
 

 

生 活 経 済 学 会 

第 3 7 回 研 究 大 会   
＜オンライン大会プログラム＞ 

 

日時 2021 年 6 月 19 日(土)・20 日(日) 

開催 ビデオ会議システム Zoom による開催 

第 1 日目 6 月 19 日(土) 

開会あいさつ      13:30～13:40    

共通論題        13:40～16:30 

会員総会・表彰式     16:40～17:40 

オンライン懇親会     18:00～19:00 

第 2 日目 6 月 20 日(日) 

自由論題研究報告      9:00～15:55  

研究大会会長賞受賞者発表  16:00～16:10 

                閉会あいさつ        16:10～16:20 

生活経済学会 
 



第 1 日目 6 月 19 日(土)  
開会あいさつ  (13:30～13:40)  
    新田町 尚人氏  第 37回研究大会実行委員長、九州産業大学 

 上村 協子 氏  生活経済学会会長、東京家政学院大学 

 

共通論題   （13:40～16:30) 
「産学連携による大学における金融経済教育の取り組みの課題」 

趣旨説明 （13:40～13:50） 

家森 信善 氏  神戸大学教授 

講 演  （13:50～15:10） 

        生命保険文化センター生活情報室長 埴生 潔 氏 

「大学生を対象とした金融リテラシー向上への取り組み」 

 

       日本 FP協会総合教育部長 岩橋 浩之 氏 

       「日本 FP協会が取組む大学向けの金融経済教育について」 

 

       日本証券業協会普及推進部長 金子 敏之 氏 

       「日本証券業協会における大学向け講師派遣事業について」 

 

       上村 協子 氏（東京家政学院大学教授） 

「生活と金融をつなぎ金融リテラシーを高める大学における金融経済教育」 

 

       大藪 千穂 氏（岐阜大学教授） 

「全学共通教育における金融経済教育での連携」 

 

村上 恵子 氏（県立広島大学教授） 

「学生の評価・感想から見る産学連携金融経済教育の課題」 

パネルディスカッション  （15:25～16:30） 

 

会員総会・表彰式   （16:40～17:40） 

 

オンライン懇親会   （18:00～19:00) 

 
<懇親会４テーマ> 

（1） コロナ禍での大学の講義について 

進行係  大藪千穂先生  

コロナ禍によりオンライン形式の授業中心となり二年目を迎え皆さまも講義で 

苦労されていることなどあると思います。この機会に色々情報交換しませんか。 

 



（2） 共通論題 Part2 

進行係 家森信善先生 

進行係 村上恵子先生 

講演者の方々にも可能な範囲でご参加いただきますので、共通論題の時間内に 

聞けなかったことをお尋ねください。大学における金融経済教育に関して、 

気楽な雰囲気で意見交換できる場にしたいと思います。 

 

（3） 生活経済学会のこれまでと今後 

進行係 藤野次雄先生 

進行係 天野晴子先生 

生活経済学会は 1985年に発足し 36年が経過しました。設立当初から現在までを 

振り返って、生活経済学会を知りつくした方々から貴重なお話をうかがうとともに、 

今後学会が果たす役割などを皆さんと意見交換したいと思います。 

気軽にご参加ください。 

 

（4） 生活経済学会から発信する   

進行係 浅井義裕先生 

進行係 倉田あゆ子先生 

日本経済学会連合では、創設 70周年を記念して Web出版「21世紀における持続 

可能な経済社会の創造に向けて」と Youtubeチャンネル「日本経済学会連合アカ 

デミックチャンネル（仮）」の開設することとなりました。そこで、日本経済学会 

連合の一員として、「生活経済学会から発信したいこと」など、皆さんのご意見を 

お聞かせください。 

  



第 2 日目 6 月 20 日(日)    

自由論題研究報告   （9:00～15:55）  

各報告 30分（報告 20分・討論 5分・質疑応答 5分） 

      

