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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 30年 8月 3日（金） 

 

共催：札幌証券取引所、

北海道金融広報委員会 

 

《地域経済》 

生産性の向上と北海道経済の成長 

日本銀行  

札幌支店長 小髙 咲 氏 

《日本経済》 

日本企業の人材グローバル化～現状と展望～ 

札幌大学 経営学部  

教授 汪 志平 氏 

《教材説明》 

体験型教材のご案内 
日本証券業協会 

《世界経済》 
世界の経済・金融情勢 

～成長力向上に向けた挑戦～ 

野村證券株式会社 投資情報部  

マーケット・エコノミスト  

尾畑 秀一 氏 

《企業》 

 やりたいことで社会を切り拓く 

株式会社オリィ研究所 

代表取締役所長 吉藤 健太郎 氏 

仙台市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

平成 30年 8月 3日（金） 

《地域経済》 

東北地方の経済情勢等について 
財務省 東北財務局 

《教材説明》 

 体験型教材のご案内 
日本証券業協会 

《教材実践事例》 

体験型教材を使った授業の実践事例 

東京都立西高等学校 

指導教諭 篠田 健一郎 氏 

《金融》 

お金が消える？ 

～Fintech の現状とこれから～ 

日本銀行   

仙台支店長 岡本 宜樹 氏 

東京都 

「証券・経済セミナー」 

 

平成 30年 7月 31日(火) 

～8月 2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 

《日本経済》 

日本経済の展望と課題 

野村證券株式会社 投資情報部 

マーケット・エコノミスト  

岡田 公現 氏 

《中国経済》 

東アジア地政学リスクと日中関係のあり方 

公益財団法人東京財団政策研究所 

主席研究員 柯  隆 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 

《アフリカ経済》 

 アフリカの教育と経済発展 

学習院大学 国際社会科学部 

准教授 山﨑 泉 氏 

《見学》（希望者のみ・選択制） 

東京証券取引所、羽田クロノゲート、グリコピア・イースト 

《アメリカ経済》 

アメリカ経済の現状と今後の見通し 

株式会社大和総研 経済調査部 副部長 

シニアエコノミスト 近藤 智也 氏  

《企業》 

生きる意味（＝Livesense）としての企業経営 

「あたりまえを、発明しよう。」 

株式会社リブセンス 

取締役 中里 基 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 

コンサルティング事業本部 

未来創発センター 2030年研究室 

上級コンサルタント 上田 恵陶奈 氏 
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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 30年 8月 16日(木)

～8月 17 日(金) 

 

 

《教材紹介》 

体験型学習教材の紹介 
日本証券業協会 

《金融経済教育》 

生きる力を育む金融経済教育とは 

    ～ 新学習指導要領を踏まえて～ 

三重大学  

名誉教授 山根 栄次 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 

コンサルティング事業本部 

未来創発センター 2030年研究室 

上級コンサルタント 上田 恵陶奈 氏 

《世界経済》 

世界経済の潮流と日本経済の行方  

株式会社大和総研  

金融調査部 兼 経営企画部 

主任研究員 長内 智 氏 

《日本経済》 

世界一訪れたい日本のつくり方 

～観光立国 JAPANの実現に向けて～  

株式会社ＪＴＢ総合研究所   

主任研究員   三ツ橋 明子 氏 

《企業》 

バイオ燃料研究が導く未来 

～持続可能な社会の発展を目指して～  

株式会社デンソー 新事業統括部 

共創推進室 担当部長 渥美 欣也 氏 

《経済》 

格差拡大する先進国 

～資本主義はどこへ向かうのか～ 

大阪大学大学院 経済学研究科 

 准教授 安田 洋祐 氏 

≪見学≫ 

新日鐵住金株式会社 名古屋製鐵所（愛知県東海市）   

金沢市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 30年 7月 30日（月） 

 

