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消費者市⺠を育むドイツ
（ヴュルツブルク）の学校教育

⼤阪教育⼤学 ⼤本 久美⼦
2019年9⽉21⽇（⼟）

シンポジウム １８歳になるキミたちへ
〜海外事例から考えるこれからの消費者教育〜

１

１

本⽇の報告内容

１．はじめに ⾃⼰紹介及び研究内容
２．エシカル消費
３．ESD先進国ドイツの教育内容
４．視察授業の概要
５．消費者市⺠を育むドイツの学校教育
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コンシューマー・リーガルリテラシー研究
《2013〜2019》

道徳的要素
〇責任感、配慮、思いやりによって⾃らの⾏動に責任を持つ
〇道徳、倫理、社会的正義の判断によって意思決定し、社会の
⼀員として協働し社会参画できる

道徳的概念
倫理的配慮・規範意識・正義公正・権利義務（責任）
・社会連帯

も

規範意識
Moral

Awareness

社会連帯
Social 
Solidarity

正義・公正
Justice

権利・義務（責任）
Rights/ Responsibilities

倫理的配慮
Ethical 

Considerations

Consumer Legal Literacy
の概念図
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コンシューマー・リーガルリテラシー

⾏動に責任を持つ

消
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Ethical 

Considerations

規範意識
Moral

Awareness
社会連帯

Social 
Solidarity

正義・公正
Justice

権利・義務
Rights/ Responsibilities 原料から市場までの過程の健全性

環境保護・⼈権保護などの社会的責任を
果たす企業

事業者と消費者の情報格差
がなくなり、事業者の情報
を正しく理解できる消費
者・消費者にごまかしのな
い、情報を与える事業者の

育成を⽬指す
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エシカル消費
消費者それぞれが各⾃にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした
課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を⾏うこと（消費者庁）

• 倫理的消費、持続可能な消費、社会的消費、思いやり消費、
つながり消費、社会貢献型消費、考える消費・・・プラスティック公害

グローバルな社会問題 → 海外にゴミを押し付けている⽇本

⼈へへの配慮（⼈権）・社会への配慮・環境への配慮・
地域への配慮・動物への配慮（アニマルウェルフェア）※

※ 家畜の劣悪な飼育環境の改善や残虐⾏為などの防⽌を⽬的として⽣まれた考え⽅。家畜だけで
はなく、すべての動物に対する福祉の基本として、飢えや苦痛、不快感を与えないことや⼗分に
⾏動できるスペースを確保することなども含まれる。海外と⽐べ、⽇本はこの観点が遅れている。

なぜ、ヴュルツブルク・ゲッティンゲン？
• ドイツの教育⽬標に「倫理観、⽂化的・社会的価値の理解」が含まれて
いる、シュタイナー教育（⾝体・精神を調和的に発達させ、すべての
教育的事柄に道徳的・倫理的事柄を浸透）等ホリスティック教育への
関⼼が⾼い、ESD先進国でもある、哲学・倫理などの学習が進んでいる
のではないか

と 研究テーマに関連するヒアリングや授業参観を希望していた

• ヴュルツブルクの元中等学校教員に学校参観・ヒアリング先の調整を依頼
• 消費者学校銀賞校の中で授業参観の受け⼊れ校が「ゲッティンゲン」
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教育スタンダード
（全州統⼀的な教育課程基準：2002年から開発・導⼊）

⼀部の教科⽬
• 1973年 学校の共通する⼀般的教育⽬標 決議

「⼈格の発達」を⽀える包括的な9つの⽬標

①知識、技能、能⼒を伝えること、②⾃⽴した冷静な判断、⾃⼰
責任を伴う⾏為、独創的な活動ができるようになること、③⾃由
と⺠主主義の精神を育てること、④寛容さや他者を尊重すること、
他者の確信に敬意を払う気持ちを育てること、⑤国際間の協調精
神に融和的な態度を喚起すること、⑥倫理観、⽂化的・社会的価
値を理解すること、⑦社会的⾏動や政治責任への素地を育むこと、
⑧社会における権利と義務を認識すること、⑨労働社会の諸条件
に⽬を向けさせること

