

（ ）％ 高齢者、もしくは、見守り者に内容を伝えるための留意点を考えることができた。

（ ）％ 講座に使用する資料・教材を工夫することができた。

（2）今回の研修での自分の働きを振り返る

（ ）％ 自分の役割分担を一生懸命遂行することができた。

（ ）％ 自分の意見やアイディアをメンバーに伝えることができた。

（ ）％ たくさん頭を使って考えることができた。



5 振り返りを今後につなげる（2/2）
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何％くらい「できたか」を書きましょう！

（3）今後の自分の講座に活かす

（ ）％ 作った講座は、今後の自分の講座に活かせそうだ。

（ ）％ 本研修（石橋研修以外も含む）で学んだことは、今後の自分の講座に活かせそうだ。

（4）学んだことを同僚などに話す

Q 本研修（石橋研修以外も含む）で学んだことをだれに話したいですか？

Q 本研修（石橋研修以外も含む）で学んだどんなことを話したいですか？


