
経済

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、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、東京都金融広報委員会（以上申請中）

＜先生のための「夏休み経済教室」＞は11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。今年は「経済学で読み解く日本・世界の今、
そして教育は」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、高等学校新学
習要領の解説、またこれからの金融教育についてなど、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。

 9：15～

 9：30～ 9：40

 9：40～10：50（70）

11：00～12：20（80）

12：20～13：20（60）

13：20～14：40（80）

14：50～16：20（90）

16:20～16:30

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 基礎から学ぶ「上場会社」

鈴木 深
（東京証券取引所 金融リテラシーサポート部課長）

持続的な社会を実現するための経済教育

中川 雅之（日本大学経済学部教授）

昼食（各自自由）
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）

金子 幹夫（神奈川県立三浦初声高等学校教諭）

財政と租税を根本から考える

－私たちはなぜ税金を納めるのか－

諸富 徹
（京都大学大学院経済学研究科／地球環境学堂教授）

まとめ

※ 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。

1日目　8月9日（木） 2日目　8月10日（金）
 9：15～

 9：30～ 9：40

 9：40～11：00（80）

11：10～12：30（80）

12：30～13：30（60）

13：30～14：50（80）

15：00～16：30（90）

16:30～16:40

受付開始

挨拶

新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代表）

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）

昼食（各自自由）

明治維新を経済から読む

篠原 総一（京都学園大学学長）

金融における技術変革と

これからの金融教育

鹿野 嘉昭（同志社大学経済学部教授）

まとめ
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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10)　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

　https://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（見学者入口）から
ご入場ください。西口

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。

『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　

同志社大学経済学部 教授　
鹿野 嘉昭

金融論・マクロ経済学
同志社大学経済学部卒業。日本銀行、経団連２１

世紀政策研究所を経て、現職。

『日本の銀行と金融組織』（東洋経済新報社）
『日本の金融制度（第３版）』（同）
『藩札の経済学』（同）など。

主な著作

専 門
略 歴

（しかの よしあき）

東洋大学文学部教育学科 
教授
栗原 久
（くりはら ひさし）

社会科教育学、特に経済教育が中心　　　
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。

『グローバル時代の金融リテラシー』
（共著 ミネルヴァ書房）

『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。

主な著作

専 門
略 歴

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）

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）

経済知識の講義と授業実
践紹介を同時に聞けたこ
とで、知識を活かした授
業展開を具体的に考える
ことができた。

歴史教員で経済は不得意
だが、難しい経済用語も
ほとんどなく
とても興味
深く聞けた。

他教科教員だが多くを
新鮮に聞くことができた。

毎回生徒へ教えづらい
テーマを選んでくれて
ありがたい。

京都大学大学院
経済学研究科/地球環境学堂　
教授

諸富 徹

財政学・環境経済学
京都大学大学院経済学研究科博士課程修了。

横浜国立大学経済学部助教授、京都大学大学院経済
学研究科助教授などを経て、2010年3月より現職。2015年
よりミシガン大学グロティウス客員研究員（安倍フェロー）、
放送大学客員教授を務める。

『私たちはなぜ税金をおさめるのか‐租税の経済思想史』
 （新潮選書 租税資料館賞受賞）

『再生可能エネルギーと地域再生』（共編著 日本評論社）など。

主な著作

専 門
略 歴

（もろとみ とおる）

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）。

『商学論集』「高校生を対象とした市場競争の意義に関
する授業実践」
"Consumer Search Costs, Geographical Concentration, 
and Retail Gasoline Pricing: Evidence from Inland 
Japan,"  Japan and the World Economy, 45, 1-8 （共著）
など。

主な著作

専 門
略 歴

（さとう えいじ）

受講風景

昨年受講された
先生方の声

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




