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操作説明

「操作説明」では、シミュレーターの使い方と機能について解説します。

ナビゲーションメニュー
シミュレーターのどこを進んでいるかを
示します。
※スマートフォンなど、表示画面が小
さい場合、表示されない仕様になって
います。

矢印を押すと、戻ることができます。

「～を見る」というボタンを押す
と、そのときどきに必要な、詳し
い説明、マンガや未来の情勢な
どのヒントがポップアップウィン
ドウで表示できます。自動で表
示されるものもあります。
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STEP1 使い方を知る！ STEP２ 体験で学ぶ！

01：このシミュレーターの目的について
02：選択する５つの金融商品について
03：今回の投資条件について
04：リスクとリターンの関係について

01：参加数を設定する
02：開始年と運用期間を設定する

第１ターム～（最長第４ターム）
03：資産運用の組み合わせを決める
04：各金融商品のリターンの推移
05：結果発表 運用成績の推移・各資産

ポップアップウィンドウ

矢印を押すと、進むことができます。
その場面で必要なアクションが残って
いる場合は、矢印が押せないように
なり、進めないようになっています。

金融商品の詳しい説明 タイムマシンヒント考えるヒントになるマンガ

閉じるときは、右上の「×」を押す。

【このシミュレーターの流れ】

【基本的な画面操作】



■スタート画面

❷
このボタンを押して
はじめます。

■01：このシミュレーターの目的について

■02：選択する５つの金融商品について

STEP1 使い方を知る！

❶
利用規約および
重要事項を必ず
読んでください。

❷
このボタンを押して
次の「金融商品について」
に進みます。

❶
この資産形成シミュレーター
の目的を確認してください。

❷
「とうしくんマンガ劇場①
を見る」を押すと、ヒントに
なるマンガを読むことが
できます。
閉じるときは、右上の
「×」を押してください。

❶
このシミュレーターで選択で
きる５つの金融商品を紹介
しています。詳しい説明やヒ
ントになるマンガを読んでそ
れぞれの特徴を理解してく
ださい。
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❶

❷

❶

❷

❶

❷

とうしくんマンガ劇場① ～選べるってモウこまっちゃう⁉～

【各画面説明】



■02：選択する５つの金融商品について ❸
「預金」「国内債券」「外国債
券」「国内株式」「外国株式」の
特徴について簡単に説明して
います。

それぞれ、「詳しく見る」を押
すと、詳しい説明がポップアッ
プウィンドウで表示されます。
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ポップアップウィンドウ内の左右の矢印を押しても、５つの金
融商品の詳しい説明を並び順に表示させることができます。

閉じるときは、右上の
×を押してください。詳しく見る

預金
詳しく見る
国内債券

詳しく見る
外国債券

詳しく見る
国内株式

詳しく見る
外国株式

■03：今回の投資条件について ❶
このシミュレーターの２つの
投資条件を確認してください。

❷
「とうしくんマンガ劇場②を
見る」を押すと、ヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

❹
このボタンを押して
次の「投資条件について」
に進みます。

❸
このボタンを押して
次の「リスクとリターン」
に進みます。

❸

❸
❶

❷

とうしくんマンガ劇場② ～20年って長い？どうしよう～

❹



■04：リスクとリターンの関係について ❶
リスクとリターンの関係につ
いて５つの金融商品を例に
説明しています。
リスクとリターンの関係につ
いて理解してください。

■01：参加数（参加グループ数）を設定する

❷
「とうしくんマンガ劇場③を
見る」を押すと、ヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

❶
「選択してください」を押して
参加する人数（参加グループ
数）を選びます。
1～10まで選べます。
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❸
このボタンを押して
次の「参加数の設定」
に進みます。

