
 

 

 

2016年 11月 14日 

報道関係各位 

おかねや金融について親子で楽しく学べる体験型イベントおよび先生のための金融教育セミナー 

「金融教育フェスタ《沖縄》」の参加申込受付を 11 月 14 日（月）より開始 

～ 開催日：2017年 1月 14日（土）／ 開催場所：沖縄コンベンションセンター（宜野湾市）～ 

金融広報中央委員会 

沖縄県金融広報委員会 

金融広報中央委員会（事務局：日本銀行情報サービス局内）は、おかねや金融について親子で楽し

く学べる体験型のイベントと、先生のための金融教育セミナーを併せて、「金融教育フェスタ」として、

2016年度中に広島と沖縄の 2カ所で開催いたします。 

いよいよ、本日 11月 14日（月）より、沖縄会場の募集を開始いたします。 

親子向けに展開する「親子のためのおかね学習フェスタ」では、おかねの  

おはなし会やおかねの体験学習プログラム、貯金箱作り、おかねクイズなど、  

さまざまなプログラムを用意しました。当日は、会場に沖縄観光親善使節の  

マスコットキャラクター「花笠マハエ」も登場します。教員向けに開催する「先

生のための金融教育セミナー」では、学校における金融教育の内容や実践的な

指導方法に関する研修の場を提供します。＊プログラムの詳細は、次頁をご覧ください。 

親子でおかねについて考えるためのきっかけ作りとして、また、先生方の授業に生かせるヒントを

見つけるため、ぜひお気軽にご参加ください。本イベントの参加は無料です。多くの方々のご来場を

心よりお待ちしております。 

詳しくは、公式サイト（http://www.festa2016.jp/）または添付のチラシをご確認ください。

■金融教育フェスタ《沖縄》概要 

日 時： 2017年1月14日（土）10：00～17：00 

会 場： 沖縄コンベンションセンター 

主 催：  金融広報中央委員会、沖縄県金融広報委員会 

後 援：  文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、沖縄県、那覇市、宜

野湾市、沖縄県教育委員会、沖縄市教育委員会、宜野湾市教育委員会、沖縄県小学校長

会、沖縄県中学校長会、沖縄県高等学校長協会 

対 象： 児童および保護者、教員等 

参加費： 無料（一部プログラムは予約制） 

公式サイト：http://www.festa2016.jp/（申込受付は2016年11月14日<月>14：00より開始） 
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■ 金融広報中央委員会について 

金融広報中央委員会は、都道府県金融広報委員会、政府、日本銀行、地方公共団体、民間団体等

と連携、協力し、「金融経済情報の提供」と「金融経済学習の支援」を積極的に展開しています。 

 

沖縄観光親善使節「花笠マハエ」©OCVB 

 



 

 

 

