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№ タイトル名 内容 企画会社 
製作 

年度 
時間 対象者 

1 
はじめての金融ガイド 

～トラブルの予防のために～ 

「振り込め詐欺の被害防止」「偽造・

盗難キャッシュカードの被害防止」

「多重債務に陥らないために」の３

事例を紹介。 

金融庁 Ｈ１９ 約 33 分 
一般 

高校３年生 

2 
はじめての金融ガイド 

～トラブルの予防のために～ 

「振り込め詐欺の被害防止」「偽造・

盗難キャッシュカードの被害防止」

「多重債務に陥らないために」の３

事例を紹介。 

金融庁 Ｈ１９ 約 33 分 
一般 

高校３年生 

3 
はじめての金融ガイド 

～トラブルの予防のために～ 

「振り込め詐欺の被害防止」「偽造・

盗難キャッシュカードの被害防止」

「多重債務に陥らないために」の３

事例を紹介。 

金融庁 Ｈ１９ 約 33 分 
一般 

高校３年生 

4 
はじめての金融ガイド 

～トラブルの予防のために～ 

「振り込め詐欺の被害防止」「偽造・

盗難キャッシュカードの被害防止」

「多重債務に陥らないために」の３

事例を紹介。 

金融庁 Ｈ１９ 約 33 分 
一般 

高校３年生 

5 
悪質業者の視点 

～次の狙いはあなたかも～ 

「講座用」と「視聴用」に分別。 

①催眠商法②利殖商法③振り込め詐

欺の３事例を収録。 

内閣府 Ｈ２１ 約 24 分 一般 
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№ タイトル名 内容 企画会社 
製作 

年度 
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6 

もしあなたが消費者トラブルにあ

ったら・・・ 

消費者センスを高めよう！ 

２事例のストーリー展開ごとに「問

題発生編」と「問題チェック編」等

に分別。 

消費者庁 Ｈ２３ 約 22 分 中学生 

7 

もしあなたが消費者トラブルにあ

ったら・・・ 

消費者センスを高めよう！ 

若者が巻き込まれやすい消費者トラ

ブルを３事例収録。「全編版」と「各

テーマ別」に分別。 

消費者庁 Ｈ２３ 約 23 分 若者・高校生 

8 金融犯罪シャットアウト 

「インターネット・バンキング犯罪」

「利殖勧誘事犯」「振り込め詐欺」の

３テーマをコンパクトに手口や特徴

などを解説。 

一般社団法人 

全国銀行協会 
Ｈ２３  一般 

9 
消費者トラブルあなたは大丈夫？ 

（高齢者編） 

高齢者が被害にあいやすい２事例

（送りつけ商法、点検商法）を地元

住民をキャストに収録。 

長門市 Ｈ２５ 約 16 分 高齢者 

10 
消費者トラブルあなたは大丈夫？ 

（高齢者編） 

高齢者が被害にあいやすい２事例

（送りつけ商法、点検商法）を地元

住民をキャストに収録。 

長門市 Ｈ２５ 約 16 分 高齢者 

11 
消費者トラブルあなたは大丈夫？ 

（若者編） 

若者が被害にあいやすい２事例（ネ

ットショッピング、オンラインゲー

ム）を地元住民をキャストに収録。 

長門市 Ｈ２５ 約 16 分 若者 
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12 
消費者トラブルあなたは大丈夫？ 

（若者編） 

若者が被害にあいやすい２事例（ネ

ットショッピング、オンラインゲー

ム）を地元住民をキャストに収録。 

長門市 Ｈ２５ 約 16 分 若者 

13 

高めよう！「見守りの力」 

～高齢者・障害者の消費者被害を

防ぐために～ 

【見守り力】気付く→声かけ→確認

→関係機関につなぐことを高めても

らうことを目的とした教材。 

消費者庁 Ｈ２５ 約 40 分 見守り関係者 

14 
ちびまる子ちゃんと学ぶ 

大切な３つのお話 

「お金の大切さ」「計画的なお金の使

い方」「生命保険について」をわかり

やすくアニメーションで収録。 

生命保険協会  約 37 分 小学生 

15 

高めよう！「見守りの力」改訂版 

～高齢者・障害者の消費者被害を

防ぐために～ 

【見守り力】気付く→声かけ→確認

→関係機関につなぐことを高めても

らうことを目的とした教材。 

消費者ホットライン「188」に対応 

消費者庁 Ｈ２８ 約 40 分 見守り関係者 

16 
記号をよく見て 選択上手に！ 

新しい洗濯表示の記号 

繊維製品品質表示規程の改正により

洗濯表示の記号が一新され、記号の

種類も 22 種類から 41 種類に増加。 

内閣府 Ｈ２８ 約 16 分 一般 

17 
電話で詐欺のお話 

～その電話、本当に大丈夫？～ 

実際にあった詐欺を、子どもたちが

演劇で再現！その手口と対策を分か

りやすく紹介。 

山口県 Ｈ２７ 約１４分 一般 
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18 JCA ホットチャンネル クレジットカードセキュリティ対策 

一般社団法人 

日本クレジット 

協会 

Ｈ２９ 約２４分 一般 

19 

 

おしえてねアブナイカモ 

 

消費者庁 子どもを事故から守る！ 

プロジェクトテーマソング 
消費者庁 Ｈ２７  一般 

20 

 

家族で防ごう！金融犯罪 

 

特に気をつけたい金融犯罪の手口と 

対策 

一般社団法人 

全国銀行協会 
Ｈ２７ 約２７分 一般 

21 
回復します消費者被害 

守ります消費者の利益 

適格消費者団体と差止請求 

消費者団体訴訟制度 
消費者庁 Ｈ２６ 約２７分 一般 

22 

 

山田家の消費者団体訴訟制度 

 

特定適格消費者団体 

消費者団体訴訟制度 消費者庁 Ｈ３０ 約２７分 一般 

 


