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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 

日本経済新聞社 3/5(日) 

「春に考える金融経済教育セミナー」の開催 

・世界中でお金と経済について考える「Global Money Week(グロ

ーバルマネーウィーク)」に先駆けて、金融経済教育をテーマに

したイベントを開催します。 

・お子様の金融経済脅教育に関心がある保護者の方、子どもたち

と一緒にお金のことを学んでみたい方等、幅広い層を対象とし

ます。 

【URL】 

https://events.nikkei.co.jp/56178/ 

株式会社北國銀行 

3/3(金) 

～

3/31(金) 

先生向けセミナーの実施 

・子供達への金融教育の更なる普及と質の向上を目指し、学校の

先生を対象としたセミナーを実施します。 

【URL】 

https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2023/pdf/20230

201a.pdf 

西尾信用金庫 

3/8(水) 

3/13(月)

3/14(火) 

地域の高校への出張授業の実施 

・地域に根差した金融のプロとして学校や関係機関と連携し、金

融リテラシーの授業を実施します。授業では学生に対しライフ

プランを意識させ、これを成功に導くためには金融リテラシー

の考え方が重要であることを伝えます。 

・具体的には、①18 歳（成人）を迎える前に消費者契約に伴う注

意事項やトラブル事例などの紹介②ライフイベントごとに必要

なお金と、その準備の方法（資産形成の必要性と借入れなどの正

しい判断など）や心構えなどの授業を実施します。 

一般社団法人電子決済等

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 

3/10(金)

以降 

金融経済教育コンテンツの発信 

・電子決済等代行事業者協会会員のうち、クラウド家計簿サービ

スを展開している 3 社が、この 1 年間に実施した金融教育まわ

りの取組、若者向けのコンテンツなどを一覧できる形で、各社ホ

ームページで公開するとともに、ソーシャルコンテンツでの配

信を実施します。 

・上記取組について、各社がプレスリリース等で発信するととも

に、当該内容について、電子決済等代行事業者協会のホームペー

ジでもリンクを掲載する予定です。 

https://events.nikkei.co.jp/56178/
https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2023/pdf/20230201a.pdf
https://www.hokkokubank.co.jp/other/news/2023/pdf/20230201a.pdf
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金融経済教育推進会議 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

大学生・若手社会人向け e-learning 講座の提供  

・「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 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

小学生・保護者、中学生・高校生向けオンラインコンテンツの

提供  

・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」ほか 

公立図書館でのお金に関する本の企画展示 

・日本図書館協会と連携して、全国の公立図書館でのお金の知識

の啓蒙に資する取組みを呼びかけ 

一般社団法人生命保険協

会 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

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 

情報冊子の提供 

【全世代向け】 

・刊行物 「今だから聞きたい！生命保険 便利帳」 

【URL】 

https://www.seiho.or.jp/edu/ 

https://www.seiho.or.jp/data/publication/elderly/ 

公益財団法人生命保険文

化センター 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

講師派遣と学校教育用副教材(中学校・高校向け)の紹介 

・大学、短期大学、専門学校、高等学校、中学校の学生・生徒に、

生活設計・生活保障に関する基礎知識を学ぶ機会を提供するこ

とを目的に、教員の協力を得て講義時間の一部を利用して、当セ

ンター職員が講師となり無料で講義を行っています(通年実

施)。また、中学校・高等学校・大学向けの副教材を作成し、希

望する学校に無償で提供しています。 

【URL】 

https://www.seiho.or.jp/edu/
https://www.seiho.or.jp/data/publication/elderly/
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〇講師派遣のご案内 

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

〇副教材一覧 

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

日本銀行 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

「デジタル＆リアル」による広報活動の展開 

１．デジタル 

・日本銀行ホームページに掲載しているオンライン本店見学「お

うちで、にちぎん」、本行広報用ビデオ等のデジタルコンテンツ

（日本語、英語）を国内外からご利用いただくことができます。 

２．リアル 

・対象に子供を含める形で日本銀行本店本館の見学案内を実施し

ます。 

「日銀春休み親子見学会 2023」（3/29、3/30）の開催 

１．本店見学 

・国の重要文化財に指定されている本館の中庭などを、日本銀行

のスタッフによる説明を交えながら見学します。 

２．お金についての学習 

・金融広報中央委員会の方を講師に迎え、お金の使い方について

学習します。 

３．体験学習 

・お札（模擬券）の数え方や一億円（模擬券）パックの重さの体験

のほか、参加者の手持ちの銀行券を使ってお札の偽造防止技術

を確認します。 

【URL】 

https://www.boj.or.jp/about/pr_events/hontenkoho/hon230

213.htm 

一般社団法人日本損害保

険協会 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

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、ロゴを掲載・周知します。 

・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

教材等を紹介します。 

・会員会社による特設ページを紹介します。（ホームページリンク

の紹介等による情報発信・周知） 

NPO 法人日本ファイナン

シャル・プランナーズ協

会 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

①「今から考えるライフプランと資産形成の話」(3/21) 

