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わたしのお気に入り♪  ‐徳村的ごきげん創造法‐ 

徳村 美佳 

みなさま、ごきげんいかがでしょうかなどとよく言いますが、生きているとごきげんなこ

とばかりではありません。で、私なりのごきげん創造法のひとつが、お気に入りのものをそ

ばに置くことです。 

最近、土なべでご飯を炊いています。うんまい！これは、か

なり私のごきげんを創造します。そして、さらなるごきげんを

求め、お櫃（ひつ）を買いました。思ったより大きくありせ

ん。ティーポットと比べるとお分かりいただけるでしょうか。

これできっちり３合入ります。 

玄関前の鉢植え。紫＆白のビオラの鉢が置いてある「向かって右手

前の茶色の物体」は、お米を入れるやつだそうです。ダーリン（夫）

の実家を片付けた時に持ってきました。奥には火鉢。私の実家を片付

けた時に出てきたのは、５つ玉のそろばん。こんなちょっと昔の生活

用品もわたしのお気に入りです。そろばんの手前の石は、長女が３歳

の頃に拾った石。これもなんだか可愛ら

しくて、飾っております。 

そして、家族の一員の「互助」「禄助」。兄貴面する「互」と

それに乗っかる「禄」。きょうだい関係は、人間もネコも変わら

んなあと勉強になります。このきょうだいも、私のごきげんを支

える大切なものです。捨てたり壊したりするものもあれば、大切

に残したり、新しく手元に置くものもある。モノとひととの関係

も、ひととひととの関係も同じだなあなんて思っ たりします。 

さて、どうなることやらと案じておりました文 科省の研究事業。

みなさま方をはじめ、たくさんのごきげんな仲間 のおかげで、どう

にか無事に報告書を提出することができました。 来年度は更に研究

を深め、今年度以上の成果を残せるよう尽力する 所存であります。

「ごきげんな発想は、ごきげんを創造する」「私 たち一人ひとりは

小さな『でけたしこ』でも、それがたくさん集ま れば、大きな力に

なる」をモットーに、「でけたしこ」で進んでま いります。来年度

も、何とぞ、ご協力いただけるようお願い申しあ げます。 

※でけたしこ 熊本弁：一生懸命やったのだから、今は出来た分でよい 
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2020年2月11日、令和元年度消費者教育フェスタin秋田（秋田拠点センターアルヴェ）にて、実証

的調査研究「子どもへの消費者教育プログラムを通じた地域との連携・協働モデルの構築」の実践事例中

間報告を行いました。 

 

お金の学校くまもとを中心に、熊本県北の自治体、子どもに関わる法人らとともに、文科省の「『若年

者の消費者教育の推進に関する集中強化プラン』における若年者の消費者教育推進のための実証的調査

研究」の委託事業を実施しました。事業では、子どもたちの消費者トラブルの状況などについてヒアリン

グを行い、学校や消費生活相談員にアンケートを実施し、教育プログラムについて意見交換会を実施しま

した。それらを実施して見えてきたことを次の通りまとめ、中間報告を行ってきました。 

 

１． ヒアリング調査 

 

ヒアリングでは、児童養護施設、障害児通所事業所等を対象に、子どもたちがどのようなお金のトラブ

ルに遭うのか現状を聞き、お金に関してどのような知識・スキルを身につけるとよいか、話を伺いました。

私たちが「弱者」、「支援を必要とする人・子ども」を対象とする人々からヒアリングを行ったのは、発達

の偏りや障害の有無がわかりにくい子ども、親からのサポートが期待しにくい子どもなどさまざまな環

境にある子どもたちがいることを理解したうえで、生きるために必要な基本的な力（知識・スキル・体験）

とは何かを検討するとともに、多様な子どもも対象とした消費者教育プログラムを検討するためです。 

 