《教材紹介》 

 日本証券業協会の取り組み紹介 
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》 

① 店舗及びせんべい工場見学 

② 地域経済講演・質疑応答 

    北陸から世界へ届ける笑顔とおいしさ 

     ―笑顔とともに歩んだ 100年― 

北陸製菓株式会社  

髙﨑 憲親 氏 

福井市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 30年 8月 3日（金） 

《教材紹介》 

 日本証券業協会の取り組み紹介 
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 

《日本経済・世界経済》 

株式相場や景気循環の現状と展望 

～デフレ脱却とイノベーションの関係について～ 

大和証券株式会社   

エクイティ調査部兼投資情報部  

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 
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開催地等 講演テーマ・見学先 講師 

大阪市 

教育関係者向け「金

融・経済セミナー」 

平成 30年 7月 31日（火） 

    ～8月 1 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 

《産業・企業》 

パナソニックの経営理念と社会貢献 

パナソニック株式会社 

執行役員 竹安 聡 氏 

《見学》 

① 日本銀行大阪支店・造幣局  

② パナソニックミュージアム 

《教材紹介》 

金融経済教育に役立つ 

「体験型学習教材」（無償提供）のご案内 

日本証券業協会  

《日本経済・地域経済》 

 日本銀行の役割と関西経済の現状と課題 

日本銀行 大阪支店 

 副支店長 福地 慶太 氏 

《証券・金融教育》 

新学習指導要領で求められる金融教育 

東洋大学 文学部 

教授 栗原  久 氏 

《世界経済》 

 アメリカ経済の現状と今後の見通し 

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 

《証券・金融教育》 

 大切なお金のこと、子どもたちにどう伝える 

株式会社ベイビー・プラネット 

 代表 たむら ようこ 氏 

広島市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 30年 8月 8日（水） 

   ～8月 9日（木） 

 

共催：広島県金融広報

委員会 

《証券市場・資産運用》 

投資の本質 

～未来を拓く、私たちの長期投資～ 

コモンズ投信株式会社 

取締役会長 渋澤 健 氏 

《地域経済》 

地域経済の情勢と経済指標の見方 

～景気判断のポイント～ 

日本銀行 

広島支店長 濱田 秀夫 氏 

《世界経済》 

世界経済の潮流と日本経済の行方  

～貿易戦争とういテール・リスクが現実味？～ 

株式会社大和総研 経済調査部 

シニアエコノミスト 長内 智 氏 

《地域経済》 

人口減少が日本経済に与える影響と未来 

野村證券株式会社 

投資情報部長 西澤 隆 氏 

《教材紹介》 

日本証券業協会の学校向け支援事業について 
日本証券業協会  

《企業》 

『広島発・・世界へ』 

～ミッションとビジョン～ 

オタフクホールディングス株式会社 

代表取締役社長 佐々木 茂喜 氏 

《見学》 

オタフクソース株式会社 本社工場他、 

株式会社藤い屋 IROHA village、 

 中国醸造株式会社 SAKURAO DISTILLERY（桜尾蒸留所） 
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開催地等 講演テーマ・見学先 講師 

高松市 

「教育関係者向け金融

経済セミナー」 

平成 30年 8月 7日（火） 

《地域経済》 

地域と大学が連携したまちづくり・人づくり 

～まちづくりマインドの情勢に向けた 

香川大学の取り組み～ 

香川大学 経済学部 

       教授 古川 尚幸 氏 

《日本経済》 

 お金、経済、日本銀行 

日本銀行  

高松支店長  正木 一博 氏 

《金融経済教育》 

金融経済教育を通じた生きる力の育成 

～自分を活かし社会に役立つ金融経済教育～ 

帝京大学 経済学部 

教授 石毛 宏 氏 

《教材紹介》 

 体験型教材のご案内 
日本証券業協会 

福岡市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

平成 30年 8月 9日（木） 

 

共催：福岡証券取引所 

《教材紹介》 

教材紹介 
日本証券業協会 

《地域経済》 

よくわかる日本の経済～景気の読み方～ 

久留米大学 商学部  

教授 塚崎 公義 氏 

《中国経済》 

東アジア地政学リスクと日中関係のあり方 

公益財団法人東京財団政策研究所 

主席研究員 柯  隆 氏 

《資産運用》 

記者の目線で解説！日本経済から家計まで 

～資産運用を考えるうえで必要な視点とは～ 

西日本新聞 Oh！Yen！(オーエン） 

編集長 吉塚 哲 氏 

 


