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（別紙）グローバルマネーウィーク取組一覧 

 

団体名等 
日時／ 

期間 
取組概要 

㈱山口フィナンシャ

ルグループ 

3/1(火) 

～

3/31(木) 

年代に応じた金融教育、将来に役立つお金の知識等にかかるオン

ラインセミナー 

日本銀行 

3/15(火) 

～

3/31(木) 

「バーチャル親子見学会」の開催 

日本銀行ホームページに「バーチャル親子見学会」特設ページを作成。

プログラムをご自宅で体験していただけます。 

西尾信用金庫 3/16(水) 

地域の高等学校への出張授業の実施 

愛知県立鶴城丘高校学生約２４０名に対して、出張授業を実施する。

成年年齢引下げによって生活がどう変わるか、消費契約の基礎知識

（ローン契約等）、若年層の消費者トラブル事例、国や自治体の相談

窓口等について専門家が講義し、地元の学生の金融リテラシー向上を

目指します。 

【お問い合わせ先】電話番号：0563-56-7120 

電子決済等代行事業

者協会 

株式会社マネーフォ

ワード 

株式会社 Zaim 

Moneytree 株式会社 

3/17(木) 

オンラインイベントの開催 

22 年 4 月 1 日からの成年年齢引下げを絡め、18 歳で知っておいてほ

しい、成年として出来ることや、世界の 18 歳のこと、お金の扱いに

関する基本のことを伝えるオンラインイベントを開催します。 

金融経済教育推進会

議 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

大学生・若手社会人向け e-learning 講座 

「マネビタ～人生を豊かにするお金の知恵」 

【URL】

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-

learning/ 

金融広報中央委員会 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

小学生・保護者、中学生・高校生向けオンラインコンテンツ 

小学生と未就学児向けのアニメーション「ホシガリ姫の冒険」 

小学生向けのオンラインゲーム「スイスアルプスでの牛飼いを体験し

よう」 

小学生向け「おかねクイズで学ぼう！」 

中学生・高校生向けのアニメーション「18歳が変わる！―アキラとマ

モル バンド編」 

【URL】 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/oshir

ase/oshirase071.html 

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/e-learning/
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/oshirase/oshirase071.html
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/oshirase/oshirase071.html
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文鉄・お札とコインの

資料館 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

企画展「女王陛下の肖像」の実施 

広報誌資料館通信の発行 

【URL】https://www.buntetsu.net/mbc/exhibition/ 

日本損害保険協会 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

GMW 特設ページの作成・公開 

・GMW活動への賛同と同取組みの紹介、ロゴの掲載・周知 

・日本損害保険協会の金融リテラシー向上に関する取組みおよび教

材等の紹介 

・会員会社による特設ページの紹介（ホームページリンクの紹介等に

よる情報発信・周知） 

生命保険協会 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

各種オンラインコンテンツの提供 

【全世代向け】 

・「生命(なまいのち)保子(やすこ)の未来の授業」 

・「ライフプランのいろいろ」 

【小学生向け】 

・「みんなを支える生命保険～生き方と自助のひみつ～」 

【教員向け】 

・高等学校保険教育用 教員向けモデル授業・解説動画 

・高等学校用教材・活用マニュアル 

・中学校用教材・活用マニュアル 

【URL】https://www.seiho.or.jp/edu/ 

日本金融教育推進協会 

3/21(月) 

～

3/27(日) 

お金について学ぶ、考える多様な金融教育トークイベントの開催 

① 日本金融教育推進協会しゃべり場 

② ＼クレジットカード、ローン、証券口座…／4 月から成人年齢引

き下げ！今知っておきたい契約とお金の話 Powerd by株式会社エ

イブルホールディングス 

③ リディ部×日本金融教育推進協会 

「お金」を知ると、問題解決の選択肢が増える〜金融教育と社会

課題の関係〜 

④ 大学生と徹底討論 社会課題解決メディアと考える今の若い世

代のお金の課題感って？withハフポスト日本版 

⑤ ＼貯金初心者大歓迎！／自分に合ったお金の貯め方って？楽し

みながら貯金しよう！with finbee 

⑥ 自分を守るために知っておきたいお金の話 

⑦ 親子で学ぼう！楽しく身に付くお金のつかいかたワークショッ

プ with MEME 

【URL】https://globalmoneyweek2022.peatix.com/ 

https://www.buntetsu.net/mbc/exhibition/
https://www.seiho.or.jp/edu/
https://globalmoneyweek2022.peatix.com/
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株式会社東京証券取

引所 
3/21(月) 

GMW の周知、若年層向け金融教育の重要性の啓発 

・東証アローズのチッカー（円筒電光掲示板）への「Global Money 

Week」の表示 

・上記を撮影した動画の各種 SNSへの投稿 

・メールマガジンへの記事掲載 

楽天銀行 

3月下旬 

(春休み

中)から 1

日 90分 

小学生向けセミナー 

― 「ゼロキャッシュ」時代に向けて ― (仮題) 

