
対　　象 ：高等学校の先生、教育関係者、教員志望の大学生（中学校の先生も参加できます。）

募集人員 ：150名（事前予約制：定員になり次第締め切らせていただきます。）　　

参 加 費 ：無料（ただし、会場までの交通費及び昼食代は各自ご負担ください。）

お申込み ：事前に日本取引所グループのホームページにインターネットでお申込みください。

  【URL】http://www.jpx.co.jp/ （トップページの「セミナー・学習」からお申込みください。）

  インターネットが利用できない場合は、以下までお問合せください。

お問合せ ：株式会社 東京証券取引所　金融リテラシーサポート部

  T E L ：050-3377-8988　受付時間　月～金　9：00～11：30、12：30～16：30　

主　催 経済教育ネットワーク※、株式会社東京証券取引所　　
後　援 文部科学省　東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、埼玉県教育委員会、千葉県教育委員会、
 全国公民科・社会科教育研究会、東京都公民科・社会科教育研究会、金融広報中央委員会（以上申請中）

＜先生のための「夏休み経済教室」＞では、授業で経済分野を
教える先生方に、「経済を学ぶ・学びなおす」機会を提供いたし
ます。10年目となる今年も、新たなテーマの講義が加わり、充
実したプログラムで開催します。
公民の先生のほか、地理・歴史の先生、家庭科・商業科の先生も
ぜひご参加ください。中学の先生方もご参加いただけます。

 9：15～

 9：25～ 9：30

 9：30～10：50（80）

11：00～12：20（80）

12：20～13：20（60）

13：20～14：50（90）

15：00～16：20（80）

プログラム（どちらか一日でも、両日でも参加できます。） （敬称略）　　　　　 　　進行役：新井 明（上智大学非常勤講師）　　　

受付開始
挨拶
Basic 1
基礎から学ぶ「株価」
鈴木 深
（東京証券取引所 金融リテラシーサポート部課長）

Basic 2　エコノミストと授業を作る
＜税と社会保障＞
大塚 雅之（大阪府立三国丘高等学校教諭）
山本 雅康（奈良学園中学高等学校教諭）
野間 敏克（同志社大学政策学部教授）
昼食（各自自由）
記念講演「2030年の日本経済と若者たち」
吉川 洋（東京大学名誉教授、立正大学教授）
歴史的分野を経済で読み解く
「ブロック経済、ブレトンウッズ そして 現代」
篠原 総一（京都学園大学学長）

※ 経済教育ネットワークは、経済教育を実践している個人や団体をネットワークで結びつけ、その教育活動を支援する団体です。　
　 詳しくはhttp://www.econ-edu.netをご覧ください。

－授業に役立つ経済学－

 1日目　8月14日（月）
 9：15～

 9：30～10：50（80）

11：00～12：20（80）

12：20～13：20（60）

13：20～14：50（90）

15：00～16：20（80）

受付開始
豊かさとＧＤＰ
小巻 泰之（日本大学経済学部教授）
テスト問題を視点に授業改善を考える
佐藤 英司
（福島大学人文社会学群経済経営学類准教授）

鍋島 史一（教育実践研究オフィスF）
新井 明（上智大学非常勤講師）
昼食（各自自由）
記念講演「トランプの外交政策と経済」
村田 晃嗣（同志社大学法学部教授）
「経済学から考える新しい政治学習」
～政策選択ができる生徒を育てる視点～
中川 雅之（日本大学経済学部教授）

2日目　8月15日（火）

in 東京
開催期間 2017

815814月曜日 火曜日

高校対象

公民の教科書などお持ちいただくと
より理解が深まります。

2017

東京証券取引所 2階 東証ホール　＊裏面地図参照　会 場



ご 注 意 ：●当日は本状もしくは受講票をご持参ください。
●駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
●やむを得ず、講師及び内容等が変更となる場合があります。

東京都中央区日本橋兜町2-1

受講風景

講師紹介

アクセス

会場案内図

東京証券取引所　2階　東証ホール

◆東京メトロ　東西線　茅場町駅(出口11)　徒歩5分

◆東京メトロ　日比谷線　茅場町駅(出口7) 　徒歩7分

◆都営浅草線　日本橋駅(出口D2)　徒歩5分

◆JR東京駅（八重洲中央口）　徒歩20分

　http://www.jpx.co.jp/corporate/jpx-profile/access/index.html

昨年受講された先生方の声

東京証券取引所

セブンイレブン

ファミリーマート

みずほ
銀行

「西口の見学者入口から
ご入場ください。」西口

アベノミクスやマイナ
ス金利といったタイム
リーな内容を基本から
学べた。

歴史と経済の組み合わ
せは大変参考になっ
た。目指していきたい
授業だった。

経済学に詳しくないも
のにも理解しやすい内
容だった。

主権者教育を経済学的
視点から考える講義が
非常に新鮮だった。

お申し込みいただいた個人情報については、株式会社東京証券取引所（以下当社）
が本セミナー開催に係る連絡等に使用するほか、当社及び経済教育ネットワークが
類似のセミナーや教材等のご案内に使用することがあります。
この旨同意いたいだいた上でお申し込みくださいますようお願い致します。

