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小学校家庭科への「家族の予算計画」導入の試み（第 2 報）
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Yahata-Taniguchi et al have devised the teaching materials called, “Card Game: Family Finance” for home
economics education in both Japanese junior high and high schools, based on All My Money: A Financial
Management Curriculum for Persons Working with Limited-Resource Audiences, initially devised by the University
of Illinois in the United States.
The purposes of this paper were: 1）Review the reworking of the teaching material for home economics
education for Japanese public elementary school use in Kumamoto city, and 2）Examine the effects of the lesson
for public elementary school students in the actual class.
For these purposes, 1）we distributed a questionnaire of conceptualization and living skills for family ﬁnance,
before and after the actual lesson in home economics classes in the public elementary school in Kumamoto city,
and 2）analyzed their results from students, comparing before and after the class.
The results were as follows: 1）According to descriptions from the students, we could observe the
conceptualization on scientiﬁc recognition for life, value recognition, and living skills of how to adjust a family
budget and using money for family. 2）Analyzing the scores of public elementary school students’ self-estimates
from the seven measures of evaluation, scores were high（over 70%）for all measures. 3）We conﬁrmed the good
effects of our teaching materials introduced into the public elementary school: that students could plan to use their
pocket money without wasting their money.
As a result, this demonstrates that it is possible to introduce our new teaching material into home economics
classes for Japanese public elementary schools.

Key words : All My Money, family finance, teaching material device, home economics education in Japanese
elementary schools, consumer skills

1.

ある．八幡らは，アメリカ・イリノイ大学において社
会人向けに開発された金銭教育カリキュラム All My
Money1）をもとに，中学校技術・家庭科（家庭分野）

はじめに

家庭科における家族・家庭経営・消費生活分野は，
実践的・体験的な教材の充実が求められている分野で
＊1

＊2

＊3

＊4

および高等学校家庭科向けに教材を開発し，その有効
性を検証してきた 2）－ 7）．また，小学校家庭科につい
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ては，すでに熊本大学教育学部附属小学校 5 年生にお
ける実地授業と授業後の概念形成の分析を通してその
導入の可能性について検討を行った（第 1 報）8）．こ
うした附属小学校での検討結果をもとに，児童の多様
な実態がある公立小学校への導入の可能性について検
討したいと考えた．
本研究の目的は，
「家族の予算計画」に関する実地
授業を通して，本教材の公立小学校家庭科への導入の
可能性を検討することである．

2．研究方法
上記の研究目的を達成するために，以下の手順で研
究を進めた．
1）熊本大学教育学部附属小学校での実地授業（平
成 21 年 11 月 30 日）で用いた「家族の予算計画」に
関する教材および学習指導案を参考に , 公立小学校家
庭科向けに教材 , 学習指導案を再検討し，2 時間（90
分）の学習指導案を作成する．
2）検討した学習指導案に基づき，実地授業を行う．
実地授業の日時：平成 25 年 6 月 11 日（火）～平成

資料 1．実地授業の学習指導案（本時の学習のみ）

資料 1．実地授業の学習指導案（本時の学習のみ）

（１） 目標 ・お金の状況に応じた支出の調整の仕方がわかる．
・家庭に合ったお金の使い方を工夫することができる．
（２） 展開
時
15
分

学習活動
１．本時の目標を知る．
・家族のお金がどのように使われて
いるか考える．
・学習内容を理解する．

予想される子どもの思考（・）や教師の手だて（○）
○数人に発表させる．
○家族のお金はどこからきているのか考えさせる．
○カードゲームに使う支出カードで確認していく．

託北君の家族や他の家族に合ったお金の使い方を考えよう．
15
分

２．第１ゲームを行う．
・一人で考える．
・グループで考える．
・全体で考える．

15
分

３．第 1 ゲームでわかったことを
まとめる。

20
分

４．第２ゲームを行う．
・一人で考える．
・グループで考える．
・全体で考える．
５．第２ゲームでわかったことを
まとめる。
・一人で考える．
・グループで考える．
・全体で考える．

