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本研究は，社会的認識の中の経済に関する認識について検討した。具体的な目的として，第１に小
学生の賃金・労働関係などの認知面，それらの行動面における学年差を検討した。その結果，顕著な

学年差は見られなかった。また数量化Ⅲ類によって，低学年・高学年それぞれの金銭意識の構造を検
討した。研究２では，父母の金銭意識を検討した。

背景と目的

究を行う際にさまざまなアプローチカ河能になっ

1997年の曰本教育心理学会において，「教育

てきたことも関係していよう。」

心理学と教科教育との会話」というリレーシン

本論では，社会科教育の中の経済に関する認

ポジウムがもたれた。このような動きについて

識の発達について検討する。現在までに生物学

岸（1997）は次のような背景があると述べてい

や物理学などの科学的認識の発達過程について

る。「最近の教育心理学は教育実践への志向を

の素朴理論の立場からの研究は多数みられる

加速している。加速の源には，第一に状況的認

(無藤ら，1990）。社会的認識に関しても素朴

知，社会的構成主義，対話的思考などのさまざ

理論の手法で検討することは可能であるが，社

まな概念や立場が導入され，学習者主体の活動，

会的認識では単に首尾一貫した認識を得ること

相互作用中心の学習のあり方などが多彩に論議

が目的ではなく，「さらに，社会や社会の中の

できる基盤ができつつあることが挙げられる。

個人に対して，倫理的に評価する視点を構築す

それとともに，第二には学習の様相を解明する

ることが重要である」（無藤ら，1990）。それ

ための研究方法が多様化し，実践と関連した研

は社会科教育に「社会認識を育てることを通し
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て公民的資質を育成する」という目的があるか

