
D　契約・クレジット・金融・法律

No 企　画　会　社 時間 字幕 対象者 制作年

日本弁理士会　商標制度｢それいけ！やりくりカンパニー｣ (財)日本建築防災協会 40分 無 一般 2006
【内容】 商品名やサービス名等の知的財産を守る為に必要不可欠な｢商標制度｣について、ドラマ形式

で学びます。
・ドラマストーリー　　　　　　　・商標制度について　　       ・商標登録の必要性
・商標登録のプロセス　　　  ・地域団体商標について　　・日本弁理士会について

なるほどナットク！くらしの損害保険 (社)全日本トラック協会 24分 無 一般 2006
【内容】 損害保険の契約や更改の際に気をつけるべき点を皆様からの質問に答える形で解説します。

・こんなときどうする？～ある男の一日に学ぶ損害保険の役割～
・契約・更改ココがポイント！

はじめての金融ガイド 消費者教育支援センター 33分 有 一般 2008
【内容】 金融取引の基礎知識と金融トラブルの予防について学びます。

（「初めての金融ガイド　金融取引の基礎知識」の補助教材です）
・振り込め詐欺の被害にあわないために
・偽造・盗難キャッシュカードの被害にあわないために
・多重債務に陥らないために

公正取引委員会 24分 無 一般 2008
【内容】 ナビゲーター役に益子尚美さんを起用。フルバージョン(約24分)とショートバージョン(約10分)あ

り。公正取引委員会の組織説明、独占禁止法や景品表示法、下請法の内容解説、その他業
務等をミニドラマ・寸劇・CGで紹介します。

DVDで学ぶ？クレジットカード 社団法人　日本クレジット協会 76分 有 一般 2009
【内容】 クレジットカードのサービス内容について学び、カードの上手な利用法を身につけます。

・クレジットカードを上手に使おう！
・クレジットカードと旅しよう！

社団法人　信託協会 24分 無 一般 2009
【内容】 信託のしくみや役割、活用例などについて、身近な話題を例に、わかりやすく紹介しています。

１、はじめての信託～信託のしくみ～　　２、もっと信託～信託の特徴～
３、いろいろな信託～信託の活用例～（・投資信託・公益信託・相続関連業務）
４、身近な信託～ショッピングモールから～

NHKエンタープライズ 42分 無 一般 2009
【内容】 投資信託の特徴や仕組み、選び方、注意点や情報収集の方法などを、アニメとスタジオ解説で

わかりやすく説明します。
・投資信託の販売・運用　　・投資信託の特徴と仕組み　　・投資の分散　　・投資家のコスト
・投資信託の種類　　・投資信託に関する情報　　・リスクと自己責任

公正取引委員会 27分 無 一般 2010
【内容】 不当な表示や過大な景品類の提供を禁止するなど、公正な競争を確保する景品表示法と自

主ルールの制定で取引の公正を守る公正競争規約について学びます。
１ 景品表示法の概要　　２ 表示規制の概要　　３ 景品規制や事件処理などの概要
４ 公正競争規約とは
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題　　　　名
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公正で自由な競争を目指して

やさしい信託のはなし

ご存じですか？投資信託

消費者の強～い味方　－景品表示法と公正競争規約－
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D　契約・クレジット・金融・法律

No 企　画　会　社 時間 字幕 対象者 制作年題　　　　名

16分 無 若年者 2010
【内容】 「おこづかいで物を購入する」という子供たちの日常生活を描くことで、正しい金銭感覚を身につ

けることを目的としています。※授業プラン付き

全国銀行協会 27分 無 一般 2011
【内容】 ドラマ仕立てで「外貨預金」、「投資信託」、「個人年金保険」についてわかりやすく紹介します。

証券知識普及プロジェクト 29分 無 一般 2010
【内容】 潰れかかった老舗お団子屋の娘・マリ（矢口真理）が、テレビの中のご先祖様から、経済や金融

の仕組みを学んで、お店を立て直し上場を目指すストーリー。内容から経済や金融の仕組みに
ついて学びます。※付属ワークシートあり。

証券知識普及プロジェクト 64分 無 一般 2012
【内容】 DISC1金融経済ナビｰわかりやすく授業で金融経済！ｰ

教育現場のための金融経済学習サイト（パソコン使用コンテンツ）をDVD化したものです。
DISC2動画で学ぼうｰほぼ三分間劇場　熱血！経済家族!!
熱血家族による経済やお金の謎ときをとおして金融経済について学びます。　全15話

ろうきん 20分 無 若年者 2011
【内容】 身近なマネートラブル（契約の知識、クレジットカード、悪質詐欺商法、ライフプラン）について学

びます。

東京都消費生活総合センター 24分 有 一般 2011
【内容】 クレジットカードを賢く上手に利用する方法をドラマ仕立てで学びます。

1 クレジットカードの仕組み　　　　　　　　　　　　2 リボ払いって何?
3 危ないクレジットカードの現金化　　　　　　　  4 クレジットカードの管理・注意点

全国銀行協会 25分 有 一般 2012
【内容】 メディアで何度もとりあげられているにも関わらず拡大する金融犯罪。インターネット・バンキング

犯罪や振り込め詐欺、投資勧誘詐欺といった代表的な犯罪の手口をわかりやすく解説した
ニュース・スタイルのDVD教材です。犯罪事例をドラマで再現し、その手口と防犯対策を紹介し
ます。