ヒアリングを通して、次のことが見えてきました。 

・日常生活を消費者教育とのつながりが見えにくくなっている。 

・家庭の姿・あり方はさまざまであり、消費者教育を家庭だけに任せてしまうと、学ぶ機会を得られな

い子どもがいる。 

・暮らしを営むためにはお金を使うので、消費者教育を「生きるための教育」という視点でとらえる。 

また、どのような環境の子どもにも、生きるための力・知識やそれを使うスキルや体験が必要です。そ

のためには、生活に密着したより具体的な題材を使った教育が望ましいと考えました。 

 

２． アンケート調査 

 

熊本県北の自治体にある小学校・中学校、児童養護施設、障害児施設、消費生活相談員を対象に子ども

への消費者教育に関するアンケート調査を実施しました。アンケート結果から次のことがわかりました。 

 

・子どものお金に関するトラブル相談は、教員に声が届きにくく、消費生活相談現場で対応している実

態が明らかになりました。子どもが教員に相談していない実状があり、そのため教員には子どもたち

文部科学省  令和元年度 

消費者教育フェスタ ㏌秋田 
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の消費者トラブルの実態が見えにくい環境になっている可能性があります。 
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・子どものお金に関するトラブルとして、「スマホゲームの課金」で親のクレジットカードを勝手に使

うなどが深刻な問題としてあげられていました。問題の解決策として、教員は「家庭での教育」をあ

げ、消費生活相談員は「学校での教育」をあげる声が目立ち、両者に認識の違いがみられました。 

・消費者として身につけるべき力としては、教員・消費生活相談員とも「断る力」「選ぶ力」が上位に

あげられました。契約などの知識の習得も重要であるが、実践的なグループワークなどで、「何と言

って断るのか」「どういう理由で・何を基準として選ぶのか」具体的にスキルや体験を積みあげてい

くことが重要であると考えられます。 

 

３． 連携モデルの構築および意見交換会 

 

地域を核とした消費者教育の実践連携モ

デルとして、熊本県北にある 5 つの自治体

（玉名市、玉東町、長洲町、和水町、南関町）

の消費者行政担当者や教育行政担当職員、福

祉関係者らで消費者教育プログラムについ

て意見交換会を2回実施しました。 

 

1回目は、事業概要の説明、消費者トラブ

ルから見る子どもの消費者教育の必要性に

ついて意見交換を行い、2回目は、子ども向

けワークショップ体験、発達段階に応じた消

費者教育プログラム案を検討しました。教育

プログラムの検討では、主に、子どもたちに

知識を教えるだけでなく、その知識を活かす

スキル・知識を行動につなげるにはどうすれ

ばよいか、意見交換を行いました。 

 

意見交換会を踏まえ、臨床心理士が中心と

なり、消費者教育と子どもの発達とをリンク

させた図を作成したり、消費者問題・トラブ

ルに関して、5つの自治体が行っている事業

を、「『予防』という視点からの仕組みづくり」

と考えて図を作成したりしました。 

 

3つの事業を通しての成果・効果 

 

今回のヒアリングやアンケート調査、連携モデルの構築等を実施して見えてきたことを3つ示します。 

 

（１）消費者トラブルに対応する相談現場と学校現場の認識が違っているため、双方が消費者教育に関す

る共通の認識を持つ必要があります。そのため、学校教育の中で行われている授業や取り組みを消費者教

育の視点でとらえ直し、整理することで、体系的な消費者教育を実施できると考えます。 
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また、子どもへの消費者教育を行うのは、家庭か、それとも学校か、というわけではありません。家庭

でも学校でも地域でもどこででも取り組まれるべきですが、実際には、親や地域住民の知識・スキル、

質も量も違い、ばらつきも大きいのが現状です。そこで、まずは、学校での消費者教育をより推進する 

→ 家庭や地域とともに消費者教育を実施する（その方が、実践的で効果的） → 学校の消費者教育

に協力することで、消費者教育を行える大人が増え、消費者教育で学んだ子どもたちが成長して大人に

なる → 家庭や地域での消費者教育がより充実する、と考えます。 

 