15
分

10
分
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６．本時の学習でわかったことや
感想をまとめる。
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○カードゲームのやり方を説明する．
○各班のカード（９枚）
，おはじき（20 個）等のセットを確認させる．
○カードとおはじきを使っておはじきの置き方を考えさせる．
決まったら赤シールを貼る．
○ゲームの結果とそれを選んだ理由をチェックシートに記入させる．
○支出は家族の状況や生活費から先に考えていかなければならないこと
に気付かせる．
・家族の事情によって支出が違う．
・お金には限りがある．
○おはじきが 13 個に減少した場合のおはじきの置き方を考えさせる．
「減らす」は青シール，
「変更」は黄シールを貼る．
・塾代は受験生がいるから減らせない．
・洋服は絶対新しい物は要らないから減らせるかな．
○おはじきを減らしたところと変わらなかったところを理由も含めて発
表させる．
・生活に絶対必要な物は減らせない．
・受験生がいるから，参考書や塾代等は減らせない．
・遊びや趣味は我慢する．
○支出には生活していく上でどうしても必要な物とそうでない支出が
あり，それらは家族の状況によって違っていることに気づかせる．
○自分の生活に生かせそうなこと，お金が減った時にはどのようにお金を
使ったらよいかを考えさせる．
○時間があれば発表させる．
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25 年 6 月 27 日（木）
，対象：熊本市立 A 小学校第 5
学年 3 クラス（在籍数 87 名，実地授業出席者 83 名）
，
授業者：山口佳代である．
3）実地授業前に「事前アンケート」
，実地授業後に
「事後学習シート」を記入してもらい，分析を行う．
「事前アンケート」では，
「あなたがお金を使うときに
どのようなことに気をつけていますか？」について尋
ねた．
「事後学習シート」は，
「①今日のゲームを通し
てわかったことは何ですか？」と「今日の授業を通し
て気づいたことや考えたこと，自分の生活に活かそう
と思ったことを書いて下さい．
」という自由記述方式
で記載する内容と，
「①班でのカードゲームに積極的
に取り組みましたか？」など 7 項目について，◎○△
の択一式で記入してもらう「自己評価」から構成され
ている．

3．研究結果および考察
（1）教材の検討と学習指導案の作成
教材については，第 1 報で用いた「家族の予算計
画」に関する題材を扱うこととし，学習指導案につい
ては，熊本大学教育学部附属小学校での実地授業にお
ける学習指導案を参考に，本時の展開を考えた．
本報で再検討した学習指導案（2 時間（90 分）
）を
資料１に示す．本時の目標は，第 1 報と同様，この教
材を通して概念形成を目指す「お金の状況に応じた支
出の調整の仕方がわかる」と「家族に合ったお金の使
い方を工夫することができる」の 2 つを設定した．
以下，①～⑤に示す本時の授業の流れは第 1 報と同
様であるが，本実践で工夫 ･ 変更を行った点を中心に
以下に記す．
①めあてをつかむ
本授業では，班ごとに設定した家族の状況に応じた
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お金の使い方を考えさせるため，
「託北君の家族や他
の家族に合ったお金の使い方を考えよう」という授業
のめあてを児童に示した．
②家族の設定
小学生向けに本教材を導入するのに，最も工夫を要
すると考えられるのは，マネーゲームの前提となる家
族の状況設定である．中学・高校生を対象とした本教
材の授業実践では，班ごとにマネーゲームの前提とな
る家族を自分たちで設定し，自分たちが設定した家族
の状況をふまえてお金の使い方を考えることができた．
しかし，小学生を対象とした本実践では，第 1 報と同
様，授業者があらかじめ家族形態と条件を設定した 3
種類の家族の支出について考えさせることにより，そ
れぞれの家族に特徴的な支出を子どもたちが把握しや
すくした（表 1）
．すなわち，受験生がいる託北家，
高齢者がいる山口家，幼児のいる堀家の 3 つの家族パ
ターンを各班に割り当て，それぞれの家族の状況に合
う予算計画を考えさせることにした．とくに公立学校
で授業を行うにあたっては，父と母の帰宅時間や家族
の趣味などの家族状況の詳細について，児童の理解を
深められるように指導を工夫した．家族の詳細につい
て，附属小学校ではゲーム前に子ども達に話し合わせ
決めさせたが，公立の小学校では，ゲームの進め方等
を把握するのに時間がかかると考え，ゲームを進める
中で決めさせた .
③ゲームを行う
ゲームは第 1 ゲームと第 2 ゲームの 2 回行う．第
１ゲームでは，それぞれのグループに 9 枚のゲーム
カードと 20 個のおはじきを配布する．カードは，
「
（1）食料」
「
（2）住まい」
「
（3）光熱・水道」
「
（4）
被服・はきもの」
「
（5）保健」
「
（6）交通」
「
（7）通信」
「
（8）教育」
「
（9）遊びや楽しみ」の計 9 枚である．
本実践では，
「
（2）住まい」のカードに「持ち家に住
む」の項目を加え，
「
（7）通信」のカードに「よく携

表 1．授業で設定した 3 種類の家族
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家族の名前

家族のメンバー

託北家

父：35 歳．家から職場まで自家用車で行く．
母：35 歳．家から職場まで自家用車で行く．
子ども A：中学 3 年生．受験生で，塾と参考書で勉強している．
子ども B：小学 5 年生．

山口家

父：35 歳．家から職場までバスで行く．
母：35 歳．家から職場までバスで行く．
子ども：小学 5 年生．
祖父または祖母：75 歳．定期的に病院へ通っている．

堀

父：35 歳．家から職場まで自転車と電車で行く．
母：35 歳．家から職場まで自転車と電車で行く．
子ども A：１歳．保育園児．
子ども B：小学 5 年生．

家
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（６）交通
・歩くか自転車に乗る。（ ）
・公共の乗り物を利用する。（バスや電車など）□
・自家用車に乗る。□□
・タクシーに乗る。□□□

