
対　　象 ：中学校の先生、教育関係者、教員志望の大学生（高等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、
 全国中学校社会科教育研究会、東京都中学校社会科教育研究会、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、家庭科の先生もぜひご
参加ください。高校の先生方もご参加いただけます。

 9：15～

 9：25～ 9：30

 9：30～10：40（70）

10：50～12：00（70）

12：00～13：00（60）

13：00～14：20（80）

14：30～16：00（90）

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：三枝 利多（目黒区立東山中学校教諭）　　

受付開始
挨拶
Basic 
新学習指導要領の考え方・教え方
橋本 康弘（福井大学教育学部教授）
日本一短い経済史
～アクティブラーニングの作り方～
升野 伸子（筑波大学附属中学校教諭）
篠原 総一（京都学園大学学長）
昼食（各自自由）
エコノミストと授業を作る
<経済学習から主権者教育へ >
～すべての生徒にディープラーニングを～
河原 和之
（授業のネタ研究会常任理事・立命館大学非常勤講師）

加藤 一誠（慶應義塾大学商学部教授）
記念講演
「中学生に教えたい経済的な見方・考え方」
大竹 文雄（大阪大学社会経済研究所教授）

※ 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17日（木）
 9：15～

 9：30～10：40（70）

10：50～12：00（70）

12：00～13：00（60）

13：00～14：20（80）

14：30～16：00（90）

受付開始
公民教育の理解の仕方・教え方
野間 敏克（同志社大学政策学部教授）

エコノミストと授業を作る
<株式を通じて経済を理解しよう>
鈴木 深
（東京証券取引所 金融リテラシーサポート部課長）

篠原 総一（京都学園大学学長）

昼食（各自自由）
｢地理｣｢公民｣教科書を横断する産業から
企業への視点
卜部 勝彦（日本大学経済学部教授）

新聞を活用した公民の授業をつくろう
山根 栄次（三重大学名誉教授）

2日目　8月18日（金）

開催期間 2017

818817木曜日 金曜日

in 東京 学中 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

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

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

受講風景

具体的な実践と成果、
失敗談をきけたのが
大変よかった。
やる気が起きた。

現在の経済状況も解説
していただき、理解を
深めることができた。

新しい時代に必要となる
資質・能力が理解できた。

他の先生方の授業づくり
のお話を聴くことができ、
とても参考になった。

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　

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）

授業のネタ研究会常任理事・
立命館大学 非常勤講師

河原 和之

公民科教育・社会科教育
関西学院大学社会学部卒業。東大阪市立中学

校教諭、東大阪市教育センター指導主事を経て、現職。

『続100万人が受けたい「中学公民」ウソ・ホント?授業』
（明治図書）

『クイズ主権者教育　楽しい教材７１』 （学芸みらい社）
『大人もハマる地理』（すばる舎）など。

主な著作

専 門
略 歴

（かわはら　かずゆき）

大阪大学社会経済研究所 
教授
大竹　文雄
（おおたけ　ふみお）

労働経済学・行動経済学
京都大学経済学部卒業。大阪大学大学院経済

学研究科博士前期課程修了。大阪大学経済学部助手、
大阪府立大学講師等を経て、現職。

『日本の不平等』（日本経済新聞社）
『競争と公平感』（中公新書）
『経済学のセンスを磨く』（日経プレミア文庫）など。
NHK Ｅテレ「オイコノミア」に出演中。

主な著作

略 歴
専 門

三重大学 名誉教授
山根 栄次

社会科教育、特に公民教育・経済教育
筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得

退学。熊本大学教育学部助教授、三重大学教授を経て、
現職。

『「経済の仕組み」がわかる社会科授業』（明治図書）
『金融教育のマニフェスト』（明治図書）
『グローバル時代の経済リテラシー』

（共編著 ミネルヴァ書房）など。

主な著作

専 門
略 歴

（やまね　えいじ）

福井大学教育学部　教授
橋本 康弘

社会科教育学・公民教育
広島大学大学院教育学研究科博士課程前期修了、

広島市立高等学校教諭、広島大学附属福山中・高等学校
教諭、兵庫教育大学助手を経て現職。平成22年度に文部
科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官を務める。

『中学公民 生徒が夢中になる！ アクティブ・ラーニング＆導入ネタ80』
（編著 明治図書）

『教室が白熱する“身近な問題の法学習”１５選』（編著 明治図書）
『中学社会をよりよく理解する。』（共編著 日本文教出版）など。

主な著作

専 門
略 歴

（はしもと　やすひろ）

慶應義塾大学商学部 教授　
加藤 一誠

交通経済学
同志社大学経済学部卒業。同志社大学大学院、

関西外国語大学専任講師、助教授、日本大学経済学部助
教授、教授を経て、現職。

『交通インフラ・ファイナンス』『空港経営と地域』
（ともに共編著 成山堂書店）

『現代アメリカ経済論』（共編著 ミネルヴァ書房）
『交通の産業連関分析』（共著 日本評論社）など。

主な著作

専 門
略 歴

（かとう　かずせい）

日本大学経済学部 教授
卜部 勝彦

経済地理学・地図学・地理教育
日本大学大学院理工学研究科地理学専攻博士後

期課程修了。文部科学省初等中等教育局教科書調査官
を経て、現職。

籠瀬良明著 卜部勝彦追補『地図読解入門』（古今書院）
「経済地理学から地理教育への貢献」経済地理学年報

vol.62-3（共著 経済地理学会）
「地理教育における地形図読図をめぐる諸課題」地図

vol.48-2（日本地図学会）など。

主な著作

専 門
略 歴

（うらべ かつひこ）

昨年受講された
先生方の声


