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第 31 回経済教育学会全国大会プログラム 

全体テーマ：「だれのために、なんのために―経済と倫理の接点を探る」  

 

＜日時＞9月 26日（土）午後１時～9月 27日（日）午後３時 50分  

＜会場＞日本体育大学 世田谷キャンパス  

 

第 1 日目（9月 26日・土曜日） 

11:00-12:30  理事会 

13:00-16:45  基調講演・シンポジウム 

17:00-17:15  学会賞授与式 

17:15-17:50  総会  

18:00-19:30  懇親会(会費 3500円を予定) 

第 2 日目（9月 27日・日曜日） 

9:30-12:10  分科会報告  

9:30-12:10   理事会  

13:10-15:50  分科会報告 

1. 基調講演「一貫した立場の形成を介助する経済倫理教育」   橋本 努 (北海道大学) 

著書『経済倫理＝あなたは、なに主義？』（2008）でのメッセージをワークショップ形式で講演頂きます。「経

済倫理教育」を考える契機とするために・・・ 

 

かつてないほど発達した市場経済の中に生きるわれわれは、市場の「効率性」を評価する一方、市場の「失敗」をきびし

く批判する。では、市場社会はどのように倫理的な評価／批判をされるべきだろうか。その問いに対し、現代のイデオロギ

ー―リベラリズム、ネオリベラリズム、ネオコン、リバタリアニズム、平等主義、共同体主義、マルクス主義―は、いかに答

えうるのか。そしてあなた自身は、なに主義なのか？時事問題や、あなた自身の日常的で素朴な倫理感覚からスタートして、

さまざまな思想のエッセンスを、実感的かつ体系的にとらえ、「経済倫理教育」を考えることとしたい。 

2. シンポジウム「経済教育の倫理的基礎付けは可能か？－目標・内容にわたる検討」 

シンポジウム設定の趣旨 

経済教育は、経済理論や経済学概念を扱うことに留めるのか、経済的価値・経済倫理を含むものとすべきか、

仮に扱うとすれば、どこまで、どのような扱いとすべきか、その boundaryを設定することが目的の一つである。 

いわゆる経済倫理の枠組みは、塩野谷祐一が論じた正・善・徳であり、それぞれリベラリズム、功利主義、共

同体主義が背景に据えられている。ここでは特に、経済学の基礎にあると思われる功利主義に焦点を合わせたい。

ロールズの功利主義批判以来、そして、日本のマスメディアに露出が多いサンデルからの功利主義批判により、

あたかも功利主義は死に体であるかに思われている。しかし、「最大多数の最大幸福」に代表される「古典的功

利主義」から、「規則功利主義」に洗練された現状をふまえれば、経済教育の中でもう少し明示的に功利主義の

再定置がはかられてよいのではないか。 

関連してパレート効率の議論は、格差・貧困を論じる上でも避けられないはずであるが、功利主義・厚生経済

学の基本を受けた経済教育のカリキュラムには、どのように導入することができるのだろうか。期せずして 2008

年以来、中学校社会科では「効率と公正」が導入されて、パレート効率も議論されるが、その扱いは適切だろう

か。残念ながら、社会科授業での効率は、国語辞典程度の意味しか無いかもしれない。また、「公正・正義」に

いたって生徒は、月光仮面的な「こそばゆさ」と、フィクションとしての偽善・欺瞞を感じている。 

そこで、学校教育とくに社会科教育での経済と倫理の扱いもまた焦点化したい。前段で述べたとおり、現行学

習指導要領では、「効率と公正」が盛り込まれた。社会科教育では、価値の問題を扱わず、社会科学教育に徹す

るべきであるという主張も根強い一方で、社会科教育では、社会的な論争問題を扱うことにより、結果として「価

値」にコミットしてきた。格差や貧困の問題がそれである。これらに関して、それぞれのシンポジストから、主
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張を展開頂きたい。論点は次の通り。 

①経済教育の目標・内容に（経済）倫理をどのように位置づけるか。②経済教育で、功利主義やパレート効率

をどのように位置づけ教えるべきか、③学校教育で話題となっている「効率と公正」を、経済教育としてどのよ

うにあつかうべきか。 

 

