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今回行うライフプランニング授業は、ソニー生命保険今回行うライフプランニング授業は、ソニー生命保険今回行うライフプランニング授業は、ソニー生命保険今回行うライフプランニング授業は、ソニー生命保険

株式会社（以下、ソニー生命）が平成１７年より実施し株式会社（以下、ソニー生命）が平成１７年より実施し株式会社（以下、ソニー生命）が平成１７年より実施し株式会社（以下、ソニー生命）が平成１７年より実施し

ているプログラムです。これまでに、高校を中心に、中ているプログラムです。これまでに、高校を中心に、中ているプログラムです。これまでに、高校を中心に、中ているプログラムです。これまでに、高校を中心に、中

校（校（校（校（平平平平

きました。きました。きました。きました。 

授業授業授業授業のののの

ソニーソニーソニーソニー生生生生
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するためするためするためするため

、、、、おおおお

いていきまいていきまいていきまいていきま

ライフプランニングをライフプランニングをライフプランニングをライフプランニングを

やありやありやありやあり

計画計画計画計画

することすることすることすること

    

ライフプランニングのプロフェッショナルであるラライフプランニングのプロフェッショナルであるラライフプランニングのプロフェッショナルであるラライフプランニングのプロフェッショナルであるラ

をサポートしをサポートしをサポートしをサポートし

っていきますっていきますっていきますっていきます。。。。    

    実際実際実際実際

プごとにプごとにプごとにプごとに

からスタートしますからスタートしますからスタートしますからスタートします

購入購入購入購入

といったといったといったといった

やややや夢夢夢夢

そしてそしてそしてそして

ンのンのンのンの

自自自自のシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフト

アドバイスをアドバイスをアドバイスをアドバイスを

なななな観点観点観点観点

ルティングをルティングをルティングをルティングを

要要要要であるのかをであるのかをであるのかをであるのかを

もらうことができますもらうことができますもらうことができますもらうことができます

    

    今回今回今回今回

    

    

    

のののの２２２２

プロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーが

とにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスを

なってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすく

したときのしたときのしたときのしたときの

点点点点などなどなどなど

ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの

ばとばとばとばと

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください
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日

場

申込み

学校名

氏

氏

氏

実際実際実際実際のののの授業授業授業授業ではではではでは

プごとにプごとにプごとにプごとに設定設定設定設定したしたしたした

からスタートしますからスタートしますからスタートしますからスタートします

購入購入購入購入プランプランプランプラン」「」「」「」「家庭家庭家庭家庭

といったといったといったといった項目項目項目項目をひとつずつをひとつずつをひとつずつをひとつずつ

夢夢夢夢をををを描描描描いていきますいていきますいていきますいていきます

そしてそしてそしてそして、、、、描描描描いたいたいたいた

ンのンのンのンの経済的経済的経済的経済的なななな側面側面側面側面

のシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフト

アドバイスをアドバイスをアドバイスをアドバイスを行行行行

観点観点観点観点からライフプランをからライフプランをからライフプランをからライフプランを

ルティングをルティングをルティングをルティングを行行行行

であるのかをであるのかをであるのかをであるのかを

もらうことができますもらうことができますもらうことができますもらうことができます

今回今回今回今回のののの講習会講習会講習会講習会

２２２２本立本立本立本立てとなっていますてとなっていますてとなっていますてとなっています

プロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーが

とにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスを

なってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすく

したときのしたときのしたときのしたときの家計家計家計家計

などなどなどなど、、、、生徒生徒生徒生徒のののの

ぜひこのぜひこのぜひこのぜひこの機会機会機会機会

ばとばとばとばと思思思思いますいますいますいます。。。。

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください
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①①①①教師教師教師教師がががが、、、、自身自身自身自身

②②②②教師教師教師教師がががが生徒役生徒役生徒役生徒役

日 時 平成

場 所 石狩教育研修センター

申込み 勇舞中学校笹森まで、下記に氏名を記入し、

この用紙をそのまま

さい。

学校名              

氏 名              

氏 名              

氏 名              

ではではではでは、、、、4444～～～～6666 名名名名のグループにのグループにのグループにのグループに

したしたしたした仮想仮想仮想仮想のカップルがのカップルがのカップルがのカップルが

からスタートしますからスタートしますからスタートしますからスタートします。「。「。「。「子供子供子供子供

家庭家庭家庭家庭のののの収入収入収入収入」「」「」「」「

をひとつずつをひとつずつをひとつずつをひとつずつ整理整理整理整理

いていきますいていきますいていきますいていきます。。。。    

いたいたいたいた人生人生人生人生でででで必要必要必要必要

側面側面側面側面にににに関関関関してしてしてして、、、、

のシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフト

行行行行いますいますいますいます。。。。家計家計家計家計

からライフプランをからライフプランをからライフプランをからライフプランを検証検証検証検証

行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、夢夢夢夢

であるのかをであるのかをであるのかをであるのかを、、、、よりよりよりより現実的現実的現実的現実的

もらうことができますもらうことができますもらうことができますもらうことができます。。。。    

講習会講習会講習会講習会ではではではでは、、、、    

てとなっていますてとなっていますてとなっていますてとなっています。。。。

プロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーが

とにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスをとにアドバイスを下下下下さるさるさるさる点点点点、、、、

なってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすくなってわかりやすく提示提示提示提示されるされるされるされる

家計家計家計家計のののの収支収支収支収支がどうがどうがどうがどう

のののの興味興味興味興味やややや関心関心関心関心をををを

機会機会機会機会にまずはにまずはにまずはにまずは先生方先生方先生方先生方

。。。。    

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください

 

 

 

 

 

 

石教研専門部会中学社会部会

FAX通信「情報石中社」

文責／笹森健司（事務局長）

発行／

自身自身自身自身のののの人生設計人生設計人生設計人生設計

生徒役生徒役生徒役生徒役になりになりになりになり、、、、実際実際実際実際

平成 26 年 8 月 12

石狩教育研修センター

勇舞中学校笹森まで、下記に氏名を記入し、

この用紙をそのまま

さい。 Fax 0123

              

              

              

              

のグループにのグループにのグループにのグループに

のカップルがのカップルがのカップルがのカップルが結婚結婚結婚結婚

子供子供子供子供のののの誕生誕生誕生誕生やややや進学進学進学進学

」「」「」「」「毎月毎月毎月毎月のののの支払支払支払支払

整理整理整理整理しししし、、、、将来実現将来実現将来実現将来実現

必要必要必要必要となるとなるとなるとなる資金資金資金資金

、、、、ライフプランナーがライフプランナーがライフプランナーがライフプランナーが

のシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフトのシミュレーションソフト「「「「LiPSSLiPSSLiPSSLiPSS」」」」

家計家計家計家計のののの収支収支収支収支やややや貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄

検証検証検証検証しししし、、、、実現実現実現実現

夢夢夢夢やややや目標達成目標達成目標達成目標達成

現実的現実的現実的現実的にににに生徒生徒生徒生徒・・・・学生学生学生学生

。。。。    

プロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーがプロのライフプランナーが付付付付いていていていて専門的専門的専門的専門的

、、、、家計家計家計家計のののの収支状況収支状況収支状況収支状況

されるされるされるされる点点点点、、、、ライフプランをライフプランをライフプランをライフプランを

がどうがどうがどうがどう変化変化変化変化するかもするかもするかもするかも

をををを引引引引くくくく仕掛仕掛仕掛仕掛けがけがけがけが

先生方先生方先生方先生方にににに体験体験体験体験

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください

 

 

 

 

 

 

石教研専門部会中学社会部会

通信「情報石中社」

文責／笹森健司（事務局長）

千歳・勇舞中学校

発行／2014年6月

人生設計人生設計人生設計人生設計をまじめにをまじめにをまじめにをまじめに

実際実際実際実際のののの授業授業授業授業のののの

12 日（火）9:00

石狩教育研修センター 

勇舞中学校笹森まで、下記に氏名を記入し、

この用紙をそのまま FAX にて送信してくだ

0123-22-8100

              

              

              

              

のグループにのグループにのグループにのグループに分分分分かれかれかれかれ、、、、グルーグルーグルーグルー

結婚結婚結婚結婚しているしているしているしている

進学進学進学進学プランプランプランプラン」「」「」「」「

支払支払支払支払いいいい」「」「」「」「家族家族家族家族のののの

将来実現将来実現将来実現将来実現したいしたいしたいしたい

資金資金資金資金などライフプラなどライフプラなどライフプラなどライフプラ

ライフプランナーがライフプランナーがライフプランナーがライフプランナーが当社独当社独当社独当社独

」」」」をををを使用使用使用使用しながらしながらしながらしながら

貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄などのなどのなどのなどの経済的経済的経済的経済的

実現実現実現実現にににに向向向向けたコンサけたコンサけたコンサけたコンサ

目標達成目標達成目標達成目標達成のためにのためにのためにのために何何何何

学生学生学生学生たちにたちにたちにたちに感感感感

専門的専門的専門的専門的なななな知識知識知識知識

収支状況収支状況収支状況収支状況がグラフとがグラフとがグラフとがグラフと

ライフプランをライフプランをライフプランをライフプランを

するかもするかもするかもするかも確認確認確認確認できるできるできるできる

けがけがけがけが一杯一杯一杯一杯ですですですです

体験体験体験体験していただけれしていただけれしていただけれしていただけれ

社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください社会科担当の先生でご回覧ください 
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千歳・勇舞中学校

月24日  NO.2

をまじめにをまじめにをまじめにをまじめに立立立立ててみるててみるててみるててみる。。。。

のののの形形形形ですすめるですすめるですすめるですすめる

9:00～12:00 

勇舞中学校笹森まで、下記に氏名を記入し、

にて送信してくだ

8100 
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しているしているしているしている状態状態状態状態

」「」「」「」「住宅住宅住宅住宅

のののの夢夢夢夢」」」」

したいしたいしたいしたい計画計画計画計画

などライフプラなどライフプラなどライフプラなどライフプラ

当社独当社独当社独当社独

しながらしながらしながらしながら

経済的経済的経済的経済的

けたコンサけたコンサけたコンサけたコンサ

何何何何がががが必必必必

感感感感じてじてじてじて

知識知識知識知識をもをもをもをも

がグラフとがグラフとがグラフとがグラフと

ライフプランをライフプランをライフプランをライフプランを変更変更変更変更

できるできるできるできる

ですですですです。。。。    

していただけれしていただけれしていただけれしていただけれ
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