例えば，幼児はお買い物ごっこをしているが，

らである（鹿毛，1997）。しかし現在の所，重

品物を買う時にお金が交換として支払われるこ

要性は叫ばれているが，社会的認識についての

とは理解していない。ある種の儀式として捉え

実証的研究は科学的認識の研究に比較すると少

ている。「お店では，おつりをもらうので買物

ない（ファーンハム，1992）。道徳心や倫理観

をするとお金が増える」，「お店は品物もおつ

の欠如経済面ではカード破産など，現代社会

りもくれる」という誤った概念を持っている。

にはさまざまな問題が山積しており，社会的認

小学校低学年になると品物と交換にお金が支

識の育成は重要な課題である。特に，経済に関

払われることは分かっている。しかし，そのお

する認識を深めることは次のような理由で急務

金がその後どう使われるか，品物の仕入れはど

うするか分からないようだ。「八百屋さんはト

であると思われる。

近年，マスコミ等でクレジットカードの使い

マトやキャベツを作っている」と言ったりする。

すぎによる自己破産の報道をよく自にするよう

小学校高学年になると，客が支払ったお金で

になった。また，大人だけでなく子どもでも金

店主は品物を仕入れることは分かるが，商品の

銭持ち出しや盗癖などの金銭がらみの問題行動

価格は仕入れ値段プラス利潤であることは気づ

が，怠学や非行などの問題をひき起こすケース

いていないようだ。

このようにみていくと，お金は曰常的に目に

も珍しくなくなってきた。平成元年の学習指導
要領に，「お金の働きのしくみを理解させる」

しているので，よく分かっているかのように思

｢計画性のない使い方をしているとなぜ不幸に

われるが，実際はそうではないことが分かる。

なるのか」「賢い消費者になるにはどうすれば

大人でさえも不正確な思い込みをしていること

よいか」「上手な使い方をするには」などにつ

がある。高橋・波多野（1988）は大学生を対象

いての指導を徹底すべきと明示されている。こ

に銀行についての理解を尋ねた所，「銀行はな

のようなお金に関する指導には様々なことが含

ぜ利子をくれるのか」という問に対し，「預金

まれる。貯蓄広報中央委員会（1988）によれば；

の勧誘」や「お礼として」という答えが各々３

金銭教育にはお金の働きを理解させる側面（認

割以上もいた。銀行の機能を貴重品預かり所の

知的領域）と，お金を使っての生き方を教える

ようなものとして捉えている大学生も少なくな

側面（実践的側面）がある。前者には物の流通

かった。預金者は保管料をはらうべきだという

や，金融，企業，貿易，税などにかかわる金銭

考えをする者もいた。貸出金利と預金金利の差

の働きの理解が含まれる。後者には，勤労，節

額で利潤をあげていることに気づいているもの

約，貯蓄，消費などの他に，個別的なおこづか

は大学生でも意外に少なかった。学校教育が身

い，お年玉の使い方なども含まれ，生活に根ざ

についてないことになるが，これは学校教育の

したものなので，情意的領域ともいえる。

効果よりも素朴な思い込みがいかに強いかを示

心理学の領域では“子どもの金銭についての

す一例であるともいえる。

概念”の検討は始まったばかりである。近年の

お金は目で見ることができるし，日常的に使っ

認知心理学の中で社会理解に関する研究で，い

ているものなのに，なぜ，それほどわかりにく

わゆる経済のしくみに関する研究を無藤・久保

いのだろうか。無藤ら（1990）は「マルクスが

（1990）らは紹介している。これらの研究は，

｢お金自体には使用価値はなく交換価値しかな

主に米国や曰本で行われたもので，幼児から大

い」といっているように，お金は流通すること

学生まで，売買や流通，金融等について質問し

によってのみ価値を生むので，普通の人間には

ている。これらの研究から明らかになったこと

そのメカニズムは見えにくい，まして子どもに

は売買や流通，金融等の理解が充分でないこと，

はなおさら理解が難しい」と考察している。銀

不正確な思い込みが多いことであった。

行以外でも利益や所有などのような経済的原理
－８２－

について充分に理解しはじめるのは青年期中期

結果と考察

になってからという報告もある（Furth，1980)。

１．金銭教育調査尺度の全項目についての学年

ごとの頻度比較

以上のように子どもの経済に関する素朴理論
は青年期以降の研究が多く，小学生を対象とし

１）認知面：

①賃金一労働関係の認知

たものは少ない。金銭教育を考える上からも，

小学生を対象とした基礎的資料を収集すること

「お金はどうやって手に入るか」（図１）に

は重要である。その際に，社会的認識であるの

ついて，「親が仕事場から持ってくる」と答え

で認識の側面だけでなく，実際の行動の側面も

るものは，最も未熟な回答で，１年生では４割

検討する必要がある。本研究の具体的な目的は

近くいた。２年生以降は２割前後で一定してい

以下の通りである。研究１では，賃金・労働関

た。高学年でも無くならないのは，未熟な考え

係などの認知面，それらの行動面について学年

を維持するものが２割は存在することを意味し

ごとに比較を行う。また，数量化Ⅲ類によって

ている。「親が人の役に立って」と答える者は

処理し，金銭意識の構造を検討する。あわせて

どの学年でも１割前後であった。「親が汗水流

研究２では，父母を対象に金銭教育についての

して」という回答はどの学年でも多かった。

研究１

目的
本研究では，賃金・労働関係などの認識の発
達と，それらが反映していると考えられる行動
面についての発達的変化を小学校１年生から６
年生までの全学年を対象として検討する。また，

０００００００００
８７６５４３２１

アンケートを実施し，父母の意識を検討する。

１２３４５６

金銭意識の構造の質的変化を検討するために数

回親が仕事場から持ってく
鬮親が人の役に立つ
Ｚ親が汗水流して

量化Ⅲ類による分析を行う。

方法

図１「お金はどうやって手に入れるか」

１）調査対象；Ｙ小学校全児童：１年生128名

「人が働かなければならないのはなぜか」

(男子66名，女子62名），２年生113名（男子56名，
女子57名），３年生127名（男子62名，女子６５

(図２）について，「人の役にたつ」と答える

名），４年生（男子45名，女子62名），５年生

ものがどの学年でも圧倒的に多かった。これは

(男子66名，女子51名），６年生129名（男子６５

最も望ましい回答であり，健全な労働認識を持っ

名，女子64名），計726名（男子363名，女子

ているといえる。学年差はあまりなく，１年生

363名）

だけが幾分低かった。

２）調査時期；1994年７月

３）調査内容「金銭教育調査尺度」は３つの
Partから構成される。Partｌ；認知面６項目：

賃金・労働関係（子どもの労働は学校での係活
動とした），資源の大切さ，自己統制などにつ
いての認知。Part２；実際の行動面９項目：
おこづかい，預金など。Part３；お手伝いの
実態１項目。
－８３－
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図２「人が働かなければならないのはなぜか」
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図４「給食はだれのおかげか」