（９）遊びや楽しみ
・新聞や雑誌を読む。□
・家族で出かける。□
・基本的なテレビ番組を見る。□
・割増料金がかかる番組を見る。
（衛星放送など）□□
・コンサートやスポーツの観戦に行く。
□□□

（５）保健
・自宅に薬を備えておく。□
・定期的に病院に通って検査を受ける。□□

（８）教育
・地域や学校の図書館を利用して勉強する。（ ）

（４）被服・はきもの
・持っている服を着る。（ ）
・兄弟や近所の人から服をゆずってもらう。（ ）
・裁ほうの技術を生かして作る。□
・値引き店や安売り店、または古着屋で買う。□
・デパートで定価（割引なし）で買う。□□

（７）通信

・用件を伝える場合のみ電話とメールを使用する。
□
・よく携帯電話でメールをしたり
インターネットを利用したりする。□□
・ 携帯電話で会話す
る。
□□□
・学習塾に通う。□□

・学習参考教材を買う。□

・家族で協力しあい、節約する。□

・祖父母と一緒の家に住む。□
・持ち家に住む。□
・家やマンションを借りる。□□
・家やマンションを新しく買う。□□□

・家（で調理する。□
・食事を家の外で買うことが多い。（弁当・惣菜）
□□
・ほぼ毎日外食する。□□□
・使いたいだけ使って料金を支払う。□□

(３）光熱・水道

（２）住まい

(1)食料

資料 2．ゲームで使用したカード
資料２．ゲームで使用したカード
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帯電話でメールをしたりインターネットを利用したり
する」
「携帯電話で会話する」の項目を加えるととも
に，カードの図柄を子どもたちにわかりやすいものに
差し替えるなどした（資料 2）
．各カードの支出項目
ごとに，必要なおはじきの数を□で示している．第 1
ゲームでは，おはじき 20 個が置ける範囲で，家族の
状態に合わせて，各班で話し合いながら支出項目を決
めていく．
第 2 ゲームでは，緊急事態（使えるお金が少なく
なった状況）が発生したという前提でゲームを行う．
すなわち，おはじきの数を 7 個減らし，おはじき 13
個が置ける範囲で，第 1 ゲームと同様，家族の状態に
合わせて支出の項目を決めていく．支出には予算が
減った場合にも削ることのできない支出と，予算が少
なくなった際に削ったり変更したりすることができる
支出があること，そうした支出の性格に応じて，予算
の調整ができることがこのゲームのポイントである．
④発表
附属小学校では，2 つのゲームが終了した後，3 つ
の家族形態ごとに，ゲームの結果を発表させたが，公
立小学校では，第 1 ゲーム，第 2 ゲームそれぞれの
後に，各ゲームのポイントをきちんと把握させるため
に発表を行った．第 1 ゲームの終了後には，
「支出は
家族の状況や生活費から先に考えていかなければなら
ない」ことを全体で話し合い，確認する時間を取った．
そして，その記憶が新しいうちに，第 2 ゲームを行っ
た．ここでは，何が必要な支出であるかは家族の状況
によって異なり，したがって家族によってお金の使い
方が違うことに気付かせるというねらいがある．ま
た , 子ども達が発表しやすいようにするためと，お
はじきの変更や移動を視覚的に把握するために，おは
じきを置く項目が決まったら，すべてのカードを一枚
の表にしたものを各班に配布し，おはじきを置いた項
目に赤・黄・青のシールを貼らせた．最初におはじき
を置いた項目には赤のシール，第 1 ゲームではおはじ
きを置いていたが，第 2 ゲームでおはじきを減らした
項目には青シール , 第 1 ゲームではおはじきを置い
ていなかったが，第 2 ゲームでおはじきを置いた項目
に黄色のシールを貼らせた．つまり，第 1 ゲームで選
んだ項目は赤と青，第 2 ゲームで選んだ項目は赤と黄
色のシールによって把握でき，第 1 ゲーム→第 2 ゲー
ムへの変更点も，視覚的に把握できるような工夫を今
回行った．
⑤まとめ
おはじきがお金の代わりであったことと，これまで
の活動はお金が減ったときにどのようにお金を使うか
を考える活動であったことを確認する．そして，
「お
金が減ったときにどのようにしてお金の使い方を決め
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ただろう」と発問し，児童に発表させる．授業終了後，
「事後学習シート」に記入してもらった．
（2）実地授業における児童の意見
作成した学習指導案をもとに，実地授業を行った．
ここではまず，授業におけるカードゲーム後の児童の
発表の様子と，授業のまとめで児童から出された意見
を紹介する．
カードゲーム後の発表では，家族形態により必要と
なる支出内容が異なることを確認するために児童の意
見を求めた．その結果，まず，いずれの家族において
も「
（1）食料」
，
「
（2）住まい」
，
「
（3）光熱・水道」
などの生活に欠かせない必要な支出項目を，おはじき
の数が少なくなる第 2 ゲームでも選んでいた．さらに，
祖父母のいる山口家では「祖父母がいるから定期的に
病院に行かなきゃいけない」という理由で「
（5）保
健」を，受験生のいる託北家では「受験生のいる子ど
もは塾と参考書で勉強しているからこれは動かせな
かった」という理由で「
（8）教育」を，保育園児がい
る堀家では「保育園児がいるから家族で出かける」は
はずせないという理由で「
（9）遊びや楽しみ」を第 2
ゲームでも選択していた．授業中に出た意見やゲーム
の様子から判断すると，児童はどうしても必要な支出
に加え，与えられた家族に必要な支出についても考え
ることができていたと考える．
授業のまとめでは，
「お金が減ったときにどのよう
なことに気をつけてお金の使い方を決めただろう」と
いう発問を行った．これに対して，
「絶対に必要な物
を先に決めて，必要じゃない物は減らした」
「必要な
ものから先に決める」
「本当に必要な物はそのままに
して，本当に必要じゃない物は減らしていいと思った．
そして，必要なものも，高いものがあるからそれも減
らしていく」という発表があった．
（3）事後学習シートの記述内容
事後学習シート「ゲームを通してどんなことがわか
りましたか」の記述内容を表 2 にまとめた．
子どもたちの記述内容は，大きく分類すると，
「お
金に関すること」
「いろいろなことにお金はかかる」
こと，
「お金の使い方について」
「無駄遣いについて」
「家族のお金の使い方について」などに分類できる．
最も記述数が多かったのは「お金の使い方について」
で，
「家庭では本当に必要な物と必要じゃない物があ
るからなぜ必要なのかとかよくわかった」
「使わない
お金は節約し絶対にお金を出さなきゃならないときは
お金を出さなきゃいけないということがわかった」の
ように「必要なことか考えてから使う」などの記述が
多かった．つぎに記述数が多かったのは，本実践で子
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お金に関すること
家族のお金の使い方について