三重県消費生活センター 19分 無 若年者 2013
【内容】 1 若者の消費者トラブル（若者の消費者トラブルの種類や特徴を解説）

2 契約ってなに?（「契約とは何か」「契約はいつ成立するのか」など契約についての基礎知識を
解説）
3 クレジットってなに?
4 ネットショッピングの落とし穴　（返品制度について）
5 マルチ商法
6 消費者の味方!!（マルチ商法の事例に沿って、三重県消費生活センターの対応の紹介）

見てわかる！金融教育～授業の進め方 知るぽると 64分 無 若年者 2011
【内容】 金融教育の実践事例を映像で紹介しています。「金融教育とは」、「研究校とは」との疑問にも答

えています。 金融広報中央委員会

・カレー作りゲーム・　　私の命を育んだお金はいくら？　　・会社をつくろう　　

・悪質商法にひっかからないで！　　・子どもたちの商店街　　・金融教育とは　　・研究校とは
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明日のためのクレジット活用法　～賢い大人のカード利用術～

金融犯罪シャットアウトTV
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金融教育サポートプログラム　大人社会へのパスポート

まさととめぐみのおこづかいを考えよう　　　 社団法人　全国消費生活相談員
協会

知りたいけど聞けなかったお金の話　～金融商品を選ぶ、その前に～

9

おだんご娘。とフシギな経済テレビジョン～株式会社とお金のしくみ～

金融経済ナビ

みえる？みえない？みえてきた！　契約・クレジット・消費者トラブルのコト
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D　契約・クレジット・金融・法律

No 企　画　会　社 時間 字幕 対象者 制作年題　　　　名

知っておきたいクレジットカードの基本 教育図書株式会社 17分 無 一般 2013

わたしのクレジットカード体験記 日本クレジット協会 31分 有 一般

【内容】 Ⅰ　クレジットカードとは　　　　　　　　　　　　　　　Ⅱ　クレジットカードを選ぶ

Ⅲ　クレジットカードを申込む　　　　　　　　　　 　Ⅳ　クレジットカードを受取る

Ⅴ　クレジットカードを利用する　　　　　　　　　　Ⅵ　クレジットカードの支払い

Ⅶ　こんな時どうする？

ちびまる子ちゃんと学ぶ大切な３つのお話 生命保険協会 37分 無 若年者 2014

【内容】 １．「まる子、お金の大切さに気付く」の巻・・・ほしいものを買うためにどのようにお金を得るか

２．「計画立ててお金を使おう！」の巻・・・近所の方の突然のけががきっかけで

３．「まる子、まさかの時のために」の巻・・・保険のお仕事をする人との会話から

全国銀行協会のあんしん一郎くんがご案内する　これで安心！金融商品のご購入 ＪＢＡ(全国銀行協会） 25分 無 一般 2014

【内容】 案内の達人「あんしん一郎くん」が金融商品を購入しようとする方への注意点を丁寧に解説。

「投資信託」や「変額年金保険」の商品説明をはじめ、購入者としての望ましい対応や、

契約の際の基本的な姿勢を学ぶＤＶＤ。

「投資信託」編（約12分)  　「変額年金保険」編(約13分)

多重債務者相談マニュアル 金融庁 30分 無 一般

【内容】

「御金大事」と考えよう！買い物とくらし 広島県　環境県民局　消費生活課 約39分 有 小学生 2014

【内容】 物やお金の大切さを伝えるキャラクター御金大事が、物や金銭の大切さやより良い使い方を

楽しくわかりやすく伝えます。ワークシート付き。

チャプター１ 物やお金の使い方（5分1秒)→物や金銭の大切さに気づき、その使い方に関心を持つ

チャプター２ 物の選び方（4分13秒)→物や金銭の計画的な使い方を考えたり、工夫したりする

チャプター３ 計画的な買い物のしかたって？(6分43秒)

　　　　　　　　→購入希望品の品質や価格等を適切に判断し、購入後の使い道等も考える

チャプター４ なに見て選ぶ？(7分16秒)→購入する際の判断目安となるマークや表示を理解する

チャプター５ 買い物が世界を変える！？(6分37秒)→買い物することが社会や世界とつながる事を理解する

チャプター６ 御金大事の買い物達人への旅！(8分45秒）→これまでの内容のおさらい
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【内容】 クレジットカードについて、その仕組みや利用方法を理解し、クレジットカードの優位性と多重債務
などの問題点等について考えます。また、消費者として必要な対応についても学び、自立した消
費者になることを促す内容です。
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多重債務相談の受け方について紹介しています。相談員の受け答えの仕方、聞き取りのポイン
ト、法律専門家への橋渡しまでの流れをドラマ仕立てで解説しています。
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D　契約・クレジット・金融・法律

No 企　画　会　社 時間 字幕 対象者 制作年題　　　　名

ＪＢＡ(全国銀行協会） 約１２分 有 一般 2014

【内容】 　投資信託、変額年金保険の商品の説明ではなく、それらの商品を購入する際のお客様として 約１３分

望ましい対応や、安心して金融商品の契約をすすめていくために求められる基本的な姿勢を学

ぶ動画です。

　１　「投資信託」編　（約１２分）

　２　「変額年金保険」編　（約１３分）
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これで安心！金融商品のご購入


