
－ これまで中学校で家庭科の先生をされて、生徒に対し

て様々な消費者教育に取り組んでこられたと伺いました。

具体的に取り組まれた内容、きっかけなどについてお聞

かせください。

最初は、伊勢神宮内宮が校区にある学校で、松阪もめ

ん（※1）について取り組んだのが始まりです。

松阪もめんは、江戸時代には「松阪を着る」というく

らいもてはやされた非常に有名な地元の特産品ですが、

子どもたちはほとんど知りませんでした。自分たちの暮

らしの中にあったはずのものを、もう一度知ってもらい

たいと思ったのがきっかけです。

最初は、苦労もありました。外部との連携や中学生が

作ったものが本当に売りものになるのか。生徒の手作り

のものを、お店の方に認めていただくところから始めま

した。

〈 生徒たちが製作に関わった

松阪もめんの商品 〉

子どもたちは、ミシンを使った経験がほとんどなく、

そのため、技術面でおぼつかない子がたくさんいました。

最初は大変でしたが、自分で真っすぐ縫えるようになる

と、目で見て技術の向上を確認できるので、子どもたち

の達成感にもつながりました。売上げは、子どもたちが

調べ学習をして、カンボジアの地雷撤去を支援すると決

めていましたので、何とかしたいという気持ちで取り組

みました。やり終えた子どもの感想の中に「こんなに気

合いが入った授業は初めてでした。ぜひ、後輩にも続け

てほしい」という言葉もあり、それが張り合いとなりま

した。

また、取り組んでいく中でいろいろな人との出会いも

あり、ずっと続けてこられた感じです。

－ ところで、西村先生は学生の頃から消費者教育への関

心は高かったのですか。

大学では、家庭科専攻で家庭経営を学びました。消費

者教育は、人間作りにつながることが魅力的でした。子

どもたちの自尊感情や自己有用感も十分育てることがで

きます。私は、基本的に危機感からくる教育は好きでは

なく、将来社会に出たときに、夢や希望、展望を持って、

社会の一員として社会を切り開いていく、そんな子ども

たちを育てたいという思いがありました。

生活することは、消費者として生きていくことですが、

その中で、人に優しく自然に優しいという視点が加わる

ことで、人の痛みを知り、他者とよりよい関係を築こう

とする資質が育まれます。消費者教育は、子どもたちの

人間としての成長が期待できる教育だと考えています。

暮らしの中にあった「松阪もめん」
地元の特産物を知ってもらいたい
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－ 松阪もめんを通じた取組で、消費者教育につなげられ