「日直を進んでやることが大切なのは」（図
３）については，「学級の役にたち，気持ちが

②資源の大切さ

いいから」という回答が一番多かった。「皆が

「物を大切にしないといけないのはなぜか」

困るから」は１～５年生は２割程度でほぼ一定

(図５）について，「大人に言われるから」と

していた。６年生では３割近くになり，その分

いう未熟な回答は１年生で最も多く（３割），

先の「気持ちがいいから」力沙し減少していた。

２年生で１割程度，３年生以降では殆どみられ

｢きまりだから」という未熟な回答は１年生で

なくなる。「自然破壊につながる」という最も

多いが，その後は減少していた。

望ましいとされた回答も３年生からは５割程度
｢自分が損をするから」という功利的なもので
あった。２．５年生でとりわけ多かった。
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のものが選択するようになる。最も多い回答は

４５６

□きまり

Ｚ気持ちよいから

jll

】

１２３４５６

図３「日直をすすんでやることが大切なのは」

□大人にいわれるから圏自然破壊
Ｚ自分が損する

「給食は，どのような人々のおかげか」（図

４）については，どの学年においても，実際に
自分が目にする人への感謝の気持ちは感じとれ

図５「物を大切にしないといけないのはなぜか」

たが，目に見えない部分で働いている人への感

③自己統制

謝の気持ちを持てた子は少なかった。

「どうしても欲しい物を，親に反対されたら」

(図６）については，「どうしても買ってもら
－８４－

う」というわがままな回答は１年生に１割みら

果と相補的な関係をなすからだろう。

れるだけで，それ以降は殆どみられなくなる。

２）実態：

｢あきらめる」は，最も多い回答だが，学年が

①賃金・労働関係
「将来どのようにして金を儲けたいか」（図

進むと減少していた。かわりに「今は買えない

が，どうにかして買ってもらう」という巧妙な

８）について，どの学年でも，「仕事した分」

方略が増えていた。

と「人の役にたって」がほぼ半々で，「らくで

００００００００００
９８７６５４３２１

楽しく」と答えるものは，１割以下であった。
これも健全な将来の職業観といってよい。

６

図６「どうしても欲しいもの、親に反対されたら」
「どうしてあきらめるのか」（図７）につい

ては，「親に怒られるから」は１年生で２割程

１２３

４５６

□仕事した分
Ｚらくで楽しく

鬮人の役に立って

；

□どうしても買ってもらう
國どうにかして
ｚあきらめる

クリ〃

０００００００

２３４５

６５４３２１

１

図８「将来どのようにして金をもうけたいか」

度，それ以降は１割前後で一定している。「親

「掃除の時間どうしているか」（図９）につ

の給料を考えて買えないと思ったから」も加齢

いて，「言われてやる」は１割程度で前後して

とともに減少している（５年生だけ例外で突出

いるが，５，６年生で微増して２割程度になっ

している）。「本当に必要か考えた」は学年が

ていた。「自分の分はいつもきちんとやる」が

上がるにつれ増加傾向を示すが，５年生だけは

加齢とともに増加していた。最も望ましいと思

例外的に少なかった。これは先の親の給料の結

われる「自分の分担をした上で，他のこともみ

し１

クノＺ

０００００００００

lｏ

８７６５４３２１

００００００００００

９８７６５４３２１

Ｉ￣

１２３４５６（年）

１２３４５６

□言われてやる
Ｚ他も探す

□親に叱られるから園本当に必要か
Ｚ親の給料考えた

圏自分の分

図９「そうじ時間どうしていますか」

図７「どうしてあきらめるか」
－８５－

つけてやる」は１，２年生は多いが，それ以降
減少していた。

｢いつも自分で書く」，「いつも親に書いても

らう」者は減少していた。学年があがると記名

「家族に対してありがたいと思ったことがあ

についてはルーズになる傾向があるようだ。

るか」（図10）については，「どんな時でも有

「学校で鉛筆をなくしたときどうするか」

