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卒業するあなたへのプレゼント…経済の授業       2017・５  

（労働条件・家計・税金・過労死・社会保険の具体を学ぶ） 

 

１ 中学校を卒業するあなたへのプレゼント 

  

あなたは、家を出て、一人暮らしを経験したことがありますか。 

もし、一人暮らしを経験したことがあるならば、その時はきっと、いろいろな手続きやお金の 

扱いについて、知らないことの多さに驚き、戸惑いを感じたでしょう。 

でも、一方で、その自由さや自分で責任を負うスリルに、ワクワクしながら一人暮らしを始める準

備を楽しんだかもしれませんね。 

 

さて、中学生たちはどうでしょうか？  

目の前に高校生活が待っているので、まだまだ経済的にも精神的にも、親御さんの世話になるつも 

りは十分にあって、切迫感は無いかもしれません。 

でも、お金を稼ぐ将来は、数年後にすぐやって来ます。 

  

世の中では、独り立ちした大人が、どういうお金を、どう使っていて、どういう暮らしをしてい

るか、どういう義務があるか、ほとんど中学生は知らないでしょう？ 

教科書で勉強しても、自分と関係あるとは全く思えませんね。 

ところが、経済の勉強で取り上げたことは、すべて中学生・そしてあなたたちに直接関係のある

ことです。 

心の準備と知識の準備を、最小限しておくことで、少しでも幸せに近づけるように、そう願って、 

この授業を創りました。 

 

２ 独り立ちするあなたは、まず働かなくてはなりません。 

一人で働き、一人で部屋を借りて暮らす・・・そういう想定のもとに独り立ちを考えます。 

 

最初に、しなければいけないのは職探し。 

チラシを見て、どんな職業がいいか、選んでみてください。 

条件が出ていますが、選ぶのが難しくないように、あなたは必要な全ての資格を持っていて、 

条件に合う人物だという設定で、選んでみてください。つまりどこでも働けます。 

選ぶ基準は自由です。 

 

どの会社で働きたいか、選んだら、 

チラシに○をつけましょう。 

 

そして、右の表に選んだ理由を 

簡単に書いてみましょう。 
 

 

 選んだ会社名  

  

 

選んだ理由 

 ＊一つだけでも良い 

① 

 

② 

 

③ 
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３ あなたが選んだ職場は、どうでしょうか？ 

クラスのみんなの意見を聞いてみましょう。まず、どの会社を選んだか、手を挙げてもらいましょう。 

 

なぜその会社を選んだのかも聞いてみるといいですね。 

・給料で決めた？  

・仕事の中身で決めた？・・・・・・実はこれが一番多い。自分に合っているかを考えている。 

・休みの日の多さで決めた？ 

・楽しそうだから決めた？ 

私が授業をした時には、とてもおもしろい意見がたくさんあって、このあといろいろな事実を知ると、

浮き沈み、悲喜こもごも・・・ドラマになりました。 

 

・・・・・・・・・・・・子どもたちとの会話・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私「コンビニを選んだ人が多いねえ」 

Aさん「だってお姉ちゃんもやっているし、慣れてる感じで、働きやすいもん」 

私「さてどうでしょうねえ?お楽しみに・・・。他には？」 

Bさん「私たち二人、らんらんランド、遊園地、楽しそうでしょ？子どもも好きだし・・・」 

C君「え～～楽しそうで選ぶの？ らんらんランドって、4時間しか働かないし、12月26日から 

会社名 人数 会社名 人数 

ジャパンクリエイトシステム  ケンコー堂薬局  

ライフコミューン  救世軍清瀬病院  

大日工業  デイリーヤマザキ  

日本プログレスカレッジ  一富士  

西武総合企画  久米川ボウル  

銀のさら  西武バス㈱  

らんらんランド  若菜  

ロジスティックス・サービス  栄養食  

軽貨ロジスティクス  ビュアランニング  

イレブンカット  サークルK  

かさまつ歯科  ㈱長坂  

杉浦総業  織本病院  

トーアグループ  山崎製パン株式会社  

http://01.gatag.net/img/201506/08l/gatag-00006555.jpg


- 5 - 

1月8日まで働いたら、終わりだよ。仕事無いよ」 

Bさん「え～～？？そんなとこ見なかったよ。変えてもいいの？」 

私「ダメだよ、もう就職しちゃったから代えられない。その中で生活を考えてもらおうね」 

Bさん「生きてけないよ」 

私「がんばって！！  他には？」 

Dさん「私、ケーキ屋さんが好きだから山崎パンのクリスマスケーキ」 

私「他にも山崎パンのケーキを選んだ人いる？」 

Eさん、Fさん「は～～い。売れ残ったらもらえるんじゃない？」 

C君「ケーキもクリスマスが終わったら仕事も終わりじゃない？」 

Dさん「ずるい、これも一カ月だけだったの？ あとは、失業？」 

 