たとのことですが、具体的にもう少しそこのところを掘

り下げてお聞かせ願えませんか。

商品を売るために自分たちで広告を作りました。その

中で、子どもたちは消費者として、流される情報、企業

からの情報を鵜呑みにするのではなく、過大広告、誇大

広告といった問題についても考えることができたと思い

ます。違う視点からの消費者教育のアプローチでした。

今の子どもは、何でも買えば済むというところがあり、

簡単にほしいものが手に入ります。自分で作ったものを

売ることも、最初は「ちょっとぐらいゆがんでいてもい

いやん先生」って言ってくる子どももいました。自分た

ちが売ることで、作ることの大変さと売る苦労を知り、

作り手や売り手の思いに触れることもできます。値段を

付ける時は、原材料費はこれだけですと伝えると、人件

費やテナント料、広告費などはいくらぐらいになるのか

を考えます。子どもたちは、定価には材料の原価だけで

はなく、いろいろなものが上乗せになっていることに気

付くことができます。

日本の風土的に、お金のことにはあまり触れないよう

にするところがありますが、それもずいぶん変わってき

ており、消費者教育の推進につながっています。

〈生徒制作の広告〉

－ 今は大量のメディア情報があふれていて、中には間

違った情報もあるかと思います。自分たちで情報を咀嚼

（そしゃく）して、判断する能力が求められてます。今、

先生が話された内容がこれからの教育の流れになる気が

しますね。

今の教科書では、フェアトレード（公正な貿易）

（※2）や消費者市民という言葉が使われるようになって

きています。ただ、日本の場合はかなり遅れていると思

います。SRI（社会的責任投資）（※3）にしても、外国よ

り何年も遅れています。世界の中での貢献度も非常に小

さいものです。

フェアトレードタウン（※4）にしても、他の先進諸国

には結構ありますが、日本は熊本市に続いて、名古屋市

が２年前に、逗子市が昨年認定されたくらいです。子ど

もたちが知らなくて、当然の状況です。

伊賀市にある青果販売会社さんが、フェアトレードバ

ナナを出荷していることを知り、工場見学をさせていた

だいたことがあります。そこではフィリピンの方がたく

さん働いていらっしゃいました。当時、伊勢市近辺では

フェアトレードバナナを扱っている店舗がなく、ご無理

を申し上げて、フェアトレードバナナとハイランドバナ

ナを購入させていただき、授業の中で食べ比べをする機

会を設定しました。ハイランドバナナは、日本の市場に

出回っているバナナの一種ですが、中には、生産者が低

賃金で、農薬まみれになりながら収穫されているものが

あります。

フェアトレードのチョコレートと、そうでないチョコ

レートの食べ比べをしたこともあります。実際に、ガー

ナで児童労働をさせられていた15歳の少年を学校にお招

きして、お話を聞かせていただいたこともあります。同

世代の子どもたちが、日々、命を削りながら働かされ、

「明日なんか来なければいいのに」と思いながら眠りに

つくという、日本の子どもたちには想像もできないよう

なお話でした。

消費者だけが得をするのではなく、作っている人、加

工している人、流通している人など、私たちの手元に商

品として届くまでにたくさんの人が関わっていますが、

全ての人にとって優しい消費ができたらいいねと話して

きました。

また、フェアトレードだけでなく、「地産地消」に焦

点を当てた授業も展開してきました。地域を活性化させ

るキーパーソンは消費者であるという理解を深めること

は、これからの消費者教育において非常に大切な視点に

なると考えています。

－ 取り組まれて感じた、成果と課題について教えてくだ

さい。

学習後のアンケート結果から、価格や嗜好だけでなく、

原産国・生産者や環境に配慮した消費を実践しようとす

る姿勢が育成されたことがうかがえました。そのことは

成果だと感じています。
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地域を活性化するキーパーソン
それは消費者