分類項目

記述内容

・お金を節約したり一人ひとりにあわせるのは難しいとわかった．
・必要でないことがあるとわかった．
・遊びとかでお金をいっぱい使っているといざという時にお金がなくなってしまうので，
お金が余ってた方がいいと思った．

その他

）内は同一記述の出現件数

・自分が親になったらこんなことをいっぱい考えないといけなくなるので勉強になりました．
・お金を節約しようと思えば，節約できる人だからガンバロウと思った．
・贅沢だけしていて，お金が減っていくのがわかった．

気付き・
実践

生活の振り ・自分の家にも必要じゃない物や，これだけは外せない物もあると思うので必要でない物
返り
は買うのをやめるなど努力し，マンガやゲームなどを買うのをやめようと思った．

家族のこと ・家族でどれを節約するかで絆が生まれると思う．
を考えて使 ・家族とのちゃんとした使い方がわかった．
う
・よく考えてみると保育園児のことも考えなきゃいけないし，色々で大変でした．

家族によっ ・生活に欠かせないものはその家族によってちがうことがわかった．
てお金の使 ・家庭の事情によって，お金の使い方は変わるとわかった．
い方が違う ・絶対必要な物なのが状況によって違うんだと思った．
・生活に必要な物は事情や状況によってちがうことがわかった．それぞれの家庭によって
お金の使い方が違うこともわかった．
・事情などによって買うもの等が違うということがわかった．
・事情によって減らすもの減らさない物が出てくるんだと思った．そして，家の違いでお
金の使い方が変わるんだと思った．
・家族によってその事情，状況が色々あることがわかった．
・それぞれの家庭ではつがっていることも沢山あって，それぞれに大切なことがあるんだ
と思った．
・その生活の事情よって買う物が違うということがわかった．
・家庭の事情によって教育費が沢山出たり手作りの食べ物などを作らないといけないと
思った
・家庭では色々な物もそうでない物もあるから，家族の状況でお金の使い方が違うという
ことがわかった．
・家族によって必要なのかどうでもいい物があり，どうでもいい物を減らすと節約になる
ことがわかりました．
・本当に必要な物と必要ではない物もあるけれどその家庭によって必要な物が違って来る
・どの家庭にも減らしていい物としちゃいけない物があることがわかった．
・生活に絶対必要な物と必要ない物とかもあって，家族の状況によって違うこと．
・お金がなくなったら節約できるものと絶対にできない物があるので家でも何日かしてみ
たい
・家族の状況によってお金の使い方が違うから，これは絶対に必要というものはそのまま
でそうでもないものを少しずつ節約していくといいとわかった．

無駄遣いは ・お金の無駄遣いはダメということがわかった．
（2）
しない
・お金は無駄遣いをせず，節約した方がいいことがわかりました．
・お金は大切な物だけに使ったり，貯金をしてお金を残した方がいいと思った

無駄遣い・ ・お金は無限にあるわけではないので，節約など気をつけていきたい．
節約
・本当に大切で必要なことにお金を使い，あまり必要のない物は少ししかやらずに我慢す
ると，お金に困らないのでよりよい生活が送れると思う．
・勉強を少ししかしないのにゲームを沢山すると頭の中に入らないと思う．なので，勉強
は本だけみても覚えることができるから，節約して，ゲームを沢山減らした．
・ぜいたくしないで節約できるのは，節約しようと思いました．