難いと思う」がどの学年でも一番多く，健全な

(図12）については，低学年では「教室を一生

家族観である。「ない」と答えるものは１年生

懸命捜す」が８割を占めているが，高学年にな

で１割程度で，他の学年では殆どいない。「お

ると次第に減少し，かわりに「まわりを捜して

金をもらった時」を選ぶのは，１年生が多く

諦める」が増加していた。

いる。１年生は他の学年に比べて，ここでも未
熟さが目だっ。

雌

１２３４５
；

１

～

０００００００００
８７６５４３２１

jill

００００００００００
９８７６５４３２１

(４割弱），他の学年では３割前後で一定して

２３４５

６（年）

□まわりを探してあきらめる
鬮探す
Ｚさがさない

６（年）

□ない
關どんな時でもありがたい
Ｚお金をもらう時

図１２「えんぴつなくした時はどうするか」

「－学期，学校の机や椅子をどのように使っ
たか」（図13）については，「大切に使った」

図１０「家族に対してありがたいと思うか」

は学年が進むにつれて減少し，「時々落書きし

②資源の大切さ

た」が増加していた。ここでも加齢とともにルー

「学用品に名前を書いているか」（図11）は，

ズになる傾向が認められた。

加齢とともに「ときどき書く」者が増えていた。
００００００００００
９８７６５４３２１

鵲

一●●●●●

０００００００００
８７６５４３２１

１２３４５６（年）

１２３４５６（年）

□時々らくがき關きずつけた

□いつも自分で書く鬮親が書く

Ｚ大切に

Ｚ時々書く

図１１「学用品に名前書いているか」

図１３「学校のイスや机をどのように扱ったか」
－８６－

「貯金をしているか」（図16）は，している

③こづかい

ものが多く，加齢とともに増加している。しか

「こづかいをどのようにもらっているか」

し，６年生でもしていないものが３割近くいる。

(図14）についてこの項で発達差が認められる

では３つの選択肢がほぼ同程度になっていた。

この結果は家庭の方針が一貫していることを示
唆するものだろう。すなわち，少なくとも小学

校段階では，こづかいの与え方は，発達差があ
るというよりも，家庭の方針を反映していると
思われる。
００００００００

７６５４３２１

００００００００００

けで，他は学年間でほぼ一定していた。６年生

９８７６５４３２１

のは，「親が考えてあげる」が減少することだ

１２３

回はい

４５６（年）

圏いいえ

図１６「貯金をしているか」
３）お手伝い

「家でどんな手伝いをしているか」（図17）
１２３４５

６（年）

口決まってない(欲しい時）
圏決まってない(親）
Ｚ決めてもらってる

については，「やってない」ものは少なく，４

年生以降は５％以下である。「親に頼まれたら

手伝う」は１，２年生では50％以上と多いが，
その後は半数をきり，「決めれた仕事をやり，

図１４「こづかいをどのようにもらっているか」
「こづかい帳をつけているか」（図15）につ

自分で仕事をみつけてやることもある」が多く
なっていく。６年生では「決められた仕事をや
り，自分で仕事をみつけてやることもある」・

いては，つけていない者が殆どであるようだ。

｢親に頼まれたら手伝う」が半数ずつとなって

つけているものは加齢とともに減少している。

いる。
０００００００

６５４３２１

■

■
■
■

■■

■

■
■

■

■
■■

■■

０００００００００００

０９８７６５４３２１

１

１２３４５６（年）
１２３４５６(年）

□はい

圏いいえ

□やってない
圖きめられた仕事
Ｚたのまれて

図１７「おてつだいしているか」

図１５「こづかい帳をつけているか」
－８７－

以上の結果をまとめると次のようになる。認

するものが半数いた。

知面に関しては１年生の未熟は認められたが，
２．数量化

２年生以降では，学年差は予想された程はなかっ

た。小学校教育の効果が大であることを示すも

「金銭教育調査尺度」の結果を林Ⅲ類によっ

のだろう。また，認知心理学的にいえば，金銭・

て処理し，Ｙ小学校における児童の金銭意識の