大学生の部（10：00～11：30） 

若手社会人の部（13：00～14：10） 

・人生でかかるお金の話 

・資産形成について 

【URL】 

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

tu/ 

https://www.jili.or.jp/lecturer/index.html
https://www.jili.or.jp/school/book/index.html
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/
https://www.jafp.or.jp/personal_finance/student/event_stu/
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②くらしに役立つお金についてのクイズの提供 

【URL】 

https://moneyquiz.jafp.or.jp/ 

③派遣授業や教材等について情報発信 

【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_t

ext/ 

SMBCコンシューマーファ

イナンス株式会社 

3/11(土) 

～

3/31(金) 

PROMISE 金融経済教育セミナーの開催 

・高校・専門学校・大学など 35校で合計約 6,000名が受講予定で

す。 

オンラインセミナーの開催 

・SMBCグループ各社による資産形成セミナー 

※メタバースも活用予定です。 

【URL】 

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

https://prtimes.jp/ 

※全て予定 

文鉄・お札とコインの資

料館 

3/11(土) 

～

6/11(日) 

企画展「おかねのかたち 2023」の実施 

・コインは丸いかたちだけじゃない!?色々なかたちのコインから

その国の歴史をひもといてみましょう。 

【URL】 

https://www.buntetsu.net/mbc/exhibition/ 

イーストスプリング・イ

ンベストメンツ株式会社 
3/13(月) 

投資啓蒙コンテンツのポータルサイトを作成、Twitter にて告

知 

【URL】 

https://www.eastspring.co.jp/ 

（専用ポータルサイトの URLは未定） 

株式会社三菱 UFJ フィナ

ンシャル・グループ 

3/13(月) 

～

3/31(金) 

金融経済教育についての SNSを通じた情報発信 

・SNS（Facebook、Twitter）において、三菱 UFJフィナンシャ

ル・グループが取り組んでいる金融経済教育の内容について情

報発信を行います。 

・三菱 UFJ フィナンシャル・グループ、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の 3 社で、共通ハッ

シュタグを使用し、投稿を行います。 

https://moneyquiz.jafp.or.jp/
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/
https://www.smbc-cf.com/corporate
https://prtimes.jp/
https://www.buntetsu.net/mbc/exhibition/
https://www.eastspring.co.jp/
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日本銀行金融研究所貨幣

博物館 

3/14（火）

3/16（木）

3/23（木）

3/28（火）

3/30（木） 

展示室における展示資料の解説ツアーの開催【URL】 

https://www.imes.boj.or.jp/cm/info/ 

農林中央金庫 3/14(火) 

地域の小学校への出張授業の実施 

・富山県内の小学校に対して、出張授業を開催します。授業では小

学生にお菓子の会社を経営してもらい、株式会社のしくみやお

金の流れについて学習します。 

・当日は実在するお菓子メーカーにもご協力いただき、プロ目線

でアドバイスをもらいながら授業を進めることで、楽しく実践

的な金融教育を目指します。 

アコム株式会社 3/15(水) 
金銭教育活動の実施 

・姫路西高等学校において、金融経済教育を実施します。 

株式会社百五銀行 

3/15(水) 

～

3/17(金) 

金融リテラシーについての講義（3/17） 

・四日市工業高等学校において、社会人として最低限身につける

べき金融リテラシーについて、以下の項目を中心に当行行員が

講義を行います。 

１．生活設計と家計管理 

２．買い物と支払い 

３．借入について 

４．成年年齢引下げとお金の話 

百五銀行 歴史資料館の見学会 

・歴史資料館の見学会を実施します。 

・当行の歴史をメインに日本の金融と通貨の歴史について、パネ

ルと展示物を紹介しながら説明を行います。 

【URL】 

https://www.hyakugo.co.jp 

NPO 法人キッズフリマ 
3/18(土)

3/19(日) 

売るのも買うのも子どもだけ「キッズフリマ」の開催 

・実際のお金を使っての売り買い、スタッフのレクチャーによっ

て収支計算シートの記入の仕方を身に付け、収支の計算を学び

ます。 

【URL】 

https://kids-fm.jp/ 

株式会社阿波銀行 3/19(日) 