   パラレルセッションＡ 

セッション 1「労働市場と労働政策」 

【座長】 

     久米 功一 氏（東洋大学） 

 

9:00〜10:40 

(1)  テーマ  性別年齢階級別にみる外国人労働者が一般労働者の賃金水準への影響   

報告者   盧   宇晨  氏  慶應義塾大学大学院（院生） 

討論者   久米  功一 氏  東洋大学 

 

(2)  テーマ    家庭環境が就業意識や就業状態に与える影響 

 報告者   平野  大昌 氏  名古屋市立大学 

       岩本  朋大  氏  名古屋市立大学 

討論者   何   芳  氏  独立行政法人労働政策研究・研修機構 

 

(3)  テーマ    日本の最低賃金が既婚女性の賃金、労働供給および健康に与える影響 

 報告者   虞  尤楠  氏  九州大学   中止 

討論者   勇上 和史 氏  神戸大学 

 

セッション 2「家庭と企業の労働問題」 

【座長】 

     畔上 秀人 氏（東洋学園大学） 

 

10:55〜12:35 

(1)  テーマ  ケイパビリティ・アプローチを用いた女性労働者の生活の質分析 

          ―雇用形態別の比較― 

 報告者   山本 咲子 氏  お茶の水女子大学 

討論者   所  道彦  氏  大阪市立大学 

 

(2)  テーマ    健康経営優良法人認定が人材の定着や採用に与える影響  

―「健康経営度調査」を用いた実証分析― 

 報告者   木下  祐輔 氏  神戸大学大学院（院生） 

討論者   平野  大昌 氏  名古屋市立大学 



(3)  テーマ    夫婦の家事分担における日中比較：家事労働の時間から 

 報告者   江  天瑶  氏  お茶の水女子大学大学院（院生） 

討論者   佐々木 昇一 氏  神戸大学 

 

セッション 3「地域・就労・生活」 

【座長】  

     ガンガ 伸子 氏（神戸女子大学） 

 

13:35〜15:55 

(1)  テーマ    進学で出身地を離れる者の U ターン移動要因の分析 

 報告者   奥田  純子 氏  北陸大学 

討論者   島  一則  氏  東北大学 

 

(2)  テーマ    出生時体重は人生に影響するか？： 

       日本、アメリカ、インド、3ヵ国の比較 

 報告者   山根 智沙子 氏  広島経済大学 

      筒井  義郎  氏  京都文教大学 

討論者   西村  智 氏  関西学院大学 

 

(3)  テーマ    障害者就労継続支援 B型作業所における利用者工賃の適正化と 

自立支援 

           報告者   北島  泰子 氏  東京有明医療大学 

討論者   工藤 健一 氏  東北福祉大学 

 

 (4)  テーマ    地方自治体の社会経済特性が障害者雇用に与える影響 

          報告者   黒宮  健一 氏  名古屋大学大学院（院生） 

討論者   山本(森田)陽子氏 名古屋市立大学 

 

   パラレルセッションＢ 

セッション 1「家計と金融」 

【座長】 

     吉川 卓也 氏（中村学園大学） 

 

9:00〜10:40 

(1)  テーマ  家計における金融資産形成と金融課税に関する考察   

報告者   熊澤 光敏  氏  名古屋市立大学 

討論者   林  宏昭 氏  関西大学 



(2)  テーマ    家計のリスク性資産投資―地域的特性とアドバイスの影響― 

 報告者   森   祐司 氏  下関市立大学 

播磨谷 浩三 氏  立命館大学 

討論者   畔上 秀人  氏  東洋学園大学 

 

(3)  テーマ    消費者の決済手段の選択とキャッシュレス化の経済厚生に関する研究 

 報告者   藤原  賢哉  氏  神戸大学 

討論者   栗原  裕  氏  愛知大学 

 

セッション 2「金融経済教育」 

【座長】 

     森   祐司 氏  下関市立大学 

 