（２）配慮が必要な子どももそうでない子どもも地域で共に暮らしているので、消費者教育においてもユ

ニバーサルデザイン化が必要だとわかりました。できるだけ多くの人にわかりやすく、できるだけ多くの

人が取り組みやすくという考えで消費者教育のプログラムを考える必要があります。当 NPO 法人が教育

プログラム内容を考える場合、ユニバーサルデザインという視点でどのように具体的に作り上げていく

のか、教育の専門である学校側と事前打ち合わせを行い、発達や心理などの専門職といった相談できる相

手、メンターに相談をしています。消費者教育プログラムは、教材があれば誰でもどこででも同じように

実施できるわけではなく、実施者を支える体制が必要です。教育プログラムに関わる人材の養成が今後の

課題です。 

 

（３）熊本県北にある5自治体（玉名市、玉東町、長洲町、和水町、南関町）の消費者行政担当者にとっ

て、今回の事業の中でも意見交換会は、消費者教育について率直に話し合う場となりました。 

そこで教育プログラムを検討するだけでなく、消費生活

条例を制定が提案されました。単独の自治体で条例を制

定するよりも、近隣自治体と協働して消費生活条例を制

定する方がより効果的ではないかと考えられます。意見

交換会実施後、荒尾市を加えた6つの自治体で、消費生

活条例制定を検討するため、「荒尾・玉名地域消費生活条

例策定検討会議」が3回開催されました。今回、消費生

活条例制定の検討の場ができたのも、連携・協働体制構

築の成果の一つだといえます。 

（隈 直子） 

 

 

展示コーナー 

 

会場には、企業や団体の展示のスペースが設けられました。 
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パネルディスカッション 

 

パネルディスカッションに徳村代表が、パネラーと

して登壇しました。 

パネルディスカッションのテーマは、「誰がどこで、

どのように消費者教育を進めるべきか」。 

 

徳村：消費者教育を行うのは、「家庭でも学校でも地

域でも＝どこででも」であり、家庭か学校かではない

と考えます。 

ただし、どこで行うのかについては、学校を中心に行い、家庭や地域で消費者教育を行えるひとを増

やすことが理想です。私は、よく学校に招かれて保護者を対象とした講座でお話しさせていただくので

すが保護者の方から「消費者教育を習ってないので、子どもに教えらえない」という声をよく聞きます

。保護者は、「家庭でやりなさい、教えなさい」と言われても、なにをどう行ってよいかわからないの

です。 

これは、学校でも同じではないでしょうか。なにをどう行ってよいかわからない。では、学校が消費

者教育を行う際の、特にキー（鍵）となるものなにか。キーワードは、ふたつです。 

ひとつは、教育のユニバーサルデザイン化。ふたつ目は、メンターです。 

さまざまな資質を持ち、さまざまな環境の中で育つ子どもたちに対して、できるだけわかりやすくでき

るだけ取り組みやすい教育を行う。つまり、消費者教育のユニバーサルデザイン化が必要です。 

特別な配慮が必要な子どもには、教え方にも工夫がさらに求められます。 

また、できるだけ取り組み易い授業の工夫として、ネットゲームやスマホなど子たちが興味を示す題材

を探す必要があります。さらに、これを学校で実施するために、「学校が信頼できる相談相手」つまり

「メンターの存在」や「相談できる体制」が欠かせません。 

＊スライドを見てもらいながら、ワークショップの子どもたちの様子や、先生方や担当したスタッフの

感想を紹介 

 

徳村：今回、この事業に参加してくれた５つの自治体では、消費者行政が中心となり、すでに５つの自

治体全てにおいて実施している庁内連携会議・体制を利用しながら、できることから進めていこうとし

ています。それを表すひとつが、１市４町が連携して制定を予定している消費生活条例です。 

 

最後に、コーディネーターの西村隆男 横浜国立大

名誉教授の、各パネラーに『ひとこと」という問いか

けに、徳村代表は、熊本県出身のバンドwanima（ワ

ニマ）の楽曲「ともに」をパネルに書いて締めくくり

ました。 
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マルトリートメントとミケの看病 
 

髙 山 悦 子（京町法律事務所） 

 

