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学習者のための金融

リテラシー
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金融リテラシーとは何ですか?

ケンブリッジ辞書によると、金融リテラシー

はビジネスと金融の基本的な原則を理解する

能力です。OECD 

INFEは、金融リテラシーを、個人/ビジネス

の財務上の幸福を達成するために健全な財務

上の意思決定を行うために必要な意識、知識

、スキル、態度、行動の組み合わせとして定

義しています。しかし、素人の言葉では、金

融リテラシーは理解と財務結果に関連する決

定を取るプロセスです。これらの決定は、企

業にとっても個人にも関連している可能性が

あります。

Kin'yū riterashī to wa nanidesu ka?

Kenburijji jisho ni yoru to, kin'yū riterashī wa 

bijinesu to kin'yū no kihon-tekina gensoku o rikai 

suru nōryokudesu. OECD INFE wa, kin'yū 

riterashī o, kojin/ bijinesu no zaimu-jō no kōfuku 
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o tassei suru tame ni kenzen'na zaimu-jō no ishi 

kettei o okonau tame ni hitsuyōna ishiki, chishiki, 

sukiru, taido, kōdō no kumiawase to shite teigi 

shite imasu. Shikashi, shirōto no kotobade wa, 

kin'yū riterashī wa rikai to zaimu kekka ni kanren 

suru kettei o toru purosesudesu. Korera no kettei 

wa, kigyō ni tottemo kojin ni mo kanren shite iru 

kanōsei ga arimasu.
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なぜ金融リテラシー?

金融に関する知識と理解は、家庭やビジネス

を管理するかどうかにかかわらず、個人の生

活の中で重要な役割を果たします。財政的に

識字率の高い人は、財政、すなわち予算、リ

スク、et.alのリターンに関するタイムリー

な決定を取ることができます。

金融リテラシーは、個人的および専門的な生

活の中で規律を持つ人を作るのに役立ちます

。また、倫理的および社会的責任の理解を深

めるのにも役立ちます。

あなたが働いているか非働きかにかかわらず

、金融に関する基本的な知識はすべての人に

とって必要です。財政的に読み書きができる

個人は、自分の視点を議論し、重要な財務上

の意思決定に貢献することができます。

Naze kin'yū riterashī?
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Kin'yū ni kansuru chishiki to rikai wa, katei ya 

bijinesu o kanri suru ka dō ka ni kakawarazu, 

kojin no seikatsu no naka de jūyōna yakuwari o 

hatashimasu. Zaisei-teki ni shikiji-ritsu no takai 

hito wa, zaisei, sunawachi yosan, risuku, et. Al no 

ritān ni kansuru taimurīna kettei o toru koto ga 

dekimasu.

Kin'yū riterashī wa, kojin-teki oyobi senmon-

tekina seikatsu no naka de kiritsu o motsu hito o 

tsukuru no ni yakudachimasu. Mata, rinri-teki 

oyobi shakaitekisekinin no rikai o fukamerunoni 

mo yakudachimasu. 

Anata ga hataraite iru ka hi hataraki ka ni 

kakawarazu, kin'yū ni kansuru kihon-tekina 

chishiki wa subete no hito ni totte hitsuyōdesu. 

Zaisei-teki ni yomikakigadekiru kojin wa, jibun 

no shiten o giron shi, jūyōna zaimu-jō no ishi 

kettei ni kōken suru koto ga dekimasu.
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モジュールの説明

財務上の意思決定は、すべての人の人生の一

部です。財務の基礎を理解することは、人生

のさまざまな段階で正しい決断を下すのに役

立ちます。

このモジュールは、あらゆる年齢の学習者が

理解し、知識を得ることができるように構成

されています。学習者は、お金の時間価値、

リスク、資金管理などの財務面に関する洞察

を得ることができます。彼らは自分の状況に

基づいて行動を起こすことができます。

また、財務計画と管理の方法を理解するのに

役立ちます。モジュールは、潜在的な学習を

増やすために実用的なシナリオで構成されて

います。学習者は、印刷可能なワークシート

モジュール : 1 
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を解くことによって知識を評価することがで

きます。

Mojūru no setsumei

Zaimu-jō no ishi kettei wa, subete no hito no jinsei 

no ichibudesu. Zaimu no kiso o rikai suru koto wa, 

jinsei no samazamana dankai de tadashī ketsudan 

o kudasu no ni yakudachimasu.