ドイツのESD推進のための国家プロジェクト
持続可能な社会づくりの担い⼿を育成する教育活動

• BLKプログラム21（1999‐2004）
ベルリン⾃由⼤学 デ・ハーン教授の主導
ESDを通して読解⼒、⾃然科学能⼒、数学的能⼒の育成

•トランスファ―21（2004‐2008）
各州の⼀般学校教育にESDを制度的に導⼊する継続プログラム
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BLKプログラム21

未来をつくる⼒：⽣徒が習得すべき能⼒

①将来のシナリオと構想における先を⾒通した思考と知識
②問題解決と⼯夫において教科間の枠を超えて取り組む⼒
③ネットワーク⼒と計画⼒
④⽂化の違いを超えた意思の疎通と協⼒
⑤相⼿の⽴場に⽴って考える⼒、相⼿を思いやる⼒
⑥意思疎通能⼒と協調性
⑦⾃⼰や他者を動機付けられる⼒
⑧個⼈の思想や⽂化的な理想に対して謙虚に熟慮する⼒

トランスファ―21

専⾨的・⼿法的能⼒
①世界へ⽬を向け、新しい視点を組み⼊れて知識を構築する⼒
②先を⾒越して考え、⾏動する⼒
③横断的な知識を得て、⾏動する⼒
社会的能⼒
④他者とともに計画し、⾏動できる⼒
⑤決定プロセスに関わることができる⼒
⑥積極的になれるよう他者の意欲を⾼められる⼒
⾃⼰の能⼒
⑦⾃⼰と他者の理想像を照らし合わせることができる⼒
⑧⾃分で計画し、⾏動できる⼒
⑨不利な⼈や貧しい⼈、弱者、抑圧された⼈に対して思いやる気持ちや
連帯感を⽰すことができる⼒

⑩積極的になれるよう⾃⼰の意欲を⾼められる⼒
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ドイツの学校教育で重視されている能⼒

•⾃⼰や他者の「意欲」を⾼められる⼒

•新しい視点を組み⼊れて知識を構築し、
横断的知識を得て他者とともに⾏動する⼒

•他者と⾃分を照らし合わせたり、思いやるなど
他者を配慮する⼒

ドイツの中等教育 ドイツの学校系統図 ⽂部科学省
「教育指標の国際⽐較」平成24

（2012）年版より
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授業視察⼀覧 3校 6授業
3⽉11⽇（⽉） ①「経済と法律」 10年⽣ 16名

3⽉12⽇（⽕） ②「イースターの準備」6年⽣ 19名
7年⽣の担任と教育学者と実習⽣ 調理室

③ LTTA 「Learning through the Art」9年⽣ 21名
エシカル消費 : ゲストの授業 教材 新聞記事

④副校⻑による 特別な⽀援が必要なクラス
インクルージョン 9年⽣ ９名

3⽉13⽇（⽔） ⑤「ユネスコ」 2時間続きの授業 多様性を学ぶ 8年⽣ 21名

⑥「マカデミアナッツの会社」9・10年⽣の代表⽣徒と
教員へのヒアリング

⽇時 学校名 教科名・学年 内 容

3⽉11⽇（⽉）

ドイチェハウス
ギムナジウム

①「経済と法」 10年⽣ 環境経済の授業

環境 持続可能性

3⽉12⽇（⽕）

ホイフェルホーフ
ミッテルシューレ

②「Learning Through The Art」

（LTTA) ９年⽣
エシカル消費とは
何か

寛容性

3⽉13⽇（⽔）

ハインベルク ギムナジウム
（ユネスコプロジェクト
スクール・消費者学校
銀賞校）

③「ユネスコ」 ９年⽣

④「マカデミアナッツの会社」
９・10年⽣

多様性を受容する
寛容

⽣徒の作る会社
持続可能性を
テーマに
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DEUSCHHAUS‐GYMNASIUM（10年⽣：16名）
①「経済と法」社会市場経済に何が⽋けているか 〜環境経済について〜

本時 ５時間⽬（全10〜12時間）

16名の⽣徒による協同学習（個別→ペア
学習→全体での発表）

校内トップレベルのクラスを参観（写真
NG)

