
企業様と中・⾼校生をつなぐ

社会発⾒！サイエンス講義
ご参画提案書

2022年4月11日更新



企画趣旨

本企画は、文部科学省のスーパー・サイエンス・ハイスクール（SSH）指定校をはじめ、主に
理数科目の教育に力を入れている学校の生徒の皆様を対象に、企業様から講師を学校に派遣し、
事業活動や研究開発活動の最前線の模様を講義するものです。企業理念や事業・研究開発活動
によって生み出される製品・サービスが社会にどのように貢献しているのかを、生徒の皆様に
ご紹介していただきます。次代を担う人材育成は喫緊の課題ですが、会社のことや自分の仕事
を若い世代に説明することは、生徒の皆様にとってもかけがえのない機会であり、講師様ご自
身の成長を促すことにもつながります。生徒様には日々の学習の重要性を再認識し、将来の
キャリアづくりを考えるきっかけをつかむ機会となります。

日経サイエンス
日本経済新聞社



講義の概要

【講義の内容】
１回の講義は90〜120分程度。講師の方には貴社の事業活動のご

紹介や研究・開発活動について講義をしていただきます。簡単な実
験や貴社の製品サービスの実演などを組み合わせることも可能です。

たとえば、SDGsは現在では通常の授業のカリ
キュラムに入っています。貴社の最先端技術や
研究がSDGsにどうやって生かされているのか、
次世代を担う人材に直接伝える機会となります。

また講義の際に、講師様ご自身のキャリアのご紹介や、学生時代のエ
ピソードなども交えてお話いただけますと、生徒様の興味も高まります。

【開催日程や講義内容の調整】
貴社と学校様のコーディネートや日程調整は日経サイエンスが行いま

すので、面倒なことはございません。



講義のスタイル
新型コロナ感染拡大以前は、企業様が学校様に出向いて頂き講義を行う出張スタイルが基本でしたが、
コロナ禍では、出張スタイルとオンラインのハイブリッド型など、新しい講義のスタイルも登場しました。

出張
講義

企業様が学校様に出向いて頂き講義を行う「出前講義」スタイルです。
講義に加えて、生徒様の前で実験を行ったり、グループワークやVR体験など、生徒様参加型の講義も可能で
す。（※学校様と相談しながら、感染防止に配慮して行う必要があります）

見学＆
講義

企業様の研究所や施設に生徒様が出向き、見学しながら講義を受けるスタイルです。
実施例として、清水建設技術研究所様、セコムIS研究所様、などがあります。

オンライン
Zoom*などのオンライン会議ツールを使い、企業様と学校様、企業様と生徒様をつなぐスタイルです。
オンライン講義のホスト、進行管理は日経サイエンスで行います。*使用するツールはご相談ください。

動画を効果的に使ったり、グループワークをとり入れたり、講義の内容に合わせて様々な展開が可能です。

ハイブリッド
講師の方に学校様に出向いて頂き、貴社の研究所や施設とオンラインでつなぎながら講義をする、という
「出張講義」と「オンライン」のハイブリッド型です。



講義の構成

講 義 実技／実験 演習／グループワーク

90分～120分、講義の内容に合わせて、リアルでもオンラインでも、さまざまな構成が可能です

講 義 90分～120分、1名～複数の講師の方の講義

講 義 ＋ 実技／実験

講 義 演習／グループワーク＋

オンラインでも、動画などをご活用いただ
くことで、実技や実験を配信することが可
能です。
また、コロナ禍で実施が難しい研究所や
工場の見学も、バーチャルで開催するこ
とができます。
グループワークも実施可能です*。
*使用するツールによる



ご参画のメリット

■事業や研究活動を次世代リーダー層に直接伝えることができます
本講義を通じて、貴社の事業内容や研究・開発活動の様子を科学やビジネスに興味を持つ高校生（学校様に
よっては中学生を含む）および教員に直接伝えることができます。

■次世代リーダー層を対象にしたファンづくリにつながります
名だたる進学校での講義は、次世代のリーダーとなる生徒様にとって、進路を決める大きなきっかけとなる
とともに、貴社に対する親近感や信頼感を喚起します。また、将来の優秀な人材の採用にもつながります。

■研究者の人材育成に活用
若手研究者が講師をつとめる場合は、社業や製品の技術、日頃の研究活動を生徒様に分かりやすく伝えるた
めの「プレゼンテーションの訓練」の機会となります。また、コミュニケーション力や仕事に対する意欲の
向上にもつながります。

■日経サイエンスの誌面やＨＰで、講義の様子を広く社会に伝えます
講義の模様は日経サイエンスの誌面上でご紹介いたします。学校様の掲載のご了解を頂ければ、日経サイエ
ンスＨＰでも掲載致します。また、女子校での授業の場合は「日経ウーマノミクスプロジェクトサイト」で
もご紹介することがございます。https://nwp.nikkei.com/index.html



お申込みから講義までの流れ

参加決定後1～2週間
・貴社と日経サイエンス社（日本経済新聞社）で事前打合せをいたします。
（講義の内容・授業実施校のご要望ヒアリング）

・実施校の選定を行います（SSH指定校を中心に実施校を推薦いたします）。
※実施校のご希望がありましたら、日経サイエンスで打診をいたします。

事前打合せ後1～2週間

事前打合せ

実施校、講義日の決定

講義日の1カ月前まで 講義内容の決定、講義資料の作成
・講義の資料の作成（講義用のプレゼン資料、および生徒様募集用のチラシ）
※講義内容についてご相談がありましたら、日経サイエンスで企画・提案もいたします。