Kono mojūru wa, arayuru nenrei no gakushū-sha ga 

rikai shi, chishiki o eru koto ga dekiru yō ni kōsei 

sa rete imasu. Gakushū-sha wa, okane no jikan 

kachi, risuku, shikin kanri nado no zaimu-men ni 

kansuru dōsatsu o eru koto ga dekimasu. Karera wa 

jibun no jōkyō nimotozuite kōdō o okosu koto ga 

dekimasu. Mata, zaimu keikaku to kanri no hōhō o

rikai suru no ni yakudachimasu. Mojūru wa, senzai-

tekina gakushū o fuyasu tame ni jitsuyō-tekina 

shinario de kōsei sa rete imasu. Gakushū-sha wa, 

insatsu kanōna wākushīto o hodoku koto ni yotte 

chishiki o hyōka suru koto ga dekimasu.
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お金とは何ですか?

商品やサービスの売買に使用される単位また

は品目。それは、1つが彼/彼女の欲望とニー

ズを満たすことができる金融取引所の媒体で

す。ウィキペディアのバージョンに従って-

Moneyは、一般的に商品やサービスの支払いと

特定の国または社会経済的文脈での債務の返

済として受け入れられている任意の項目また

は検証可能な記録です。ミルトンフリードマ

ンは述べました -

お金は、一般的に商品やサービスと引き換え

に受け入れられているものです -

消費される対象としてではなく、まだ他の商

品やサービスを購入するために使用される購

買力の一時的な場所を表すオブジェクトとし

て受け入れられています。
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Okane to wa nanidesu ka?

Shōhin ya sābisu no baibai ni shiyō sa reru tan'i 

matawa hinmoku. Sore wa, 1tsu ga kare/ kanojo no 

yokubō to nīzu o mitasu koto ga dekiru kin'yū 

torihikisho no baitaidesu. U~ikipedia no bājon ni 

shitagatte - Money wa, ippantekini shōhin ya 

sābisu no shiharai to tokutei no kuni matawa 

shakai keizai-teki bunmyaku de no saimu no 

hensai to shite ukeire rarete iru nin'i no kōmoku 

matawa kenshō kanōna kirokudesu. 

Mirutonfurīdoman wa nobemashita - okane wa, 

ippantekini shōhin ya sābisu to hikikae ni ukeire 

rarete iru monodesu - shōhi sa reru taishō to 

shitede wa naku, mada hoka no shōhin ya sābisu o 

kōnyū suru tame ni shiyō sa reru kōbai-ryoku no 

ichiji-tekina basho o arawasu obujekuto to shite 

ukeire rarete imasu.
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お金の機能 :

Okane no kinō
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価値の保管

関連するお金は、時間の経過とともに特定の

価値を保持する必要があります。また、人々

が富の形で1つの期間から別の期間に権力を移

すことを可能にする資産としても定義されて

います。

Kachi no hokan

Kanren suru okane wa, jikan no keika to tomoni 

tokutei no kachi o hoji suru hitsuyō ga arimasu. 

Mata, hitobito ga tomi no katachi de 1tsu no kikan 

kara betsu no kikan ni kenryoku o utsusu koto o 

kanō ni suru shisan to shite mo teigi sa rete imasu.

交換のオブジェクト

物品やサービスの交換は、お金の転送を通じ

て行われ、物々交換システムの複雑さを排除

します。

Kōkan no obujekuto
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Buppin ya sābisu no kōkan wa, okane no tensō o 

tsūjite okonawa re, butsubutsukōkan shisutemu no 

fukuzatsu-sa o haijo shimasu.

勘定単位

これは、特定の品目の測定単位として定義さ

れます。お金は、製品やサービスの価値を計

算するための一般的な手段です。

Kanjō tan'i

Kore wa, tokutei no hinmoku no sokutei tan'i to 

shite teigi sa remasu. Okane wa, seihin ya sābisu 

no kachi o keisan suru tame no ippantekina 

shudandesu.
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お金の特徴

Okane no tokuchō
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お金の種類

本質的に、お金はその本質的な価値に基づい

て2つの形式に分かれています。

Okane no shurui

Honshitsu-teki ni, okane wa sono honshitsu-tekina 

kachi nimotozuite 2tsu no keishiki ni wakarete 

imasu.
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通貨とは何ですか?