【プログラム】 

（１）おかねのおはなし会：原則小学校低・中学年およびその保護者が対象。予約制・先着

順。 

・プログラム内容：FP／生活経済ジャーナリストのいちのせかつみ氏を講師にお迎え

し、コンビニで売っているものなどをテーマに、欲しいモノと必要

なモノの違いを考えていただきます。また、世界のおかねを見て触

って体験していただきます。 

・各回定員：100 名 

（２）おかねの体験学習プログラム：原則小学校低・中学年が対象。予約制・先着順。 

・プログラム内容：仕事体験とカレー作りゲームにチャレンジしていただきます。仕

事体験では、硬貨を数える、鑑定するといった中央銀行の仕事を

通じて、働いて報酬を得ることを疑似体験していただきます。カ

レー作りゲームでは、仕事体験で得た報酬の範囲内でカレーのど

んな材料を買うのかを考えることで、必要な物と欲しい物を見分

けることや計画的におかねを使うことの大切さを学んでいただ

きます。また、おこづかい帳のつけ方も勉強していただきます。 

・各回定員：42名 

（３）おかねの体験広場：貯金箱作り、おかねクイズ、お札の秘密体験、おかねについて学

ぶコーナー、ビデオ上映、模擬一億円パック重さ体験コーナー、写真撮影コーナー。

予約不要。 

（４）資料コーナー：主催者および協力団体の金融知識や金融教育に関する資料をご用意し

ております。予約不要。 

（５）知るぽるとホームページ閲覧コーナー：子ども向けのクイズや保護者向けの家計診断

などおかねに関するさまざまな情報を提供している、知るぽるとホームページを自由

にご覧いただけます。予約不要。 

（６）先生のための金融教育セミナー：金融教育の有識者による基調講演、小学校・中学校・

高等学校で金融教育に熱心に取り組まれている先生方による実践事例の紹介と体験

型ワークショップを行います。予約制・先着順。 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

金融広報中央委員会事務局（日本銀行情報サービス局内）金融教育プラザ 

岡崎竜子   TEL: 03-3277-2563 E-mail: ryouko.okazaki@boj.or.jp 

入江高宏   TEL: 03-3277-3033 E-mail: takahiro.irie@boj.or.jp 

（2/2） 



【バス】那覇バスターミナルより
　　　●「コンベンションセンター前」下車／会場まですぐ
             ◯◯◯◯◯系統（約40～60分）
　　　●「真志喜」下車／会場まで徒歩15分
　　　　◯◯◯◯◯◯系統（約35～50分）
【お車】沖縄自動車道　西原ICから約15分

0120-194-085（ 　　　　 ） festa@festa2016.jp

おやこ

がく
しゅう

親子のためのおかね学習フェスタ《沖縄》

参加費
無料 予約制※

先着順

まな

おかねのなぜ・どうして
をみん

なで学
ぼう！

沖縄コンベンションセンター
イベント開催時間 10：00▶17：00

主催：金融広報中央委員会、沖縄県金融広報委員会
後援：文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、沖縄県、那覇市、
　　　宜野湾市、沖縄県教育委員会、那覇市教育委員会、宜野湾市教育委員会、
　　 沖縄県小学校長会、沖縄県中学校長会、沖縄県高等学校長協会

■小学生以下の参加は引率者が必要です。　■災害等によりイベントを中止することがあります。あらかじめご了承ください。

沖縄県宜野湾市
真志喜4-3-1

受付時間
平日10：00～18：00

インターネット http://www.festa2016.jp/
電 話 お問い合わせ専用メール

詳しくは裏面をご覧ください
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※一部のプログラムは予約が必要です。
　11月14日（月）14時から予約受付を開始する予定です。
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ズに
親子のためのおかねのおはなし会

おはなしする人 いちのせ かつみ氏

おや　こ
かい

ひと

お・か・ねってナニ？ ほしいモノとひつようなモノ

FP/生活経済ジャーナリスト

いっしょ

はながさ

さつえい花笠マハエと

一緒に撮影でき
るよ！

沖縄観光親善使節
「花笠マハエ」(C)OCVB

おやこ

ぜ・どうし

がく
しゅう

9955433226

20 23 29 63 77 120

※会場の駐車スペースが少ないため、近隣の有料駐車場をご利用ください。
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2017年1月14日（土） 開催日

お申し込み
お問い合わせ

金融教育フェスタ事務局 インターネット、
電話でお申し込みください。

本イベントの公式サイトは上のQRコードから



各プログラムの詳細については公式サイト（http://www.festa2016.jp/）をご覧ください。

おかねのおはなし会

おはなしする人

各回 定員100名
開催時間
①11：30～12：20　②14：20～15：10

開催時間
①10：00～11：00 ②12：50～13：50 ③15：40～16：40

「おかねのおはなし会」「おかねの体験学習プログラム」に参加ご希望の方は
予約が必要です。定員に余裕がある場合は当日受付も行います。
インターネットまたは電話でお申し込みください。11月14日（月）14時から予約受付を開始する予定です。

FP/生活経済ジャーナリスト

対象：原則小学校低・中学年とその保護者

いちのせ かつみ氏

予約制
先着順

おかねの体験広場

お・か・ねってナニ？
ほしいモノとひつようなモノ 仕事体験+カレー作りゲーム
コンビニで売っているものなどをテーマに、ほしいモノとひつようなモノのち
がいを考えます。また、世界のおかねを見て、さわって、体験してみましょう！

