
 

３つのストーリーから学びたいストーリーを選び、主人

公のみなみといっしょに周りで起きる消費者トラブルを

推理し、解決に導きましょう。 

 



映　像 キャラクター セリフ・テキスト

校舎に西陽があたっている。校舎の時計は１６
時４５分を指していた。

みなみとしずかは、各々の下駄箱から靴を出
し、上履きと履き替えた。

みなみ
明日の数学の小テストさぁ、どの辺が出るのか
なぁ・・・。

しずか 範囲、広いしね。どこかにヤマかけよっか
なぁ。

みなみ …とかなんとか言っちゃって、今夜は徹夜で猛
勉強だったりなんかしてー！

しずか ありえるよねぇ。

みなみ あはははは！

営業帰りのサラリーマンや帰宅途中の学生
が、足早に駅へと向かう夕方の津駅。ターミナ
ルには車やタクシーが入り込んできている。

しずか ねぇ、みなみ。私、昨日また新しい占いサイト
に登録したの。

みなみ 相変わらず占い好きだね〜、しずかは。

しずか だって、運命の人が現れるかもしれない
しぃ。

みなみ しずか、目がハートになってるよー。

しずか それに今ね、すっごくおもしろい占いがい
ろいろあるんだよ。

みなみ え？どんな？



しずか 例えば・・・ラーメン占いとか。性格や相性を
ラーメンの具にたとえて無料で占ってくれる
の。

みなみ へぇ〜、そんなのがあるんだぁ。

しずか 他にもねぇ。カレー占いとか、どんぶり占いと
か・・・・

みなみ 食べ物ばっかじゃん・・・・

しずか あ、メールが来た。

しずか あれ？なんか他にも登録完了のメールが来て
る・・・。



しずか え？出会い系？　え？なんで？こんなの私、
登録してないよぉ

みなみ ん？

しずか 出会い系だなんて、登録してないし、何かの
間違いだから！

みなみ あ、待って！しずか！

しずかはメールのリンクを押してしまっ
た。

しずか え〜っ・・・請求！？なんでぇ〜！！！

しずか どうしよう。みなみ～～～・・・



みなみ これはいったい・・・・

推理モード 



次の推理へ 

推理パート 

Q1 

Q２ 

次の推理へ 



解決モード 

ワンクリック請求ね！ 

Q３ 



みなみ 元気出して！相手にしなければ問題ないか
ら。安心して！

しずか ほんと？？

みなみ うん！

しずか よかったーほんとびっくりしちゃったぁ。でも、
私はみなみがいたからすぐに安心できたけ
ど、どうしていいかわからなくてお金払っちゃう
人もいるよね。

みなみ うん。だからもっと消費者トラブルのことをみん
なに知ってほしいの。

しずか 私も勉強しよ！

みなみ がんばれー♪

エピローグ 



映像 キャラクター セリフ・テキスト

岡田くん それでは、うちのクラスは演劇ということになり
ました。

岡田くん 各委員は、担当を決めて報告してください。

岡田くん え〜っと、みなみ。

みなみ は、はい。

岡田くん 誰がどの担当になったか、明日報告してくれま
すか。よろしく！　では、以上でホームルーム
を終わります。

放課後

みなみ で、安藤くんは文化祭委員だから、要となる衣
裳担当でいい？

みなみは机の上の役割表に名前を書き込ん
だ。

安藤くん おう、もちろん！



しずか これは重要なお役目だよぉ。

みなみ 早めに手配してよね。演劇に衣裳がなくちゃ
話にならないんだから

安藤くん まかせろよ。２〜３日で揃えてみせるよ。

しずか ほんと〜？頼りにしてるね〜！

安藤くん まぁ、見てろって。

みなみ よろしくねぇ。

みなみとしずかに持ち上げられて、かっこつけ
る安藤くんだった。

安藤くん ただいまー

自分の部屋に帰ってきた安藤くん。

安藤くん 衣裳かぁ・・・買いに行くのも大変だし、予算も
厳しいしなぁ〜。

まずはパソコンで調べてみようかな。

安藤くん おぉ、いいじゃん。超安い！

これも安い！よし、ジャケットはここでいいな。
さっそく買おうっと！
え〜っと、数は・・・



安藤くん オッケー。オッケー。

カチッ　カチッ　クリック音のラッシュ

翌日

安藤くん お〜い、衣裳の注文、もう済んだぜー。

みなみ え、早いね！

しずか さすが、安藤くん

安藤くん ほらよっ

安藤くんの手から机に置かれた注文用紙に、
みなみは眉間にシワを寄せた。

みなみ ちょっと、これって女物じゃない？劇では男子
がジャケットを着るんでしょう？



安藤くん えぇ？うそっ！

安藤くん

しずか あらららら・・・

みなみ しかも、なんで４着？必要なのは３着だよね？

安藤くん え〜っ！？そんな・・・３着って入れたはずなん
だけどな・・・

しずか あーぁ・・・どうしようかぁ～

安藤くん あ、でも、まだ商品は届いていないから大丈
夫。訂正しておくよ！

しずか 安藤くん、しっかりねぇ。

みなみ ちゃんと注文し直しておいてよ！

安藤くん ごめんごめん。

バツの悪い安藤くん。みなみとしずかの冷たい