⽣徒の発⾔
資源の利⽤を持続性のあるものに変える
持続可能性とのバランスが環境経済を意味する
質的な成⻑の度合いを ・・・ それによって資源を守る
企業によっては環境経済に配慮していない

国内だけでなく国外に関与
何かを製造するときに環境を傷めない
経済的な興味が環境の保護を超えない
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授業者へのインタビュー（休み時間の担当場所にて）

時間切れで、アジェンダ作成
までいかなかったが、どのよ
うなアジェンダが出てくると

予想しているか

フェアトレードなんかが出
てくるといいのだが・・・

経済と法 領域の内容（Lehrplanより）
• 貧困、需要、機会費⽤、費⽤–利⽤分析、経済性の原理
• 持続性の原理：経済的、⽣態学的、社会的観点
• 広告技術、販売⼼理的措置、消費⾏動的効果
• 債務超過
• 重要な⽀払⽅法についての展望
• 適した⽀払⽅法の選択についての批判：例）安全性、コスト、合⽬的性
• 貨幣取引の現在の発展、特にデジタル取引：可能性とリスク
• 投資の基準：採算性、換⾦性（流動性）、安全性、倫理的観点
• 基本的な投資⽅法、例）貯蓄性・定期預⾦、証券⽤紙、不動産
• 通貨安定性、貨幣機能
• 市場モデル：供給、需要、均衡価格、前提条件
• 市場の調整機能

参観授業の該当内容

クレジットカード等の
内容も含む
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MITTELSCHULE HEUCHELHOF（9年⽣）
② LTTA 「Learning Through The Art」

学校HPに掲載された記事（写真）
ペンギンのオブジェやソーラーパネルからも「環

境」に配慮した学校であることが伝わる

• ゲストによる授業。「エシカル消費」とは何かを対話型で確認し、エシカル消費のジャンヌダル
クと呼ばれる15歳の少⼥が何のために⾏動したのか、少⼥の主張を基に考えさせ、その後、5つの
事例（新聞記事）を教材として取り上げ、どのように⾏動できるかを考えさせる授業。

2018年気候サミットでのGreta Thunbergに
よる世界政治に関する完全な演説です。
私の名前はGreta Thunbergです。私は15歳
で、スウェーデンから来ました。 / Climate 
Justice Nowを代表して話します。

５つの新聞記事：熱帯⾬林の伐採、海の中の
プラスチック、コンゴのコバルト、スペイン
の温室で働く不法労働者、気候キラー⽜
（環境保護・⼈権）
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HAINBERG‐GYMNASIUM（8年⽣）
③「ユネスコ」多様性と寛容 2時間続きの授業を2時間⽬から⾒学

教室で輪になって、教師が質問する。該当す
る⼦は⽴ち上がって輪の中央に。このゲーム
をなぜやったか、⼈によって差（違い）があり、

る 中央で⼀⼈で⽴った時にどんな感じがしたか、
た このゲームは何を⽬的にしているか
を を理解させていた。⽣徒が作成した動画を視聴。

ゲッティンゲンのユネスコスクール
消費者学校 銀賞受賞校（マカデミ
アナッツの会社経営の取り組み）

視聴動画 「みなさい ⽬をそらすな」
ドイツ⼈と移⺠の中学⽣の物語

学校全体の取り組み ウォーターボトル

マイクロチップが埋め込まれたボトル（1000円程度）を購⼊するとこ
の機械で⽔を⼊れることができる。⽣徒からはジュースの⾃動販売機
を設置してほしいという要望があったが、ゲッティンゲンはおいしい

⽔が豊富にあり、早くからこの制度を導⼊している。
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HAINBERG‐GYMNASIUM（9・10年⽣）
④マカデミアナッツの会社 フェアトレード 持続可能性

事業者体験 → 企業市⺠のCLLの育成

まとめ
■ドイツの学校カリキュラム全体が⼈権に配慮されていると感じられた。

（クラスの⼈数・教室空間・教員配置など）
■ESD先進国として持続可能な社会の形成者を育成することが学校教育全体の⽬標に。

■「エシカル消費」授業を通じて、持続可能な社会づくりの基盤となる能⼒の
育成が⽬指されていた。授業外の様々な取り組みでもそれらを確認できた。

（「⾃⼰や他者の意欲を⾼められる」「⾏動する」などの能⼒の育成もみられた）
■企業市⺠としての 事業者のCLLがエシカル消費と深く関連する。

⽇本においても
「企業の経済活動における役割と責任」でこれらの学習を深めることが重要。

• いずれの授業も対話的な協同学習（学びあい）が実現できていた。
• ペア活動やグループ活動を組み込み、助け合いと学びあいの学習モデルの構築。
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消費者市⺠社会を実現する
ための消費者教育