ビジネスディクショナリーに従って、国でお

金として使用されるトークンは通貨を指しま

す。通貨には、金属コイン、紙幣、銀行に引

き出された小切手、マネーオーダー、旅行者

の小切手などが含まれます。

今日のデジタル世界の電子マネーやデジタル

現金も通貨として考えられています。仮想通

貨も途中です。これはデジタル通貨の一形態

ですが、規制されていない通貨として認識さ

れています。ビットコインとエーテルは、デ

ジタル市場で最も一般的に知られている仮想

通貨取引です。

Tsūka to wa nanidesu ka?

Bijinesudikushonarī ni shitagatte,-koku de okane to 

shite shiyō sa reru tōkun wa tsūka o sashimasu. 

Tsūka ni wa, kinzoku koin, shihei, ginkō ni hikidasa 

reta kogitte, manēōdā, ryokō-sha no kogitte nado ga 

fukuma remasu.
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Kyō no dejitaru sekai no denshi manē ya dejitaru 

genkin mo tsūka to shite kangae rarete imasu. Kasō 

tsūka mo tochūdesu. Kore wa dejitaru tsūka no ichi 

keitaidesuga, kisei sa rete inai tsūka to shite 

ninshiki sa rete imasu. Bitto koin to ēteru wa, 

dejitaru ichiba de mottomo ippantekini shira rete iru

kasō tsūka torihikidesu. 
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インド通貨

インドの通貨はインドルピー(INR)と呼ばれ、

コインはパイズと呼ばれています。1ルピーは

100パイズで構成されています。

インドルピーのシンボルは “₹” です。

インド準備銀行は、紙幣とコインの発行と通

貨管理の中核的な法定機能に出席します。(出

典:ヴィカスペディア)

以下は、外国為替市場取引で使用される世界

のトップ10通貨のリストです(ソース –

rediff.com/money)

Indo tsūka

Indo no tsūka wa indorupī (INR) to yoba re, 

koin wa paizu to yoba rete imasu. 1 Rupī wa 

100 paizu de kōsei sa rete imasu.

Indorupī no shinboru wa   “₹” desu. Indo junbi 

ginkō wa, shihei to koin no hakkō to tsūka kanri 

no chūkaku-tekina hōtei kinō ni shusseki 

shimasu. (Shutten: Vu~ikasupedia) 
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Ika wa, gaikoku kawase ichiba torihiki de shiyō 

sa reru sekai no toppu 10 tsūka no risutodesu 

(sōsu – rediff.com/moeny)



Clrn-shr.com

(為替市場の需給に基づいて通貨価格は常に変

化します。www.dailyfx.com/forex-rates

は最新の通貨レートを垣間見るために使用で

きます。)

(Kawase ichiba no jukyū nimotozuite tsūka 

kakaku wa tsuneni henka shimasu. Www. 

Dailyfx. Komu/ forex - rates wa saishin no 

tsūka rēto o kaimamiru tame ni shiyō 

dekimasu.)
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主要な用語

Shuyōna yōgo
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学習を評価する

1. お金は交換で受け入れられ、.........

...............(完全)

2. お金はリスクフリーストアの価値を持

っていません。(真/偽)

3. ...........................は本質的

な価値を持たない。(完全)

4. 指定されたキーワードと一致する-

a. ポータブル - 通貨

b. INR - お金の機能

c. エーテル - お金は持ち運びが簡単

でなければなりません

d. トラベラーズチェック- ンドルピー

e. 勘定単位 - 仮想通貨

5. 商品マネーの目的は何ですか?

6. 仮想通貨を定義しますか?

7. なぜ仮想通貨が規制されていないので

すか?
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活動

1. 日付としてインドルピーに対して与えられ

た国の通貨価値を調べる-

イギリスポンド,

米ドル,

日本円,

中国人民元,

ユーロ

ディルハム

リンギ

ルーブル

イランリアル

2. 5 つの仮想通貨を識別します。

3. インドルピーのシンボルをデザインしたの

は誰ですか?

4. インド準備銀行は、インドの通貨を発行し

、管理する規制機関です。同様に、以下の

国の規制機関を見つける-
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アメリカ合衆国、スイス、ドイツ、アラブ首

長国連邦、中国、シンガポール、ロシア、日

本



NOTES
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