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Ｆ　９　　自 動 車ロ ーン の返済を伴う 経済生 活の設計 に関する家庭 科教材 の開 発と評価

鳴門 教育大（ 院 ）　 ○漬田　 久美子　　　 鳴門教育大　 藤原　 康 晴

目的　 最近 よく利用されているカ ードには、 販売 信用と消 費者金融 の両機能が 付け られ

ており、 若者の中にはこれを 乱用し、 多重債務を負っ たり、 自己破産 が増加し ている。　本

研究では、高校生を対象に、彼らの多く が関心を 持っ ている自 動車を取り 上げ､ それをローン

を 用いて購入する際の仕組みや内容を 理解さ せるとともに、そ のロ ーンを 生活設 計と関連さ

せて組み 立て得る能力 の育成を目指し た教材 の開 発お よび その教材 とし ての評価を 行っ た。

方法　 表計算ソフト「ロータス1-2-3 」を 用い、（D 自動 車一覧 表から購入意向の自動車の選

択（2) 自動車ロ ーンの月当たり の返済額の算出（3 ）|Bl年齢の標準的な 生活 費と対応させ 、そ の

返済額の 妥当性 の検討 ができるCAI を作成した。このCAI の評価を家庭科教員及び高 校生 に質

問紙を用 いて 調査し た。評価内容は、学 習目標･ 内容、パソコン画面 に関する 項目 について ５

段階で行 った。なお 、高校生については パソコン及びパソコン学 習に対する 意識も調査し た。

結果　(1 ）の自動 車一覧表は 、日本の自動 車メ ーカーから販売されている乗用 車602 種につ

いて、ミッショ ン･ 排気 量等 、車体･エアコン 価格の他､ 実際の購入時に 必要な 諸経費のデータ

を 登録し た。（2 ）の自 動車ロ ーンの月当 たり の返済額は、元利均 等返済方法を 用い、借り入 れ

額･ 利 率･ 返済 期間に応じ て、均等返済 額を 算出する。(3）では 、収入は高校 卒業後就職し たと

き の給 料 、支出は 単身 世帯の生活費を 用い、こ れを自動 車ロ ーン が伴う場合 の生活費とシ ミ

ュレ ート できるよう にし た。また、教材の評 価の結果は 、家庭科 教員､ 高 校生と もに「高校生に

適し た内 容で、男女共学の教 材とし て適切 である 」rコンピュータ 教材 とし ての特長がいかさ

れ てい る」等であった。パソ コン及 びパソ コン学習に対する 意識 調査では 、パソコンに対する

意欲や関心を 強く持っている生 徒は 、学習目標･ 内容 につ いての評価 が高い傾向 にあ った。

F　10 児 童 生 徒の意思決定能力について

群馬 女子短 大 岡 野 雅 子

【目的】現代社会は、 社会機構の複雑化にともない生産と消費はます ます 遊離し てき た．

消費者にとって． モノ・サ ービ スの提供者の 戦略に 無自覚的に巻き込まれ、 それが順調な

家庭生活の遂行を困難なものにすることもあ りうる． ところ で． 消費者教育とは「 意思決

定」についての教育である、 と言われる． 消 費者側には自ら行う 選択に対し て責任を 持つ

ことが必要であり． そ のためには自主的・自 立的 な意思 決定を自覚することが要請さ れる．

本研究 では． 小学生・中学生・ 高校生のそれぞれの発達段階において、 意思決定にかかわ

るどの側面 がど のよ うに発達して行くのか． について探りたい．

【方法】対象 者は． 群馬県 内の公立校に在学 中の小学５ 年生210 名、 中学２年生167 名、 高

校２年生173 名、 合計550 名． 手っづきは、 質問紙調査法である．

【結果と考察]  ①情 報に対 する関心は、 小・ 中・ 高と発達段階が進むに伴い著しく高まっ

ていく． 高校生になると宣伝文 句をそのまま鵜呑 みにせず自分で判断する傾向 が強く なる．

②しかし． 他者に追 随し たり． お だてに乗り易いなどの個人 の特性につい ての自 己分 析は．

小学生よりもむし ろ中・ 高生に多い． ③価値観の堅持につい ては、 発達的な差 は見ら れな

い． ④r.i;>要なもの（need) 」と「欲しいも の（want ）」を吟味することは、 小学生と中学生 の間

には差 は見られず高 校生で増加すること から． 高校生 は自ら.欲望をコントD   ールすること

がより容易な段階に到ると思われる．　⑤意思 決定 の際に最も重要視する参考情報源は． 小

学生は母親父親、 中学生は親友． 高校生は友達聞の評判や本･ 雑誌が多く． ごく身近かで明

確な発信源の情報か ら、 次 第に、 抽象的で捉えどころのない 情報へと移行し ている．

279