G君、H君「先生、この会社大丈夫？ 」 

Iさん「ありえないでしょ、先生。100万すぐにもらえて、こんなに休み取れるの？」 

私「実はね、このチラシ、私の住んでいるところで新聞折り込みで配られた実物なんだけど、 

 いかにも私も大丈夫かと思って、以前ネットで見てみたら、高価な教材を訪問販売している会社で 

 裁判も起こされていたよ。今は出てないかもしれないけれど、こういうところに勤めたら、詐欺 

商法まがいをやらされるかもしれない・・・あぶないあぶない」 

 

J君「だから、まじめに働く方がいいんだよ。がんばる人は収入が高いっていう、このとんかつチ 

ェーンがいいと思った。がんばって、53万稼いでみせる！！」 

私「これもちょっと・・・・・、4時から夕方の5時までって、13時間でしょ。それ 

も運転だから、眠くなったら運転できないし、危ないし…事故を起こしちゃいそう。 

午前だけで27万円もらえるというのは、仕事量が半端じゃないんじゃない？ブラック企業じゃ 

ないかと心配。」 

K君「じゃあ、こっちのドライバーを選んで、100万円ねらおうと思ったんだけど、こっちの軽貨 

ロジスティクスはどうですか？」 

私「これも、この広告には穴があるように思えるんだけど、・・・。 

http://ndr2.up.n.seesaa.net/ndr2/image/xmas01.png?d=a102
https://jp.pinterest.com/pin/640355640736728202/
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  つまり、車を借りる場合には、売り上げの25％取られるらしいし、50万以上稼いでいる人の 

例を見ると、日中、夜、朝・・・って書いてあって13時間働いてるよ。 

13時間は明治時代の野麦峠だよ！説明会場に、こんな広い市民会館を使うなんて、説明会に 

来ても実際にこの会社の仕事をやる人は、少ないってことじゃないかな？」 

K君「やっぱり、ここも危ないのかな？ じゃあ、どこの会社がいいの？」 

Lさん「お母さんが病院で働いているから病院にしたよ」 

私「うん、今、看護師さん足りないから、待遇はいいと思うよ」 

みんな「いいなあ。私も選べばよかった」 

 

４ 雇用の労働条件を比べてみよう。 

 

私「じゃあ、ほんとうに暮らしていけるかどうか、このチラシを見ながら、比べてみようね。 

ここの空欄に記入していこう。わからないところは教えるよ。まず、収入は全部で比べるために、月給に

直してください。アルバイトの人は時給×8時間×20日で計算。」 

M君「ここに書いてある範囲だったら、働いていいんでしょ」 

私「どういう意味？」 

M君「このチラシに９：００～２２：００って書いてあるから」 

私「うん一応いいけど、体を壊さない程度にはしないとね・・・・アルバイトじゃなくて、生活をするつ 

もりで考えてね。」 

 

ねらいは、労働条件を実際のチラシで確認していくこと。 

高校生は、よく、就職の時に、そういう指導を受けるようですが、中学生でも、大事だと思います。 

 

 

 

 

 

https://pixta.jp/illustration/9016861
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みんなの会社の給料や条件を調べてみよう。条件は良いか悪いかどっち？ 

職場 あなたの選んだ仕事先は？＝                  評価 

給与 時給 

日給 

月給 

時給   円×  時間×  日＝    円 

日給   円×     日＝      円 

月給               円 

 

勤務時間 

 

 

   時  ～   時  ＝ 計     時間 
 

・その他条件 

資格 

 

 

    才  ～     才 
 

＊資格                          

待遇 採用は？  正社員・ アルバイト・パート・派遣・委託・契約 
 

交通費   有り   ・  無し 
 

休暇   ・日曜休み  ・土曜休み   ・  曜日  

     ・年末年始  ・ゴールデンウィーク ・夏季   ・不明 

 

社会保険  ・有り  ・無し(＝国民健康保険・市川市) 
 

昇給    ・有り  ・無し 
 

賞与(ボーナス＝年２回８月と年末)   ・有り    ・無し 
 

制服   ・貸与    ・無し 
 

その他の特典 
 

毎日のあなたの暮らしを想像してみましょう。朝  時に起きて、通勤し、夜  時に家に帰り着く 

その収入を使ってどうくらしますか。休みは何をしますか 

雇ってくれた会社とトラブルになりそうな場合は、どんな場合ですか。３個書きましょう。 

＊           ＊             ＊           

こうした場合に会社に組合があると、一人で会社と話し合わないでもすみます。労働組合が必要なの

は、そのためです。 
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記入例：ジャパンクリエイトシステムの場合 

職場 
あなたの選んだ仕事先は？＝ ジャパンクリエイトシステム  評価 

給与 
時給 

日給 

月給 

時給   円×  時間×  日＝   円 

日給 12000円×  20日＝ 24万円 

月給   25万円  

○ 

勤務時

間 

 

 

