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1

スライド
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本スライドの意図、FPからのアドバイス

「夢をかなえるライフプランニング教室」

2

3

エンドウ「皆さん、こんにちは。私はファイナンシャル・プランナーのエンドウとい
います」
児童たち「（元気に挨拶を返す）こんにちは」
エンドウ「今日はみんなの夢をかなえるお手伝いにきました！みんなは『（ゆっく
り喋る）ファイナンシャル・プランナー』という仕事と、『（ゆっくり喋る）ライフプラン
ニング』という言葉を知っていますか？」

4

タカシ「ファイナン…？ライフプランニング？なんだか難しそうな言葉だなぁ」
マミ「私も聞いたことはあるけど、よく知らない」

5

エンドウ「みんな、この言葉の意味はわかりますか？」
児童A「私、知ってる！英語でしょ！」
エンドウ「その通り。ライフは人生、プランは計画という意味で、ライフプランニン
グとは人生の計画を立てる、という意味ですね」

6

マミ「人生の計画？」
エンドウ「その通り。そして私の仕事であるファイナンシャル・プランナーとは頭文
字をとってFPと言い、ライフプランを立てたい人の手助けをする人たちのことをい
います！」
児童B「人生相談ってこと？」
エンドウ「うーん、ちょっとおしい！実はFPの仕事には特徴的なポイントが一つあ
ファイナンシャル → お金の
るんです」
プランナー → 計画を立てる人
マミ「ポイントって？」
エンドウ「みんなは、将来の夢や目標をかなえるために必要なものってなんだと
思いますか？」
タカシ「えぇ？なんだろう？」
（マミ、手を上げる）
マミ「あ！わかった！努力、じゃない？」

7

エンドウ「それももちろん大切だけど、実は『（強調して）お金』も大切なんです」
マミ「お金？」
エンドウ「そう。ライフプランを立てる時には、お金の計画も一緒に考えることが
大切で、未来の目標のためにお金の計画を立てることを『（強調）ファイナンシャ
ル・プランニング』と言います。FPはそのファイナンシャル・プランニングのプロな
んです」
タカシ「お金の計画を立てるプロってこと？」
マミ「一体、どんな人たちなの？」

8

エンドウ「お金の計画の相談にのる人、企業の中で活躍する人、私のように授業
をしたり、講演や本を執筆したり、テレビに出ている人なんかもいますね」
マミ「なんだかよくわからないけど、すごそうだね」

9

エンドウ「私たちはお医者さんのように誰かの生活に寄り添って、時には人生で
重要な存在にもなりえる。だから、家計のホームドクターなんて呼ばれたりもしま
す」
児童C「ドクター？お医者さん？」
エンドウ「みんなは身体のことで不安なことがあれば医者に相談しませんか？そ
れと同じ。お金のことで不安になったら私たち、FPに相談してください！」

1

ファイナンシャル・プランナーは「横に寄り添っ
て歩く」「伴走者」というイメージです。医者に内
科医、外科医、歯科医などがあるように、FPに
もライフプラン全般、税金、保険、不動産、年金
などお金に関わるさまざまな分野があります。
だからこそ「お金のホームドクター」なのです。

授業に合わせて取り入れたいポイント
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マミ「FPがどういう仕事かは何となくわかったけど、そもそも、ライフプランってそ
んなに大切なことなの？私、難しいことを考えるのは苦手…」
タカシ「僕も、難しい言葉を聞くと、なんだか眠たくなってきちゃう…ふぁああ」
エンドウ「待って待って、寝てしまう前に話を聞いて。ライフプランを考えることは
そんなに難しいことじゃないんですよ！」

11

タカシ「え？」
マミ「そうなの？」
（エンドウ、ホッとしたような顔をする）
エンドウ「では、わかりやすく説明しますね！」
タカシ「よかった～」
エンドウ「では、まずは簡単な人生の目標や夢を考えてみましょうか」
タカシ「夢？なんだろう…」
エンドウ「簡単なものでいいんですよ。例えば何かほしい物のことを考えてみ
て？」
タカシ「う～ん」

12

タカシ「あ、ぼく、新しいゲーム機がほしいな」
児童B「あ、僕もほしい！」
児童A「私も！」
（他の児童たちも食いつく）
エンドウ「なるほど。さて、じゃあゲーム機を買うにはお金が必要ですね？そのお
金はどうやって用意すればいいでしょうか」