講義日から1～2か月後 日経サイエンス本誌、HPに掲載
・採録を日経サイエンス本誌、HPに掲載いたします。 ※毎月２５日が日経サイエンスの発行日です
※オプションの掲載がある場合は、各媒体の掲載日に準じます。



本講義参加料金

講義の企画・運営・採録原稿を制作いたします。

1回（1校） 2回（2校） 3回（3校）

4C1P掲載
＋ホームページ

90万円 160万円 210万円

4C2P掲載
＋ホームページ 145万円 250万円 315万円

※金額はすべて税別です。
※他媒体へのオプション掲載は別途ご相談ください。
＊遠方での取材は別途交通費を実費請求させていただきます。



講義は、日経サイエンス本誌、HP、関連会社のHPでご紹介いたします

講義の模様は日経サイエンスの誌面でご紹介いたします。（講義実施の1~2カ月後となります）
学校様のご了解を頂いた上で、日経サイエンスのHP「中高生が学ぶサイエンス講義」
に転載いたします。

日経サイエンス本誌、日経サイエンスホームページでのご紹介

日経サイエンス本誌（毎月25日発売） 日経サイエンスHP内「中高生が学ぶサイエンス講義」

OUTPUT 1



講義の掲載に合わせて、日経サイエンスHPのバナーに貴社のHPのリンクを貼り、サイトへ
誘導することも可能です。

日経サイエンスHPから貴社のHPへの誘導も可能ですOUTPUT 2



講義は、日経サイエンス本誌、HP、関連会社のHPでご紹介いたしますOPTION 1

受講する学校が女子校、または講師が女性の場合、
「日経ウーマノミクスプロジェクト」
でもご紹介することができます。

https://nwp.nikkei.com/

*掲載には別途料金が必要です。お問い合わせください。
*原稿の内容については別途ご相談ください。

日本経済新聞社HP内、日経ウーマノミクスプロジェクトでのご紹介



これまでに「サイエンス講義」を受講頂いた主な学校様
■岡山県立岡山朝日⾼等学校 様
■筑波大学附属駒場中・⾼等学校 様
■千代田区立九段中等教育学校 様
■聖光学院中学校・⾼等学校 様
■埼玉県立川越女子⾼等学校 様
■東京都立武蔵⾼等学校 様
■東京都立戸山⾼等学校 様
■東京都立日比谷⾼等学校 様
■京都府立洛北⾼等学校 様
■大阪教育大学附属⾼等学校天王寺校舎 様
■東京都立小石川中等教育学校 様
■早稲田大学⾼等学院・中学部 様
■豊島岡女子学園中学校⾼等学校 様
■中央大学附属中学校⾼等学校 様
■洗足学園中学⾼等学校 様
■神奈川県立柏陽⾼等学校 様
■お茶の水女子大学附属⾼等学校 様



について

日経サイエンスは、米国の一般向け科学雑誌SCIENTIFIC AMERICAN の日本版です。
SCIENTIFIC AMERICAN の創刊は1845年、日本では江戸時代後期にあたります。以来176年にわたり世界
14の言語、30以上の国々、950万人以上の読者に愛読されています。
日本版の日経サイエンスは1971年に創刊し、2021年には創刊50周年を迎えました。
執筆者はアインシュタインやクリックなどのノーベル賞受賞者をはじめ、ホーキングなどの著名な科学者や
専門ジャーナリストらで、科学技術の最新の研究成果や話題を丁寧にわかりやすく解説しています。また、
SCIENTIFIC AMERICAN誌は、米国のほかに日本を含めて世界14の言語、30以上の国・地域で各国版（ド
イツ版、フランス版、イタリア版、スペイン版、ポーランド版、中国版、台湾版、アラビア版、ブラジル版
など）が発行されています。世界をリードする指導的立場にいる人々を中心に500万人以上の人たちが、日
経サイエンスの読者と同じ“知識と感動”を共有しています。

創 刊 1971年10月
発行部数 27,000部
発行形態 月刊（毎月25日発行） 年間12冊
販売形式 ・全国書店，新聞販売店にて販売

・年間予約購読による読者直送方式



読者プロフィール
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6.3

8.1

10.2

13.9

15.8

38.4

その他

自営業

官公庁、公的研究機関

医師、医療関係

教職員

大学院生、学生

民間企業

《民間企業の内訳》

研究・開発部門・・36.5%
製造・生産部門・・14.1%
経営全般･･････7.7%

日経サイエンス読者の勤務先について
■民間や公的機関の研究者が多い。
■教職員や大学院生、大学生、⾼校生などの読者が約３割を占める

読者の3割が大学院卒で「高学歴」

大学院卒（博士

課程）

13%

大学院卒

（修士課

程）

15%

大学卒

51%

短大卒・高専卒

2%

専門学校卒

5%

高校卒

10%

その他

4%
勤務先（％）

最終学歴（％）



読者プロフィール
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8.1
11.9

16.3
11.1
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その他

社会学

政治・経済学

その他工学系

情報・通信

材料

建築・土木

電子・電気

機械

その他理学系

宇宙学・天文

心理学

数学

物理学

化学

農学

バイオ

生物学

薬学

医学・歯学

ライフサイエンス系、工学系、理学系の順で読者が多い
専攻・専門分野（％）※特に関係が深い分野を３つまで選択

ライフサイエンス系

理学系

工学系

読者の4人に1人は年収1,000万円以上

300万円未満

12%

300~499万円

16%

500~699万円

18%700~999万円

28%

1,000~1,999万
円…

2,000万円以上

6%

年収（％）



本企画に関する問い合わせ先

日経サイエンス 事業グループ
東京都中央区日本橋茅場町2-6-1 日経茅場町別館２階
TEL:03-3639-2108 pub-ad@nex.nikkei.co.jp
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