おかねの体験学習プログラム

各回 定員42名 対象：原則小学校低・中学年

予約制
先着順

コインを選別したり、お札の束の中から偽札をさがしたり、日本銀行の仕
事を体験します。仕事体験で得たお給料（模擬貨幣）でカレー作りゲーム
に挑戦！「おこづかい帳」のつけ方も勉強します。

車型2種類と新幹線型の貯金箱のどれかを選
んで、マジックなどで好きな色を塗り、自分だ
けの貯金箱に仕上げることができます。未就
学児もご参加いただけます。

●貯金箱作り

会場内に設置したパネルにヒントが隠されています。このヒントを頼りにスタ
ンプラリーを楽しみながら10問のおかねに関するクイズに挑戦します。

●おかねクイズ

マイクロスコープ（拡大カメラ）やブラックライト（紫外線）を使って、マイクロ
文字および超細密画線や特殊発光インキなど、お札に使われている最新の
偽造防止技術を体験することができます。

●お札の秘密体験コーナー

主催者および協力団体の金融知識や金融教育に関する資料をご用意してお
ります。ご自由にお持ち帰りください。

国内外の貨幣のレプリカを展示しています。貨幣の歴史を学んだり、金塊や
小判五十両包みの重さを体験することができます。

●おかねについて学ぶコーナー

楽しくおかねのことが学べるビデオの上映を行います。
●ビデオ上映コーナー

模擬一億円パックを自由に持ち上げて、
一億円の重さを体験することができます。

●模擬一億円パック重さ体験コーナー

一万円札の肖像になりきって写真撮影できます。知るぽるとファミリーとも
一緒に撮影できます。

●写真撮影コーナー

資料コーナー
子ども向けのクイズや保護者向けの家計診断などおかねに関するさまざまな
情報を提供している、知るぽるとホームページを自由にご覧いただけます。

知るぽるとホームページ閲覧コーナー

お申し込みください

※

※予約は先着順に受け付けます。定員に達し次第、受付を締め切らせていただきますのでご了承ください。

自動返信メールをご確認ください。またメールが参加証となりますので、プリントアウトするか、
メールに記載の来場者NO.を控えて、当日かならずご持参ください。

インターネットでの
お申し込み

①代表者氏名・連絡先・職業、②参加人数と学年、
③ご希望のプログラムと時間帯、④このフェスタを知ったきっかけをお知らせください。
2016年12月下旬から参加証を郵送しますので、当日かならずご持参ください。

■お知らせいただいた個人情報は、当フェスタ関係事務以外に使用することはありません。

電話での
お申し込み

0120-194-085（ 　　　　　　　　） festa@festa2016.jp受付時間／平日10：00～18：00

申し込みフォームに必要事項をご入力ください。インターネット http://www.festa2016.jp/
電話 お問い合わせ専用メール

以下のプログラムは予約は不要です。当日（10：00～17：00）、直接ご来場ください。

「模擬一億円パック重さ体験コーナー」の様子

「仕事体験」の様子 「カレー作りゲーム」の様子

自由参加
プログラム



●金融教育について知るとともに、具
体的な授業実践を聞くことができ
て、とても有意義なセミナーでした。
●大変貴重な機会でした。先生方の実
践を参考に、現場で指導していきた
いと思います。
●他の先生方も同じようなところで悩
んでいることがわかり、その課題の
解決について考えるきっかけとなり
ました。

お申し込みはFAX・メールにて受け付けます。FAXの場合は、裏面の応募欄に必要事項をご記入のうえ、送信してください。
メールの場合は、FAX応募欄と同じ内容を記載のうえ、下記フェスタ事務局のメールアドレスにお送りください。ご参加頂ける
方には、後日、参加証をお送りいたします。

後援：文部科学省、金融庁、消費者庁、日本銀行、日本PTA全国協議会、沖縄県、那覇市、宜野湾市、沖縄県教育委員会、
　　　那覇市教育委員会、宜野湾市教育委員会、沖縄県小学校長会、沖縄県中学校長会、沖縄県高等学校長協会

お申し込み
お問い合わせ

金融教育フェスタ事務局 FAXかメールでお申し込みください。

FAX 03-5214-2298 お問い合わせ用
TEL

0120-194-085
メール seminar@festa2016.jp 平日10:00～18:00受付

2017年1月14日（土）
40名程度（先着順。定員になり次第、締切ります）
※参加費無料。交通費・宿泊費・飲食代は参加者負担。
　宿泊予約等は各自でお取りください。