13

タカシ「お金かぁ。僕ならお小遣いとかお年玉を使うかな。あ、でもお小遣いなら
何か月か貯めないと無理かもしれないけど…今からおうちのお手伝いをいっぱ
いすればもしかしたら…（ぶつぶつ呟く）」
ライフプランニング → 目標を知って、そこへ
マミ「なんかタカシ君、すごく考えこんじゃった…」
たどり着く道（工程表）を作ることです。
エンドウ「素晴らしい。いま君がやっていることが、まさにライフプランを考えるこ
との第一歩なんです」

14

タカシ・マミ「え？」
マミ「どういうこと？」
エンドウ「タカシ君が「ゲーム機を買いたい」という目標があるように、例えば「将
来お医者さんになりたい」という目標があったとします」
タカシ「うん」
エンドウ「じゃあ、医者になるためにはどうすればいいと思いますか？」
目標までの道のりを知ることも大切ですが、何
児童A「えっと、お医者さんになるための大学に入って、勉強する」
にいくら掛かるのかを知ることも同じくらい大
エンドウ「その通り、医者になるためには大学の医学部に通って沢山勉強する必
切。しっかりと情報を集めることに尽きます。
要がありますね。もしかしたら大学に入るために塾に通わなきゃいけないかも。
そしたらお金が必要になる。こうやって目標のために何をすればいいのか、考え
てみることがライフプランを立てるということでもあるんです」
タカシ「え？それだけ？それなら僕でも出来そうな気がしてきた！」
マミ「まずは考えてみることが大事ってことね」
エンドウ「その通り！」

15

16

エンドウ「みんなは将来の夢って、なにかありますか？宇宙飛行士になりたい、
学校の先生になりたい、というような、なりたい職業でもいいし、世界一周旅行が
したいとか、豪邸を買いたいとか、やりたいことでもいいですよ」
児童B「プロ野球選手になりたいなー」
児童A「私は保育士になりたい」
児童C「迷っちゃうなぁ～」
マミ「はいはい、私は将来、薬剤師になりたい！」
エンドウ「いいね！薬剤師とは、病院やドラッグストアでお薬を渡してくれる人た
ちのことですね？」
マミ「いつも行く薬局の薬剤師の人がとても優しくて、前から憧れているの」

17

エンドウ「薬剤師になるには、大学の薬学部に通って沢山勉強しないといけませ
んね」
マミ「うん、知ってるよ！小学校の次が中学校で、その次が高校、そしてその次
が大学でしょう？」
エンドウ「素晴らしい。よく知っていますね」
（エンドウ、人差し指を立てる）
エンドウ「ではこれは知ってますか？通常、大学は４年間通うことが多いのだけ
ど、薬剤師になるためには６年も通う必要があるんですよ」

2

情報が大切 → インターネットや実際にその
職業の人に聞いてみるなどしっかりと調べる
事。
どのようにしたら目標を達成できるのか → 児
童が、いますべきことに繋げてあげると良いと
思います。
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18

タカシ「６年！？小学校と同じじゃないか！」
児童B「そんなに長いの？」
エンドウ「薬学部は薬の専門的なことを沢山勉強するから、長いんです。もちろ
ん、その大学に入るには高校に入らないといけない。高校に入るためにも勉強し
なきゃいけないですよね。夢に近づくためには中学校や小学校のうちから勉強を
頑張らなきゃいけないんです」
マミ「た、大変そう…」
エンドウ「しかも、薬剤師になるには算数や理科の勉強ができないといけないん
ですよ」
マミ「え！？そうなんだ。困ったなぁ、私、理科は苦手なんだけどな」
タカシ「それじゃあ、塾に通わなきゃいけないかもね」
エンドウ「そうですね。じゃあ、お金はどれくらいかかるでしょうか。自分の夢をか
なえるためにどれくらいのお金が必要か、みんなは考えたことはありますか？」
マミ「う…ないかも…」

19

タカシ「お金のことを考えるなんて、お正月にもらったお年玉をどう使うか悩む時
くらいだもんなぁ」
マミ「私も文房具を買う時に、どれを買おうかなって考える時くらいかな」
エンドウ「学校に入るお金、勉強するための問題集を買うお金、塾に通うならそ
の分も加えて、たくさんのお金がかかります」
マミ「準備が必要なんだね」
エンドウ「それで、たくさんのお金を準備するにはどうしたらいいと思う？」
タカシ「う～ん、宝くじが当たったら良いんだけど」
マミ「そんなことは滅多にないから、働いて稼ぐしかないね」