参加数（参加グループ数）を
入力しないとボタンは押せず、
次に進めません。

❷
参加数（参加グループ数）
を選ぶと、右のとうしくん
の絵A～Jも、その数だけ
表示されます。

❸
このボタンを
押して次の
「運用期間の
設定」に進み
ます。

❶

❷

❶

❷

❸

❸

とうしくんマンガ劇場③ ～リスクはとりたくないんです～

STEP２ 体験で学ぶ！【各画面説明】



■02：開始年と運用期間を設定する

❶
「開始年を選択」の
「選択してください」を押して
開始年を選びます。
2000～2017年まで選べます。

開始年と運用期間を
入力しないと
ボタンは押せず、
次に進めません。

❷
「運用期間を選択」の
「選択してください」を押して
運用期間の年数を選びます。
5年刻みで、最大20年まで
選択できます。
※開始年によって、選択でき
る運用期間が変わります。

❹
このボタンを押して
次の「第１ターム スタート！」
に進みます。

❸
開始年と運用期間が選択さ
れると、「今回の運用期間」
が表示されます。
ターム数と期間を確認してく
ださい。
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❶ ❷

❸
❹



■03：資産運用の組み合わせを決める
◎タイムマシンヒント！を見る ❶

初回のみ、強制的に「タイム
マシンヒント！」がポップアッ
プウィンドウで開きます。運
用期間中の「主な出来事」
「今年の漢字」「日本の総理
大臣」「アメリカの大統領」が
表示されます。
閉じるときは、下の「ヒントを
参考に～」のボタン、または、
右上の「×」を押してください。

このシミュレーターでは、当
時の情勢を見てから資産運
用の組み合わせを決めます。

◎とうしくんマンガ劇場を見る

このボタンを押せば、
何回でも「タイムマ
シンヒント！」を見る
ことができます。

❶

❷
「とうしくんマンガ劇場④を見
る」を押すと、ヒントになるマ
ンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

❷
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とうしくんマンガ劇場④ ～未来はわからないけど～

■第１ターム（運用期間：１～５年間） スタート画面

❷
このボタンを押して
次の「資産運用の
組み合わせ」に
進みます。

❶
第１ターム スタートです。
運用期間を確認します。

❶ ❷



右の「残り」が0％になると
とうしくんに「OK！」が出ます。

❸
アルファベットを持った
とうしくんを押すと、
その参加者の資産運用の
組み合わせを入力する
画面が表示されます。

❹
考えた資産運用の組み
合わせを、預金、国内債券、
外国債券、国内株式、
外国株式の□の中に、
数字で入力します。
合計が100％
（一番右の「残り」が0 ％）に
なるようにします。

❸

❹

参加者全員が
入力しないと
ボタンは押せず、
次に進めません。
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❺
参加者全員のとうしくんが
「OK！」になったら、
このボタンを押して
次の「資産運用スタート！」
に進みます。
「各金融商品のリターンの
推移」が表示されます。

参加者全員が、それぞれ考えた資産運用の
組み合わせを、数字で入力します。

❺

※１％刻みで数字の入力が可能です。



❶
第１タームの各金融商品
のリターンの推移が表示
されます。

■04：各金融商品のリターンの推移
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❶

グラフ下の半円を押すと、ニュースが表示されます。

グラフのスタート部
分を押すと、その
時点での各金融
商品の金額が表
示されます。

金融商品のグラフ線を押すと、その時点
での各金融商品の金額が表示されます。

グラフのスタート部分を
押すと、その時点での
各金融商品の金額が
表示されます。

金融商品のグラフ線を
押すと、その時点での
各金融商品の金額が
表示されます。

グラフ下の半円を押すと、
当時のニュースが
表示されます。

グラフとニュースの関係に
注目してみてください。

各金融商品名を1度押す
と、グラフから非表示に
することができます。
もう１度押すと、再表示
することができます。

いくつかの金融商品だ
けを表示させて、見比べ
ることができます。

❷
このボタンを押して
次の「成績発表！
運用成績の推移」
に進みます。

❷



❶
第１タームの結果発表
運用成績の推移が表示
されます。

■05：結果発表 運用成績の推移
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グラフ下の半円を
押すと、ニュースが
表示されます。

