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気になるお金



葬式費用医療費・介護費所得税・住民税教育費出産費

老後の生活費（夫婦）
306万円／年※

生活費（単身）
156万円／年※

夫婦＋子ども２人の生活費
370万円／年※

介護保険年金 健康保険

　2022 年４月から、学習指導要領の改訂により、高等学校で金融教育が始まりました。金融教育は「社会の変化
に対応し、生きる力を育む教育」と定義され、すでに 2020 年には小学校で、2021 年には中学校で始められています。
　今回は、誕生から老後まで、さまざまな年代、ライフイベントをめぐるお金をテーマにしてみました。生活して
いく上では切り離せない「お金」。私達が望む人生を生きるため必要なお金について考えていきませんか。

おさいふのかみさま
苅田澄子作 / にしむらあつこ絵 /
キッズ・マネーステーション監修 /
フレーベル館  

まんがと図解でわかる障害のある子の
将来のお金と生活
渡部伸著 / 自由国民社

親子で学ぶお金と経済の図鑑
子どものための「お金と経済」プロジェクト著 /
技術評論社   

本当の自由を手に入れるお金の大学
両＠リベ大学長著 / 朝日新聞出版

わたしのための金融リテラシー
小島明子・橋爪麻紀子・黒田一賢著 / きんざい 

おばけの“ばけばけ”は、はじめて100円のおこづかい
をもらいます。商店街で色々な商品に惹かれながらも
最後に買ったものとは…？親子で学べるお金の絵本。 

制度やしくみが増えていること、相談できる窓口があ
ること、何より地域とつながっていることの大切さを
伝えています。“親が元気なうちに”立ち止まって考え
ることは、障害者本人、家族にとってより良い未来に
つながる一歩になるのかもしれません。

お金のしくみ、経済のしくみについてわかりやすく解
説したオールカラーの図鑑。地域経済から世界経済ま
で幅広く網羅した内容！ 

「貯める・稼ぐ・増やす・守る・使う」という、お金にまつ
わる５つの力を鍛えるためのガイドブック。「お金なく
して自由なし！」と著者は資本主義社会のリアルを訴
えます。自由な生活とは？自身に問いかけながら読み
進めていくことで新たな気づきがあるかもしれません。

「Change is Chance!」激変する社会の中でも一喜
一憂することなく、精神的にも経済的にも自立する女
性となるためのヒントが詰まっています！ 

本の紹介
★今号で紹介した本はアイレックまたは清瀬市立図書館で
　借りることができます。

特 集 あなたをめぐる気になるお金 ～人生100年時代に備えよう～
加入義務のある支出

人生における大きな支出
※住居費・税金等は含まない（総務省統計局2020年家計調査より）

人生のリスク

人生の選択肢

　日本の男女間の賃金格差は大
きく、主要先進国の中でも突出
しています※１。格差の理由と
して正規・非正規労働者の賃
金に大きな差があること、働く
女性のほぼ半分が非正規労働者
であることが考えられます※２。
2022 年６月に発表された「女
性版骨太の方針」においても男
女間の賃金格差は重要課題とし
て挙げられており、女性の経済
的自立のためにその迅速な解決
が求められています。

※１　OECD 調査より　※２　総務省「労働力調査（詳細集計）」　※３　図は所定内給与額の月額（厚生労働省「令和３年賃金構造基本統計調査」より作成）
※１～※３までいずれも令和４年度男女共同参画白書より

男女間の賃金格差

所定内給与額（雇用形態別・年齢階級別）  ※３（千円／月額）
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特集　あなたをめぐる気になるお金

今回の特集を通して、お金に向き合うということは、自分がどういう人生を歩んでいきたいのかという本質に向き合うことだと痛感しま
した。１０１号をきっかけに、お金について話し合い、これからの生き方を考える人が増えたらいいなと思います。

おかねってなにかな。私の問いかけに「たいせつなもの……？」と答えた幼稚園の息子。“大切なもの”とはなにか、今号を通して改め
て考える機会となりました。 編集後記編集後記 奥澤篠原2 3