20

エンドウ「その通り。お金は自然と湧いてくるわけではありません。みんなはまだ
働けないから、ほとんどの場合、お金を稼ぐのは保護者の人ですよね」
タカシ「貯金もいっぱい貯めないといけないね」
児童A「お金ちゃんと貯まるかな。不安になってきた」
児童B「うちもお金持ちではないからなぁ」
エンドウ「だからこそ、今のうちから計画しておくことが大事なんです」
マミ「なるほどね」

21

タカシ「あの、僕は将来なりたい職業がまだ思い浮かばないのだけど、その場合
はライフプランをどうやって立てればいいですか」
エンドウ「そういう人は自分が関心のあること、興味が持てることを思い浮かべて
みましょう。こういう風に働きたい、というものでもOKです」
タカシ「う～ん、僕はパソコンに興味があるな～。あと、満員電車に乗りたくない
から、出来れば家の中で仕事がしたいな」
エンドウ「それならプログラマーはどうでしょうか？」

22

タカシ「プログラマー？」
エンドウ「プログラマーはWEBサイトやゲームなどのシステムを作る職業で、いま
小学生にすごく人気のある職業なんです」
タカシ「へぇ、なんだか楽しそうだな。プログラマーってどうすればなれるの？」
エンドウ「プログラマーになるには参考書やセミナーに参加してプログラミングを
FPも含め、昔なかった仕事が次々と生まれて
学ぶか、大学や専門学校、プログラミングスクールなどに通って勉強する必要が
います。
あります」
タカシ「学校に行ったらお金がかかるね」
エンドウ「そうですね。それにセミナーなどで勉強するための授業料や参考書
代、そしてプログラミングをするにはパソコンが必要だから、さらにお金がかかる
かもしれません」

23

タカシ「どんな夢や目標にも、お金がかかるんだなぁ」
エンドウ「まずは目標や夢を思い浮かべて、次にそのために準備しなければなら
ないことを目標からさかのぼって考えてみましょう」
マミ「ライフプランニングってすごく大切なんだね」
タカシ「改めて考えると、夢をかなえるのって大変なんだなぁ」

24

マミ「でも私、今までぼんやりしてた夢が、今日の話を聞いてはっきり見えてきた
な」
タカシ「そうだね。僕も、今のうちから準備しなきゃいけないことがあるってわかっ まず考え始めることが重要で、「将来の夢をか
てよかった」
なえるために、いま何をするべきか」ということ
マミ「私、理科は苦手だけど、薬剤師になるためにこれから勉強する！」
をはっきりさせることが大切です。
エンドウ「まずは目標を立てて、そのために何をすればいいのか考えること。夢
をかなえるには何事もお金がかかるんです」

25

エンドウ「みんな、お金の計画を立てましょうね。夢をかなえることは難しいかもし
れないけど、今のうちからしっかり準備すれば、かなえられるかもしれません！」

以下、チャプター２

3

事前にお金を準備できていた方が良いです
が、「お金がないからあきらめる」ではなく、さま
ざまな解決手段があります。
お金を稼ぐ、学校の費用を借りる（奨学金な
ど）、何をどのように借りるのかということもFP
はアドバイスしています。
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授業に合わせて取り入れたいポイント

26

27

エンドウ「ではここからは実践編です。実際にライフプランニングをやってみま
しょう」
児童たち「はーい」
タカシ「なんかわくわくするね」
マミ「私はドキドキする」
エンドウ「紙とペンを用意して、ライフプランシートを作ります。どうやって書けば
いいのか、先ほどの薬剤師とプログラマーの例に沿って説明していきますね」

28

エンドウ「まずはステップ１、将来の夢を考えてみましょう。」

29

エンドウ「思いつかなかった場合はさっきのように興味・関心があることを参考
に、夢や目標を立ててみるといいでしょう。料理が得意、動物が好き、などの人
は、シェフや獣医とか、興味があることに関わる職業を考えてみてください。なり
たい職業だけではなく、自転車で世界一周したい、宇宙旅行に行きたい、という
夢でもOKです」