グラフの部分を押すと、
その時点での
各金融商品の金額が表
示されます。

❶

グラフの部分を押すと、
その時点での各金融商品
の金額が表示されます。

グラフの灰色の破線部分
を押すと、その時点での
元本の金額が表示されま
す。

グラフ下の半円を押すと、
当時のニュースが
表示されます。

グラフとニュースの関係に
注目してみてください。

参加者のアルファベットを
1度押すと、グラフから
非表示にすることが
できます。もう１度押すと、
再表示することができます。

いくつかの参加者の結果
だけを表示させて、見比べ
ることができます。

❷
このボタンを押して
次の「結果発表！
あなたの各資産」に
進みます。

❷

グラフの灰色の破線部分を
押すと、その時点での
元本の金額が表示されます。



■05：結果発表 各資産
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❶
第１タームの結果発表
各参加者の資産が
参加者のアルファベット順
に表示されます。

グラフの部分を押すと、その時点での
各金融商品の金額が表示されます。

❶

各金融商品名を1度押すと、
グラフから非表示にするこ
とができます。
もう１度押すと、再表示
することができます。

いくつかの金融商品の結
果だけを表示させて、見比
べることができます。

「リターン順」を押すと、
各参加者の資産が
リターン順に表示されます。

「アルファベット順」を押す
と、アルファベット順に
戻ります。

第１タームの元本合計が
表示されます。



最終タームの場合

のボタンが表示され、
押すと、まとめのヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を押
してください。
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■02：運用期間設定で、運用期間を5年
と選んだ場合は、ここでおわりです。

■02：運用期間設定で、運用期間を10年以上
と選んだ場合は、第２タームがスタートします。

■おわりの画面

■第２ターム スタート画面

とうしくんマンガ劇場⑥
～とうしくんが気づいたこと～

❷
運用期間を10年以上
と選んだ場合は、「第
２タームへ」ボタンが
表示されます。押して
第２タームに進みます。

運用期間を5年と選ん
だ場合は、「終了」ボ
タンが表示されます。
押しておわりの画面
に進みます。

❷

「×タイトル画面に戻
る」のボタンを押すと、
データを初期化する確
認画面が表示されます。
「OK」を押すと、入力し
たデータは消え、初期
化され、タイトル画面に
戻ります。
「Ｃａｎｃｅｌ」を押すと、お
わりの画面に戻ります。
右上の「×」を押しても
おわりの画面に戻りま
す。



■第３ターム スタート画面

■03：資産運用の組み合わせを決める
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❶

とうしくんマンガ劇場⑤ ～モウっとうまく配分したい！～

「タイムマシンヒント！」
を見ることができます。
第２ターム以降、タイム
マシンヒントは自動で表
示されません。

❷
このボタンを押して次の
「資産運用の組み合わせ」
に進みます。

❶
第２ターム スタートです。
運用期間を確認します。

❶
❷

第１タームの資産運用
の組み合わせが表示
されます。

「とうしくんマンガ劇場⑤を
見る」を押すと、ヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

■第２ターム（運用期間：６～１０年間） スタート画面

■04：各金融商品のリターンの推移

■05：結果発表 運用成績の推移

■05：結果発表 各資産

■02：運用期間設定で、運用期間を10年と
選んだ場合は、ここでおわりです。

■02：運用期間設定で、
運用期間を15年以上と
選んだ場合は、第３
タームがスタートします。

■おわりの画面

第１～２ターム全体の
結果が表示されます。
結果からよりよい資産
運用の組み合わせに
ついて考えましょう。

❶
参加者全員が、考えた資産
運用の組み合わせを、数字
で入力します。

最終タームの場合

のボタンが表示され、
押すと、まとめのヒントになる「とうしくんマン
ガ劇場⑥ ～とうしくんが気づいたこと～」
を読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を押してください。