金融教室プログラム～まなぼう教室～の開催 

・銀行業務や、世界のお金についての講義を行います。 

・ゲームを通して為替の動きを学ぶワークショップとなっていま

す。 

【URL】 

https://www.hyakugo.co.jp/
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https://www.awabank.co.jp/kojin/news/2023/news20230215c

/ 

キッズ・マネー・ステーシ

ョン 

（株式会社イー・カンパ

ニー） 

3/19(日)

3/21(火)

3/25(土)

3/26(日)

3/31(金) 

2023年 GMW記念 「お金の計画を立てて、未来への種をまこう

明るい未来に種をまこう！」 

・各地で、親子が参加できる楽しいお金の講座を開催します。開催

地によって、投資だったり暮らしのお金についてだったりテー

マが異なりますが、講座の最後に、自分の幸せのみならず、日本

の未来や社会のために、お金について学ぼうというメッセージ

を伝え、若い世代と子育て世代への金融教育へ重要性を感じて

もらうことを意図します。 

3 月 19 日（日）10:00～11:30 神奈川「はじめて投資のきほんの

き」 

3月 21日（火・祝）10:30～12:00 大阪「はじめてのお仕事体験」 

3月 25日（土）10:30～12:00 兵庫「はじめてのお仕事体験」 

3月 25日（土）10:00～11:30 広島「生活にかかるお金」 

3月 26日（日）10:00～11:30 東京「世界のお金・日本のお金」 

3 月 26 日（日）10：00～11：30 全国オンライン「はじめて投資

のきほんのき」 

3月 31日(金)15:00〜16:00 茨城「生活にかかるお金」 

3月 31日(金)16:30〜17:30 茨城「生活にかかるお金」 

【URL】 

https://www.1kinsenkyouiku.com/event2023gmw/(予定) 

株式会社みずほフィナン

シャルグループ 

3/20(月) 

～

3/31(金) 

（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 SNS（Facebook、Twitter、YouTube 等）にて、学生向けの金

融経済教育の取り組みを投稿します。 

・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、共通

ハッシュタグを使用し（#みずほと MUFG と SMFG」同時期に投稿

します。 

一般社団法人全国銀行協

会 

3/22(水) 

～

3/31(金) 

のいずれ

か 1日 

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います。 

一般社団法人日本金融教

育推進協会 

3/22（水） 

3/25（土） 

3/28（火） 

高校・大学生を対象としたトークイベントの開催（3/22） 

・本企画は、SNSなどにお金の情報があふれる中で自分がどういっ

た意識でお金を使うのがよいのか、情報に触れればよいのかを

テーマとします。 

中高生を対象としたオンラインワークショップの開催（3/25） 

https://www.awabank.co.jp/kojin/news/2023/news20230215c/
https://www.awabank.co.jp/kojin/news/2023/news20230215c/
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・起業を学んで金融経済を身近に感じるワークショップを開催し

ます。 

小学 5年生～中学 3年生およびその保護者を対象とした「親子

でお金について学ぼう！日銀＆貨幣博物館ツアー」の開催

（3/28） 

・日本銀行本店＆貨幣博物館見学ツアーを開催し、「お金の話」

を子ども向けにわかりやすく解説します。当日は日本銀行と貨

幣博物館の職員によるツアーの解説だけでなく、トークセッシ

ョンやクイズなどの企画も実施します。 

【URL】 

https://jfea-gmw2023.peatix.com 

株式会社愛媛銀行 3/24(金) 

「クラダシチャレンジ」の開催 

・㈱クラダシ（本社：東京）と連携して実施する「クラダシチャレ

ンジ」に参加する学生に対して、「契約」に関する金融教育を行

い、若い世代に増加している消費トラブルを未然に防ぎます。 

日本証券業協会 3/25(土) 

親子で学ぶ金融・証券知識のキホン 

＜お子様向け＞ 

・チャレンジ！おかしの株式会社（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（20 分程度） 

・小中学生の親御様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.jsda.or.jp/jikan/seminar_info/ 

株式会社三井住友銀行 3/25(土) 

金融経済に関するオンラインセミナーイベントの開催 

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＃をつけて SNS投稿します。 

株式会社 SBI新生銀行 3/25(土) 