 ９ 時  ～ １８ 時  ＝ 計 ８時間 
△ 

休日が？ 

だから 
・その他条件 休日・応相談しか書いてない 

資格 

 
  18才  ～   45才 

○ 

＊資格                          

待遇 
採用は？  正社員・ アルバイト・パート・派遣・委託・契約 ○ 

交通費   有り   ・  無し ○ 

休暇   ・日曜休み  ・土曜休み   ・  曜日  

     ・年末年始  ・ゴールデンウィーク ・夏季   ・不明 
不明 

社会保険  ・有り  ・無し(＝国民健康保険・市川市) × 

昇給    ・有り  ・無し ○ 

賞与(ボーナス＝年２回８月と年末)   ・有り    ・無し × 

制服   ・貸与    ・無し ○ 

その他の特典   車バイク通勤 OK、正社員になれるかも？直行Ok △ 

毎日のあなたの暮らしを想像してみましょう。朝８時に起きて、通勤し、夜19時に家に帰り着く 

収入は＝25万円。その収入を使ってどうくらしますか。休みは何をしますか 

 休みは、映画を見たり、友だちと会って食事して話をする。服も買って遊ぶかな？ 

雇ってくれた会社とトラブルになりそうな場合は、どんな場合ですか。３個書きましょう。 

＊休みが少ないので、疲れて病気になる 

＊こわい上司がいていつも怒鳴られて仕事に行きたくなくなる（パワハラ）。心の病気。 

＊ 不景気になって、給料をなかなか払ってもらえない。給料が下がってきた。 

まず、チラシを見る時に、一番重要なのは、給料でもなく休みでもなく待遇です。正社員が一番有利です。 

会社の内容の一番上、勤務地の横に四角でかこったア パ 正が、その待遇を表わします。

見逃していませんでしたか？ 

チラシを見て注意点を書きだしました。自分の会社が危なくないかを確認しましょう。 

 

まず時給か日給か月給か、○をつ

ける。この会社は日給制月給制どち

らを選ぶかは自由。比べるために

月給を計算する。8時間労働、月に

20日働くとして計算。 

 

 

 

 

 

待遇が良ければ○、悪ければ×を付ける 

何時間労働か残業有？ 

残業とかないか？ 

必要な資格や条件 

○をつける。書い

てなければ、不明

か無し。 

特に交通費や昇

給、社会保険・ボ

ーナスは記入なけ

れば無いと考え

る。 

社会保険についてはあとで取り上げます。 

病気になった時、支払うお金の一部を会社が

負担しているかどうか。 

会社が入っている方が有利。入ってなけれ

ば、国民健康保険のお金を自分が払います。 

http://3.bp.blogspot.com/--uId-ND_gMo/Vq89DEFWMaI/AAAAAAAA3lE/_CrBC9UMI8Y/s800/kakusa_seiki_hiseiki.png
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ここで働くの？怪しい会社？からワーストランキング ⇒ 自分が選んだ会社は大丈夫？ 