視線を背後に感じながらすごすごと
自分の席へと戻っていくのであった。

安藤くん
帰宅した安藤くん
あれ？

安藤くん まさかっ！？



安藤くん ・・・・・・・

安藤くんは携帯電話を取り出した。

安藤くん どうしよう、みなみ〜

みなみ この場合は・・・・

推理モード 



推理パート 

次の推理へ 

Q1 

Q２ 

次の推理へ 



返品特約を確認しないと！ 

解決モード 

Q３ 



みなみ 確認画面でちゃんとチェックしないとだめ
だよ！
とりあえず返品特約を確認してみて。

しずか そうそう。返品特約がない場合は、８日以内な
ら返品可能なのよね。

安藤くん わかった！確認してみる。

翌日

安藤くん 商品到着後５日以内なら返品受け付けるって
書いてあったよ！

しずか ５日・・・　危なかったね。

みなみ さっそく返品の申し込みをしよう！

安藤くん でも、返品の送料はこっち持ちなんだよ
なー・・・

しずか 仕方ないじゃない。間違えたのはこっちなんだ
から。

みなみ 返品できるだけよかったよ。
こっちの都合じゃ受け付けてくれないところも
あるんだから。

安藤くん トホホ・・・・

エピローグ 



映像 キャラクター セリフ・テキスト

しずかの家に遊びに来ているみなみ。

しずか おにいちゃん、ついさっき東京から帰ってきた
ところなの。ね〜

ちょっぴり照れくさそうなしずかの兄、拓海。

みなみ お久しぶりです。東京での大学生活はどうで
すか？

拓海 うん、刺激があって楽しいよ

みなみ 拓海さんはモテそうだから、誘惑も多いんじゃ
ないですか？

拓海 あ・・・誘惑といえば・・・。昨日、英会話教材を
買っちゃったんだよね・・・。
それがさぁ・・・

４日前　拓海の部屋

拓海 なにかおもしろいテレビやってないかなぁ。
あ、携帯鳴ってる。　もしもし。

男 おめでとうございます！

拓海 え？

男 この度、あなた様は海外旅行の特別割引券に
当選されました！



拓海 ・・・？

男 すごい倍率だったんですよ。あなた様は本
当にラッキーな方です！

拓海 はぁ・・・

男 海外旅行にはご興味ありませんか？

拓海 そりゃあ、ないこともないけど・・・

男 とにかく特別割引券をお引き取りに、私共の店
舗にお越し下さいませんか？

拓海 ・・・・

みなみ ・・・・・

しずか ・・・・・

拓海 それで、もらえるならって、その会社に行って
みたんだ。

次の日　特別割引券を取りに来た拓海だった
が・・・

担当者 海外旅行に行くなら英語が話せると楽しいで
すから、ぜひこの機会にマスターしましょうよ。

応接小部屋でおしゃれなデスクを挟んで、向
かい合う拓海と担当者。デスクの上には海外
旅行のパンフレットに加えて英会話教材の資
料が置かれていた。

拓海 あの〜、海外旅行の特別割引券がいただける
からと・・・

担当者 それももちろんお渡ししますが、英語が話せる
と就職にも有利ですよ。

拓海 そうだとは思いますけど・・・

熱弁を振るう担当者の顔。うつむいている拓
海。

壁に掛かった時計の針がカチャッと音を立て
て進む。

どれくらい経ったろう。グラスの中の氷は溶け
てすっかりなくなっていた。



担当者 そろそろ決心しませんか？

拓海 そうですねぇ・・・

担当者 今やグローバルな時代です。あなたの人生
に英会話は役立ちますよ！

拓海 確かに英会話は必要かも知れないですね。

担当者 それでしたら迷うことはないでしょう！

担当者の勢いに負けて出された契約書にサイ
ンをしてしまう拓海だった。

英会話教材購入契約書

拓海 よくよく考えてみると、海外旅行へ行くのに、必
ずしも英会話が必要になるわけじゃないよ
なぁ・・・
しかも、英会話教材の金額はかなり高いし、僕
には支払いも難しいような
気がしてきた・・・

みなみ ・・・・・

しずか ・・・・・



しずか ・・・・それっておにいちゃん、うまく丸め込まれ
たんじゃないの？

拓海 でもあの時は、とにかく早く帰りたい一心でサ
インしちゃったんだよね

みなみ で、拓海さんはこれからどうしたいんですか？

拓海 契約したけど・・・、本当はやめたいんだ・・・

しずか はぁ～

しずか どうしよう、みなみ～

みなみ うーん・・・　これは・・・・

推理モード 



推理パート 

次の推理へ 

Q1 

Q２ 

次の推理へ 

Q３ 



解決モード 

Q３ 

これは 

アポイントメントセールスね！ 



みなみ これは悪質なアポイントメントセールスね。

拓海 アポイントメントセールス？

しずか ということはクーリング・オフが可能ね。

拓海 よかった。キャンセルできるんだー。

みなみ でも、クーリング・オフはちゃんとした申し込み
方法でやらないといけないからこれからだよ！

しずか がんばってね。おにいちゃん。

拓海 はぁー。がんばるよ。

エピローグ 