よりよい資産運用の組み合
わせについて考えましょう。
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■第３ターム（運用期間：11～15年） スタート画面

❷
このボタンを押して次の
「資産運用の組み合わせ」
に進みます。

❶
第３ターム スタートです。
運用期間を確認します。

❶
❷

■第４ターム スタート画面

■03：資産運用の組み合わせを決める

とうしくんマンガ劇場⑤ ～モウっとうまく配分したい！～

■04：各金融商品のリターンの推移
■05：結果発表 運用成績の推移

■05：結果発表 各資産

■02：運用期間設定で、運用期間を15年と
選んだ場合は、ここでおわりです。

■02：運用期間設定で、
運用期間を20年と選ん
だ場合は、第４ターム
がスタートします。

■おわりの画面

❶

「タイムマシンヒント！」
を見ることができます。
第２ターム以降、タイム
マシンヒントは自動で表
示されません。

第１～２タームの資産
運用の組み合わせが
表示されます。

「とうしくんマンガ劇場⑤を
見る」を押すと、ヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

❶
参加者全員が、考えた資産
運用の組み合わせを、数字
で入力します。

第１～３ターム全体の
結果が表示されます。
結果からよりよい資産
運用の組み合わせに
ついて考えましょう。

最終タームの場合

のボタンが表示され、
押すと、まとめのヒントになる「とうしくんマン
ガ劇場⑥ ～とうしくんが気づいたこと～」
を読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を押してください。

よりよい資産運用の組み合
わせについて考えましょう。
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■第４ターム（運用期間：16～20年間） スタート画面

❷
このボタンを押して次の
「資産運用の組み合わせ」
に進みます。

❶
第４ターム スタートです。
運用期間を確認します。

❶
❷

■03：資産運用の組み合わせを決める

とうしくんマンガ劇場⑤ ～モウっとうまく配分したい！～

■04：各金融商品のリターンの推移

■05：結果発表 運用成績の推移

■05：結果発表 各資産

❶
「タイムマシンヒント！」
を見ることができます。
第２ターム以降、タイム
マシンヒントは自動で表
示されません。

第１～３タームの資産
運用の組み合わせが
表示されます。

「とうしくんマンガ劇場⑤を
見る」を押すと、ヒントになる
マンガを読むことができます。
閉じるときは、右上の「×」を
押してください。

❶
参加者全員が、考えた資産
運用の組み合わせを、数字
で入力します。

第１～４ターム全体の
結果が表示されます。
結果からよりよい資産
運用の組み合わせに
ついて考えましょう。

よりよい資産運用の組み合
わせについて考えましょう。



❶
「とうしくんマンガ劇場⑥を
見る」を押すと、まとめの
ヒントになるマンガを読む
ことができます。
閉じるときは、右上の
「×」を押してください。

❷
「終了」ボタンを押してお
わりの画面に進みます。

■おわりの画面
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とうしくんマンガ劇場⑥ ～とうしくんが気づいたこと～

❶

❷

「×タイトル画面に戻る」の
ボタンを押すと、データを初
期化する確認画面が表示さ
れます。
「OK」を押すと、入力した
データは消え、初期化され、
タイトル画面に戻ります。
「Ｃａｎｃｅｌ」を押すと、おわり
の画面に戻ります。
右上の「×」を押してもおわ
りの画面に戻ります。

シミュレーターは終了です。
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シミュレーター表示箇所
→ STEP1-02：選択する５つの

金融商品について①～選べるってモウこまっちゃう！？～

とうしくんのマンガ劇場 一覧
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シミュレーター表示箇所
→STEP1-03：今回の投資条件について②～20年って長い？どうしよう～
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シミュレーター表示箇所
→STEP1-04：リスクとリターンの関係について③～リスクはとりたくないんです～
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シミュレーター表示箇所
→STEP2-03：資産運用の組み合わせを決める④～未来はわからないけど～
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シミュレーター表示箇所
→STEP2-03：資産運用の組み合わせを決める