◆消費者としての責任を理解し、適切に権利を⾏使できる
（⾃らの⾏動に責任を持つ）

◆社会的課題に積極的にかかわり、実⾏できる⼒の育成
（協働して社会参画できる⼒）

その際に、基本的な知識は必要
そのうえで

グリーンウオッシュ（SDGｓウオッシュ）を⾒抜く
（正しく情報を読み解く）

消費者市⺠の育成
契約概念の理解

消費者トラブルの未然
防⽌・トラブル解決⼒
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ＥＵにおける消費者教育の特徴と
わが国への示唆

2019年9月21日（土） 日本弁護士連合会シンポジウム

「１８歳になるキミたちへ

～海外事例から考えるこれからの消費者教育～」

京都産業大学法学部教授 高嶌英弘

takasima@cc.Kyoto‐su.ac.jp
1

はじめに
本報告の目的

(1)ＥＵの消費者教育システム

ＥＵにおける消費者教育のシステムととその特徴を明らか
にする。

(2)わが国への示唆

わが国における消費者教育、とりわけ若年層の消費者教
育に対するＥＵからの示唆を明らかにする。

(3)今後の展望

わが国における若年層消費者教育の理念とシステムを考え
る。 2
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ＥＵの消費者教育システム

調査の概要

2018年3月21日～29日、ＥＵ委員会、ＥＵ消費者センタールクセ
ンブルク、ＥＵ司法裁判所、ルクセンブルク大学を訪問。本日はＥ
Ｕ委員会による消費者（法）教育システムとして、以下の2つを紹
介。

①”Consumerclassroom”（消費者教室）：インターネット、Ｅメール
等を利用した消費者教育のプラットフォーム。おもに教師を支援
するシステム。

②”Consumer Law Ready”（消費者法対応企業育成プログラム）：
中小企業関係者を対象にしたＥＵ規模の消費者法教育プログラ
ム。

https://www.consumerlawready.eu/
3

Consumerclassroom
(1)対象者

満12歳～18歳の若年層を対象とする消費者教育の担い手

(2)内容

メールを用いた個別サポート、登録者間で意見交換できるフォーラム、
EU加盟国の言語に対応したデータベース、授業コンテストなど

(3)利用状況

次スライド参照

(4)現状

2019年6月7日に閉鎖。2019年9月10日時点で、facebookの記事やコ
メントは残っている。

消費者教育の個別サポート機能は、“School Education Gateway”(学
校教育ゲートウェイ）に統一？

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/about.htm 4
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5

設立～2014年までの利用状況

Consumer Law Ready(CLR)
(1)対象者

・中小企業所属者がメインターゲット

・CLRのトレーナーを希望する消費者法の専門家もターゲット

(2)内容

・欧州議会と欧州委員会が資金提供するプロジェクト

・「消費者法教育」に特化したシステム

・フォーラムの活用：トレーナーと受講生、幅広い他業種参加者とのコ
ミュニティ形成

・３段階のコース：①地域コースの受講、②5つの学習モジュールを使っ
たオンライン学習、③試験を受けて欧州委員会認定の証明書を取得

・消費者法の専門家に対しては、中小企業教育の知識と技術を提供：
①専門トレーニングへの参加で公認講師化、②公認により独自の研修
コースを設定可

(3)目的

・最新のＥＵ消費者法の理解とコンプライアンスの確保

・顧客サービスの改善と企業への消費者信頼度アップ 6
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ＥＵシステムの特徴
(1)消費者教育の担い手に対するサポートの充実