労働に関する認識は，少なくとも小学校の段階

潜在的構造を捉え，解釈する。

では難しく，高学年でも誤概念があることを示

金銭意識の構造には発達的変化があると考え

している。働くことや係活動などの身近なこと

られるので，全学年を通して分析するのではな

に関しては低学年からよく理解しており，健全

く，低学年と高学年にわけて分析した。

な考えを持っていることが明らかになった。資

１）低学年の特徴

源の有限性や将来の職業観なども低学年から健

図18に低学年児童男女こみにして処理して得

全であることが示唆された。いずれにせよ，学

られた第１軸と，それへの負荷の大きかった項

年差は顕著ではなかった。

目の回答カテゴリーの布置を示した。プラスの

実態に関しては健全な実態を示すもの（掃除

側に布置するのは労を惜しまずに探したり，手

当番，家族への感謝）もあるが，加齢とともに

伝ったり，物を大事にしたりという項目で，逆

ルーズになるもの（なくし物捜し，机の落書き

にマイナスの側に布置するのはそれを否定する

など）もあり，これは問題である。こづかいの

ものとなっているので，「浪費・節約」の次元

計画的使用に関しては発達差よりも家庭の方針

と命名された。「鉛筆をなくしても捜さない」

が大きく影響することが分かった。貯蓄に関し

者が，「机を傷つけたことがあり」，「家での

ても大半はしているが，高学年でもしてないも

手伝いもやっていない」ことになる。低学年で

のは３割近くおり，家庭による差が大きいこと

の金銭教育の指導法としては，この軸に含まれ

が分かった。お手伝いに関しては，殆どのもの

るような具体的な行動目標でなければ理解され

が手伝いはしているが，６年生でも指示されて

ないであろう。

｜

夕〃、．．．。●．、

５１０（＋）
'にさがす

５学校で鉛筆をなくしたときどうし
ていますか
①時々落書き

②きづっ

いつも大切に６１学期、学校の机やいすをどのよ
うに使いましたか
れたら

①やって

められた

１おうちでどんな手伝いをしますか

事をきちんと

に立つため２人が働かなければならないのはな
をもらうためぜですか

怠だ．浪

→勤労・節約

図１８低学年の結果
－８８－

２）高学年の特徴

ろ。プラスの側に布置するのは全て社会的に望

図19に高学年児童を男女こみにして処理して

ましい方向の項目が布置しており，逆にマイナ

得られた第１軸と，それへの負荷の大きかった

スの側にはそれを否定する項目が布置している

項目の回答カテゴリーの布置を示した。第１軸

ので「規範意識への同調・非同調」の次元と命

は規範意識への同調は物を大切にするなどのね

名した。「非同調」タイプから「同調」タイプ

らいがすべて含まれた軸であり，これまでの家

への変容には，学校と家庭の連携指導による健

庭や学校での教育の効果が表れていると恩われ

全な勤労観の育成が必要であろう。

(－）１０

'０
０親に頼まれて

５

０や

５

lおうちではどんな手伝いをしますか

仕事を見つけている

５学校で鉛筆をなくしたときどうして

①自分の回りを見てあきらめる

いますか

命探す

③操

３親や家族に対して「ありがたい」と

③お金や物を

ｈ

②いつもありがたい

①思ったことt'しもらったとき

４あなたは大人になったらどのように

①働いた分だけ
③楽な仕事

思ったことがありますか

働いてお金をもうけたいですか

もらう②人の役に立つ仕事

６とっても欲しい物があるとき親に反

①どうしても②どうにかして買ってもらう

対されたらどうしますか

きらめる

同調

ヨ

図１９高学年の結果
結果と考察

研究２

目的１．「金銭教育に関する父母対象アンケート」

本研究では，１年生から６年生までの全学年全項目についての学年ごとの頻度比較
の父母を対象に金銭教育についてのアンケート「地域・家庭でリサイクルしていますか」
を実施し，父母の意識を検討することを目的と（図20）については，どの学年でも「はい」が
した。５割り以上を占め，半数の家庭がリサイクルし
ていた。

