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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」 

 

2019 年 8 月 5 日（月） 

 

共催：札幌証券取引所、 

北海道金融広報委員会 

《地域経済》 

北海道における家計の特徴と 

金融資産の運用動向 

日本銀行 札幌支店長 

小髙  咲 氏  

《日本経済》 

キャッシュレス化が変える日本の社会の仕組み 

株式会社野村総合研究所 

 コンサルティング事業本部 

ICT ﾒﾃﾞｨｱ・ｻｰﾋﾞｽ産業ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ部 

  プリンシパル 田中 大輔 氏 

《教材説明》 

体験型教材等のご案内 
北海道金融広報委員会 

日本証券業協会 

《投資教育》 

いま、なぜ金銭・投資教育なのか 

～15年の投資教育で学んだ本当に教えるべきこと 

I-O ウェルス・アドバイザーズ株式会社 

 代表取締役社長 岡本 和久 氏 

《世界経済》 

 米国を中心とする世界経済の見通し 

みずほ総合研究所株式会社 

調査本部 副本部長･首席エコノミスト 

泰松 真也 氏 

仙台市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

2019 年 7 月 25 日（木） 

 

《金融》 

なぜ今資産運用が必要なのか？ 

公立大学法人宮城大学  

事業構想学群教授  

キャリア・インターンシップセンター長 

田邉 信之 氏 

《教材説明》 

 体験型教材のご案内 
日本証券業協会 

《金融経済教育》 

新学習指導要領の下での 

金融経済教育の取り組み方について 

玉川大学 教育学部教育学科 

教授 樋口 雅夫 氏 

《地域経済》 

キャッシュレス化とこれからの経済 

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」 

2019 年 7 月 30 日(火) 

～8 月 1 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》 

2019 年 日本経済の見通し 

日本経済新聞社 編集局 

 編集委員兼キャスター 鈴木 亮 氏   

《中国経済》 

中国経済の現状と今後の行方 

株式会社大和総研  

経済調査部 担当部長  

主席研究員 齋藤 尚登 氏 

《教材紹介》 （希望者のみ） 

潜入！みんなの経済ワールド 
日本証券業協会 

《アメリカ経済》 

 米国経済の現状と今後の行方 

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 

《見学》（希望者のみ・選択制） 

東京証券取引所、日本銀行本店・貨幣博物館、ＡＮＡ機体工場、キッコーマンもの知りしょうゆ館 

《欧州経済》 

英国離脱を控える欧州連合（ＥＵ）の現状と 

日本経済への影響 

株式会社 ニッセイ基礎研究所 経済研究部  

研究理事 伊藤 さゆり 氏  
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開催地等 講演テーマ・見学先 講 師 

《企業》 

 「行動変容」を促す消費者教育を目指して 

～青少年保護に関する Yahoo!JAPANの取組～ 

ヤフー株式会社  

政策企画統括本部 政策企画部  

マネージャー 佐川 英美 氏 

《金融経済教育》 

生徒に伝えたい企業会計の話 

日本公認会計士協会 

研究員 栗城 綾子 氏 

名古屋市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

 

2019 年 8 月 21 日(水) 

～8 月 22 日(木) 

 

 

《体験型教材》 

日本証券業協会提供 体験型学習教材の紹介 
日本証券業協会 

《証券市場》 

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 

大阪研究所主席研究員 二上 季代司 氏  

《日本経済》 

日本経済の現状と展望について 

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 

《産業》 

暮らしを便利にする AI、IoT の今とこれから 

名古屋工業大学大学院 工学研究科  

情報工学専攻 NITech AI研究センター  

准教授 大塚 孝信 氏  

《産業》 

胎動するモビリティー産業 

～日本車大手は生き残れるか～  

日本経済新聞社 

東京本社編集局コメンテーター 

中山 淳史 氏 

《金融経済教育》 

 学習指導要領の改訂と 

金融・証券分野に関する教育  

愛知教育大学 教育学部 准教授／ 

大阪市立大学大学院 経営学研究科 

特任准教授 西尾 圭一郎 氏  

《世界経済》 

世界を揺るがす通商問題 

～ブレグジット、米中貿易戦争、日米交渉＆農業～ 

キヤノングローバル戦略研究所（CIGS） 

 研究主幹 山下 一仁 氏 

《見学》 

東邦ガス株式会社 知多緑浜工場、ガスエネルギー館 

富山市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

2019 年 11 月 23（土） 

 

