平成27年度

埼玉県教職員等
消費者教育セミナー
開催のご案内
授業、生活指導、進路指導などで即活用できる消費者教育に役立つ最新情
報の提供、授業例の実践報告、学習教材の紹介などを行う実践的なセミナーを開
催します。教科に関わらず役立つ消費者教育の知識・視点について理解を深める
ことができます。全講座無料で、
1コマから受講講座を選べます。

7月31日金

大宮ソニックシティ
604会議室
①10:00 〜 12:00
②13:00 〜 15:00
③15:15 〜 16:15

8月5日水

大宮ソニックシティ
604会議室
①10:00 〜 12:00
②13:00 〜 15:00
③15:15 〜 16:15

8月6日木

彩の国くらしプラザ
2階フロア
③14:45 〜 16:00

希望講座を E-mai l・Fax・Tel のいずれかで
申込み（申込順に受付《定員各30名》／満員時は折り返し連絡）

講座タイトル・内容

講

①【体験講座】若者を狙うあの手この手の悪質商法

師

埼玉県金融広報アドバイザー／

▶若者をターゲットとした悪質商法の最新実例を通じてその予防法や対処法を学ぶとともに、悪 消費生活アドバイザー
質商法の疑似体験ツール「くらっしータブレット」により、悪質商法の手口を実際に体験します。

木村 理恵

② 【講義】その本質、理解していますか？「奨学金」～保護者に伝えるべきこと、伝える方法～

司法書士／

③ 【実践報告】生きる力を育む金融教育とは ～授業実践や消費・経済研究会の活動から感じること～

昭和音楽大学非常勤講師／

埼玉県ネットアドバイザー／
①【体験講座】見てみて実感！児童生徒がトラブるスマホサイトの闇
▶SNSサイトなど、児童生徒がトラブルに巻き込まれやすいウェブサイトを講師と共に実際に 埼玉県消費生活相談員

公益財団法人
②【体験講座】子どもの製品事故を防ぐ！～製品安全に関わる教材の活用法～ 消費者教育支援センター
▶身近な家庭用品、製品の事故事例を扱った小・中・高校向けの教材を体験し、家庭や企業な 総括主任研究員

どと連携した実践事例や授業での活用法について学びます。

中川 壮一

▶児童生徒にとってのインターネットの有用性と危険性について、
インターネットを悪用する ITコーディネータ／
“仕掛ける側”
の手口や行動原理と、それを防ごうとする
“守る側”
の企業などの取組や実情 株式会社カスペルスキー
西郷 圭一
を踏まえて学びます。
▶深刻化が進む「奨学金問題」について、その社会的背景や問題の構造への理解を深めるととも 伊藤亥一郎司法書士事務所代表
伊藤 亥一郎
に、奨学金利用時の注意点など保護者に伝えるべきポイントや効果的な伝え方を学びます。

▶生きる力を育む独自性溢れる金融教育の授業や、生徒の学習活動サークル「消費・経済研 元神奈川県立海老名高等学校 教諭
梶ヶ谷 穣
究会」での活動報告を通じて、生徒に広く社会に関心を持たせていく方法を学びます。
株式会社ラック サイバー・グリッド・ジャパン
／一般財団法人草の根サイバーセキュリティ
▶スマートフォンやインターネットの利用に関して、児童生徒の発達段階に応じた主体性を確 運動全国連絡会／ ICTモラルエバンジェリスト

①【講義】教員必聴～ネットの闇から子供を守るために知るべきこと
保しつつ、違法・有害情報から守るためのポイントを学びます。

吉岡 良平

埼玉県立岩槻北陵高等学校
②【実践報告】消費者市民社会とは何か
▶県消費者教育推進委員としての2年間の取組と、その取組を活かした授業の実践報告を通 教諭

長島 隆行

じて、消費者教育の要素を効果的に授業に取り入れるためのポイントを学びます。

春日部市立中野中学校
③【実践報告】起業家精神を養い育てるための授業実践
▶身近な消費生活を中心に生産・金融などの経済活動を理解させる授業「中学校から会社をつ 教諭

くろう」の実践報告を通じて、
チャレンジ精神旺盛な人材を育成する方法を学びます。

小谷 勇人

鎌田 伊津子

閲覧して、その問題点や対処法について学びます。

②【役立情報】学校で役立つ消費者行政の知識

埼玉県県民生活部

▶悪質な事業者への行政指導の生の実例を基に、若者が巻き込まれやすい悪質商法や消費者 消費生活課事業者指導担当
トラブルについて効果的な予防法や対処法を学びます。

③ 【体験講座】全国唯一の本格的参加体験型施設@消費生活分野「彩の国くらしプラザ」体験・見学ツアー

埼玉県生活科学センター

①【実践報告】そうだ！明日の授業は「レシートを使って経済！」

千葉市教育委員会学事課管理主事／

②【講義】中高生が知っておきたいホントに大事なお金の話

ハーバードビジネススクールMBA／

▶学校の社会科見学などで多数利用されている「彩の国くらしプラザ」の悪質商法疑似体験ブー （愛称：彩の国くらしプラザ）
案内解説スタッフ
スや、案内キャラクタ－とリアルタイム双方向のやり取りができるシアターなどの体験をします。