親子参加で「お金」について学べる体験型のイベント：キッズ

マネースクールを開催 

・『一般社団法人こどもの生き抜く力育成協会』が運営します。 

・子供向けには「おみせやさんごっこ」を通して、お金の仕組み、

働くことやお金の大切さ、親への感謝を学びます。 

・保護者向けに「おこづかい教育」として講演を実施。家庭内でお

こづかいを通して金融教育を行うことの大切さを学びます。ま

https://jfea-gmw2023.peatix.com/
https://www.jsda.or.jp/jikan/seminar_info/
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た、投資についての基礎知識を学び、家庭内での継続的な金融教

育に役立てます。 

株式会社メルカリ 3/25(土) 

「マネー基礎講座」の実施 

・今回、新たに「マネー基礎講座」を開始し、フリマアプリで不要

品を売買するだけにとどまらず、売上金を活用した資産運用や、

フリマアプリを活用した家計防衛術が学べる講座を実施しま

す。 

・3月のイベントでは、株式会社東京証券取引所と共同でお金や投

資に関する基礎的な知識を学ぶ講座を対面とオンラインで実施

します。 

・また、イベント当日は著名なゲストを招き、参加者や視聴者を代

表して、お金に関する疑問を専門家に相談するコーナーも設け

る予定です。 

【URL】 

https://jp-news.mercari.com/ 

日本貸金業協会 
3/26(日)

3/28(火) 

金融経済教育講座の実施（家計管理、金融トラブル防止） 

・日本医歯薬専門学校において、金融経済教育を実施します。 

金融経済教育講座の実施（多重債務・金融トラブル防止） 

・川崎市多摩市民館および関越ソフトウェア株式会社において、

金融経済教育を実施します。 

財務省中国財務局 

日本銀行広島支店 

独立行政法人造幣局広島

支局 

広島県金融広報委員会 

3/27(月) 

小学生が春休みを利用して、お金に関する正しい知識を身に付

け、お金の重要性を学んでもらうイベントの開催 

・イベント内容は主に以下のとおりです。 

１．（独）造幣局広島支局の工場見学 

２．中国財務局によるお金についての勉強会 

３．広島県金融広報委員会によるセミナー 

【URL】 

https://lfb.mof.go.jp/chugoku/top/20230222event.html 

財務省関東財務局 

金融庁 

東京都金融広報委員会 

独立行政法人国立印刷局 

東京証券取引所 

日本証券業協会 

3/28(火) 

「親子で学ぼう！金融学習バスツアー」の開催 

・お金について楽しく学ぶことができる体験型プログラムとして、

国立印刷局東京工場や日本銀行などを見学等して巡ります。 

チャレンジ！おかしの株式会社 

・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。 

【URL】 

https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp032000505.ht

ml 

https://jp-news.mercari.com/
https://lfb.mof.go.jp/chugoku/top/20230222event.html
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp032000505.html
https://lfb.mof.go.jp/kantou/rizai/pagekthp032000505.html
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金融庁 3/29(水) 

グローバル・マネーウィーク 2023 金融庁特別企画 

～みんなで考えよう！これからの金融教育～ 

・高校の学習指導要領の改訂と金融経済教育の内容拡充による、

教育現場の現状や変化・課題などについてパネルディスカッシ

ョンを行います。 

・議論の様子を、現役教師の方々をメインターゲットとして、オン

ライン形式で配信、今後の授業や金融経済教育のご参考として

いただける内容とします。 

【URL】 

以下のフォームよりお申込みください。 

https://forms.office.com/r/gt7QgkBgqf 

日本銀行神戸支店 
3/30（木） 

3/31（金） 

親子見学会の開催 

・日本銀行神戸支店の店内見学のほか、銀行券の偽造防止技術や

金融知識についてクイズを交えて、親子で楽しく学ぶプログラ

ムです。 

【URL】 

https://www3.boj.or.jp/kobe/assets/data/kengaku/event/h

aruoyako2023.pdf 

三菱 UFJ 国際投信株式会

社 
3/31(金) 

若手社員を対象とした、資産運用デザインゲームを活用したグ

ループワークの実施 

・本企画は、三菱系企業(三菱商事・三菱総研・三菱電機等)に所属

する若手社員を対象とする、「20 代から始めるつみたて投資

project(略称：つみプロ)」の取り組みの一環です。本プロジェ

クトは、三菱 UFJ国際投信の 20代社員が企画し、等身大で同世

代の方につみたて投資が普及するよう活動しています。 

【URL】 

https://emaxis.jp/lp/slim/20/ 

株式会社図書館流通セン

ター 
未定 

図書館での企画展示 

・指定管理者として運営している一部図書館で企画展示を実施し

ます。 

https://forms.office.com/r/gt7QgkBgqf
https://emaxis.jp/lp/slim/20/