10:55〜12:35 

(1)  テーマ  「協働」による高校家庭科「消費生活と環境」での金融経済教育領域の    

授業実践             

 報告者   大藪 千穂 氏  岐阜大学 

      堀江 雅子 氏  岐阜県立岐阜総合学園 

討論者   村上 恵子  氏  県立広島大学 

 

(2)  テーマ    OECD 教育 2030と 3つの金融能力 

―リテラシー・コンピテンシー・ケイパビリティ― 

 報告者   伊藤 宏一 氏  千葉商科大学 

討論者   家森 信善 氏  神戸大学 

 

(3)  テーマ    子どもの金融リテラシーのジェンダーギャップに関する実証分析 

 報告者   丸山  桂  氏  上智大学 

討論者   大藪 千穂 氏  岐阜大学 

 

セッション 3「金融システム」 

【座長】  

     永田 邦和 氏  長野県立大学 

 

13:35〜15:55 

(1)  テーマ    市場型間接金融における情報の非対称性の軽減に関する研究 

―ハイブリッド型審査分析 

 報告者   亀谷  祥治 氏  対外経済貿易大学 

討論者   岩木 宏道  氏  大東文化大学 

 



(2)  テーマ    体制移行国における起業・成長期の資金調達と金融機関の役割  

―民間企業金融・中小企業事例を通じて―  

報告者   福島 章雄  氏  成城大学 

      小松 宏忠  氏  PWCコンサルティング合同会社 

討論者   冨田 洋介 氏  東洋学園大学 

 

(3)  テーマ    In-Out 型 M&A のパフォーマンスに対する文化的相違の影響               

報告者   牛    騁 氏  名城大学大学院（院生） 

討論者   竹澤 康子 氏  東洋大学 

  

 (4)  テーマ   「持続可能な金融」論の整理と展望 

          報告者   唐木 宏一 氏  事業創造大学院大学 

討論者   伊藤 宏一 氏  千葉商科大学 

 

パラレルセッションＣ 

セッション 1「COVID-19」 

【座長】 

     伊佐  淳 氏（久留米大学） 

 

9:00〜10:40 

(1)  テーマ  コロナ禍におけるテレワーク実施による労働生産性、収入、 

メンタルヘルスに与える効果    

報告者   佐々木 昇一 氏  神戸大学 

討論者   深堀 遼太郎 氏  中京大学 

 

(2)  テーマ  Is stronger religious faith associated with a greater willingness to take      

the Covid-19 vaccine? Evidence from Israel and Japan 

 報告者   筒井  義郎  氏  京都文教大学 

討論者   朝日 讓治  氏  明海大学名誉教授 

 

(3)  テーマ    コロナ禍におけるテクノロジー利用の拡大が、仕事および家庭生活の   

満足度に与える影響 

 報告者   永瀬  伸子  氏  お茶の水女子大学 

討論者   駒村 康平 氏  慶應義塾大学 

 

 

 



セッション 2「高齢社会」 

【座長】 

     和泉 徹彦 氏  嘉悦大学 

 

10:55〜12:35 

(1)  テーマ  老後生活費への不安感の要因分析      

報告者   大塚  忠義 氏  早稲田大学 

     谷口  豊  氏  早稲田大学 

討論者   吉田  浩   氏  東北大学 

 

(2)  テーマ    高齢者雇用政策の効果 

報告者   足立  泰美 氏  甲南大学 

討論者   大塚  忠義 氏  早稲田大学 

 

(3)  テーマ    介護不安と私的介護保険加入行動の分析 

 報告者   谷口  豊  氏  早稲田大学 

大塚  忠義 氏  早稲田大学 

討論者   堀田 一吉 氏  慶應義塾大学 

 

セッション 3「財政」 

【座長】  

     宍倉  学  氏  長崎大学 

 

13:35〜15:55 

(1)   テーマ    A study on Macroeconomic Impacts of Consumption Tax Change        

based upon SVAR model 

 報告者   楊   冉冉 氏  関西大学大学院（院生） 

討論者   赤木  博文  氏  名城大学 

 