 会社名 条件が不利な点・良い所 月給 総合評価 

1 日本プログレス 

カレッジ 

あやしい、こんな会社ありえない。仕事の内容が書いていない。勤め始めて3カ月で100

万近いお金が得られるのは、サギをやってるの？？？？海外旅行代やパーティー代など会社

が出していたら、赤字のはずなのに・・・仕事内容はネットによれば受験生に高額な教材を

売る。 

20万円？？ 

100万円 

近く？？？ 
× 

犯罪かも 

2 軽貨ロジスティクス 勤務地フリーと書いてある。つまり自分次第ということ。給料ではなく、売上だから、もら

えるわけではない。車を貸してくれて、どれぐらい運べるかにかかっている。それに、下の

方に１日12時間と書いてある。働き過ぎ、無理だからこんなにもうからない。説明会を公

的なホールでやるのもおかしい。食品と雑貨をいっしょに運べるのか？？疑問ばかり 

40万円？？ 

× 

3 ロジスティックス・ 

サービス 

がんばる人の設定があるのが変。朝の4時から17時までだと13時間労働。 

毎日続けられるわけがない。13時間は野麦峠のひどさ並み。条件が何も書いて無くて、ガ

ンバルが書いてあるのが変 

37万5千円 

？ × 
4 ファンフィールド まず、短期(13日間のみ)、短時間(4時間)なので、単なるアルバイト。12月が終わったら

失業です。生活できない。アルバイトを楽しくやるのなら、いいかもしれないが、生活のた

めには無理。 

4万5千円 ×× 

5 山崎製パン株式会社 これも短期間のバイト。クリスマスだから、クリスマス以降は仕事ゼロ！！ 

20日間働くのみ。あとは失業。暮らしていけない 

13万2千円 × 

6 久米川ボウル これは、時間が3時間半のみ、1日2800円のみ。条件が何にも書いてない。 6万４千円 ×× 

7 サークルK コンビニは高校生人気なので、安い。条件も交通費のみ。なかなかつらい 11万6千円 × 

8 デイリーヤマザキ コンビニでも、昼間は6時間しか働けない。交通費一部のみ。休みも決まってないし、シフ

トを入れられる 

12万円 × 

9 ピュアプランニング 勤務時間も決まってないし、お菓子の梱包なのに、内容がよくわからない。 

「おもしろそうだなっと思ったら・・・」というのがなぜ仕事の宣伝なのかわからない。賞

与・ボーナス二回は良い 

12万8千円 △ 

10 一富士 休日が2日なのか1日なのか不明、6時間しか働けないので収入良くない。交通費も5000

円までならほとんど出ないと言っていい。 

10万8千円 △ 

11 西武バス 社会保険があるのが良い、休みも当然二日、なかなか条件は良い。でも給料はう～～ん 12万8千円 △ 

12 若菜 1万円の誕生日プレンゼントがあるなら、給料をあげるべき。 

交通費も制限付き、年次休暇は良い 

13万9千円 △ 

13 ケンコー堂薬局 週3日以上できる人という書き方はスタッフ扱い、交通費全額は○ 14万４千円 △ 

14 銀のさら アルバイトなみなので、賃金はきびしめ、夜間もあるのにこの金額では大変。配達もあり。 16万円 △ 

15 トーアグループ 解体作業だから、危険も伴う。条件はある程度書いてある。労災は？ 18万円 △ 

16 杉浦総業 休みが書いてあるけれど、他の条件は書いていない？わからない点もある 20万円 △ 

17 栄養食 週二日休みはいい。社会保険がある。食事つき。仕事はきついかも 16万円 ○ 

18 西武総合企画 給料は良い方、条件もいい。休日の日数が書いていない。ボーナス(賞与)があるのもいい。

残業代も別にちゃんと出す。食事がついている 

20万円 ○ 

19 大日工業 残業をやって23万円は少しきびしい。条件は良いと思うが、派遣 20万8千円 ○ 

20 ジャパンクリエイト

システム 

1ヶ月働いて55万円というのは高すぎる。よく読んだら「高所作業有」と書いてあるから

電信柱などの危険作業がある。研修期間中でも23万もらえるというのはそういう意味らし

い。条件はまあまあ 

25万円 ○ 

21 かさまつ歯科 正社員になれる。待遇も恵まれている 20万円 ○ 

22 イレブンカット 給料もいいし、月の休みが保証されている。22時まで働くのがちょっとよくない。でも、

社会保険や交通費全額支給などがいい。 

20万円 ◎ 

23 ㈱長坂 正社員応募で良い。葬儀屋さん 

賞与・ボーナス年2回、昇給有もいい。社会保険がとても恵まれている。 

23万円 ◎ 

24 ライフコミューン 老人ホームとして、条件も給料もいい方、正社員にもなれる 30万円 ◎ 

25 織本病院 休日が夏季休暇まである。それも有休(給料が出る休み)、賞与の額も決まっていて、5か月

分は恵まれている。住宅手当も出る 

22万円 ◎ 

26 救世軍清瀬病院 正社員のところが◎、社会保険完備、昇給が年１回、有給休暇も◎。年間休日１１８日は余

裕がある 

26万円 ◎ 
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 怪しい会社を選んでしまったり、残業、残業、・・・のブラック企業を選んだ人たちは、お金に目がく

らんじゃいけないということがわかったかな？ 

 

５ 働いた給料で、生活設計をしてみよう。いよいよ独り暮らしだ！！ 

 さらに、切実になるのは、一人暮らしをする家計を考えてみると、はっきりします。 

今計算した会社の給料をもとにして、1ヶ月の給料で生活できるかどうかを、計算してみましょう。 

次の表に計算して書いていきましょう。 

 

記入上の解説 

①まず、どんなところに住むかです。次のチラシを見て選びましょう。

バストイレ付がいいかな？ お金が無い人たちはどうする？ 

友だちの家を渡り歩くという人もいたけど、それは無理だね。方法を考えたら？ 

② 次に、だいたい同じくらいかかる金額を教えましょうね。 

 ・水道代2000円くらい・電気代5000円くらい・ガス代3000円くらい   

⇒この三つを光熱費と言って一人暮らしなら1万円くらいかな？ 

③食費が問題。1日朝・昼・晩に、どれだけかかるかおよそ計算して×31日 

 「先生、ローソンの100円パンやカップヌードルで暮らしていい？」 

私「それは自由だけど、今の時代でも、若者は栄養不足で救急車を呼んで入院することもあるらしいから、 

  もし入院したら、元も子もないよ。」 

 「先生、お金が無いから1日100円生活にする」 

私「それは無理でしょう！！」みんな「できるよできる！」 

「実家からお米をもらってくる、ついでにおかずも」、 

私「あたまいいねえ、らんらんランドの人たち」 

④市川市の税金はね、収入が10万ちょっとの人はだいたい住民税5千円・所得税は5千円。 

 20万の人は１０％で２万円、所得税も２万円、30万以上の人は２０％で６万円、6万円・・・・・。 

でも、健康保険料が高い。いざ病気になった時のためにお金を国に払っておく。そして、病気になった時

には遠慮せずにお医者さんにかかることができる。10万ちょっとの人は1万2千円、20万を超える人は1

万7千円、30万の人は2万4千円くらいです。また、家族が増えると1万円ずつぐらい増えていきます。 
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その収入を使って自立の計画を立てましょう。赤字にならないかな？ 