高等学校での金融教育

自ら実践的に活動する力を養わせたい
東京都立清瀬高等学校主任教諭　小松 純さん 

　子どもを持つ家庭にとって、教育費は大きな出費です。日本は OECD 諸国の中でも教育費の公的支出が少なく、その分、家
庭が相当多く負担しています。特に高等教育では家庭負担が５割を超えています※ 1。すべて国公立に通学しても幼稚園から大学
まで、およそ一千万円。さらに、コロナ禍で家庭の収入が減少している中、大学の授業料等は長期的には値上げ傾向にあります
※ 2。教育費の多くを家庭が負担している限り、教育の機会均等は望めないのではないでしょうか。親の収入に関係なく、学ぶ意
欲のある子どもが心置きなく学ぶことができるよう、社会が教育を支える取り組みを整えることが望まれます。 

　2022年 4月から本格的に始まった、高等学校での金融教育。
また、「成人年齢引き下げ」を受け、実際どのような金融教育
が行われているかを、清瀬高校で取材しました。

　６月 20 日、清瀬高校で３年生に行われた金融教育の授業。 
この授業では為替予想や ESG 投資※１など、経済と社会の相関
関係を見出すことに視点を置いています。４人のグループで株
の売買を行う 「株式学習ゲーム※２」と、一ヶ月後の為替を予想
する「円ドルダービー」をスマートフォンを活用して行ってい
ました。生徒たちからは、「予想が難しいが、とても面白い。
将来役に立つと思う」という感想があり、グループワークも多
く、まるで大学のゼミのようでした。

  社会科の小松純先生に、お話を伺いました。
　「2015 年頃から金融教育に取組み、さまざまな実践を積み
重ねて練り上げられた授業を実現しました。また、経済と金
融教育で大切なことは『儲かった』『損をした』ではなく、な
ぜそうなるのか、社会との相関関係を自分たちで調べ、考え、
判断することだと思っています。そのためには検索ツールだ
けでなく、家族に聞いて協力を得ることで取り組みへの理解
を広げたり、企業に問い合わせたりすることで、自ら実践的
に活動する力を養わせたい。教科書にはない、現在進行して
いる生きた教材であり、準備は大変ですが、生徒たちの得る
学びは大きいです。『儲けて』『貯めて』それをどうするのか、
将来の自分のキャリアを考え、自分で考え判断すること、リ
スクもあるが自分の中でお金との付き合い方のスタイルを確
立してほしいと思います。そして、お金の投資だけでなく、
進学など自らへの投資も大切だと教えていきたいです。」

　日本学生支援機構の調査によると、日本学生支援機構の奨学金などなんらかの
奨学金を受給している人の割合は、回答した大学生（昼間部）のうちの 49.6％で、
平均借入金額は 310 万～ 330 万円です※ 1。
　日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けていた場合は、貸与終了後の半年後
から返済が始まります。返済期間は、なんと、約 15 年。卒業半年後から返済を
開始するとして、38 歳頃にようやく返済が終了するのです。ただし、第二種奨
学金（有利子）の貸与を受けている場合は、さらに返済期限が伸びることもあり
ます。この 15 年は多くの人にとってライフプランでなにかしらの変化が訪れや
すい時期にも関わらず、生活費とは別に毎月数万円の支出がある人もいるのです。
　39 歳以下で貸与型の奨学金を利用した人への調査で、返済による生活設計で
影響を受けたものとして、貯蓄が６割、結婚・子育て・持家取得が３割、出産は
３割強という調査結果も出ています※ 2。

幼稚園から大学卒業までの教育費 ※３

幼稚園 小学校 中学校 高校 大学

国公立 64 万円 192 万円 146 万円 137 万円 481 万円

私立 158 万円 959 万円 421 万円 290 万円 理系 821 万円
文系 689 万円

※１　経済協力開発機構（OECD） 調査結果　※２　私立大学等の令和３年度入学者に係る学生納入金等調査結果　※３　表は幼稚園から高校まで
は平成 30 年度文部科学省「平成 30 年度子供の学習費調査の結果」、大学は日本政策金融公庫令和３年度「教育費負担の実態調査結果」の大学入学費
用と年間在学費用を加算。いずれも１万円以下切り捨て。

※１　ESG 投資は、従来の財務情報だけでなく、環境・社会・企業統治の要素も考慮した投資のことです。
※２　株式学習ゲームは、日本証券業協会と東京証券取引所が共同で提供しています。