30

エンドウ「ステップ２、目標を決めたら、次はかなえるまでの道のりを考えてみま
しょう。一体どうやったら、その夢はかなうのでしょうか？薬剤師になるには、ま
ずは薬剤師国家試験に受からないといけない。その資格をとるためには薬剤師
になるための専門の大学に通う必要があります。ほとんどの大学は４年間だけ
ど、薬学部は６年間と少し長いから注意が必要です。生活費や授業料もその分
多くなるかもしれません。そして大学に入るためにも高校や中学生のうちに塾や
予備校に通わないといけないかもしれませんね。そして、薬剤師は理科系の大
学です。中学生になったら数学や理科の勉強を頑張る必要がありますよ」

31

エンドウ「プログラマーの場合はどうだろう？プログラマーになるにはプログラミ
ングを学ぶ必要があります。プログラミングを学ぶには、大学や専門学校、プロ なりたい職業を「目的地」として、その目的地に
グラミングスクールに通う、参考書を集めて自分で勉強する、セミナーに参加す たどり着くための地図を描くこともライフプラン
る、など色々な方法があります。その道に進むために先輩たちがどのように歩ん ニングです。
できたか自分で調べてみましょう」

32

エンドウ「ステップ３、夢をかなえた後はどうしたいかを想像してみましょう。人生
は夢をかなえて終わりじゃない。例えばスポーツ選手であればコーチになって子
供たちにスポーツを教えるとかも多いですね。」

32-1

33

エンドウ「それが薬剤師の場合はどうでしょう？もし薬剤師になれたら、最初は
病院やドラッグストアで働いて、その後は海外に出て活躍することも出来ます。
薬剤師ができる仕事は、実は国によって違うんです。海外では日本とは違う仕
ワークライフバランスといって、仕事と生活のバ
事、働き方が出来て、可能性はさらに広がりますね。プログラマーの場合は、例
ランスも大切です。
えば最初は会社に就職して経験を積むといいでしょう。その後は自立して自分で
仕事を探せば、家で働くことも出来るようになりますね。将来的には、出来るだけ
家族と一緒に過ごしたい、という人にはとても良い働き方ではないでしょうか」

エンドウ「ステップ４、どんなお金が必要か調べてみましょう。ここまで未来を思い
浮かべることが出来たら、最後に、その夢をかなえるために、どのようなお金が
かかるかを調べましょう」

4

先生自身がどのようにして学校の先生に
なったのかということを２～３分くらいで話す
と、児童は興味をもって聞く傾向がありま
す。
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34

エンドウ「大学の薬学部に入るための入学金と授業料、塾のお金、夢をかなえて
から海外に行く場合はその飛行機代、パスポート、アパート代、引っ越し費用
諸々など」

35

エンドウ「プログラマーも同じく、プログラミングスクールの授業料、参考書代、セ
ミナーの参加費、パソコンなどの機材にかかるお金など、様々な場面でお金が
必要になります」

36

（ゆっくりと読み上げる）エンドウ「では、ここまでのステップをまとめてみたので、
おさらいしましょう。」エンドウ「ステップ１将来の夢を考える。ステップ２かなえる
「考える」ことと「調べる」ことが大切です。
までの道のりを考える。ステップ３夢をかなえた後はどうしたいか考える。ステッ
プ４どんなお金が必要か調べよう。」

37

エンドウ「ここまで来たら、あとは実際に自分でライフプランシートをつくってみま
しょう。もし書き方に迷ったら、先ほど説明した４つのステップに沿って書きだして
みるといいですよ！」

37-A

エンドウ「ライフプランシートの書き方について、例を出して詳しく説明していきま
す。ライフプランシートには、夢をかなえるまで、1年ごとに頑張ることや目標、そ
の時に必要なお金をまとめることができます」

37-B

エンドウ「これは将来薬剤師になりたい人のライフプランシートです。まずは自分
の名前、なりたい職業、その理由を書きます。次に年ごとに、自分の年齢と学
年、夢のために頑張ることや目標を書きます。その際、どんなお金がかかりそう
かも考えて書きだしてみましょう。皆さんはおそらく大人になるまでまだ時間があ
ると思いがちでしょうが、こうやって書いてみると、10年や20年が短く感じられる
かもしれません」