 項目 合計金額 

収入 給与  

支出 住居費(家賃＝アパート)          円  

 

          

水道          円 

電気  

ガス  

電話  

食費  毎食   円×３食×   日＝      円  

交通費(会社が出してくれれば他に出かける時)  

衣服費(下着、靴下まで含めて)  

雑貨(シャンプーやハミガキ・洗剤などあらゆるもの)  

娯楽費(映画・本・外食・ゲーム・デート・遊園地など) 

あるいは交際費(結婚のお祝い・お葬式の香典代など) 

 

貯蓄（いざというときのために、もし結婚したくなった時に 

 あるいは、貯めて好きなものを購入するために 

 あるいは、親に親孝行して送金するために） 

 

税金   所得税   

 

           

     住民税  

     介護保険  

   社会保険か国民健康保険か  

合計 

(赤字・黒字？) 

収入                   支出             

       円－      円＝ 
 

感想を書きなさい。会社で働いていけそうですか。一人暮らしはできそうですか。ご飯や洗濯、掃除は自分でできますか。 

 

 

 

 

フリーターやパート、契約あるいは派遣社員は、身分が不安定です。いざという時のことを不安に考えずにすむ職場、自分の仕事にやりがいを感

じて一生働ける、そういう仕事を探す必要があります。 

次のページの部屋探しのチラシを見て、まず部屋を決めましょう。一番いいのは、駅近、日当たりのい

い部屋、でも値段が高いです。設備はどうする？シャワーが無いと銭湯ですが、１回今だと４６０円。 
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では、記入例を見てみよう。みんなもできましたか？ 貯金は残りましたか？ 

一般のモデルケース 
 項目 合計金額 

収入 給与 19万 6000円 

支出 住居費(家賃＝アパート)  6万円     

 

７万円 

          

水道    2000円 

電気 5000円 

ガス 3000円 

電話 7000円 

食費 (150＋６00＋６00)× 31日＝  41850 円 4万 2000円 

交通費(会社が出してくれれば他に出かける時) 6000円 

衣服費(下着、靴下まで含めて) 5000円 

雑貨(シャンプーやハミガキ・洗剤などあらゆるもの) 4000円 

娯楽費(映画・本・外食・ゲーム・デート・遊園地など) 

あるいは交際費(結婚のお祝い・お葬式の香典代など) 

1万円 

貯蓄（いざというときのために、もし結婚したくなった時に 

 あるいは、貯めて好きなものを購入するために 

 あるいは、親に親孝行して送金するために） 

３万円 

税金   所得税 5000円  

 

２万 2千円           

     住民税 5000円 

     介護保険 無 

   社会保険か国民健康保険か １万 2千円 

合計 

(赤字・黒字？) 

収入                   支出             

  196000円－196000円＝ ０ 
 

感想を書きなさい。会社で働いていけそうですか。一人暮らしはできそうですか。ご飯や洗濯、掃除は自分でできますか。 

フリーターやパート、契約あるいは派遣社員は、身分が不安定です。いざという時のことを不安に考えずにすむ職場、自分の仕事にやりが

いを感じて一生働ける、そういう仕事を探す必要があります。 
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６  やっていけるか？一人暮らしの不安。お金を貯める！ 

・・・・また、子どもたちとの会話です。・・・・・・ 

みんな「先生、こんなにアパートって高いの？」 

私「そうだよ、給料の半分が飛んじゃう人もいるよね」 

Bさん「らんらんランドは、給料４万５千円だから、どこにも住めないし、ご飯も食べられない…」 

私「じゃあ、どうする？ どこかで雨宿り？家に住まないと、ホームレスで働けないよ」 

Cさん「二人でシェアハウスする」 

私「それは良いアイディアだね」 

 

私「お風呂はみんなどうするの？ 風呂がついてない部屋の方が 

少ないかな？」 

みんな「シャワーも無い部屋なんて、ありえないし・・・」 

私「私の頃は、銭湯で、共同トイレだったよ」 

みんな「トイレが共同なんて、絶対ダメ、暮らせない、絶対いや」 

私「だから、アパートもワンルームマンションも高いんだね」 

M君「おれ、大もうけしているから収入５０万だからぜいたくできる」 

N君「僕は、遠くてもいいから広い部屋にした。だって会社が交通費出してくれるからOKだよ」 

私「あゝ、そういう選択肢もあるね。先に税金の額を教えるよ（P10の下の部分に掲載済みの額を教える）」 

みんな「なんで、そんなに税金高いの？払えないよ」 

私「所得の低い人は払わなくていいっていう限度額もあるよ」 

みんな「じゃあ、わたしははらわなくてよさそう」 

みんな「僕は、税金だけで、10万円近くなりそう・・・。高いよ」 

私「それは、収入がいいからだよ。社会に還元するっていうことかな」 

 

