
NPO 法人キャリア・サポート・ネット・おきなわ 
 

平成 25年度にプログラムを実施希望される学校様に

MoneyConnection（R）� � 
 � � � � � 	 認定講師による授業を無償提供します。 
 
消費者教育、進路指導、家庭科や社会科の授業の一環として、MoneyConnection
（R）をぜひご活用下さい。 
下記要件を満たす学校には、無償でMoneyConnection（R）認定講師による出前
授業を提供いたします。お問い合せ、お申し込みは下記マネーコネクション事務局ま
でお願い致します。 
 
� 協賛対象校 
高等学校（全日制・定時制・通信制各課程）・中等教育学校の後期課程
のいずれか、かつ初めてマネーコネクション出前授業の導入を希望する
学校 
� 無償実施対象プログラム 
金銭基礎教育プログラム「マネーコネクション『稼ぐ編』」 
� 授業時間 
45 分～50分 
� 費用 
無償（講師代・公式教材費・講師交通費を含む） 
� 実施対象期間 
平成 25年度内 
� その他 
認定講師の他本プログラム実施補助員として新生銀行グループの社員
ボランティアが同行する場合があります。 
プログラム実施中のメディア取材の受け入れ協力をご相談させていた
だく場合があります。 
� いずれも受け入れの可否につきましては事前に必ずご相談させて頂
きます。 

� お申込み・お問い合せ 
MoneyConnection（R）事務局 
（NPO法人キャリア・サポート・ネット・おきなわ内） 
担当：フナツ ビクトル 
TEL：０９８-９８７-５５７０ / FAX：０９８-９８７-５５５４ 
e-mail：mail@csnoj.com 



金銭基礎教育MoneyConnection® 沖縄県内実施実績 
 

NPO 法人キャリア・サポート・ネット・おきなわ 

【2008 年度】 
2008/5/26 浦添工業高校 
2008/9/29 浦添商業高校 
2009/1/29 嘉手納高校 総合学科 
2009/1/30 陽明高校 総合学科 
2009/2/1 沖縄県高等学校生徒就学支援センター（泊高校） 
2009/2/3 嘉手納高校 総合学科 

【2009 年度】 
2010/2/8 泊高校 定時制昼間部 
2010/2/9 泊高校 定時制昼間部 
2010/2/21 沖縄県高等学校生徒就学支援センター（泊高校） 

【2010 年度】 
2010/6/29 沖縄県観光商工部雇用労政課「新卒未就職者支援事業」  
2010/7/4 沖縄県高等学校生徒就学支援センター（泊高校） 
2010/7/28 沖縄県観光商工部雇用労政課「新卒未就職者支援事業」 
2010/11/4 沖縄工業高校 生活情報科 
2010/12/6 南部農林高校 生活デザイン科 
2010/12/8 沖縄工業高校 生活情報科 
2010/12/9 那覇工業高校 服飾デザイン科 
2011/1/20 南部農林高校 食品加工科 
2011/1/27 泊高校 定時制夜間部 
2011/2/20 沖縄県高等学校生徒就学支援センター（泊高校） 
2011/2/21 北部農林高校 生活科学科 
2011/2/22 与勝高校 普通科 

【2011 年度】 
2012/1/17 中部農林高校 
2012/2/17 首里東高校 
2012/2/17 生徒就学支援センター 
2012/2/20 南風原高校 
2012/2/22 沖縄工業高校 
2012/3/2 那覇西高校 
2012/3/12 石川高校 
2012/3/14 南部商業高校 

【2012 年度】 
2013/2/20 浦添高校 
2013/2/26 北中城高校 
2013/2/26 沖縄工業高校 
2013/2/27 北谷高校 
2013/3/21 北山高校 

県内における実績… 

開催回数：34校（会場） 

受講者数：約 3,900 名 
����� � � 	
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2011 年経済産業省主催 

「第 1 回キャリア教育アワード」

優秀賞受賞！ 
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