37-C

エンドウ「ライフプランシートを書くコツとして、一から順番に考えるより、最初に夢
をかなえる目標年から決めると考えやすくなります。薬剤師の場合、大学6年生
で薬剤師国家試験に合格して、翌年、製薬会社に入社するとします。この場合、
目標年は25歳となります。この目標年から現在までを記入していき、それが終 計画を立てて実行していくことが大切です。
わったら、今度は目標年から未来を記入してみましょう。希望の職業に就職する 実行している最中も、計画と現状をチェックして
ことがゴールではありません。例えば製薬会社に就職した場合、新しい薬の研 いく → 「ライフプランシート」を改善していくこ
究開発に取り組んで世界中の難病に苦しんでいる人を助けたい、など、自分が とが大切です。
目標年後の未来でどうありたいかを考える必要があります。ライフプランシート
は一度書いて終わりにはせず、何度も見直して、夢や希望が変われば書き直し
ていくことが大切なのです」

授業に合わせて取り入れたいポイント

ここで一旦動画を止めるか、全動画の視聴
後にライフプランシート作成のワークを行う
と効果的です。

以下、チャプター３
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38

児童B「ねぇ見て見て」
児童C「わぁ、すごい」
児童A「あはは」
タカシ「よぉ～し！」
マミ「なるほど～」

39

エンドウ「皆さん、自分のライフプランを考えてみて、どう思いましたか？なにか
気付くことはありましたか？」
児童B「ライフプランニングって、最初は難しいことなのかなって思ったけど、全然
そんなことなかった！」
児童C「将来のことを考えるのが楽しかったよ！」
児童A「おうちに帰ったら、ママ達にも教えてあげたいなぁ」
周りの大人たちにインタビューしてみるのも良
マミ「私は自分が夢のためにどんな風に頑張ればいいのかハッキリしたから、す いでしょう。
ごくやる気が出たよ。来年からは塾に通いたいから、お母さんに相談してみよう
と思う」
タカシ「僕はお金がたくさんかかることがわかったから、家族とお金のことについ
てこれから話してみようと思ったよ。あらかじめ相談しておけば、なんとかなるか
もしれないしね」

40

授業に合わせて取り入れたいポイント

エンドウ「みんな、とても素晴らしいですね」
エンドウ「まずやることは目標をたてること。次に、その目標のために何をすれば
いいのか、どれくらいのお金と準備が必要になるか調べること。今のうちから準
備が出来れば夢をかなえられる可能性はぐんと高くなります。ライフプランを考
えることは皆さんの人生において、とても有意義なことなんです。これからも、ラ 計画することも大切ですが実行することはもっ
イフプランについて自分で、そして家族や親身になってくれる大人とともに考えて と大切です。
みましょう」
エンドウ「みんな、夢にむかって頑張ってください！」
児童たち「（元気に返事をする）はぁーい！」

41

エンドウ「最後にお知らせです。日本FP協会では毎年全国の小学生を対象に作
文コンクールを実施しています。課題図書「夢をかなえる」を読んで、自分でつ
くったライフプランシートを基に作文を書いてみましょう。できあがった作文とライ
フプランシートをセットで提出してください。作文のテーマは「私の将来の夢」、タ
イトルは自由です。課題図書は全国の小学校、町の図書館、もしくは日本FP協
会のホームページでも読むことができるので、探してみてください。
作文コンクールは毎年５月から１０月の間に実施しています。みなさんの素敵な
夢、待ってます！」

42

エンドウ「いかがでしたか？ライフプランを考えることが、人生でとても大切であ
ることがわかったと思います。みなさんの夢がかなうよう、応援しています！」

43

44

動画視聴後のライフプランシート作成について
・個人ワークを始めるのが難しい場合は、最初は5人程度でグループになり「こんな感じでや
るんですよ…」といった説明の後に練習するとスムーズです。将来の夢や目標はあらかじめ
準備し（例：保育士・医者・サッカー選手・パティシエなど）、先生が指示することでもグループ
ワークが円滑に始めやすくなります。
・実際にライフプランシートを書き始めると、書ける児童はスムーズにいきますが、書けない
児童は手が進まないことが多いので補助が必要です。夢を決める段階で止まる児童が多い
ので、興味ある事について具体的に「野球選手？」「会社の社長さん？」「いまクラブ活動で
やっていることは？」などと聞いてみてください。
・資格が必要な職業を目標にする児童も多いので、大学の学部や資格試験についても助言
が必要です。
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