大切（大事） ・お金の使い道を考えて使った方がいいということがわかった．
に使う
・節約できることも沢山あることがわかった．
・いらない物もあったけどその中に大切な物がある．

注 （

その他

お金が沢山 ・それでどれを減らすべきかどれを取っておくべきかということがわかった．
あるときと ・本当に必要な物だけを持たなければならないことに気がつきました．
ないときの ・お金がいっぱいある時とないときがあってないときは絶対に減らせない物は減らさなく
使い方
ていいけどあまり大事じゃない物はへらしてもよい．
・もしもお金がなくなった時にどんな節約をしたらいいかがわかりました．

必要なこと ・家庭では本当に必要な物と必要じゃない物があるからなぜ必要なのかとかよくわかった
か考えてか ・使わないお金は節約し絶対にお金を出さなきゃならないときはお金を出さなきゃいけな
ら使う
いということがわかった．
・私たちが必要な物と必要じゃない物がわかった．
・絶対外せないのと外せる物があることがわかった．
・絶対に必要な物はお金（収入）が減ってもなくしてはいけないし，必要ないゲーム等は
減らして節約しなくてはいけないということがわかった．
・生活（家庭）には必要な物と必要じゃない物があるというのがよくわかった．（3）
・本当に必要な物と必要でない物があるということがわかりました．（2）
・本当に必要な物とかだけ買ったりすれば生活に使うお金が安くなる．
・ゲームは家庭には必要じゃないので必要な物だけを買って要らない物はどうにかして節
約すればいいと思います．
・ゲームは絶対に必要ではないということがわかった．でも，食料などは絶対必要という
ことがわかった．
（2）
・教育や食料が必要だとわかった．それは，食料はないと生きていけない．
・食料は絶対残してないと命に関わるかもしれないから．
・必要な物と必要ない物を考えるとたくさんのお金の節約ができました．
・生活に必要な物はかって，必要でない物は買わないことがわかった．
・お金は大切に必要なことだけ使えばいいとわかった．
・お金を無駄に使わず食料だけ残さないと命に関わる．
・大事な支出がよくわかった．一番は食料が大事と気付いた．

・お金ってそう使うのかと思った．電気水ゲームの状況に使っていたなんてわかった．
・家族の支出には保健とかがあって，減らす物はちゃんと減らさないといけないというこ
とがわかった．
・お金の使い道やもしお金がなくなったらのことを考えて払わなければいけないと思いました
・必要ではないゲームじゃなくて，必要な生活のお金を使ったらいいと思う．
・必要でない物を買うと，どうしても必要な物を買いたい時にお金が足りなくて困るとい
うことがわかった．
・ゲームはしなかったら節約できるし，したいときはそこ何日か．
・お金がなくても何かを減らせばいいと思う．

無駄遣いについて

使い方

・お金はこうやって色々なことに使うとわかった．
いろいろなこと ・色々なお金がかかるんだと思った．
にお金はかかる ・お金の色々使わないところや使うことがわかった．
・お金は食料や住まい等のことでお金をいっぱい使うんだと思った．

お金は大切 ・お金は大切だと改めて思った．（2）
だ
・お金は大切に使わないといけないと思った．（2）
・お金は節約しないと後で大変なことになるからお金はとても大切な物と思いました．
・お金は生活を支えてくれる大切な物なんだと思った．お金のおかげで今の生活があるん
だと思った．
・お金は色々なところで使われて，大事なことがわかった．（3）
・お金がなくなったらどれだけ大変かわかった．
・お金は大切だということがわかり，必要以上の物だけを買うとよいということがわかり
ました .
・お金は家族にとって，とっても大切な物だと思った．
・大事なこともわかったし，食料が一番大切なことをわかりました．
・お金は大切だということがわかり，必要なときのお金を使う．

お金には限 ・ぜいたくだけしていては，お金が減っていくのがわかった．
りがある
・お金は無限にあるわけではないので，節約など気をつけていきたい．
・お金を大切に使わないといけないと思った．

分類項目

表2．事後学習シート「ゲームを通してどんなことがわかりましたか」についての記述内容の分類
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気付いたことや考えたこと

・今度から節約できる物は節約しようと思う．
・一人ひとり趣味もあるけど，お金のことを考えたら節約した方がいいと思った．
・自分も遊びや楽しみをちょっと減らそうと思った．
それはちょっと遊びすぎているから．
・趣味などの要らない部分ももう少し節約しようと思った．
・テレビを見すぎていたから節約しようと思った．
・自分でも出来る時に減らしていきたいと思った．
・ゲームを生活に生かしてゲームや携帯等を少しに減らして節約して電気や水道代を減
らしていきたい．
・節約しようと思った．節約を生かそうです．
・節約しようと思った．