【趣旨】 

デジタル・ネイティブ世代のこどもたちが「ゼロキャッシュ」時代を

生きていくうえで必要となる金融および IT に関するリテラシーを高

めるきっかけとなることを目指します。 

【アウトライン】 

・「ゼロキャッシュ時代」の到来 

・お年玉やおこづかいは現金？キャッシュレス？ 

・じぶんの口座をもっている？ 

～銀行とは？ 預金とは？ 

・わたしたちの身の回りのキャッシュレス 

・キャッシュレスのこれから 

全国銀行協会 

3/22(火) 

～

3/25(金) 

１．成年年齢引下げ等に関する特設サイトの開設 

2022年 4月から成年年齢が 18歳に引き下げられることを踏まえ、成

年年齢引下げの概要や、成人になる前に身に付けておきたいお金に関

する事項（家計管理・資産形成等）について、理解を促すための特設

サイトを 3月 24 日（木）目途に開設する。 

２．SNS 投稿 

全銀協 SNS（Twitter、Facebook）において全銀協の金融経済教育活動

（出張講座・教材等）を紹介するとともに、GMWの趣旨に賛同し、ア

ピールする投稿を行う。 

日本 FP 協会 

3/22(火) 

3/25(金) 

3/27(日) 

出張講座・教材等についての SNS を通じた情報発信 

日本 FP協会 SNS（Twitter、Facebook）において、同協会の派遣授業

や教材等について情報発信を行います。 

【URL】 

派遣授業詳細ページ 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/inst_disp/ 

テキスト詳細ページ 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/personal_text

/ 

「進学と大学生活にかかるお金の話」 

・進学資金にかかるお金 

・大学生活で必要なお金 

・卒業後のライフプランとキャッシュフロー表 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/inst_disp/
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/personal_text/
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/high/personal_text/
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・お金の貯め方・増やし方 など 

【URL】 

イベント詳細ページ 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/ 

チラシ 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/

files/seminarinfo.pdf 

生命保険文化センター 

3/22(火) 

～

3/27(日) 

講師派遣と学校教育用副教材の情報発信 

ホームページにて、講師派遣と学校教育用副教材(中学校・高校向け)

について紹介 

【URL】 

〇講師派遣のご案内 

https://www.jili.or.jp/lecturer/index.html 

〇中学校・高校向け副教材一覧 

https://www.jili.or.jp/school/yokoku/index.html 

株式会社みずほフィ

ナンシャルグループ 

3/22(火) 

～

3/27(日) 

（発信日

は未定） 

金融経済教育についての SNS を通じた情報発信 

・自社 Facebook にて、時事的要素をふまえた学生向けのコンテンツ

を投稿（例.成人年齢引下げ、高校家庭科での金融教育取扱い等） 

・みずほフィナンシャルグループ、三菱 UFJフィナンシャル・グルー

プ、三井住友フィナンシャルグループの 3社が統一のハッシュタグ「#

みずほと MUFGと SMFG」をつけて同時期に投稿。 

株式会社 三菱 UFJフ

ィナンシャル・グルー

プ 

3/22(火) 

金融経済教育についての SNS を通じた情報発信 

・SNS（Facebook）、WEBページにおいて、MUFGが取り組んでいる金融

経済教育の内容について情報発信を行う。 

・みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ

と共通ハッシュタグを使用し、投稿を行う。 

【URL】 

https://www.sc.mufg.jp/company/news/inform/2022.html 

沖縄海邦銀行 

3/22(火) 

～

3/25(金) 

当行の金融教育アプリ「クイズ・カイホー伝説」を用いて、金融リ

テラシーの醸成を図る。 

・具体的内容 

GMW期間中、以下の取り組みを行う。 

① 当行 HP にて GMW の趣旨説明とともに、楽しみながら学べるア

プリの訴求を行う。 

② 店頭窓口にて、当行キャラクター「かいホーくん」がアプリの

宣伝、利用促進を行う。 

③ 県内教育機関にアプリのチラシを配布し、教育現場での活用を

呼び掛ける。 

 

 

https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/files/seminarinfo.pdf
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/files/seminarinfo.pdf
https://www.jili.or.jp/lecturer/index.html
https://www.jili.or.jp/school/yokoku/index.html
https://www.sc.mufg.jp/company/news/inform/2022.html
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三井住友海上火災保

険株式会社 

3/22(火) 

～

3/25(金) 

気候変動と損害保険のかかわりに関する展示 

【URL】https://www.facebook.com/ecomsurugadai/ 

SMBC コンシューマー

ファイナンス株式会

社 

3/22(火) 

～

3/24(木) 

PROMISE 金融経済教育セミナーの開催 

4校で合計約 1,000名の学生が受講（予定） 

トークイベントの開催 

SMBC グループ各社および外部有識者によるお金にまつわるトークイ

ベント（予定） 

【URL】 

コーポレートサイト 

https://www.smbc-cf.com/corporate/ 

PRTIMES 

https://prtimes.jp/ 

先生の学校 

https://www.sensei-no-gakkou.com/ 

※全て予定 

東京都江東区立第二

辰巳小学校 
3/23(水) 