※ 1　独立行政法人日本学生支援機構「令和２年度学生生活調査」　　※ 2　労働者福祉中央協
議会　2019 年　「奨学金や教育費負担に関するアンケート調査」調査結果の要約

奨学金返済の例：
　22歳から38歳の返済計画
　総額310万円
　毎月返済１万５千円

新五千円札の顔は？
2024 年に発行予定の新五千円札。肖像の津田梅子（つだうめこ）

【1864 ～ 1929】は、1871 年、岩倉使節団に随行した最初の
女子留学生の１人です。1900 年に女子英学塾（現 津田塾大学）
を創立するなど、近代的な女子高等教育に尽力しました。
 出典：財務省ウェブサイト

小松純先生

授業の様子 ４人で株式学習ゲームに取り組む

重い教育費負担

奨学金の生活設計への影響

特集　あなたをめぐる気になるお金

特集記事「あなたをめぐる気になるお金」で改めて、人生は選択の連続そしてなんとお金のかかる事よと思いました。良い選択をする
ためにお金の知識は不可避のものなのですね。編集後記 湯浅

いくつかのアイディアの中から「お金」がテーマになりました。清瀬高校では、新しい金融教育を生き生きと学ぶ高校生を取材しまし
た。彼らには、男女ともに手を携えて、今を未来を変えてほしいです。編集後記 佐藤4 5



　清瀬市では、2021年８月より起業・独立・在宅ワークなど「多様な働き
方」をサポートするため、清瀬駅前アミュービル５階に、きよせコワーキング
スペース“ことりば”をオープンしました。４月からことりばでは、起業や独
立をはじめ、仕事やキャリアの問題解決を支援する「ＩＭ（インキュベーショ
ンマネージャー）※」の岩﨑さんと、利用者同士の交流を図る「ＣＭ（コミュ
ニティマネージャー）」の中西さんを迎えました。自分らしく働くために、こ
とりばでは、どのような支援が得られるのでしょうか。IMの岩﨑さんにお話
を伺いました。

　「私たちは、ことりばに集う人たちの交流と活動を支え、促すファシリテー
ターです。ことりばに来る多様な人たちをつなぐことで、情報交換や学びを促
進し清瀬市そしてことりばを、笑顔と対話であふれるコミュニティにしていき
たい、と思っています。
　さらに、IMとしては１人１人異なるニーズに寄り添い、自分自身で働き方を
選択できるよう支援していきます。ここで相談できることは、起業や独立に向
けての準備に限りません。チームづくりや人材育成、職場の人間関係やキャリ
アアップ、スキルアップ、再就職等で悩むことがあれば、ご相談にのります。
自分の働き方で悩んだら、まずは、ことりばに一度足を運んでいただけたら嬉
しいです。」 

チャレンジ相談会：起業・独立・再就職・キャリア
アップなどを考える方の相談に対応します。

スキルアップセミナー：ビジネスに役立つ講師による
セミナーのファシリテーターとして市民の学びを促
進します。

ことりば利用者交流会：IM・CMが司会をして利用者
同士が知り合う場です。

※ インキュベーション（incubation）には、もともと「孵 ( ふ ) 化する」「卵をかえす」という意味があり、現在では「新規事業の立ち上げをサポート・
育成する」経済用語としても使用されています。

ことりば利用者交流会

ことりばHP

　私たちは働くことで、報酬を受け、社会的な役割を得て、自己実現を果たすことができます。けれども、女性は育児・家事・
介護という負担から働くことの中断や、不本意な働き方を余儀なくされることがしばしばあります。それが、男女間の収
入格差を生む要因ともなっています。
　今回の Ms. スクエアでは「あなたをめぐる気になるお金」について考えてきました。お金は“自分が望む人生”を叶え
るための手段です。自分の人生を生きるために手段としてのお金について学び、自分の人生を自分でコントロールしたい
ものです。それは、働くことの意味と中身、働き方を問うことにつながっていくのではないでしょうか。

自分らしく働くことをサポートする“ことりば”