本当に必要 ・必要と必要でない物がわかった．
なものか考 ・自分で買ったりする時，その時必要かどうか考えたい．
える
・お金は大切に必要なことだけを使えばいいとわかった．
・必要な物と別に要らない物があることが生活にいかそうと思った．
・僕はすぐお金を使うのですぐいつ買わないようにします．
・家庭にはどうしても減らせないもの，減らせるもの（どうでもいいもの）があること
がわかった．

節約する

お金や資源 ・お金を大切に使う．
を大切にす ・お金を大切に使うことがわかった．
る
・自分の家でも必要ある物とかだけ買っていこうと思った．
・電気とか普通に気にしないで使っていたので，もっと気をつけようと思った．
・いつも，お風呂の止め忘れであふれることがあるので，気をつけながら生活していき
たいと思った．
・いつも電気の無駄使いばっかりしていたので，この勉強を生かそうと思った．
・電気はなるべく使わないようにしようと思った．
・電気代とか生活に必要な物は無駄にしないようにしたい．
・なるべく電気代を節約しようと思った．
・電気をつけっぱなしじゃなくて使って使わなくなったら，消したい．
（水も同じ）
・家では誰もいない所に電気が付いているときは消したい．携帯電話を使うのも少しず
つ減らそうと思った．

お金の無駄 ・遊びとかは，きるだけ買わないでだいたい毎月マンガを買っているから減らそうと思っ
た．
遣いをしな
・自分の家は買いたい物を買っていたから無駄使いをしないようにしたいです．
い
・無駄使いをしない．
・むだなものを買わないようにする．
・これからはお金の無駄使いをせず，当に必要なことにお金を使いたい．
・あまり無駄使いをせずにしようと思った．

必要じゃな ・必要じゃない物は買わない．
いものは買 ・いる物と要らない物は買わないということを生かそうと思った．
・色々必要じゃない物を買わないで必要な物を買おうと思った．生活に気をつけていこ
わない
うと思った．

お金の使い ・ぼくがおとなになってお母さん達が病気になった時にお金を使う．
方
・ぼくが大人になってお母さん達が病院に通うときは保護費を出す．
・お金がないときは何かを減らして買おうと思った．
・お金の使い方を生かしていきたい．
・お母さんとお父さんが色んなことにお金を使っているんだと思った．

お金は大切 ・僕はすぐお金を使うのですぐ買わないようにします．
（ 大 事 ） に ・これからもお金を大事に使いたい．
使う
・お金は大事だから使いすぎたりしないようにする．
・お金は大切だからこれから大事に使おうと思った．
・お金の大切を知れてよかった．
・お金は大切だと思った．
・お金は大切に使いたい．

内容
分類

記述
・本当に必要な物を今度から買おうと思った．
・あんまり必要ないのは，かわらない方がいいと思った．
・生活には絶対必要な物と必要ではない物があると思った．だから本当に必要か考えて
買うようにしたい．
・自分の家の生活にも，加えたいと思うところもあったし，よく考えてみて，要らない
なと思うところもあったので，これからも考えていきたいと思った．
・必要じゃない物を沢山かったりたりするのをやめようと思った．
・これからはお金の無駄使いをせず，本当に必要なことにお金を使いたい．
・生活にとても必要な物だけ使って，そこまで必要じゃない物は買わないとわかった．
・絶対に必要な物は事情や状況でかわるということを知ってとてもよかった．
・今日の授業でお金が減ったときのことも考えて買う時に本当に必要かどうかを自分の
生活に生かそうと思った．

その他

・今の自分の生活をしてバランスよく暮らしたい．
・今を楽しもうと思った．
・食料，教育が大事と思った．
・この授業で自分の生活にも生かせたらいいと思った．
・なるべく生活を大切にし，
これからの生活を支えて，
お金の使い方も見直そう．
と思った．
・今度からは自分たちの生活に気をつけながらやりたい．
・僕たちが大人になったら，勉強したことを生かしていこうと思った．
・ゲームみたいにすればいいたいと思った．

家族のこと ・一人ひとりの家では家庭も全然違うので今日した勉強を家でも生かそうと思った．
を考える
・妹が病気でそのことにお金をかけなくちゃいけないから，わたしは電気代とかそうい
う物を少しずつ節約しなくちゃいけないと思った．
・家によって，条件が変わったりかわらなかったりするから生活は大事な物の一つだと
思う．
・必要な物は家庭によってちがうところを気付いた．
・好きなことばかりをしないで，家庭の大事なことをし，節約をしないといけないと思っ
た．
・家のことをちゃんと考えるとこんなに大変なんだとわかった．
・自分の家なら協力していきたいです．
・自分たちの家でも考えたい．

