
マネーアドバイザー・西崎 努の
「高校生のための金融リテラシー講座」

注：この資料は金融庁作成資料より抜粋し、作成しています
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クイズ

友達と海外旅行に行くので、金利16％で20万円を借り
た。毎月5,000円ずつ返済する場合、返済には何年かか
り、 総額いくら返すことになるでしょうか？
① １年、 約21万円
② ３年、 約25万円
③ ５年、 約29万円

？
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5-1. 「借りる」とは
5. 「借りる」

（1） お金を「借りる」とは、将来の収入の先取りです。

（2）
住宅のような高額のものは、必要な金額を貯めるのに時間が
かかることが多いので、多くの人が住宅ローンを利用します。

（3） お金を「借りる」と一般的に利子（金利）が発生します。

（4） 消費者ローンやカードローンなどローンを利用する際は借り過
ぎに注意が必要です。

（5） 後払い（クレジットカード）も、分割払いやリボ払いでは手
数料（実質的には金利）が発生します。

3



5-2. 後払い（クレジットカード）の仕組み
5. 「借りる」

（出所）金融庁「基礎から学べる金融ガイド」よりトウシル作成

つまり「借金」になります。
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5-3. クレジットカード
（1） クレジットカードを使うことは、お金を借りることです。

（2） 使い方は、クレジットとキャッシングに大別されます。

（3） 手数料（金利） を知りましょう。（手数料の一般的な例は以下の通り）

（4） リボ払いは、いくら使っても毎月の返済額が一定ですが、 借入額が
なかなか減らず、支払う金利が大きくなりがちです。

（5） 自分のルールを定めましょう。
─例：「１回払いだけにする」（ポイントを貯めるために使う）

 クレジットとは、物やサービスを買うためにカードでお金を借りること。１回払い(一括払い)、
2回払い、･･6回払い、･･12回払い、･･36回払い、リボ払い、などがあります。

 キャッシングとは、クレジットカードを使いお金を引出す（借りる）こと。

1～2回 6～15回 18～36回 リボ払い キャッシング
なし 11～15％ 12～15％ 12～15％ 15～18％

お金を借りること

クレジットとキャッシング

手数料（金利）*

リボ払い

自分のルール
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*利息制限法により、上限金利が定められています。



5-4. お金を借りる

（1） 借りる前に返済のイメージを持ちましょう！
（毎月の返済額や返済期間を確認する）

（2） 金利に注意しましょう！

(3)  

クレジットカードなどでは、年収の1/3を超
える金額を借りることはできません。
収入があっても、資金使途にギャンブルなど
不自然な点がある場合は借りられません。

5. 「借りる」
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5-5. 奨学金の仕組み
5. 「借りる」

（出所）独立行政法人 日本学生支援機構

奨学金とは、経済的理由で修学が困難な優れた学生に学費の
「給付」 または「貸与」する制度です。
給付型奨学金： 家計や学業成績の基準があります

返済の必要はありません
貸与型奨学金： 返済の必要があります

無利子と利子付があります
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奨学金は、学びたい人のやる気を

応援する制度です！

計画的に活用しましょう！



入学金
授業料等

生活費 合 計

自 宅 自宅外 自 宅 自宅外

国立大学 243 198 449 440 691

私
立
大
学

文系 386

177 437

563 823

理系
(※)

517 694 953

（単位：万円）

（出所）金融リテラシー連続講義 「第２回人生とお金」講義資料

5-6. 大学在学中にかかる教育費・生活費

※ 私立理系のうち、医学部（６年間）の入学金・授業料等は 2,306万円

5. 「借りる」
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5-7. 貸与型奨学金の利用
5. 「借りる」

（出所）独立行政法人 日本学生支援機構

例）国公立4年生大学に自宅から通う場合：

・貸与型奨学金で入学金30万円と授業料210万円借りる。
・生活費はアルバイトで稼ぐ。
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・卒業7か月後から返済がスタート
・最初の7年間 毎月14,795円返済
・次の7年間 毎月11,166円返済

5-8. 貸与型奨学金の返済
5. 「借りる」

（出所）独立行政法人 日本学生支援機構
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家計をしっかり管理して

返済しよう！
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（1）
お金を「借りる」と一般的に利子（金利）が発生します。元本と利
子、両方を返済する必要があります。

（2） クレジットカードの利用もお金を借りることになります。手数料（実
質的には金利）が発生します。

（3）
借りる前に返済のイメージを持ちましょう。
（毎月の返済額、返済期間、返済総額を確認する）

（4） 金利や借り過ぎに注意が必要です。

（5） 必要に応じて、奨学金の仕組みを理解し活用しましょう。家計管理
をしっかりして、計画的に返済しましょう。
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まとめ（5章のポイント）



西崎努（にしざき つとむ）
リーファス株式会社
2007年にSMBC日興証券に入社、CFP資格も
保有する全国トップセールスとして活躍し、シンガ
ポール・ロンドンでの海外研修も経験。帰国後は
IPOや公募増資等の引受業務に従事する。
2017年に独立し、リーファス株式会社を設立。
資産形成層から富裕層まで幅広い相談者へアド
バイスを提供している。
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また、昨今話題となっている、学生向けの金融教育について、実際に教鞭を
取る家庭科の先生方を支援するための「全国家庭科教育協会（ZKK）」
の賛助会員となり、投資教育のサポートの一端を担うプロフェッショナルとして
信頼をおかれている。



注意事項

金融商品を対象とした投資には、金利•通貨の価格•金融商品市場における相場・その他の指標にかかる変動を直接の原因として、価格が変動するリスクにより、
損失を被ることがあります。また、信用リスク•流動性リスク•権利行使期間•契約解除期間の制限などを原因としても、損失を被るリスクが伴います。外貨建て投資で
は、為替相場の変動により、円貨で計算した場合に投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

 本資料は、ここに記載された有価証券、サービスその他の商品に関連して直接または間接に発生しうる全てのリスクその他の重要事項を特定、開示または示唆
するものではありません。実際に投資をなされる場合は、目論見書、契約締結前交付書面、その他商品説明資料などを入手され、取引条件、リスク要因などを
十分にご確認ください。

 本資料は、ご投資家の皆様に対して、投資に関する一般的な情報の提供を目的として作成されたものであり、記載されているデータまたは意見や予測は、金融
商品の売買の勧誘等の意図は一切含むものではありません。本資料のデータは各種の信頼できる情報源から入手したものですが、その正確性を保証するもので
はありません。過去のデータは必ずしも将来の動向を示唆するものではありません。将来的に期待したリターンが得られるとは限らず、実際の収益を確約するもので
はありません。

 本資料に記載された有価証券、サービスその他の商品を、常にお客様に提供することをお約束するものではありません。本資料に記載された有価証券、サービス
その他の商品の中には、投資経験と知識が豊富なお客様のみに適合するリスクの高いものも含まれていることをご了承ください。実際に投資する際は、お客様の
財産 状況や投資目的などに照らし、必要に応じて第三者の専門家(弁護士•会計士•税理士等)のアドバイスを受けるなど、ご自身の適合性について十分ご
検討くださるようお願い申し上げます。

 本資料は、一般に公開されないお客さまのための情報であり、お客様におかれましては弊社に断りなく、お客さまの本件関係者以外の方へ本資料の内容を開示
し、そのコピーを交付することはご遠慮くださるようお願い申し上げます。

 弊社（金融商品仲介業者）は、所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。また、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲
介業に関してお客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

 投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなされますようお願い申し上げます。

Copyright© 2022 ReFAs Corporation. All Rights 
Reserved
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