笑顔と対話であふれるコミュニティをつくりたい
岩﨑　玲子さん

ことりばでのイベント

令和 4 年度男女共同参画週間記念講座
男女共同参画とジェンダー平等は同じなの？
講師　櫻井 彩乃さん
　７月２日（土）に令和４年度男女共同参画週間記念講座として、「＃男女共同参画ってなんで
すか」プロジェクト代表の櫻井彩乃さんにお越しいただきました。櫻井さんは、1995年生まれ
の 27歳。内閣府の男女共同参画推進連携会議などで、政策に若い世代の声を届ける活動をされ
ています。若い世代の講師ということでいつもより幅広い年代の皆さんにご参加いただきました。

　男女共同参画・ジェンダー平等とは何か、その実現のために何をすべきか、丁寧にお話いただきました。以下、特に印
象に残っていることです。

アンコンシャスバイアス（無意識の偏見）
　「男だから、女だから」という誰もが潜在的に持っている無意識の偏見や思い込みのことです。これを無くすためには
他の人と話すことで、自分にバイアスがかかっていることに気づくことが大切です。
SDGs とジェンダー平等
　SDGs の目標５「ジェンダー平等を実現しよう」は、17 の目標のうちの一つです。独立した目標というだけでなく、ジェ
ンダー平等は、SDGs 全体の「目的」でありすべてを実現するための「手段」として位置付けられています。
日本のジェンダーギャップ指数は 120 位※１

　ジェンダーギャップ指数とは世界各国のジェンダー平等の程度を指数にしたものです。日本の指数は 0.656 で 156 ヵ
国中 120 位。特に低いのが、政治分野です。指数は 0.061(100 点満点中 6 点 ) です。衆議院の女性議員比率が低いこ
とが要因として挙げられています。
　日本の順位の前後、119 位のアンゴラは独裁政権が長く続いた国で、121 位のシエラレオネは 18 歳までに出産する
女性が 3 割を占める国です。前後の国を知ったことで、日本の現状を思い知らされました。
若者はジェンダー平等に関心が高い？
　全国的な調査では、30 歳未満の女性の 85% が「日本はジェンダー平等に向けて真剣に取り組むべきだ」という意見
に賛成しています※２。また、清瀬市の男女平等意識・実態調査（平成 29 年）では、男女共同参画基本法については 30
歳未満の男女の認知度が高くなっています。

ワークショップ～男女共同参画について私たちができること～
　講演後にワークショップ（参加者同士での意見交換）を実施しました。
　よこ軸を“一人でできること”“みんなでできること”、たて軸を“ハードルが高い”

“ハードルが低い”としたワークシートを使って考えました。参議院選挙を一週間
後に控えたこの日。“一人でできること”“ハードルが低い”こととしては「選挙に
行って投票する」や、「パブリックコメント※３を送る」が挙がりました。一人でで
きるけれど、政治に関することは家族で話題に挙がりにくいのでは？という興味深
い意見もありました。“みんなでできること”としては「自分の身近な人と話し合う」
や「ジェンダーバッシングにどう立ち向かうか考える」が挙がりました。
　このようにワークショップでは、社会全体で男女共同参画を推し進めるための活
発な意見が交わされ、男女共同参画社会の実現に向け決意を新たにしました。 

※ 1　 世界経済フォーラム“The Global Gender Gap Report 2021”より。この講座の直後に 2022 年のレポートが出され、日本の指数は
0.681 で 146 ヵ国中 116 位でした。

※ 2　 電通総研「vol.6 ジェンダーに関する意識調査」(2021)
※３　 国や地方自治体の重要な施策を決定する過程で、その案を広く公表して、国民や住民の皆さんから提出されたご意見・情報を考慮して意

思決定を行う手続です。

ワークショップ参加者の様子

～働くことと「お金」～

特集　あなたをめぐる気になるお金

他の編集委員の方に助けられながらの制作でした。清瀬出身ではありませんが、清瀬市の若者の代表として、皆さんにきっかけを持
っていただけるような記事を作ります！残り３号どうぞよろしくお願いいたします！編集後記 髙橋お金の使い方によって、自己投資や資産形成など、将来的な利益や将来の価値を得ることができます。「賢いお金との付き合い方」