お金は考え ・我慢できることには使わないように生かしたい．
て使う，考 ・自分遊びとかもお金を使いたいけど他の物を減らそうと思ったら減らせなくて，だか
ら，遊びとかにお金を使おうと思ったら大変だと思った．
えて行動す
・その家によって色々必要な物がかわって来るからなるべくお金を使わないと思った
る
・緊急事態が起きてお金が足りなくなったときは本当に必要ではない物と必要な物を減
らしたり増やしたりすればいいと思った．
・私はすぐにお金を使いたがるけど，使っちゃダメだなと思った．
・これから僕は大人になって，突然お金が減ったり増えたりするのでそのときは臨機応
変に今日の勉強を生かしていきていけるようにしたい．
・お金はよく考えて使わないと生活していけないし，万が一収入が減ったとしてもやり
くりができると気付いた．今度からお金はよく考えてから使おうと思った．
・もし自分が大人になったら自分の生活の事情にあわせてお金のかぎりも考えて買った
りしようと思った．
・工夫してお金を使わないといけないなと思った．
・お金はよく考えて使うようにする．
・将来子どもや家族ができたら，今日やったようにお金のことを考えないとと思った．

内容

表3．事後学習シート「今日の授業を通して，気づいたことや考えたこと，自分の生活に生かそうと思ったことを書きましょう」についての記述内容の分類

小学校家庭科への「家族の予算計画」導入（2）
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どもたちの概念化が最も難しいのではないかと予想し
た「家族のお金の使い方について」で，
「生活に欠か
せないものはその家族によってちがうことがわかっ
た」
「家庭の事情によって，お金の使い方は変わると
思った」など，
「家族によってお金の使い方が違う」
ことに関する記述がみられた．一方，家族の状況が異
なることがどのような支出調整の方法の違いになるの
か，という具体的な記述は少なかった．授業中のカー
ドゲームでは，家族の状況に応じた支出項目を選択で
きていた班がほとんどではあったが，事後アンケート
の記述内容を見る限り，
「家族の状況によってお金の
使い方が異なる」という科学的認識（事実認識）には
到達していると考えられるが，そのことを「家族の状
況に応じてどのように予算調整したらよいのか」とい
う生活技能に関する概念化へと必ずしも結びついてい
なかったのではないかと予測される．この点に関して
は，今後引き続き検討を行いたい．このほかに，
「ぜ
いたくだけしていては，お金が減っていくのがわかっ
た」のように「お金には限りがある」ことの記述，
「お金は大切だと改めて思った」
「お金は大切に使わな
いといけないと思った .」のように「お金は大切だ」
という記述，
「お金は無限にあるもわけではないので，
節約など気をつけていきたい」のように「無駄遣い」
についての記述や，
「家族でどれを節約するかで絆が
生まれると思う」のように「家族のことを考えて使
う」という内容の記述などがみられた．このうち「お

金は大切だ」や「無駄遣い」については，家族の予算
計画ではなく，お小遣いを教材とした場合でも理解で
きると思われる．しかし，お金を使う優先順位に関す
る内容や「家族のことを考えて使う」などの記述は，
家族の予算計画を扱った本題材ならではの記述である
と考える．また，
「色々なことにお金はかかる」とい
う家族の支出にはさまざまなものがあり，それによっ
てお金は生活を支える大事な物だということが，この
学習によって理解できたと思われる．
つぎに，事後学習シート「今日の授業を通して，気
付いたことや考えたこと，自分の生活に生かそうと
思ったことを書きましょう」の記述内容について表 3
にまとめた．まず，
「気付いたことや考えたこと」と
しては，
「お金は大切（大事）に使う」ことや，
「ぼく
が大人になってお母さん達が病気になった時にお金を
使う」のような実生活と関連つけて将来のことまで視
野に入れて「お金の使い方」を考えたもの記述などが
あった．
「自分の生活に活かそうと思ったこと」とし
ては，
「お金や資源を大切にする」
「節約する」
「本当
に必要なものか考える」
「お金は考えて使う，考えて
行動する」
「家族のことを考える」ことに関する記述
が多かった．
つぎに，事前アンケートと事後学習シートの記述内
容を児童ごとに比較した．そのうち特徴的な記述内容
を抜粋して表 4 に示した．これによると，児童 A と
児童 B は，実地授業前には「使いすぎないように」

表 4．事前アンケートと事後学習シートの記述内容の比較（一部の児童のみ抜粋）
児童
A

B

C

事前アンケート
事後学習シート
事後学習シート
お 金 を 使 う 時， ゲームを通してどんなことがわかりました 今日の授業を通して，気付いたことや考えた
どのようなこと か？
こと，自分の生活に生かそうと思ったことを
に気をつけてい
書きましょう．
ますか？

あまり使いすぎ 家族によってその事情，状況が色々あること 授業を通してわかったことを生かして，自分
がわかった．お金は無限にあるわけではない たちの家でも考えたい．
ないように
ので，節約などに気をつけていきたい．お金
の使い道を考えて使った方がいいということ
がわかった．

使いすぎないよ お金を節約したり，一人ひとりに合わせるの 将来子どもや家族ができたら，今日やったよ
うに気をつけて は難しいとわかった．
うにお金のことを考えないとと思った．
いる
無記入

お金は生活を支えてくれる大切な物なんだと なるべく生活を大切にし，これからの生活を
思った．お金のおかげで今の生活があるんだ 支えて，お金の使い方も見直そうと思った．
と思った．
この授業でお金の大切さを知れてよかった．