今、原稿の催促を受けている。原稿案はできている。ただ、日に日に迫ってくるコロナの脅

威に、こんなときに我が家の間抜けな猫の話を書いたらひんしゅくだと思い筆が進まなかった。

しかし、こういう時だから、間抜けな猫の話もいいのかなあと思い直した。 
 

さて、前回、マルトリートメント（不適切養育）の問題点を指摘し、「ただ、脳との関係が解

明されてきたため、予防や早期介入、適切な治療等で脳が回復することが分かってきた」と述べ

た。「予防や早期介入、適切な治療等」には、児童相談所の拡充はもちろん、児童虐待を発見す

るシステム、専門家の養成等の施策が必要である。そして、パートナー間暴力や「しつけ」と称

する子どもへの暴力暴言に寛容な国民に対して、それは犯罪であり、人を深く傷つける許しが

たい行為であることを認識してもらうための啓蒙啓発が必至だ。しかし、それには多くの人と

時間と、そして金が要る。どうやって予算を確保するのか。日本では、例えば、虐待を受けてい

る可哀想な子どもを助けましょうと言って予算を求めると、気の毒な一個人の問題として捉え

られ、悪くすると「自己責任」という言葉で片付けられてしまい、共感を得られずに予算を確保

できない。友田先生は、「不適切な養育を受けた子どもは成人しても自立できずに一生生活保護

を受けざるを得なくなる。そうでない子どもは自立して国に税金を払ってくれる大人になる。

今お金をかけても税金を払ってくれる大人に育てた方が得なんじゃないですか。」と言って損得

勘定で説得するそうだ。 
 

話は変わるが、日本で子どもの貧困が取り沙汰されていた３年前、韓国に養育費や面会交流

制度の視察に行った。韓国は、２００５年頃から家族に関する法律がものすごいスピードで進

み、母子家庭への施策内容は日本よりもはるかに充実している。視察先で、母子家庭の貧困に対

する施策が急速に拡充していった背景について質問した。答えは、「韓国では日本以上に少子化

が進んでいる。このまま少子化が進めば国は滅ぶ。多くの子どもを産んで育ててもらうために

は、子どもへの手厚い施策が必要だ。与野党議員がこの一点で賛同し法律がすんなり成立した。

子どもへの手厚い施策は、結果として母子家庭の子どもへの手厚い施策となっている。」とのこ

とであった。「貧困にあえぐ母子家庭の救済という人権的な視点はなかったのか。」と聴いたと

ころ、あっさり否定された。目からウロコである。つまり、国が滅ぶと言えば、議員は他人事で

はなく自分の問題として捉え、主義主張や党派を超えて動くということだ。この説明を聞いた

とき、友田先生の上記の話を思い出した。私たち弁護士は、置き去りにされている悲惨な状況を

人権問題として捉え、その観点から活動をする。だから議員を動かせない。損得勘定に持ち込め

ばいいのだと痛感した。 
  

法律家えっちゃんのあれこれ講座 
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ところで、前回登場した我が家の猫、レイ。レイは譲渡会に出すつもりでいた。２回のワクチ