８０名研３年生の親100名,４年生の親94名，

５年生の親92名,’６年生の親118名，計592名

2）調査時期；1994年11月
3）調査内容；「金銭教育に関する父母対象ア
ンケート」は，家計簿・小遣い，資源の大切

０００００
８６４２

；方法

1),調査対象；１年生の親108名，２年生の親

１２３４５６（年）
□はい園いいえ

さ，自己統制に関する実際の行動面６項目と
自由記述の１項目から構成されている。

ⅢⅢ

図２０「地域ｏ家庭でリサイクルしていますか」
－８９－

「家計簿」（図21）については，家計簿を

「小遣い帳をつけさせていますか」（図23）

｢必要と思うがつけていない」を選択する親が

については，どの学年でも「つけさせていない」

どの学年でも多く，７割以上であった。家計簿

家庭がほとんどである。小遣い指導の三大原則

をつけているのは全体の約２割である。

として「小遣いの与え方」「小遣いの額」「小

００００００
０８６４２

１

遣い帳の記録」があげられている。約９割の児
童が，小遣い帳をつけていないことが分かる。
自分のお金の使い方を反省し，次のお金の使い

方を計画させるためには，小遣い帳の記録を奨
励していく必要が示唆された。

ｚつけている

図２１「家計簿について」

０００００００

□必要を感じない
團必要と思うがつけていない

２０８６４２

１１

１２３４５６(年）

「小遣いの与え方」（図22）は，学年が上が

dMmL

１２３４５６(年）

るにつれ，「特に与えていない」が少なくなり，
が必要だと感じたとき」が，全体の約４割であ

□つけさせていない
図つけさせて，点検もしている
鰯つけさせているが，点検はしていない

る。この判断は親が判断して与えているのでい

図２３「小遣い帳をつけさせていますか」

｢月決めで与える」家庭が多くなっている。「親

いわけだが，決して望ましい与え方ではなく，
子どもが計画的に考えて使えるための「計画的

「あなたの子どもは，親が必要でないと思う

な与え方」に移行することが望ましいと言われ

ものを欲しがったときどうしていますか」（図

ている。子どもが自分で判断し，価値ある使い

24）については，「どうしても買ってしまう」

方のできるような与え方を奨励していく必要が

はどの学年でも少なく，約８割が「親と相談し

ある。

て決める」を選択している。
００００００

０８６４２

０

１

００００
５４３２

1０

！ ||ＩＬＭ,１，Ｍ lⅢLＬ
１２３４５６（年）

□とくに与えていない
園子どもが欲しがったとき与えている
圀親が必要だと感じたとき与えている
四定額制：１日
国定額制：１週間
曰定額制：１月

図２２「小遣いを与えていますか」

１２３４５６(年）

□どうしても買ってしまう
画親と相談して決める
Ｚ自分で考え，必要なければ買わない

図２４「親が必要でないと思うものを欲しがっ
たとき、どうしていますか」
－９０－
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「金銭教育を受けての子どもの変化」（図26）

は，自由記述であったため，半数が無回答であっ
『臼』
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付

たが，記述のあった約３割がよい方向への変化
であった。それらは「お金を大切にするように

なった」「物を大切にするようになった」「親

本研究は，筆者らが関わって進められた与那

の仕事に関心をもつようになった」に分類され，

原小学校主催の研究紀要の成果の一部に，加筆

その中で「お金を大切にするようになった」が

修正したものです。徳村政福校長先生をはじめ，

最も多かった。

計画からまとめまでを担当された先生方に，心
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より感謝いたします。

,北|ﾙル
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□無回答
圏変化なし
Ｚお金を大切にするようになった
四物を大切にするようになった
囲親の仕事に関心をもつようになった
□悪くなった

図２６「金銭教育による子どもの変化」

－９１－