をこの機会に学んでいただき、より良い人生を過ごすきっかけにしていただきたいです。編集後記 畠中6 7



「Ms.スクエア」の音訳CDを作成しています。ご希望の方は、男女共同参画センターへご連絡ください。

発　　行／清瀬市男女共同参画センター
発行日／令和４年（2022）年10月１日
企画・編集／清瀬市男女共同参画センター

〒204-0021 清瀬市元町1-2-11  アミュービル4階
☎042-495-7002　FAX 042-495-7008
女性広報「Ms.スクエア」編集委員会

編集委員：奥澤礼子／佐藤洋子／篠原由美子／髙橋まい／
 畠中みゆき／湯浅三枝子　　　　
 表紙イラスト／こうたろう

次号102号の発行は2023年4月1日です。
皆さまの声募集中

　「Ms.スクエア」101号はいかが
でしたか？ご意見、ご感想、今後取
り上げてほしいテー
マ な ど を、郵送・
FAX・右記QRコー
ドでアイレックま
でお寄せください。

清瀬駅
至池袋至所沢

け
や
き
通
り

小
金
井
街
道

アミュービル４Ｆ

清瀬市男女共同
参画センター

けやき
ホール

アイレックからのお知らせ
Information

TM & Copyright (C) 1994 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.TM,

(R) & Copyright (C) 2012 by Paramount Pictures. All Rights Reserved2022（第27回）アイレックまつり

Ms.スクエア編集委員募集 「清瀬市男女平等推進条例 子どもの
ためのガイドブック」新装版を発刊

プロから学ぶ文章講座
　～男女共同参画の視点から～

　今年のアイレック
まつりでは映画字幕
翻訳者の戸田奈津子
さんの講演会と映画
の上映、ワークショッ
プを実施します。ア
イレック登録団体や
サポーターの活動紹
介パネルも展示。ま
つり当日にはバザー
も開催します。ぜひ、
ご参加ください。
※詳細は9月15日号の
市報をご覧ください

　Ms.スクエアは公募による市民の編集委員６人が企画編集して発行し
ている広報誌です。現在は、オンライン会議を交えながら誌面を作成
しています。
　男女共同参画に興味がある・文章を書くのが好き・広報誌を作って
みたいという皆さまの応募をお待ちしております。
応募条件： 18歳以上の女性で文章講座の受講者（受講できない方は

応相談）
任　　期：令和５年４月～令和７年３月
申　　込： 12月2日（金）までに「私がMs.スクエアで実現したいこと」

を800字程度にまとめ、住所・氏名・年齢・職業・電話番
号を記入し、男女共同参画センターへ郵送・FAX・または
直接ご持参ください。

　清瀬市では他市に先駆けて、平成18年7月に清瀬市
男女平等推進条例を制定いたしました。この条例を広
く子どもたちにも知ってもらうため、平成26年度より毎
年、市内の公立小学校５年生に『清瀬市男女推進条例 
子どものためのガイドブック』を配布しています。
　社会情勢の変化への対応のため、イラストの導入な
ど見直しを行い、2022年７月に新装版を発刊しました。

アイレック（ILEC）とは、Information（情報）Learning（学習）
Exchange（交流）Consultation（相談）の頭文字をとった 
清瀬市男女共同参画センターの愛称です。

日　　時：10月26日（水）、11月9日（水）、11月25日（金）
 いずれも午前１０時～正午
場　　所：清瀬市男女共同参画センター
講　　師： 大橋由香子さん（フリーライター・編集者）
  申込み１０月３日から右記QRコードまたは

清瀬市ホームページから受付

１０月８日（土） １4時～
映画上映

「フォレスト・ガンプ
 一期一会」
字幕翻訳：戸田奈津子
日本語字幕付き・142分

TM & Copyright (C) 1994 by Paramount 
Pictures. All Rights Reserved.TM,
(R) & Copyright (C) 2012 by Paramount 
Pictures. All Rights Reserved 撮影：亀井重郎

１０月９日（日）午前10時～正午
ワークショップ
今すぐ教えたい『体と心と性』
～大切な子どもを守るために～
実施団体：特定非営利活動法人ウイズアイ

10月9日（日）１４時～１５時３０分
戸田奈津子さん講演会（映画字幕翻訳者）
字幕の中に人生
～全ての人が豊かに生きる～
講師：戸田奈津子さん
　　  （映画字幕翻訳者）

上記QRから
ダウンロード可能

アイレック
Facebook

アイレック
Instagram
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