全校朝会「お金の話朝会」 

・４月１日から何かが変わる 

・成人年齢の引下げ 

・見えないお金の契約について 

日本貸金業協会 

3/23(水) 

～

3/27(日) 

①金融経済教育講座（ローンとクレジットについて、金融トラブ

ル防止） 

②金融経済教育講座（家計管理、金融トラブル防止） 

【お問い合わせ先】電話番号：03-5739-3018 

金融庁 3/24(木) 

BSテレビ東京「マネーのまなび」高校での金融教育特集を放送 

この 4月から高校家庭科で拡充される金融教育について、高校生にイ

ンタビューするとともに、金融庁職員、家庭科の先生を交えて対談を

行いました。 

【URL】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/moneymanabi/ 

株式会社三井住友銀

行 
3/24(木) 

金融教育に関するオンライントークイベント開催 

金融経済教育についての SNS を通じた情報発信 

・みずほフィナンシャルグループ、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グル

ープ、三井住友フィナンシャルグループの 3社共同で、各社グループ

の金融教育の取り組みや時事的要素をふまえた学生向けコンテンツ

を、同時期に統一のハッシュタグをつけて SNS投稿 

日本経済新聞社 

金融庁 

3/24(木)

～ 

4月下旬 

「親子でまなぶ！日経 お金の教室」グローバルマネーウィーク

特設ページの開設 

日本経済新聞社の協力のもと、同社が運営する動画学習サイト「 親

子でまなぶ日経お金の教室」内に特設ページを開設し、QuizKnock

ふくら P氏と金融庁職員との座談会の模様を掲載します。同様の内

https://www.facebook.com/ecomsurugadai/
https://www.smbc-cf.com/corporate/
https://prtimes.jp/
https://www.sensei-no-gakkou.com/
https://www.bs-tvtokyo.co.jp/moneymanabi/
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容が日本経済新聞朝刊にも掲載されます。 

【URL】https://ps.nikkei.co.jp/okanenokyoshitsu/ 

財務省北海道財務局

北海道金融広報委員会 

北海道 

札幌証券取引所 

日本証券業協会北海

道地区協会 

3/25(金) 

「金融教育シンポジウム」の開催 

令和 4年 4月は、成年年齢の引下げのほか、高校における新学習指導

要領がスタートします。高校生への金融・消費者犯罪被害の防止に向

けた教育のほか、生涯を見通した生活設計のため、ライフプランにあ

った金融商品・サービスを選択する際の金融リテラシーの向上が重要

となってきます。こうした中、高校生や先生向けに、体験型のグルー

プワークや有識者の講演などを通じて、金融リテラシーの更なる向上

を目指すため、シンポジウムを開催します。 

【URL】 

http://hokkaido.mof.go.jp/content/honkyoku/013/220325_kiny

uukyouikusinpoziumu-pop.pdf 

日本証券業協会 

3/26(土) 

～

3/27(日) 

＜お子様向け＞ 

チャレンジ！みんなの株式会社（90分程度） 

お菓子の会社を経営して、新しいお菓子の商品開発などに挑戦するグ

ループワークです。その体験を通じて、株式会社のしくみやお金の流

れを学べます。 

＜親御様向け＞ 

親御様に知っておいてほしいこと（仮）（20分程度） 

小中学生の親御さんに知っておいていただきたい金融・証券知識の基

礎についてご説明します。 

【URL】https://www.e-104.net/ 

財務省近畿財務局 

大阪府消費生活センター 

大阪府金融広報委員会 

日本証券業協会大阪

地区協会 

ほか共催 

3/28(月) 

高校生と先生のための金融経済教育・消費者シンポジウムの開催 

第一部 金融経済教育・消費者教育を実施する団体が、全参加者向

けに模擬授業を実施します。 

第二部 先生向けに金融経済教育・消費者教育を実施する団体が各

自の取組みを発表後、教育現場における課題や疑問等をテーマとし

て議論を行います。 

【URL】 

http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinki20220328symposi

um.html 

三菱 UFJ国際投信株式

会社 
未定 

投資啓蒙セミナーの開催 

金融への関心度が高い大学生が参加する投資サークル「学生投資連合

（USIC）」向け投資啓蒙セミナーの開催。 

ファンドマネジャーによる講演他を予定。 

【Twitter】https://twitter.com/am_mufg_jp 

【Instagram】https://www.instagram.com/am_mufg_jp 

https://ps.nikkei.co.jp/okanenokyoshitsu/
http://hokkaido.mof.go.jp/content/honkyoku/013/220325_kinyuukyouikusinpoziumu-pop.pdf
http://hokkaido.mof.go.jp/content/honkyoku/013/220325_kinyuukyouikusinpoziumu-pop.pdf
https://www.e-104.net/
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinki20220328symposium.html
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinki20220328symposium.html
https://twitter.com/am_mufg_jp
https://www.instagram.com/am_mufg_jp