パネラー 

古河幹夫（長崎県立大学） 

松尾 匡（立命館大学） 

山根栄次（三重大学） 
     

司会：淺野忠克・猪瀬武則 

3. 分科会プログラム 

○午前 （1）9:30〜10：10，（2）10：10〜10:50，（3）10：50〜11：30 ，（4）11：30〜12:10，それぞれ報告 30分討論 10分 

○キャリア教育   司会：橋本勝，中里弘穂 

インターンシップの事前・事後指導の実務 田中淳 東京都立産業技術高等専門学校 

新規学卒Ｕターン就職者の就職先探索行動に関する研究 中里弘穂 福井県立大学 

香川大学夜間主コースでのキャリア教育の試み 中村賢治 基礎経済科学研究所 

○税   司会：金子浩一，太田正行 

高校生は在学中に租税をどのように学ぶのか？～社会科系科目の教科書分析～ 金子幹夫 神奈川県立平塚農業高等学校初声分校 

男女必修時代の高等学校家庭科における消費者教育～公民科との関連～ 太田正行 慶應義塾大学 

中学校における経済と地理融合教材の開発  河原和之  立命館大学 

在外教育施設に関する聞き取り調査－社会科・経済分野の教育実践も踏まえて－ 金子浩一 宮城大学 

○大学教育，金融リテラシー  司会：齋藤哲哉，阿部信太郎 

成長戦略としての経済教育の展開の可能性 何峰 早稲田大学アジア太平洋研究科 

高校生・大学生の経済リテラシーの分析と課題 阿部信太郎 

山岡道男 

浅野忠克 

城西国際大学 

早稲田大学 

東京都市大学 

金融リテラシー教育の担い手としての図書館司書とその役割 尾鷲瑞穂 国立研究開発法人国立環境研究所 

大学生のための金融リテラシー調査票の作成について 小山内幸治 滋賀短期大学 

 

○午後 （1）13：10〜13：50，（2）13：50〜14：30，（3）14：30〜15：10，（4）15：10〜15：50，それぞれ報告 30分討論 10分 

○金融  司会：箕輪京四郎、山根栄次 

高等学校公民科における金融消費者教育の学習プログラム開発—確率に関するフ

レーミング効果を手がかりとしてー 田村徳至 信州大学学術研究院総合人間科学系 

日本金融システム史に基づく高校｢公民科｣経済学習の教育内容開発(4)—現代経

済史（占領統治期～)の教材化 松井克行 西九州大学子ども学部 

中等教育における正しい「金融教育」の必要性・緊急性の提案 炭谷英一 神戸市消費生活マスター 

外国為替を高校生に教える 箕輪京四郎 元横浜商業高等学校 

○倫理  司会：八木尚志，中谷武雄 

企業の社会的責任を学ぶビジネスゲームの開発と実践 福田正弘 長崎大学教育学部 

Ａ・センのケイパビリティーアプローチを用いた小学校社会科学習－ 秋田真 弘前大学教育学部附属小学校 

２つの経済倫理とその存在可能性をめぐって 越田年彦 東京都立立川高等学校定時制 

いいお金儲けの授業をしませんか 力丸剛 横浜市立潮田中学校 

○大学  司会：新里泰孝，塩田尚樹 

データの瞬時可視化の実践 ―PIO-NET消費生活相談データの分析事例― 斎藤清 元兵庫県立大学 

変分問題のオイラー方程式と経済学における「オイラー方程式」 塩田尚樹 獨協大学経済学部 

経済学特殊講義「東日本大震災を学ぶ」の授業実践報告 新里泰孝 富山大学経済学部 

橋本勝 富山大学教育・学生支援機構 

経済学英語の語彙特性 久井田直之 日本大学経済学部 
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4. 特別分科会（分科会と平行して行われます） 

特別分科会 I「中高を含めた経済教育に多様性を真に生かすために－参照基準と経済教育」 

経済教育学会では，先に公表された経済学分野の参照基準原案に対して，意見表明を行ない，参照基準発表後に出版された『経

済学と経済教育の未来』にも学会として協力を行ない，編集代表の八木紀一郎氏を含め複数の会員が執筆しました． 

参照基準にめぐっての最大の論点の一つは経済学における多様性でした．参照基準原案においては，ミクロ経済学，マクロ経済

学，統計学を中心とした大学における経済学のカリキュラムが標準として示され，そのことが現状の経済学の多様性を無視し，経

済学の多様性がもつ可能性をうばうものとして批判されました． 

しかし，経済教育学会は大学の経済学教育だけではなく，中高の商業科目も含めた公民科目の教育にもとりくんで来ました．中

高の経済教育を考えるとき，日本の経済学会の多様性が中高の経済教育から体系性をうばうネガティブな面があったこと，そのよ

うな傾向に抗して，ミクロ経済学を土台として，生徒自らに経済問題を考えさせる方向の大きな流れがあることは無視できません．

他方で生徒の多様な考えを尊重することにおいて，日本の学会における経済学の多様性は大きな寄与ができる可能性をもったもの

と考えられます． 

本特別分科会では，これまでの中高の経済教育におけるミクロ経済学を土台とした様々な教育実践の流れをふまえつつ，大学を

含めた日本の経済学会における経済学の多様性を生徒自らが考えることを支援するうえでどのような可能性をもつか議論されます． 

 

1.「参照基準と高校経済教育」(10:10～10:50) 

新井明(上智大学非常勤) 

2.「いま経済学と経済学教育に必要されているものはなにか」(10:50～11:30) 

塩沢由典(大阪市立大学名誉教授) 

3. 全体討論I(11:30～12：10) 