《教材紹介》 

 日本証券業協会の取組み紹介 
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 

《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 

大阪市 

教育関係者向け 

「金融・経済セミナー」 

2019 年 8 月 1 日（木） 

《産業・企業》 

ＩＣＴおよびＩｏＴがもたらすクボタの革新について 

株式会社クボタ 

特別技術顧問 工学博士  飯田  聡 氏 

《見学》 
株式会社クボタ 枚方製造所 、日本銀行大阪支店・造幣局 

https://www.canon-igs.org/fellows/kazuhito_yamashita.html
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開催地等 講演テーマ・見学先 講 師 

    ～8 月 2 日（金） 

 

共催：金融経済教育教

員交流研究会 

《地域経済》 
関西の景気動向展望 

 ～大阪万博・ＩＲの経済波及効果について～ 

株式会社日本総合研究所 調査部  

マクロ経済研究センター  
所長 石川 智久 氏 

《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 

《証券市場》 
企業におけるＳＤＧｓへの取り組みと 

ＥＳＧ投資について 

三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社 

環境戦略ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ部 
ﾁｰﾌ環境・社会(ＥＳ)ｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ   

吉高 まり 氏 

《国際経済》 

米中貿易摩擦と新冷戦 ～米国からの見方～ 

伊藤忠商事株式会社 

調査・情報部 関西開発調査室 

 シニア・アドバイザー 三輪 裕範 氏 

広島市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

2019 年 8 月 8 日（木） 

    ～8 月 9 日（金） 

 

共催：広島県金融広報

委員会 

《金融・地域経済》 

到来が予想されるキャッシュレス時代と 

地域経済について 

日本銀行 広島支店長  

濵田 秀夫 氏 

《消費者教育》 

民法の成年年齢引下げに伴う 

若年層の消費者トラブル回避のために 

広島県金融広報委員会 

金融広報アドバイザー 川村 佐和子 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 

《経済》 

格差・日本経済・テクノロジー 

～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 

《教材紹介》 

体験型教材等のご案内 
日本証券業協会 

《見学》 

広島森永乳業株式会社（旧東洋乳業）、株式会社研創／研創ファクトリーパーク 

《証券市場・資産運用》 

生徒達に教える投資の本質と 

正しい資産運用の考え方 

株式会社 オフィス・リベルタス代表 

経済コラムニスト 大江 英樹 氏 

高松市 

「教育関係者向け金融

経済セミナー」 

2019 年 8 月 6 日（火） 

 

《金融経済教育》 

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 

《実践事例》 

思考力・判断力・表現力を身につける 

金融教育の模擬授業 

大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校 

    主務教諭 大中 真太郎 氏 

《金融経済教育》 

 なぜ若いうちからお金について考えることが大事なのか  

長期・分散・積立を理解させる 

認定ＮＰＯ法人 金融知力普及協会 

理事 事務局長 鈴木 達郎  氏 

《教材紹介》 

日本証券業協会が提供する教材紹介 
日本証券業協会 
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開催地等 講演テーマ・見学先 講 師 

福岡市 

「授業に役立つ 

金融経済セミナー」 

2019 年 7 月 29 日（月） 

共催：福岡証券取引所 

《教材紹介》 

体験型教材等のご案内 
日本証券業協会 

《証券市場》 

私たちの生活と証券市場との関係 
公益財団法人日本証券経済研究所 

主席研究員 若園 智明 氏 

《中国経済》 

中国経済の正念場 

～米中貿易戦争の行方と 

日本企業のグローバル戦略のあり方～ 

公益財団法人東京財団政策研究所  

主席研究員 柯 隆 氏 

《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 

  

 