私「あと、やっぱり食費は、最低１日1000円、1ヶ月で3万円は計算しないと栄養が足りないよ」 

みんな「そんなにいらないよ。パンやおにぎり1個で大丈夫」 

私「じゃあ、そのお金を何に使うの？」 

http://1.bp.blogspot.com/-8A5ACZzxzIc/VSufmA9-XMI/AAAAAAAAs-w/KHJbK1TW9s4/s800/food_konbini_onigiri.png
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Oさん「携帯が高いから、その分計算しておかないと」 

P君「スマホなんてもったいないよ。お金ないから、携帯持たない」 

私「でも、仕事の連絡くるかもしれないから、今は必須じゃない？最低料金っていくらくらいかな？」 

 

Qさん「私は衣服費に最低毎月2万円は使うだろうな」 

Rさん「え～っ、着る物なんていらないよ。実家から持って来て、あとパンツと靴下買うだけでOK！」 

S君「ぼくは3万円くらいは使うな」 

私・みんな「え～～～！！！ なんでそんなに使うの？ そんなにおしゃれしてるの？」 

Tさん「私はお金を貯めて、親に仕送りする」 

私「なんて、親孝行なの、感動しちゃう。みんな、見習わないと・・・。」 

U君「3万あったら僕はゲームだよ」 

私「20歳過ぎて大人になっても、ゲームするの？」 

U君「当たり前だよ、当然」 

私「え～？ 貯金しないの？」 

みんな「貯金もするけど、ゲームもする」 

・・・・・・・・・・・・・お金の使い方についてはさまざまです。 

それでも、子どもたちにとって驚きだったのは住居費と税金。 

給料の半分近くを住居費に取られるとは考えていず、教室の中は、「シェアハウスにしよう」が流行にな

りました。なお、国民健康保険制度にも軽く触れましたが、あとでもっと詳しく切実に触れます。 

 

７ あなたの将来には、どんなことが待ち受けている？ 

淡々と、日本の働く現場ではこういうことが起きている・・・とプリントで説明したら、子どもたちは

眠そうな目で、遠い話を聞いているふうに見えました。これでは、切実感が無い、子どもたちが卒業して

巻きこまれる実感がわかないだろう・・・苦肉の策で、人生ゲームのようなプリントを作ってみました。 

そうしたら、てき面、「こんな選択肢はあり得ない」と言いながらも、結婚する相手はアメリカ人？カナ

ダ人？と、話に乗ってきてくれました。DVDの教材も用意できています。さあ、どうぞ・・・。 
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 人生ゲームのシュミレーションをしてみよう。 

さあ、この人生の究極の選択で、あなたの前にどんな壁が立ちふさがるでしょう？ 

＊申し訳ないけれど、次の中からしか選べません。選ぶとしたら？①～④までA～Dから選び○をつけましょう。 

❤スタート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① あなたは、大学に合格しました。 

おめでとう！！ 

授業料は、1ヶ月に１０万円かかります。 

(1年間で１００万、4年間で４００万円) 

 

親を助けようと思ったあなたは・・・・ 

 

A：居酒屋の厨房でバイト 

B：塾で家庭教師のバイト 

C：コンビニでバイトリーダー 

D：奨学金をもらう 

 

② あなたは、大変苦労をしながらも、 

大学を卒業しました。おめでとう！！ 

今度は就職です。 

 

ところが就職氷河期！！！ 

会社はほとんど新入社員を雇いません。 

(実際に 1993～2005) 

困ったあなたは・・・採用のある会社で 

働くことにしました 

 

 

A：介護サービスW社の正式社員として働く 

B：牛丼チェーンS社でバイトをする 

C：自分に合った仕事を探すまで派遣で働く 

③ ようやく安定した会社に入れたあなたは、 

  一人暮らし。 

   

ところが、結婚した友人3人に６万円 

お祝い金を出したのとクレジットカード 

を使いすぎて家賃が払えなくなって 

しまった。貯金はゼロ。 

 

3か月分、払ってなくて、家を出てほしい 

と言われたどうする？必要なのは 

30万円。どうする？お金が無～～～い 

両親に迷惑をかけたくない 

 

A：カードローンで借りる。 

B：しばらくネットカフェで泊まる。 

④ あれから 10年、借金も払い終わり、 

  仕事も順調です。 

 

  一人暮らしも寂しくなり、そろそろ結婚 

を考え始めたあなた・・・・ 

偶然、妙典駅でステキな外国人と 

出会ったあなたは一目ぼれ！ 

相手がプロポーズ。 

相手の国で、結婚して暮らすことに 

なりました。 

 

やがて、子どもも生まれ、幸せに 

暮らしました。・・・とさ、 

でも、・・・・・・・・・・。 

 

A：ジョークが楽しいアメリカ人 

B：おしゃれが好きなフランス人 

C：背が高くて金髪のカナダ人 

 

