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開催地等 講演テーマ・見学先 講師 

札幌市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

平成 29年 8月 1日（火） 

共催：北海道金融広報

委員会、札幌証券取引

所 

 

参加者数 44 名 

《地域経済》 

北海道経済の動向と産業構造の推移 

日本銀行  

札幌支店長 小髙 咲 氏 

《世界経済》 

グローバル経済の現状と展望 

野村證券株式会社 投資情報部 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略課長・ﾏｰｹｯﾄｴｺﾉﾐｽﾄ 

佐々木 文之 氏 

《教材説明》 
 体験型教材のご案内 

日本証券業協会 

《企業》 

農業界のグーグルを目指す！ 

北海道から発進する新しい産業価値 

株式会社ファームノート 

代表取締役 小林 晋也 氏 

《証券教育》 

エンジェル投資家が伝える 

10 代までに学ばせたい社会の仕組み 

リアルテックファンド 

クリエイティブマネージャー 

慶應義塾大学 SFC研究所  

上席研究員 千葉 功太郎 氏 

仙台市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

平成 29年 7月 24日(月) 

 

参加者数 20 名 

《証券》 

証券市場から見る今後の日本経済 

～米国新政権の影響～ 

株式会社第一生命経済研究所 

経済調査部  

首席エコノミスト 永濱 利廣 氏 

《教材説明》 

 体験型教材の紹介等 
日本証券業協会 

《教材実践事例》 

体験型教材「ケーザイへの３つのトビラ」 

を使った授業の実践事例 

名古屋市立はとり中学校 

教諭 佐藤 央隆 氏 

《産業》 

「ＡＩ時代」の到来 

～私たちの生活、働き方はどう変わるのか？～ 

株式会社野村総合研究所 

ICT・メディア産業コンサルティング部

未来創発センター 兼務 

上級コンサルタント 上田 恵陶奈 氏 

東京都 

「証券・経済セミナー」 

 

平成 29年 8月 1日(火) 

～8月 3日（木） 

主催：全国公民科社会

科教育研究会 

協力：日本証券業協会 

 

参加者数 134名 

 

《日本経済・証券》 

証券市場から見る今後の日本経済 

株式会社第一生命経済研究所 

経済調査部 

首席エコノミスト 永濱 利廣 氏 

《アメリカ経済》 

アメリカ経済の現状と将来展望 

～トランプ政権下の経済政策～ 

株式会社大和総研 経済調査部 

シニアエコノミスト 近藤 智也 氏 

《見学》 東京証券取引所、日本銀行 （希望者のみ、選択制） 

《欧州経済》 

欧州経済の現状と展望 

野村證券株式会社 投資情報部 

グローバル戦略課  課長 服部 哲郎 氏 

《見学》グリコピア・イースト、キリンビール 横浜工場、日経東京製作センター 

（希望者のみ・選択制） 

《中国経済》 

中国経済の行方と日中関係のあり方 

株式会社富士通総研 経済研究所 

主席研究員 柯 隆 氏 

《企業》 

途上国から世界に通用するブランドをつくる 

株式会社マザーハウス 

副社長  山崎 大祐 氏 

《産業》 

ＡＩの現在・未来 

  － ＡＩの進化と人間の未来 

昭和女子大学 グローバルビジネス学部 

ビジネスデザイン学科 

教授 湯川 抗 氏 

《教材紹介》（希望者のみ） 

学校向副教材「潜入！みんなの経済ワールド」 
日本証券業協会 
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開催地等 講演テーマ・見学先 講師 

名古屋市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

平成 29年 8月 17日(木)

～8月 18 日(金) 

 

参加者数 87 名 

 

《日本経済》 

英国の階級文化がもたらす経済への影響 

愛知淑徳大学 ビジネス学部 

教授 真田 幸光 氏 

《金融経済教育》 

経済は感情で動く？ 

～行動経済学の金融教育への応用～  

名古屋商科大学 経済学部 

学部長 岩澤 誠一郎 氏 

《見学》明治なるほどファクトリー 

《経済》 

今さら人に聞けない経済とお金の話 

株式会社オフィス・リベルタス  

代表取締役 大江 英樹 氏 

《社会》 

100年ライフを考える 

～新しい生き方の処方箋～ 

株式会社ニッセイ基礎研究所 

主任研究員 土堤内 昭雄 氏 

《企業》 

隠れた〝名古屋めし"企業の秘密 

～しぶとく全国展開～ 

経済ジャーナリスト 

／経営コンサルタント 

高井 尚之 氏 

≪ワークショップ≫ 

体験型学習教材「ケーザイへの３つのトビラ」 

金沢市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 29年 8月 18日（金） 

 