ネット・スマホ

大宮ソニックシティ
604会議室
①10:00 〜 12:00
②13:00 〜 15:00
③15:15 〜 16:15

お申し込み方法

IPAセキュリティプレゼンター／

金融経済

8月10日月

県内の全小中高校等の教員（教科不問）及び
職員、その他消費者教育に携わる方

①【講義】ネットセキュリティ第一線の現場から伝える子供のネットトラブル

悪質商法

彩の国くらしプラザ
7階研修室
①10:00 〜 12:00
②13:00 〜 14:30

募集対象

月〜
●

ネット・スマホ

8月4日火

5.25

2015.

消費者教育 ネット・スマホ 金融経済 消費者教育 ネット・スマホ 消費者教育 金融経済

彩の国くらしプラザ
7階研修室
①10:00 〜 12:00
②13:00 〜 16:00

テ ーマ 悪質商法

開催日時・会場

受付開始

▶「レシート」
という児童生徒にとって身近で興味を引く題材を用いた模擬授業と実践報告を 元千葉市立新宿小学校教頭
山崎 二朗
通じて、
“明日から導入できる”
即戦力となる授業の展開例を学びます。

▶
“お金”
について、進学や就職を控えた中学3年生や高校3年生の生徒が卒業後に自立した消 東京都金融広報アドバイザー
佐伯 良隆
費者として歩んでいくために必要なことを、効果的に伝える方法を学びます。

③【役立情報】授業で使える青少年行政の学習ツール

埼玉県県民生活部

▶県が作成したネットトラブルについてのオリジナル視聴覚教材「その『つながり』大丈夫？」及 青少年課総務・企画・非行防止担当
び同附属ワークシートについて、授業での実践的な活用方法を学びます。

※上記以外のテーマもあります。詳細はお問い合わせください。※裏面「申込書」の電子ファイルはホームページから取得できます（個別送信にもご対応いたします）。

主催：埼玉県消費生活支援センター ・ 埼玉県金融広報委員会 ・ 埼玉県教育委員会

後援：金融広報中央委員会

平成27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

学習支援担当宛 FAX:048-261-0962

E-mail : m4308776@pref.saitama.lg.jp
（ふりがな）

氏

平成

（

年

月

）

名

担当教科
学 校 名
連 絡 先

─

TEL

─

E-mail
①

②

③

7月31日
（金）

希望講座

8月 4日
（火）

※複数申込可

8月 5日
（水）

（希望講座に◯）

8月 6日
（木）
8月10日
（月）

≪講座に関する要望や講師への質問など自由記述≫
そ の 他
※一部ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承下さい。

平成26年度 参加者の主な感想
● 仕事と家との往復、指導書からだけでは得られない情報を得ることができ、考えさせられることが多かった。
● 生徒指導部でネットトラブルの案件を多く扱うようになってきたところであり、
とても的確な講演だった。
● すぐに授業に活用できそうな内容だった。
● 消費者教育の現状をわかりやすく解説いただき、今後につなげられると思った。
● 奨学金問題を通じて、格差問題にも触れていただき大変解り易い講義だった。
● 幼いころから消費者としての自立性を身につけさせることの重要性を改めて感じた。
● ネットに慣れている若者が恐ろしいサイトに接する危険があることを、大人としてサポートできるように知っておくことが大切だと思った。
● 広告などを例にして、悪質な例や消費者が気を
つけるべき点なども学ぶことができた。
● 学校現場を経験されている方のお話で、わかり
やすく身近に感じた。
● レシートを利用しての授業はとても興味深かっ
た。授業で実践したい。
※会場が2か所に分かれています。会場を確認の上、セミナーに御参加下さい。
① 大宮ソニックシティ604会議室

-7-5
（さいたま市大宮区桜木町1


-12-18
② 彩の国くらしプラザ７階研修室・2階フロア （川口市上青木3


最寄駅：JR・東武野田線大宮駅）

最寄駅：JR京浜東北線西川口駅）

応募お申し込み・お問い合わせ先：受付開始 平成27年5月25㊊
埼玉県消費生活支援センター 学習支援担当 峯村
TEL：048-261-0995 FAX：048-261-0962 E-mail：m4308776@pref.saitama.lg.jp
HP：http://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/syouhisyakyouiku/kyousyokuinseminar2015.html
〒333-0844 川口市上青木3-12-18 SKIPシティA1街区2階

こちらからも
お申し込み
できます!

申込書ファイルを
取得できます。

日