※第２ターム～第４ターム共通
⑤～モウっとうまく配分したい！～
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シミュレーター表示箇所
→STEP2-05：結果発表 各資産

※最終タームのみ

⑥～とうしくんが気づいたこと～
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タイムマシンヒント 一覧

主な出来事
今年の

漢字®
日本（総理大臣） アメリカ（大統領）

2000年 シドニーオリンピック（9月） 金
小渕 恵三（～4/5）
森 喜朗（4/5～）

ビル・クリントン

2001年
アメリカ　ITバブル崩壊（1月）
2000年4月～

戦
森 喜朗（～4/26）
小泉 純一郎（4/26～）

ビル・クリントン（～1/20）

ジョージ・W・ブッシュ（1/20～）

2002年
日韓ワールドカップ（5月）
5月31日～6月30日

帰 小泉 純一郎 ジョージ・W・ブッシュ

2003年
世界各地で爆弾テロ多発（5月）

虎 小泉 純一郎 ジョージ・W・ブッシュ

2004年
アテネオリンピック（8月）
8月13日～8月29日

災 小泉 純一郎 ジョージ・W・ブッシュ

2005年
大型ハリケーン　アメリカ南部を直撃（8月）
8月29日

愛 小泉 純一郎 ジョージ・W・ブッシュ

2006年
ドイツワールドカップ（6月）
6月9日～7月9日

命 安倍 晋三（9/26～） ジョージ・W・ブッシュ

2007年
６か国協議　北朝鮮の核無能力化で合意（2月）

偽
安倍 晋三（～9/26）
福田 康夫（9/26～）

ジョージ・W・ブッシュ

2008年
北京オリンピック（8月）
8月8日～8月24日

変
福田 康夫（～9/24）
麻生 太郎（9/24～）

ジョージ・W・ブッシュ

2009年
新型インフル　WHOがパンデミック宣言（4月）
4月24日

新
麻生 太郎（～9/16）
鳩山 由紀夫（9/16～）

ジョージ・W・ブッシュ（～1/20）

バラク・オバマ（1/20～）

2010年
ハイチ大地震（1月）
1月12日

暑
鳩山 由紀夫（～6/8）
菅 直人（6/8～）

バラク・オバマ

2011年
北朝鮮　金正日総書記　急死（12月）
12月17日

絆
菅 直人（～9/2）
野田 佳彦（9/2～）

バラク・オバマ

2012年
ロンドンオリンピック（7月）
7月27日～8月12日

金
野田 佳彦（～12/26）
安倍 晋三（12/26～）

バラク・オバマ

2013年
中国PM2.5汚染深刻化（1月）

輪 安倍 晋三 バラク・オバマ

2014年
ウクライナ危機（2月）

税 安倍 晋三 バラク・オバマ

2015年
米国とキューバが国交回復（7月）
7月20日

安 安倍 晋三 バラク・オバマ

2016年
英国　国民投票でEU離脱決定（ブレグジット）（6月）
6月24日

金 安倍 晋三 バラク・オバマ

2017年
メキシコ国境の壁建設、難民受け入れ停止（1月）
1月25日

北 安倍 晋三
バラク・オバマ（～1/20）

ドナルド・トランプ（1/20～）

2018年
史上初　米朝首脳会談（6月）
6月12日

災 安倍 晋三 ドナルド・トランプ

2019年
香港「逃亡犯条例」改正問題から大規模デモ（6月）
6月12日

令 安倍 晋三 ドナルド・トランプ

2020年
英国　EU離脱（1月）
1月31日

密
安倍 晋三（～9/16）
菅 義偉（9/16～）

ドナルド・トランプ

2021年 2020年東京オリンピック 金
菅 義偉（～10/4）
岸田 文雄（10/4～）

ドナルド・トランプ（～1/20）

ジョー・バイデン（1/20～）