消費者庁の「消費者教育ポータルサイト」との比較

https://www.kportal.caa.go.jp/index.php

(2)消費者「法」教育の重視

ＥＵ消費者法を対象とした数多くのプログラムを提供

(3)企業を対象とするシステム

消費者法教育の相手方は消費者だけではない

→消費者教育の「場」の拡張

→市場の健全化にダイレクトに作用
7

わが国への示唆
若年層に対する消費者教育を考えるうえで、ＥＵのシステ

ムはどのような示唆を与えうるか。

(1)担い手の育成

消費者教育の内容は様々な専門分野にまたがっているの
で、本来、一人では対応が困難。

→研修機会の提供＋サポートシステムが必要不可欠

(2)消費者法教育の位置づけ

全体としての消費者教育の中に、どのように消費者法教育
を位置づけるべきか、理念とシステムの双方から検討。

8
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今後の展望
(1)高校、大学における消費者教育の内容

・従来の消費者教育を総合的に学び直す機会

・消費者法教育の位置づけ

→消費者法教育の体系、内容の再検討

→高校3年次、大学1年次の共通科目として消費者法教育
を取り入れてはどうか。

(2)担い手の育成

高校、大学、大学院、消費生活センター、企業等における
消費者教育の専門家育成システムの構築

(3)消費者教育のスタンダードなテキスト？ 9

資料

消費者法教育研究会の活動報告を「消費者法
ニュース」にて連載中

10

27



イギリス・ドイツ視察から考える
これからの消費者教育

２０１９年９月２１日 シンポジウム

１８歳になるキミたちへ

～海外事例から考えるこれからの消費者教育～

日弁連消費者問題対策委員会 委員 弁護士 江花史郎

1

はじめに

2

本調査の趣旨と視点

③ アクティブ・ラーニング

② 消費者市民社会、SDGｓ

① 成年年齢引き下げ

28
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3

ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

4

１ 概要

ロンドン西部の公立小学校

多人種の生徒が在籍。

２ 消費者教育の科目

主にPSHE（道徳を含む総合科目）の授
業で取り扱う。
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ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

5

３ 消費者教育の内容

考える力（クリティカル・シンキング）を育
む。

∵詐欺的な手法は変化する。

実際の広告を示す。広告を作る。

ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

6

「アフリカの貧困を学ぶ」

「良い秘密と悪い秘密の違いについて
プレゼンする」

「怖い時に誰に相談すべきか」

「動物愛護団体の価値を理解する」

「募金の意味を理解する」

１年生のPSHE

２年生のPSHE
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ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

7

４ 授業の進め方

アクティブ・ラーニング

cf.歴史の授業

ビジブル・ラーニング

cf. Working Wall

ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

8
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ホーセンデン小学校（イギリス・ロンドン）

9

10

フェアトレード・ファウンデーション
（イギリス・ロンドン）
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フェアトレード・ファウンデーション（イギリス・ロンドン）

フェアトレード・ファウンデーション（イギリス・ロンドン）

12

１９９２年設立。

イギリス国内におけるフェアトレード認証ラ
ベルのライセンス、フェアトレードの普及啓
発等の活動をしている。

学校への普及活動も行っている（フェアト
レード・スクール等）。
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FAIRTRADE RECOGNITION IS AT AN ALL TIME HIGH

14

ジャム、バナナチップ、コーヒー、紅茶、チョコレート
（全てフェアトレード商品）

FAIRTRADE FORTNIGHTのプレート
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15

16

マイバック持参 REGIONAL 地産地消 （ドイツのスーパーにて）
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フェアトレード・ファウンデーション（イギリス・ロンドン）

17 引用元https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/about_us/annual_reports/2017-18_FI_AnnualReport.pdf

イギリス 約２０億ユーロ

ドイツ 約１３億ユーロ

日本 ９３００万ユーロ

各
国
の
フ
ェ
ア
ト
レ
ー
ド
認
証
製
品
市
場
規
模

Education team: Fairtrade Schools

• Producing High quality resources, linked to the curriculum, 
for teachers

• Run Fairtrade schools Awards to embed learning and 
incentivise ongoing activity

• Focus on critical thinking overcomes marketing and 
healthy eating challenges
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19