参加者数 20 名 

《ワークショップ・実践事例紹介》 

 日本証券業協会が提供する教材紹介 
日本証券業協会 

《金融経済教育》 

これからの時代に求められる金融経済教育 

金沢大学 国際基幹教育院 

GS（Global Standard）教育系 

専任講師 松浦 義昭 氏 

《企業》 

注目企業に聞く企業マインド 

地域に恵まれて～ある企業の成長軌跡～ 

澁谷工業株式会社 

取締役副社長 澁谷  進 氏 

《日本経済・世界経済》 

日本経済の現状と展望について 

～最近の国際経済トピックス～ 

大和証券株式会社 投資戦略部 
チーフテクニカルアナリスト 
兼シニアストラテジスト 

木野内 栄治 氏 

大阪市 

教育関係者向け「金

融・経済セミナー」 

平成 29年 8月 1日（火） 

    ～8月 2 日（水） 

共催：金融経済教育教

員交流研究会 

協力：大阪府金融広報

委員会 

 

参加者数 81 名 

 

《証券》 

株式の役割と証券市場の仕組み 

（公財）日本証券経済研究所 

二上 季代司 氏 

《見学》３コース選択制  

① 日本銀行大阪支店＋㈱大阪取引所 ②イートアンド㈱ 関西工場 ③大阪ガス㈱ ガス科学館 

《日本経済》 

関西経済の現状と課題 

日本銀行 大阪支店 

 副支店長 宮下 俊郎 氏 

《企業》 

人工知能はわれわれの近未来をどう変えるのか 

（公財）ＮＩＲＡ総合研究開発機構 

理事・研究調査部長 神田 玲子 氏 

《世界経済》 

アメリカ経済の現状と将来展望 

～トランプ政権下の経済政策～ 

株式会社大和総研 経済調査部 

 シニアエコノミスト 近藤 智也 氏 

《教材説明》 

体験型教材のご紹介等 
日本証券業協会 

《金融経済教育》 

日本証券業協会の体験型教材を使った 

実践事例紹介 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

教諭 藤 宏美 氏  
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開催地等 講演テーマ・見学先 講師 

広島市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 29年 8月 8日（火） 

   ～8月 9日（水） 

共催：広島県金融広報

委員会 

 

参加者数 52 名 

 

《金融経済教育》 

授業に役立つ本物の投資についての語り方 

レオス・キャピタルワークス株式会社 

運用部長 シニア・アナリスト 

ファンドマネージャー 渡邉 庄太 氏 

《世界経済》 

アメリカ経済の現状と将来展望 

～トランプ政権下の経済政策～ 

株式会社大和総研 経済調査部 

シニアエコノミスト 近藤 智也 氏 

《日本経済》 

最近の金融経済情勢について 

日本銀行 広島支店 

 支店長 松野 知之 氏 

《教材紹介》 

・新教材「潜入！みんなの経済ワールド」の活用方法 

・体験型教材の紹介 

日本証券業協会 

《見学》 

株式会社八天堂 広島みはら臨空工場、株式会社エフピコ福山リサイクル工場 

《企業》 

エフピコの強みと企業が求める人材とは 

福岡市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 29年 8月 9日（水） 

共催：福岡証券取引所 

 

参加者数 39 名 

 

《教材説明》 

金融経済教育に役立つ「体験型教材」のご案内 
日本証券業協会 

《証券》 

証券市場から見る今後の日本経済 

～米国新政権の影響～ 

株式会社第一生命経済研究所 

 経済調査部  

 首席エコノミスト 永濱 利廣 氏 

《社会》 

子どもの貧困・格差社会 ～現状と課題～ 

株式会社大和総研 経済調査部 

主任研究員 溝端 幹雄 氏 

《金融経済教育》 

生徒に身につけさせたい金融リテラシー 

～授業で教えるライフプラン・マネープラン～ 

福岡教育大学 家政教育講座 

講師 奥谷 めぐみ 氏 

※高松会場は台風による公共交通機関運休のため開催中止 

全８会場 参加者数４７７名 

 

 