京都学園大学 学長 

国際経済学・マクロ経済学
東京大学経済学部卒業。ウォータールー大学大学

院PhD. ウォータルー大学助教授、同志社大学経済学部教
授などを経て、2015年より京都学園大学学長。中国人民大学
経済学院客座教授。経済教育ネットワーク理事長。

『インタラクティブ・エコノミックス』（編著 有斐閣）
『京都発ベンチャー：信念の企業者群像』
 （京都高度技術研究所）
『入門日本経済（第５版）』（共編著 有斐閣） など。

主な著作

専 門
略 歴

（しのはら　そういち）
篠原　総一　

日本大学経済学部 教授　
中川　雅之

都市経済学
京都大学経済学部卒業。建設省入省後、大阪大学

社会経済研究所助教授、国土交通省都市開発融資推進
官などを経て、現職。

『公共経済学と都市政策』（日本評論社）
『人間行動から考える地震リスクのマネジメント：新しい社会
制度を設計する』(共著 勁草書房)
『大震災に学ぶ社会科学 第4巻 震災と経済』

(共著 東洋経済新報社)など。

主な著作

専 門
略 歴

（なかがわ　まさゆき）

日本大学経済学部 教授
小巻 泰之
（こまき　やすゆき）

景気循環論・マクロ経済学　　　
関西学院大学法学部卒業。筑波大学大学院、

ニッセイ基礎研究所、日本大学経済学部助教授を経て、
現職。

『経済データと政策決定』（日本経済新聞出版社）
『世界金融危機と欧米主要中央銀行』（共著 晃洋書房）
『期待形成の異質性とマクロ経済政策』

（共著 東洋経済新報社）など。

主な著作

略 歴
専 門

同志社大学政策学部 教授
野間　敏克 　

金融論、銀行論
同志社大学経済学部卒業。大阪大学大学院、神

戸商科大学助教授等を経て、現職。

『初歩からの経済入門』（共著 有斐閣 ）
『金融システム論』（共著 有斐閣）
『証券市場と私たちの経済』
 （編著 放送大学教育振興会）など。

主な著作

専 門
略 歴

（のま　としかつ）

福島大学人文社会学群
経済経営学類 准教授

佐藤 英司

産業組織論・規制政策・競争政策
神戸大学経済学部卒。一橋大学大学院経済学研

究科修士課程修了、同博士後期課程単位取得退学。2013
年4月より現職。2013年7月博士号取得（経済学、一橋大学）。

"Nontransferable water rights and technical 
inefficiency in the Japanese water supply industry," 
Water Resources and Economics, 11, 13-21
「混合寡占市場における供給区域規制と消費者余剰̶
日本のガス市場データに基づく定量的分析̶」経済分析
189号、 23-43など。

主な著作

専 門
略 歴

（さとう　えいじ）

東京大学 名誉教授・
立正大学経済学部 教授
吉川 洋
（よしかわ　ひろし）

日本経済・マクロ経済学　　　
東京大学経済学部卒業。米国イェール大学大学院 

Ph.D.大阪大学社会経済研究所助教授や東京大学大学院
経済学研究科長・経済学部長などを経て、現職。

『マクロ経済学』（岩波書店）
『人口と日本経済』（中公新書）
『デフレーション』（日本経済新聞出版社）

主な著作

略 歴
専 門

鍋島 史一

教育学
東京学芸大学卒業、私立学校教員、代々木ゼミナー

ル教材編集部（現、教材研究センター）、同教育総合研究所
所長を経て、現職。

教育実践研究オフィスＦ
『公式ブログ「現場で頑張る先生を応援します！」』
http://blog.kyouikujissen-ofcf.jp/

主な著作

専 門
略 歴

（なべしま ふみかず）

教育実践研究オフィスＦ 
代表

専 門
略 歴

上智大学 非常勤講師　
新井　明

公民科教育論・経済教育論
立教大学大学院経済学研究科博士課程前期修了。

新聞社勤務、都立高校教諭を経て、現職。

『経済の考え方がわかる本』（岩波ジュニア新書）
『高校生からの株入門』（祥伝社）など。

主な著作

（あらい　あきら）

同志社大学法学部 教授
村田 晃嗣
（むらた　こうじ）

アメリカ政治学　　　
同志社大学法学部政治学科卒業。米国ジョー

ジ・ワシントン大学大学院博士課程単位修得退学。神戸
大学博士（政治学）。同志社大学長などを経て、現職。
2016年12月より京都日米協会会長。

『レーガン』（中公新書）
『大統領の挫折』（有斐閣）ほか多数。

主な著作

略 歴
専 門


