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先生のための

夏休み経済教室
in 名古屋

経済

開催期間

8/2 Thu.

8/3 Fri.

＜先生のための「夏休み経済教室」＞は名古屋では 10 年目を迎えました。今年度も授業
で経済分野を教える上で役立つ考え方や知識を提供します。特に今年は「授業づくりの
ノウハウを提供する」をテーマとして、エコノミストの講義や現場の先生の授業づくり、
また高校新学習指導要領に関する講義など、充実したプログラムで開催いたします。
公民の先生だけでなく、地理・歴史や、家庭科・商業科の先生方なども是非ご参加ください。
会場

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）13階

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）

1303会議室

＊裏面地図参照

進行役：塙 枝里子（東京都立府中東高等学校教諭）

中学対象

授業にすぐ活用できるテーマが中心です。
高校の先生もご参加いただけます。

高校対象

教員の知識アップを目的とした講義が中心です。
中学の先生もご参加いただけます。

1日目

8月2日（木）

2日目

8月3日（金）

受付開始
挨拶
9：40〜10：50（70） Basic 授業づくりの着眼点
三枝 利多（目黒区立東山中学校教諭）
野間 敏克（同志社大学政策学部教授）
9：15〜

9：30〜 9：40

9：15〜

受付開始

9：30〜 9：40

挨拶

9：40〜10：50
（70） Basic

鈴木 深

11：00〜12：20
（80） 授業提案 1

社会的な見方・考え方を働かせた授業
山田 勝之（足立区立第四中学校教諭）
主体的・対話的で深い学び 〜未来を見据えて
…日本の お金 の使い方を考えよう〜
安野 雄一（大阪教育大学附属平野小学校教諭）
篠原 総一（京都学園大学学長）
12：20〜13：20
（60） 昼食（各自自由）

（東京証券取引所 金融リテラシーサポート部課長）
11：00〜12：30
（90） 次世代の職業選択を経済学から考える

安藤 至大（日本大学経済学部教授）
12：30〜13：30
（60） 昼食（各自自由）
13：30〜14：50
（80） 授業提案

二つの授業提案と授業づくりの舞台裏
杉田 孝之（千葉県立津田沼高等学校教諭）

13：20〜14：40
（80） 授業提案 2

思考実験から現実へつなげる授業
升野 伸子（筑波大学附属中学校教諭）
分業と交換の視点を取り入れた授業
阿部 哲久（広島大学附属中・高等学校教諭）
14：50〜16：10（80） エコノミストと考える中学経済授業のあり方
奥田 修一郎（大阪教育大学非常勤講師）
篠原 総一（京都学園大学学長）
16:10〜16:20
まとめ

基礎から学ぶ「上場会社」

山崎 辰也（北海道北見北斗高等学校教諭）
15：00〜16：20
（80） 高校新学習指導要領を読み解く

栗原 久（東洋大学文学部教育学科教授）
16:20〜16:30

まとめ

お申込み
QRコード

対
象：中学・高等学校の先生、教育関係者、教員志望の大学生
募集人員：70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からお申込みください。
【URL】https://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 9：00〜11：15、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、愛知県教育委員会、三重県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、
全国公民科・社会科教育研究会、全国中学校社会科教育研究会、名瀬地区高等学校社会科教育研究会、
愛知県社会科教育研究会、金融広報中央委員会、愛知県金融広報委員会（以上申請中）
※ 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。

講師 紹 介
京都学園大学 学長

日本大学経済学部 教授

同志社大学政策学部 教授

篠原 総一

安藤 至大

野間 敏克

（しのはら そういち）

（あんどう むねとも）

（のま としかつ）

専 門 国際経済学・マクロ経済学
略 歴 東京大学経済学部卒業、
ウォータールー大学大学

院Ph.D.取得。
同助教授、
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。
主な著作

『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。

専 門 金融論・銀行論
略 歴 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。
主な著作

専 門 労働経済学
東京大学博士（経済
略 歴 法政大学経済学部卒業。

学）
。
政策研究大学院大学などを経て、
2018年より現職。
主な著作

『初歩からの経済入門』
（共著 有斐閣）
『ミクロ経済学の第一歩』
（有斐閣）
『金融システム論』
（共著 有斐閣）
『これだけは知っておきたい 働き方の教科書』
『証券市場と私たちの経済』
（ちくま新書）
（編著 放送大学教育振興会）
など。

東洋大学文学部教育学科
教授

東京都立府中東高等学校
教諭

栗原 久

塙 枝里子

（くりはら ひさし）

（はなわ えりこ）

専 門 社会科教育学、
特に経済教育が中心
略 歴 筑波大学大学院修士課程教育研究科修了。
埼

玉県公立高等学校教諭、
筑波大学附属高等学校教諭、
信州大学准教授を経て、
現職。
主な著作

専 門 公民教育・経済教育
NTTコミュニケーションズ
略 歴 立教大学法学部卒業。

(株)、
(株)リンクアンドモチベーションを経て、
現職。現在、
立教大学経済学部博士前期課程1年。
主な著作

『グローバル時代の金融リテラシー』
『女性の視点でつくる社会科授業』
（共著 学文社）
（共著 ミネルヴァ書房） 『政治・経済 資料集2018』
（清水書院）
など。
『中学校社会科 定番教材の活用術 公民』
（編著 東京法令出版）
『入門 社会・地歴・公民科教育』
（編著 梓出版社）
など。

会場案内図

太閤通口

ウインクあいち（愛知県産業労働センター）
13階1303会議室
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38
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至東京

http://www.winc-aichi.jp/access/

ジュンク堂
キャッスル
プラザ

ミッドランド
スクエア

桜通

ウインクあいち

（愛知県産業労働センター）

名古屋三井ビルディング
モード学園

中村署

◆JR名古屋駅桜通口から 徒歩5分

きっかけとなった。

J
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名鉄
近鉄

アクセス

自分の授業を見直す

ロータリー
桜通口
セントラルタワーズ
名古屋駅

至大阪

名鉄
レジャック

錦通
広小路通

教師が生徒に何を身に
つけさせたいかという
視点から授業に臨むこ
とが大切だと分かった。

昨年受講された
現 場 教 員 の 実 践 状 況 や、
どのようなことに悩んで
いるのかが分かり、参考
になった。

先生方の声

充実した内容で大変有意義
だった。
来年も参加したい。

受講風景

もしくは受講票（お申込み後自動配信されるもの）
ご 注 意：●当日は本状、
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。

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いたします。