全ての子どもが変わることはなくても、一人でも、二

人でもそういう気持ちを持てる子が育てられたらいいな

と思います。

ただ、中学生なので自分でお金を稼いで、そのお金を

使うという経験がありません。「実際に仕事に就いたと

きに、どんなお金の使い方ができるのか」、その見届け

ができないことが非常に残念です。社会教育への移行で

あるとか、見守りができる体制が整うと良いのではない

かと思っています。一時的な経験にせず、繰返し何回も

知る機会を持つことで、気持ちがぶれることなく成長す

ると思います。

－ 子どもの頃からの消費者教育は大変重要であると感じ

ました。特に大切なことは何でしょうか。

体験ですね。子どもの心を動かすには、やはり体験さ

せることが一番大切だと思います。

自分の生活圏にある、例えば伊勢うどんならば、その

匠に粉打ちから教えてもらうことで、讃岐うどんと材料

は変わらないことや、麺の太さにも理由があることなど、

子どもたちが実際に体験することで体から記憶します。

匠の技術や身の回りにあるものがなくなりつつあること

を寂しく感じて、それらを後世に伝えていくために、

「地域に暮らす消費者である私たちの一人ひとりがどう

すべきなのか」ということについて真剣に考えられたな

ら、地域の在り方そのものが変わっていくような気がし

ます。

教科書には、消費者の権利と責任ということが載って

います。以前は、権利が表に出る形でしたが、最近は責

任の部分もかなり重要視されてきました。そこに焦点を

あてて授業を行うことで子どもたちの意識も変わると思

います。

消費者は必ずしも受け手ではなく、消費者から発信し

ていくことが大事で、地域とつながることも大切です。

今の子どもたちは、工夫しなくても、考えなくても自分

たちの生活は成り立っていきますので、自分から選択す

る消費者、賢い消費者になってもらいたいですね。

〈問題解決を訴える

チラシの制作〉

－ 学校側の立場から行政に期待されるようなことはあり

ますか。

人に優しいとか、自然に優しいということは商品を買

うときに考えますが、では、子どもたちはその情報をど

こから得たら良いのか。各企業のWebサイトなどを見れ

ば分かりますが、全ての子どもたちにその環境が整って

いるわけではありません。

授業で、CSR（企業の社会的責任）（※5）活動に取り

組んでいる企業を調べる課題を出すと、その時は、興

味・関心を持って情報を得ようとします。でも、その後

も、普段の生活の中で自分が購入する商品や企業に対し

て自分で課題を持って調べている子になっているかどう

かが問題です。やはり、そこまでつなげていかないとい

けない。学校の限界を超えるところを、行政などでサ

ポートしていただけるとありがたいです。

－ 先生方には、行政の最新情報など広くお伝えしたいと

考えていますが、何かご提案はありますか。

それは、非常にありがたいことです。ただ、情報をそ

のまま子どもたちに伝えるのでは意味がなくて、どのよ

うに加工して子どもたちに伝えるのか。また、教師も強

い思いを持って伝える努力が必要です。裾野を広げるた

めには、教師のモチベーション自体を上げるような、楽

しめる学びの場も必要だと思います。

例えば、子どもたちに伝える先生方がもっと興味、関

心を持てる研修は必要だと感じています。

あとは、いろいろなことをご指導いただける方の人材

バンクがあればいいですね。行政の方で整えていただけ

たら非常にありがたいと思います。
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消費者教育の裾野を広げるため
社会に開かれた学校に

学校の限界を超えるところの
サポートを行政に期待



【用語解説】

※３ SRI：社会的責任投資

socially responsible investmentの略。社会への責任を果たそ

うとする企業を対象とする投資。（「大辞林」第三版より）

※４ フェアトレードタウン：

「フェアトレードタウン運動」とは、「まちぐるみ」、つまり、

まちの行政、企業・商店、市民団体などが一体となってフェア

トレードの輪を広げることで、不利な立場、弱い立場に置かれ

た途上国の生産者の人たちの自立や環境の保護保全に貢献しよ

うとする運動。（「一般財団法人日本フェアトレード・フォー

ラム」Webサイトより）

※５ CSR：企業の社会的責任

corporate social responsibilityの略。企業の社会的責任。企業

の責任を、従来からの経済的・法的責任に加えて、企業に対し

て利害関係のあるステークホルダーにまで広げた考え方。

（「大辞林」第三版より）

これからは、学校だけの教育ではなく、保護者や地域

など、多様な主体と連携・協働した教育が求められてい

ます。その道のエキスパートから発せられる言葉は、そ

れだけで重みがあり、子どもたちの心を豊かに耕すきっ

かけになります。いろんな方々と出逢い、子どもたちへ

とつなぐ中で、目を輝かせながら話に聴き入っている姿

を何度も目の当たりにしてきました。ぜひ、学校外のご

理解・ご協力をお願いしたいと強く感じます。

－ 当然、裾野は生徒ですから広域的に広がっていくこと

が非常に望ましいことです。私たちもそのための努力を

していきたいと思います。本日は、ありがとうございま

した。

インタビュアー

東海農政局 消費・安全部 消費生活課長 田中 繁世

場 所

伊勢市役所小俣総合支所 伊勢市教育委員会
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プロフィール

〈平成29年11月27日インタビュー時〉

（略 歴）
1986年３月 三重大学教育学部卒業
1986年４月 伊勢市立五十鈴中学校勤務

その後も、伊勢市内中学校に勤務
2008年度 文部科学大臣 優秀教員 受賞
2017年４月～ 現職

（論文・書籍）
・「松阪もめん」を中心に多角的視野を付加した中学校
家庭科における金融教育
平成17年度「金融教育を考える」
第２回小論文コンクール特賞

・達成感をもたらす消費者教育のあり方
消費者教育研究NICEニュースレター
2006年 10/11月号
（財団法人 消費者教育支援センター 発行）収録

・やる気を喚起し、達成感をもたらす題材の開発
～地域に伝わる「松阪もめん」を核として～
家庭科 平成19年度第１号
（全国家庭科教育協会 発行）収録

・中学校家庭科におけるサスティナブル社会のための消
費者教育
日本消費者教育学会 中部消費者教育論集第４号
（日本消費者教育学会中部支部 発行）収録

・現代消費者法No.33
【特集】消費者教育を考える H28.12.15発行
（５）学校教育における消費者市民教育

－実践からみえる課題－
（民事法研究会 発行）収録

【用語解説】

※１ 松阪もめん：

松阪地方から産する綿織物。天正・文禄年間（1573～

1596）に織りはじめられ、特に縞木綿で知られる。松坂縞。

松坂。（「大辞林」第三版より）

※２ フェアトレード：

フェアトレードとは、開発途上国の原料や製品を適正な価格で

継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者

や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいう。

（「特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・ジャパン

（FLJ）」Webサイトより）