その結果は？？ 

C：市役所に相談してみる。 

http://2.bp.blogspot.com/-DNc9wr1o8cg/VYJcO00Ew5I/AAAAAAAAuVM/_fdB_3CenCY/s800/building_internet_cafe.png
http://www.amnistiaporsafiya.org/img/カードローン.jpg
http://i2.wp.com/kaigai-matome.net/wp-content/uploads/2015/11/captured1.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1493733055/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTMucGltZy5qcC8wMDkvMzUzLzIxMy8xLzkzNTMyMTMuanBn/RS=^ADBx2GE60ReN3oJOSMNedtuZ5Glrr0-;_ylt=A2RCA90.PQdZGXsArh2U3uV7
https://jp.pinterest.com/pin/520376931925399743/
http://thaisbaby.com/wp-content/uploads/2015/08/フランス美女.jpg
https://matome.naver.jp/odai/2136118846983151201/2136162269870818903
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さあ、この人生の選択の結果は？どうだったでしょう。 

・・・・・・・・・最悪のシナリオになった人もいます。現実で、こんな例があります。 

・・・・・・・・・  （デビル君）の数が多いほど苦しい結果に・・・ 

 

キーワード 実際に起きたこと ⇒  どんなことになってしまったか？ 問題点 

①  

ブラック 

バイト 

A居酒屋＝シフトで入る人がいないと言われ、全部うめられ、 

授業に出られなくなるはめに・・・。 

シフト制 

B塾＝残業が多く勉強できず、単位の試験を落とすはめに。 残業代未払い 

Cコンビニ＝店長にされ、売れ残った商品を数万円買い取るはめに。 名ばかり管理職（店長） 

D奨学金＝4年後から借金を返すはめに・・・。 奨学金はローンと同じ 

② 

ブラック 

企業 

A介護＝休日なし・残業・睡眠不足でうつ病になる。 過労死ラインは 

月残業100時間 以上 B牛丼＝深夜一人で店を勤務、限界を超え、仕事をやめる。 

C派遣＝雇用期間を過ぎたら、クビを切られて仕事を失う。 派遣切り 

③ 

クレジット 

・ローン 

Aカードローン＝ 

返済期間を過ぎて、借金が雪だるま式に増えてしまう。 

ローン＝借金 

Bネットカフェ＝いつまでも、アパートが借りられない。 住所が無い 

C生活相談＝住宅支援給付制度で申し込むかな？ 条件が厳しい 

④ 

社会 

(医療) 

保険 

Aアメリカ＝医療費は全部自腹。 

保険会社に支払いを拒否されるはめに・・・。 

保険会社がもうける 

しくみ 

Bフランス＝医療費は安い。また、子育てへの支援が手厚くて、 

お母さん楽になる。 
Good！！ 

Cカナダ＝医療費は原則タダ。安心、税金は高い。 Good！！ 
 

次にその現実を資料で見てみましょう。全部答えを紙芝居にしてみました。 
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８ 働く現場とお金の問題を目で見て理解しよう。 

①授業料の 400万をかせぎたい！でも、バイトはブラック、奨学金＝借金 

◆居酒屋の場合  

⇒ シフト制で休めず 

 

 

 

 

 

 

◆塾の場合 ⇒残業が多すぎて勉強できず   ◆コンビニの場合⇒売れ残りを買い取り 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆奨学金の場合 

 ⇒ほとんど借金と同じ。 

  返さないと利子がふくらむ。 

 

http://www.pecope.com/illust/wp-content/uploads/2015/12/151200asahi_bkbaito1.jpg
http://www.pecope.com/illust/wp-content/uploads/2015/12/151200asahi_bkbaito4.jpg
http://www.pecope.com/illust/wp-content/uploads/2015/12/151200asahi_bkbaito2.jpg
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②就職した会社は？ ブラック企業と派遣会社 

 

◆ブラック企業の場合 

⇒残業 100時間ごえ 

病気か 

自殺か 

 

 

 

 

 

◆派遣の場合 

⇒不景気になるとクビ 

 

 

 

 

 

③家賃が払えなければカードローン？ホームレス？市役所相談？ 

 

 

◆カードローンの場合 

⇒毎月返しているのは利息分 

いつまでたっても返せない！！ 

 

 

 

 

 

 

http://www.pecope.com/illust/wp-content/uploads/2015/05/150508asahi_haken3.jpg
http://matome.naver.jp/odai/2140438705892423101/2140443658418123903
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◆ネットカフェの場合 

⇒家を借りられない。 

住所が無いから 

正社員は無理 

 

 

 

 

◆生活相談 

⇒支援を受けられる 

 ただし、条件が厳しい 

 

 

 

 

 

④それぞれの国の社会保険事情は？ 

◆アメリカの場合     ◆フランスの場合       ◆カナダの場合 

⇒全部自腹、高額すぎ    ⇒充実、子育て支援も有り    ⇒原則無料、安心❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jp.123rf.com/photo_11582865_%E7%97%85%E9%99%A2%E6%82%A3%E8%80%85%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%91%E3%83%BC%E3%80%81%E3%83%99%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88.html
javascript:popupWindow('http://yamaneko-bookstore.com/modules/zox/index.php?main_page=popup_image&pID=1590')
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９ 実際に、巻きこまれた人々の痛みを知り、現状を考えよう 