エシカル・コンシューマー
（イギリス・マンチェスター）

エシカル･コンシューマー（イギリス・ロンドン）

20

１９８７年設立。
雑誌やウェブにおいて、倫理的消費の観点

から企業や製品に対する評価を加えている団
体。
雑誌の発行部数は年間８０００部。
ウェブサイトへのアクセス数は毎月１０万件程

度。
スタッフ（研究員）は１０名程度。

※ 数字は訪問時の聴き取りに基づく
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エシカル･コンシューマー（イギリス・ロンドン）

21

https://www.ethicalconsumer.org/

Bananas

海外の消費者教育

22

38



エシカル･コンシューマー（イギリス・ロンドン）

23 https://www.ethicalconsumer.org/research-hub/global-directory-ethical-
consumption/animal-welfare-japan

エシカル･コンシューマー（イギリス・ロンドン）

24

１UK１０７２３

０ オーガニック
１ 放し飼い
２ 屋内飼育
３ ケージ内飼育

卵の殻一つ一つ
に印字
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エシカル･コンシューマー（イギリス・ロンドン）

25 https://www.ethicalconsumer.org/subscriptions をグーグル翻訳

26

ハンブルグ消費者センター
（ドイツ・ハンブルグ）
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ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

27

ドイツ各州に存在する１６の消費者セン
ターの一つ。

消費者への助言や情報提供、ロビー活
動などを行っている。

国の行政機関ではなく、民間の非営利団
体である。

ただし、予算の約８０％は連邦政府及び
ハンブルグ州からの援助資金である。

ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

28 https://www.vzbv.de/pressemitteilung/vzbv-praemiert-bundesweit-32-verbraucherschulen

ハンブルグ州
で３校が受賞
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ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

29

①メディア

個人情報の取り扱い、オンライン契約の締結、
オンライン広告、アプリ課金・・・

②持続可能な消費

ゴミ処理施設や上下水道局などの現地調査、認
証マークの意味・・・

③金融

バンクツアー

その後、プレゼン、ポスター作成、ロールプレイ

④食育

ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

30
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ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

31 https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/luftpackungen/muellflut-im-
supermarkt-mehr-drumherum-als-drin

ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

32 https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/luftpackungen/muellflut-im-
supermarkt-mehr-drumherum-als-drin43



ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

33 https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/luftpackungen/muellflut-im-
supermarkt-mehr-drumherum-als-drin

ハンブルグ消費者センター（ドイツ・ハンブルグ）

34
https://www.vzhh.de/themen/mogelpackungen/luftpackungen/muellflut-im-
supermarkt-mehr-drumherum-als-drin をグーグル翻訳
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35

アルブレヒト・テーア・ギムナジウム
（ドイツ・ハンブルグ）

アルブレヒト・テーア・ギムナジウム（ドイツ・ハ
ンブルグ）

36

ギムナジウム（5年生から12年生）

ｖｚｂｖ賞(2017年中等部銀・2018年高等部金)

理念・目標

①自立した消費者になること

②健康志向の消費者になること

③品質思考の消費者になること

④持続可能で社会的責任を有する消費者
になること

45



アルブレヒト・テーア・ギムナジウム（ドイツ・ハ
ンブルグ）

37

アルブレヒト・テーア・ギムナジウム（ドイツ・ハ
ンブルグ）

38

クレジットの仕組み オーガニックの意味

保険の必要性 自分の情報がどのように
扱われているか

健康な食生活 インターネット情報の正確性

銀行口座の意味 衣服の安価性

労働者の権利 持続可能性の意味 表示の意味
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アルブレヒト・テーア・ギムナジウム（ドイツ・ハ
ンブルグ）

39

生徒に知りたいことを発表してもらい、これに
対して教員達がオリエンテーションを行う。

生徒達が集まって意見交換・情報交換をす
る中で、生徒がどのように考えるかという過程を
重視しており、教員は助言をすることはあっても、
結論を押しつけることはしない。

知識の習得だけでなく、「行動」「実践」を経る
ことで定着させる。

教員のモチベーション・自由さ

さいごに

40

③ アクティブ・ラーニング

② 消費者市民社会、SDGｓ

① 成年年齢引き下げ
悪質商法・詐欺的商法に遭わないために

被害防止啓発型の消費者教育との関係

学びを定着させる工夫
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41

ハンブルグのマックス・プランク研究所にて アルブレヒト・テーア校の先生方と

ご清聴ありがとうございました！
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