D

無駄使いをしな 必要な物と必要ない物を考えると沢山のお金 自分で買ったりする時，その時必要かどうか
い
が節約できた．
考えたい．

E

本当にいる物か お金がなくなったら，節約できる物と絶対で 一人ひとりの家では，家庭も全然違うので今
いらない物か考 きない物があるので家でも何日かしてみたい 日した勉強を家でも生かそうと思った．
える
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小学校家庭科への「家族の予算計画」導入（2）
表 5．事後学習シート「児童の授業に対する自己評価」の結果
項

◎

目

○

△

（人）（％）（人）（％）（人）（％）

①班でのカードゲームに積極的に取り組みましたか？

64

77.1

16

19.3

3

3.6

②家族の支出にはさまざまなものがあることがわかりましたか？

71

85.5

11

13.3

1

1.2

③家族に合ったお金の使い方を工夫できましたか？

68

81.9

13

15.7

2

2.4

④支出には、どうしても必要な支出とそうでない支出があることがわかりましたか？

67

80.7

15

18.1

1

1.2

⑤お金の使い方は家族構成によって異なることがわかりましたか？

64

77.1

18

21.7

1

1.2

⑥お金の状況に応じた支出の調整の仕方がわかりましたか？

61

73.5

21

25.3

1

1.2

⑦今日学習したことを自分の生活に活かそうと思いましたか？

75

90.4

8

9.6

0

0

していると記述していたが，授業後には「家族によっ
てその事情，状況が色々あることがわかった．お金は
無限にあるわけではないので，節約などに気をつけて
いきたい」や「お金を節約したり，一人ひとりに合わ
せるのは難しいとわかった」と家族の状況や節約につ
いて記述していた．また「授業を通してわかったこと
を生かして，自分たちの家でも考えたい」
「将来子ど
もや家族ができたら，今日やったようにお金のことを
考えないとと思った」と自分の将来の生活に記述を
行っている．また，事前アンケートでは何も記述しな
かった児童 C は，授業後「お金は生活を支えてくれ
る大切な物なんだと思った」など，お金の大切さに関
する気付きを記述している．児童 D は，事前アンケー
トでは「無駄使いをしない」と記述したが，授業後に
は「必要な物と必要ない物を考えると沢山のお金が節
約できた」などと記述している．事前アンケートで
「本当にいる物かいらない物か考える」と記述した児
童 E は，授業後「一人ひとりの家では，家庭も全然
違うので今日した勉強を家でも生かそうと思った」と
家庭の状況を考える記述も見られた．
事後学習シート「児童の授業に対する自己評価」の
結果を表 5 に示す．これによると，全ての評価項目に
おいて◎を選択している児童は 7 割以上を占めた．評
価項目のうち，最も評価が高かったのは，
「⑦今日学
習したことを自分の生活に生かそうと思いました
か？」で，◎を選択した者は全体の 90.4％であった．
最も評価が低かったのは，
「⑥お金の状況に応じた支
出の調整の仕方がわかりましたか？」で，◎を選択し
た者は全体の 73.5％であった．
「お金の状況に応じた
支出の調整のしかた」については，先述した自由記述
の分析においても記述数が少なかった点とも合致する．
この点をふまえて，本教材を小学校家庭科に導入する
際には指導を行う必要がある．
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4．要

約

以上，本研究では，
「家族の予算計画」に関する題
材を公立小学校の家庭科に導入する可能性について検
討した．その結果，
「家族の予算計画」に関する教材
を導入することにより，子どもたちはお金の大切さや
お金を使う優先順位，家庭の状況に応じてお金の使い
方が変わるということに関する科学的認識（事実認
識）について一定の成果が得られたと考える．これま
で，小学校家庭科では，おこづかいを題材としてお金
の使い方を考えさせる題材設定が一般的であったが，
本研究により，
「家族の予算計画」に関する題材を小
学校家庭科に導入することにより，お金の価値や，お
金の使い方を考える時に，優先順位を考えてお金の支
出を考えていく，というお金の使い方に関する理解が
深められたと考える．なお，
「家族の状況を考えてど
のようにお金の使い方を決めていったのか」という具
体的な予算調整の方法に関する内容は，自己評価の他
項目に比べると得点が低かったことから，指導上の工
夫が必要であると考える．
今後の課題としては，公立小学校の子どもたちにお
いて，本実践によりどのような概念形成が行われてた
のかについて，より詳細な分析を行っていきたい．
研究に際し，熊本市立託麻北小学校第 5 学年（2013
年当時）の皆さんには試行的な実地授業に意欲的に取
り組んでいただきました．松川誠校長先生，武田裕二
教頭先生には，本実地授業の実施を御快諾いただきま
した．実地授業にあたりましては，宮本勝紀氏，中野
二則氏，保利さゆり氏に，貴重なアドバイスをいただ
きました．ここに記し，心より感謝申し上げます．
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