4.「広範性と理論的一貫性を満たす経済学教育の可能性：Summer School of Analytical 

Political Economyの経験からの教訓(13:10～13:50) 

吉原直毅(一橋大学経済研究所) 

5.「視野・知識・思考 － 参照基準問題が問いかけているものたち」（13:50～14:30) 

吉田雅明(専修大学) 

6. 全体討論II(14:30～15:10) 

 

特別分科会II:「海外の経済教育現状から日本の経済教育をとらえ直す」 

海外の経済教育現状から日本の経済教育の現状をふり返り、その在り方を探ろうとするものである。 

第１に、米国経済教育の実情を、学校教育への普及の現場から、また、米国高等教育での学会誌投稿から、その現状を探る。そ

こでは、州立大学に附属するCEE(米国経済教育協議会) のセンターが、どのような経済教育普及を試みられているのか、その業務

や範囲、日常を明らかにする。また、米国教員養成学部での経済教育の実情、現職教育の在り方も言及される。また、米国や欧州

の経済教育・高等教育学会誌への複数の投稿実情から、高等教育そして学会運営の在り方を探るものとして、学会誌構成の課題と

可能性が検討される。 

第２に，英独の経済教育の現状から、対抗スタンダード化の動き、経済的価値教育の動きが探られる。世界的な教育のスタンダ

ード化に対して、ドイツもそれらが試みられてきたが、ドイツ内部でも異論がある。このスタンダード化と対抗化の一連の動きを

総括すると同時に、近年の価値的経済教育の現状もレビューする。また、英国からは、従来からの実証経済学・規範経済学の枠組

みを超えた価値的経済教育の提唱、民主主義としての金融教育の提唱、現象記述学による経済認識分析の変革が討論される。 

以上の討論を契機として、日本の経済教育の現状をふり返り、その在り方を再構成するよすがとしたい。 

 

1. 米国経済教育普及の現状－元CEE ディレクター及び教員養成をふまえて(13:10-13:50) 

小川正人（環太平洋大学・元インディアナ大学ココモ校） 

2. 米国（経済）教育学会誌（JEE やJHE）への投稿からの含意(13:50-14:30) 

淺野忠克（東京都市大学非常勤） 

3. ドイツ経済教育の近状－カリキュラムに着目して(14:30-15:10) 

服部一秀（山梨大学） 

4. 英独の批判的経済教育－対抗スタンダード化と価値への接近(15:10-15:50) 

猪瀬武則（日本体育大学） 
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会場 日本体育大学・世田谷キャンパスへのアクセス 

最寄り駅からの行き方（バスは全て220円） 

 

 

（バス徒歩を含め行き方） 

１．東急田園都市線・桜新町駅から行く場合 …徒歩 15 分。または東急バス「黒０７ 系統 目黒駅行き・都立

大学行き」（のりば２）か「都立０１ 系統 都立大学駅北口行」（のりば３）に乗り、7，8 分。「日本体育大

学前」にて下車（※桜新町からタクシーに乗ると、およそ初乗り料金（730円）で大学まで着きます。  

２．等々力駅から バス10分、徒歩25分 等12系統：成城学園前駅：瀬田営業所行き 降車：日本体育大学前 

３．自由が丘駅から バス約15分 自01系統：自02系統：駒大深沢キャンパス前行き 降車：日体大裏 

４．恵比寿駅から バス約30分 恵32系統：東京医療センター前経由用賀駅行き 降車：日本体育大学前 

５．渋谷駅から バス約35分 渋82：三軒茶屋、駒沢経由等々力行き 降車：深沢不動前または深沢坂上 

 

●参加をご希望の方(会員)は… 

参加申込の締め切り：2015年9月18日(金)  

申込方法：経済教育学会のホームページ http://www.ecoedu.jp から下記の必要事項を入力してください。 

受付は 8 月中旬から行ないます。 

〔ホームページでの必要事項〕参加者氏名・所属、連絡先(郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、電

子メールアドレス)、懇親会の出席・欠席  

なお、昼食につきましては、9月26日(土)は、食堂が営業しておりますが、9月27日(日)は営業しておりません。

会場付近に、僅かながら飲食店、弁当屋さんやコンビニもありますが、限られております。各自ご用意いただ

くか、弁当をお申し込み下さい。  

 

●参加をご希望の方(会員以外)は…  

１）経済教育学会のホームページ http://www.ecoedu.jp から、参加者氏名・所属、連絡先(郵便番号、住所、

電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス)、懇親会の出席・欠席を入力し、2015年9月18日(金)

までに送信してください。  

２）会員外の方も参加できます。本学会の魅力を体験された後、入会していただくことを期待します。 

 

第 31 回全国大会の件に関しては、以下までお問い合わせください 

 

〒158-8508 東京都世田谷区深沢 7-1-1  

日本体育大学・児童スポーツ教育学部 

社会科教育研究室内 猪瀬武則 

 inose@nittai.ac.jp 