人生ゲームのように、いろいろな場面を設定し、選べるように考えて、こういうことが起きたよと知ら

せてきました。でも、実際に起きたこと、現状は、ゲームのように選べません。 

こうしたことは、実際のニュースを見てもらい、知り、考えるための入口でした。 

アルバイトについては、報道が「ブラックバイト」として、扱って問題提起をしていましたし、高校生

になれば、すぐにでもバイトを始める子どもたちもいるだろうと思い、NHKの「特報首都圏」で扱ってい

たので、それを紹介しました。 

プリントに使った題材通り、塾、居酒屋コンビニの三つの例を取り上げています。それだけではなく、

大学生たちがアルバイトユニオンにたよりながら、雇い先の塾の会社と交渉し、残業分の給料を取り戻そ

うとしている実態も見せてくれます。一人で抱えず、社会的に解決の方法を教えてくれています。 

また、労働者教育として、そうしたユニオンの人を招いて、高校側としてブラックバイトに関わること

を防ぐ取り組みも紹介していました。 

高校生は、番組の中で、初めて知った社会の様々な問題に驚き、その対処法を確認し始めていました。 

このあと、過労死で命を絶った人たちの状況も含めて、新聞記事のプリントで説明します。 

 

 

 

プリントから・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

① ブラックバイトの実態から⇒解決は、アルバイトユニオン(組合)へ 

それでも、私たちには、労働基準法がある！！ 

例：第 32条：②使用者は労働者に休憩時間を除き、1日について 8時間を超えて、 

労働させてはならない。 
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② ブラック企業と呼ばれてしまった実態。 その１ 

◆介護サービス・居酒屋チェーン 

 二ヶ月で過労死！！       森美菜さん 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律違反！ 
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② ブラック企業と呼ばれてしまった実態 

◆牛丼チェーン 

 社員がやめて休店！！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律違反！ 
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② ブラック企業と呼ばれてしまった実態   その３ 

◆ 派遣労働＝非正規雇用労働者(正社員以外のアルバイトやパートも) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 就職氷河期(今の 30代・40代の人)に 

   正社員になれなかったたくさんの人々は、派遣労働から抜け出せないでいる。 
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ネットカフェが僕の家・・・・・家を借りられない。住所が無いから正社員は無理 
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10 最後に、明るくおもしろく問題提起！ 社会保険と未来の姿 

生活を守る砦の一つ、社会保険についても知ってもらいたくて、人生ゲームの一つに国際結婚を無理矢理

入れました。政府や国にどう国民を守らせるか、それが、如実に出ていて衝撃を受ける映画「シッコ」を

登場させます。 

冒頭部分のアメリカ人が自分の傷を手で縫う姿の衝撃！！がんの人々を相手に

利益を得ようとする保険会社、認知症の高齢者を救急車で街に捨て去る非情さ、

一方でイギリスは公的な病院は医療費タダ、交通費も支給され、フランスでは子

育て支援に派遣された人が洗濯も炊事も手伝ってくれる優しさ、カナダでは、原

則医療は全てタダ…日本も恵まれている方に入っていることに気づきます。市川市は、子どもはほとんど、

数百円で病院にかかれると、子どもたちから聞いて私の方が驚きました。未来はどんな社会がいいのだろ

う？？？？笑いと驚きと、・・・映画が、そして、監督のマイケルムーアが考えさせてくれます。 

最後に、今の日本の問題 

＝非正規雇用労働者(派遣・パート・アルバイ)が40％を超えた ということは、給料に、大きな格差が生

まれ始めた。そして、全体でも給料が下がっている。・・・今の現状を知ってもらいます。 
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卒業するあなたへのプレゼント…経済の授業  

（労働条件・家計・税金・過労死・社会保険の具体を学ぶ） 

ねらい 

① 実際に自分が家を出て働き、暮らしていくことをイメージさせる。 

② その時の一番の問題点は何かを考えさせる。 

③ 仕事を選ぶ時の条件として、やりがいや適性だけでなく、雇用形態や勤務条件(労働条

件)の重要性を知る。 

④ 税金の使われ方としての、社会保険の意味と意義を知る。 

⑤ 実際の、今の働く現場の切実な問題を、自分に近づけて考えられるようにする。 

 

授業の構成 

① 独り立ちを考えよう。     

・まず、仕事を選ぶ。 

・住居を選ぶ。 

② 生活できる職場を選べたか、確認する。 

・労働条件を確認する。 

③ 生活設計をしてみよう。 

・何にいくらかかるか？ 給料でやっていけるか。 

・税金をいくら払うか。 

④ 人生シュミレーションゲーム 

さて、あなたはどれを選ぶ？ 

⑤ ブラックバイト・ブラック企業・派遣切りを、目で見て知ろう。 

⑥ 実際の記事を読んでみよう。 

⑦ 社会保険の意味を知り、各国の実情を知ろう。 

 

 

 