(2)  テーマ    世代間における消費税の軽減税率の経済分析 

報告者   田代   歩   氏  関西学院大学大学院（院生） 

討論者   金田 陸幸 氏  尾道市立大学 

 

(3)  テーマ    ふるさと納税におけるワンストップ特例制度の地方財政に与える影響             

報告者   鮎川  瑞絵 氏  名古屋大学大学院（院生） 

討論者   加藤  秀弥 氏  龍谷大学 

  

 

 



 (4)  テーマ    財政調整基金による景気循環変動に影響しない地方自治体の財政運営 

について 

          報告者   入江  政昭 氏  九州大学大学院（院生） 

討論者   齊藤 由里恵 氏  中京大学 

 

パラレルセッションＤ 

セッション 1「社会保障と保険」 

【座長】 

     浦川 邦夫 氏  九州大学 

 

9:00〜10:40 

(1)  テーマ  健康増進型医療保険の医療費削減効果 

―健康保険組合データに基づく分析―   

報告者   諏澤  吉彦  氏  京都産業大学 

     永井 克彦 氏  株式会社ＪＭＤＣ 

討論者   陳  鳳明   氏  東北大学 

 

(2)  テーマ  ヘルスリテラシーが医薬品継続消費行動に与える影響に関する 

実証研究  

報告者   櫻井  秀彦  氏  北海道科学大学 

討論者   豊田 尚吾  氏  ノートルダム清心女子大学 

 

(3)  テーマ    菓子屋か？ 年金か？ 

    ―高度経済成長初期における自営業の社会保障問題―  

報告者   浅野  敬一  氏  大阪経済大学 

討論者   和泉 徹彦 氏  嘉悦大学 

 

セッション 2「育児と生活経済」 

【座長】 

     池田 亮一 氏  鹿児島国際大学 

 

10:55〜12:35 

(1)  テーマ  どういうタイプの家計が子どもの教育費を積極的な投資あるいは 

単なる負担と考えるか 近視眼的思考と家計の出産行動パート２      

報告者   保原  伸弘 氏  一橋大学 

 討論者   山根 智沙子 氏  広島経済大学 

 

 



(2)  テーマ    育児期女性の労働供給に関する実証分析： 

  学童期の子ども存在が与える効果を中心に 

報告者   小澤  彩子 氏  株式会社日本政策投資銀行 

討論者   永瀬 伸子 氏  お茶の水女子大学 

 

(3)  テーマ    学歴による父親の育児時間格差とその要因 

 報告者   西村   智  氏  関西学院大学 

討論者   水落 正明 氏  南山大学 

 

 

   研究大会会長賞受賞者発表    （16:00～16:10）  
駒村 康平 氏（生活経済学会副会長・学会賞等選考委員長、慶應義塾大学） 

 

閉会あいさつ          （16:10～16:20）  
森保  洋 氏（第 37回研究大会プログラム委員長、長崎大学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（敬称略、五十音順）                    （敬称略、五十音順） 

 氏  名 所   属   氏  名 所   属 

委員長 新田町 尚人 九州産業大学  委員長 森保  洋 長崎大学 

 

委  員 

伊佐   淳 久留米大学   

委  員 

畔上 秀人 東洋学園大学 

浦川 邦夫 九州大学  和泉 徹彦 嘉悦大学 

宍倉   学 長崎大学  池田 亮一 鹿児島国際大学 

森保  洋 長崎大学  大藪 千穂 岐阜大学 

    ガンガ 伸子 神戸女子大学 

    吉川 卓也 中村学園大学 

    駒村 康平 慶應義塾大学 

    永田 邦和 長野県立大学 

    西村  智 関西学院大学 

    森  祐司 下関市立大学 

 

   第 37回研究大会実行委員会 

 

第 37 回研究大会プログラム委員会 

 

 

 

 

 