ン接種も済み、譲渡会デビュー間近の昨年７月半ば、ミケが重い腎臓病を発症した。血液検査を

したところ、検査機器の数値を振り切ってしまった。先生の言葉と様子から先生が半ば諦めて

いるのを感じた。取りあえず入院させて様子を見た。数値が少し改善したところで退院させた。

しかし、自らフードを食べなくなってしまい（何故か重い腎臓病に罹るとフードを食べなくな

るらしい。）、鼻から胃にチューブが挿管され、そのチューブに流動食と薬を流し込むことにな

った。毎日３回、１回１時間くらいかけて流し込む。幼いレイはその様子に興味津々。流動食を

流している私の周りで、「参加させて。」と言ってまとわりつき、チューブを噛んだり引っ張った

り。私は手と足でレイを払い除けながら給餌を続けた。元野良のため、食に貪欲だったミケが、

口から一切食べず、チューブの先を私の方に向けて流動食を入れやすいようにしてくれる姿に

涙が出た。そして、一日おきの補液（背中の皮下に点滴すること）。これまで動物に針を刺した

経験がない私にとって、ミケの背中に点滴をするなど？？？。看護師さんがやり方を教えてく

れた。「背中のここに針を刺します。」、「えっ、どこですか。」、「ここです。」、「ああこの黒い模様

のところですね。」、三毛でよかった。茶色じゃなく、黒い模様のとこだって、わかりやすい。「ア

ルコール綿で消毒して、この角度で針を刺して、点滴の量を調節しな

がら１００ｃｃ入れてください。」、「はあっつー」、ただただめまいが。

私が一人で、ミケに「補液するよ。」と言うと、ミケが「はい、ここだ

よ。」と言って差し出す背中の黒い模様のところに、あの太い点滴用

の針を刺して１００ｃｃ点滴をする。その間約１０分、ミケは、「痛い

し、身動きできないけど、お母さんが一生懸命治そうとしてくれてる

んだ。お母さんも大変なんだ。我慢しよう。」と思って、じっとしてく

れているだろうか。一日おきに病院に連れて行って補液してもらえば

いいけど、高いし、時間がない。自分でやるしかない。それからミケ

の看病生活が始まった。 
 

この話とマルトリートメントにどんな関係があるのだろうか。仕方ない、マルトリートメン

トという題をつけたから。でも、続きを読めば分かると思います。 

 

  

ミケの背中 

■記事募集■  名・迷リポーター急募！ 

お金の学校くまもとの会報に、あなたの身近な話、お金の話、法律の話、 

砕けた話、お堅い話・・・etc  載せてみませんか？ 

注）高額原稿料はなく、ボランティアです 
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◆活動日誌 

・ R1 年 7 月11 日  和水町立菊水東小 ワークショップ 

・ 7 月11 日  和水町立菊水西小 ワークショップ 

・ 7 月22 日  荒尾市立荒尾第四中学校 ＰＴＡ研修会・学校保健委員会 講演 

・ 11 月20 日  和水町立三加和中 ワークショップ 

・ 11 月21 日  和水町立菊水南小 ワークショップ 

・ 12 月  4 日  南関町立南関中学校 ワークショップ 

・ 12 月13 日  和水町立菊水中央小 ワークショップ 

・ 12 月17 日  和水町立菊水中 ワークショップ 

・ 12 月19 日  南関町立南関第三小学校 ワークショップ 

・ Ｒ2 年 1 月  9 日  南関町立南関第四小学校 ワークショップ 

・ １月14 日  南関町立南関第二小学校 ワークショップ 

・ １月15 日  玉名市 消費者教育講座 ワークショップ 

・ １月16 日  南関町立南関第一小学校 ワークショップ 

・ １月24 日  和水町立三加和小 ワークショップ 

・ ２月14 日  社会福祉法人  八代市社会福祉協議会 地域福祉権利擁護事業 

生活支援員養成研修会 講演「家計管理支援ってなに？」 

 

◆年間事業 

・令和元年度 長洲町 消費者相談会等スーパーバイズ業務委託 

・令和元年度 長洲町 家計管理支援スーパーバイズ業務委託 

 

 

 

 
編集後記  今回は秋田県で開催された消費者教育フェスタでの中間報告を中心にお届け

しました。「消費者教育を行うのは学校なのか家庭なのか」・・・学校での消費者教育に協

力することにより、消費者教育を受けた大人が増え、家庭での消費者教育が可能になると

いう良い循環が生まれたら素晴らしいと思いました。また、不適切療育への対応のための

予算確保について人権的意識ではなく損得勘定で説得するという髙山先生の話、なるほど

と思いました。そして先月に引き続きミケちゃんの写真を載せてます。背中の黒い模様、

ぜひご覧ください。次号もよろしくお願いします。連日新型コロナウイルスの報道が続い

ており、世界中が不安感に覆われています。トイレットペーパーや食料品の買い占めなど

不安感が悪循環を起こしているようです。厳しい状況ですができるだけ早い終息のため

に、自分の身を守り、周りの人の身も守る行動に気を付けていきたいです。（Ｎ） 

 