10：10～16：55日時

定員

小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・高等専修学校・
特別支援学校（学級）・大学の教員、教育委員会指導主事、
および教職を目指す大学生・大学院生

基調講演　講演者紹介東京でのセミナーの模様（2015年開催）

国立教育政策研究所

大杉 昭英　
初等中等教育研究部長

対象

主催

会場 沖縄コンベンションセンター
沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

金融広報中央委員会・沖縄県金融広報委員会

公立学校教員、広島県教育委員会指導主事などを経て、
平成９年 　文部省初等中等教育局中学校課／高等学校課教科調査官（社会・公民）、
平成13年 国立教育政策研究所教育課程研究センター教育課程調査官(兼)
　　　　 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官(社会)、
平成15年 文部科学省初等中等教育局視学官、
平成19年 岐阜大学教授を歴任し、現職。

参加者からの声

先生のための
金融教育セミナー
生徒や学生にお金との正しい関係を伝え、現実社会をよりよく
生きる力を育むために、金融教育について考えてみませんか？
当セミナーでは、基調講演や実践発表、ワークショップなどを通して、
金融教育の実践に向けた手がかりをご紹介します。

授業に活かせるヒントをご紹介します

2016年度

金融教育フェスタ

アクセス

沖縄沖縄

本イベントの公式サイトは上のQRコードから

【バス】那覇バスターミナルより
　　　●「コンベンションセンター前」下車／会場まですぐ
             ◯◯◯◯◯系統（約40～60分）
　　　●「真志喜」下車／会場まで徒歩15分
　　　　◯◯◯◯◯◯系統（約35～50分）
【お車】沖縄自動車道　西原ICから約15分

9955433226

20 23 29 63 77 120

※会場の駐車スペースが少ないため、近隣の有料駐車場をご利用ください。
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FAX応募欄 03-5214-2298 切り取らずにこのまま
FAXしてください

お送り頂いた個人情報は、金融教育フェスタに係る事務以外に使用することはありません

お名前

ご職業

ご連絡先

（ふりがな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

□教員（学校名：　　　　　　　　　　　　　　ご担当教科：　　　　　　　　　　　　　     ）

□教育委員会指導主事（ご所属先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ）

□教職を目指す大学生・大学院生（学校名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ）

都道府県の金融広報委員会から委嘱された「金融・金銭教育研究校」
または「金融教育研究グループ」に所属しておられますか？

□ご勤務先　□ご自宅　　TEL　　　　　ー　　　　　ー

□はい　　□いいえ

参加証送付先ご住所
〒

日中ご連絡のつきやすい
電話番号をご記入ください

メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　＠

FAX番号

「先生のための金融教育セミナー」（沖縄）プログラム

10:20～11:00 基調講演

11:10～12:40 実践発表・ワークショップ１

「これからの金融教育について
　　　　　　　　　 ～次期学習指導要領改訂の視点～」

国立教育政策研究所　大杉 昭英　初等中等教育研究部長

「我ら、アイディアマン！よりよく考え、
　　　　　　判断し行動する子の育成～金融教育から～」

【進行・コメント】国立教育政策研究所　大杉 昭英　初等中等教育研究部長

東京都東村山市立回田小学校 曽我部 多美 校長
東京都目黒区立駒場小学校　 塚本 哲 主任教諭

15:20～16:50 実践発表・ワークショップ 3

「人生の『リスク』に対するセーフティネット」

【進行・コメント】国立教育政策研究所　大杉 昭英　初等中等教育研究部長

昭和音楽大学・短期大学部 梶ヶ谷 穣 非常勤講師
（元 神奈川県立海老名高等学校教諭）

13:40～15:10 実践発表・ワークショップ2

「模擬授業で体験～レシートで金融教育～」

【進行・コメント】国立教育政策研究所　大杉 昭英　初等中等教育研究部長

千葉市教育委員会 山﨑 二朗 氏

●実践発表の後、発表に関連する内容でのワークショップを行います。
●プログラムは変更になる場合があります。
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