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日経TESTの５つの評価軸

基礎知識 B

K

S

I

D

（Basic）

文字通り、経済・ビジネスを正しく理解するための基礎知識です。
「GDP」「金利」「株式会社」など経済・経営に関する基本常識に加え、決算書の読み方やマーケティング等
に関する実務的な知識も含みます。

３つの「経済知識」

知識を知恵にする力＝帰納的推論力 （Induction）

2つの「考える力」

経済知識＋考える力＝経済知力（ビジネス知力）

経済知力
（ビジネス知力）

知恵を活用する力＝演繹的推論力 （Deduction）

ルールや知恵（一般論）を個別の事象にあてはめ、結論を見いだす力を指します。
いわゆる「演繹的推論力」で、事象を提示して結論を特定したり、結果を提示して原
因を特定したりする形式があります。

実践知識 （Knowledge）

企業を取り巻く経営環境と、環境変化に応じた戦略、対応策（企業戦略）に関する知識です。自社や自社が
属する業種だけでなく、他社・他業種の動向にもアンテナを張ることが重要です。

視野の広さ  （Sensitive）
流行など多様な社会現象や、環境、科学技術など、時には経済の
枠を超えた幅広い知識を指します。いわゆる「ウンチク」「トリビア」
ではない、ビジネスに役立つ視野の広さを問います。

３つの「経済知識」と２つの「考える力」により「経済知力」が構成されています。問題数は100問です。＊「日経TEST研修ドリル」は50問。

経済知識

基礎知識 

20問 20問 20問

B
実践知識 
K

視野の広さ
S

考える力

知識を知恵にする力
I

知恵を活用する力
D

知識として吸収した情報から法則・共通性（一般論）を見いだし、応用可能な知恵に
する力です。いわゆる「帰納的推論力」で、複数の個別事例提示から共通するもの、
しないものを探すなどの形式があります。

20問 20問

=日経TESTの問題構成
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日経TEST 成績表

日経TESTの成績分析では、経済知力スコア、評価軸別スコアおよび出題ジャンル別スコアを
もとにした「個人成績表」をご提供。成績分析と社員それぞれの学習のあり方を示します。

スコアによる講評 受験者全体での順位／属性別順位

出題ジャンル別スコア

経済知力スコア

評価軸別スコア

※成績表は「全国一斉試験」「テストセンター試験」の場合「認定証」となります。

●個人成績表サンプル（表）

●個人成績表サンプル（裏）

解答　Q1.②　Q2.③　Q3.③　

◎日経TESTの問題の傾向をつかみ、受験に備えていただくための「公式練習問題集」も発売しています。
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日経TEST
企業・団体試験

日経TEST
テストセンター試験

日経TEST
研修ドリル

日経TESTには、「日経TEST 全国一斉試験」、「日経TEST 企業・団体試験」があります。経済知力のスコアを公式に認定する機会と
しては、日経TEST 全国一斉試験のほかに「日経TEST テストセンター試験」をご用意しています。また、受験者の全員に出題した
問題の正解および解説をご提供できる「日経TEST 研修ドリル」があり、社員研修などにご活用いただけます。

日経TEST
全国一斉試験

目的

特長

時期

実施

分析

方式

時間

問題数

成績

正解・解説

受験料

能力測定

項目反応理論によるスコア制

マークシート

80分

100問

評価と教育の両面で
活用できる

評価と教育の両面で
活用できる

評価と教育の両面で
活用できる

年２回（６月ごろ、11月ごろ）
の実施

全国14都市の試験会場と
準会場

認定証、
スコア、分析、講評

認定証、
スコア、分析、講評

非公開
（問題・解答用紙とも回収）

非公開
（問題・解答用紙とも回収）

5,400円*1（税込）
＜本体価格 5,000円＞

能力測定

任意の日時で実施

任意の会場

項目反応理論によるスコア制

マークシートまたはパソコン

80分

100問

（全国一斉試験と同じ仕様に
よるスコアを算出）

5,400円*2（税込）
＜本体価格 5,000円＞

能力測定

項目反応理論によるスコア制

パソコン

80分

100問

非公開（プリントアウト不可）

随時の実施
（試験施設と個別に調整）

全国約150ヵ所の
パソコン教室などの
試験施設

6,480円（税込）
＜本体価格 6,000円＞

教育・研修

任意の日時で実施

任意の会場

点数（素点）

マークシートまたはパソコン

40分

50問

経済知力の向上を支援する
目的で学習に主眼をおいて
活用できる

点数（素点）、参考スコア、
正解と解説

受験企業、受験者に提供*3

5,400円*2（税込）
＜本体価格 5,000円＞

＊1：受験者１人あたり　＊2：受験人数により割引き価格あり
＊3：日経の記者経験者が日経TESTの構造や勉強方法、代表的な設問などについて講義を行う「解説講座」をオプションにてご用意しています
　　（オプション料金は割引対象外）

種別

日経TESTの種類

スコア、分析、講評
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変化する社会情勢・世の中の動きの理解を深め
情報活用力・思考力・発想力を強化する

日本経済新聞のベテラン記者や記者経験者が登壇し、わかりやすく解説します

日本経済新聞社の企業内研修向けプログラムのご案内

＜特徴＞ ＜効果＞

日経のベテラン記者経験者
による独自の講義

経済動向やビジネストレンドなど、
最新の記事を使った教材

※当日の日経朝刊を受講人数分お届けします

講義に加えて、グループ演習を
交えた参加型研修

新聞記者が日々の取材・編集業務で行っている
情報活用や先読み発想のスキルを学ぶ。

最新の経済ニュースの理解を深め、顧客との
会話など、実際の仕事で実施・活用する。

ディスカッションを通して考え抜くとともに、
新たな知見・情報を得る。

　「日経　経済知力研修」は、豊富な取材経験を持つ日本経済新聞社のベテラン記者経験者が中心
となって講師を務める企業向け研修プログラムです。ビジネスパーソンとして知っておくべき
主要な経済ニュースの見方から、国内外の経済情勢、注目トピックスなどについて解説するととも
に、仕事で使える情報収集・活用と思考・発想のスキルを伝授します。

とは

組み合わせ自由な６つのカリキュラムと３つの関連カリキュラム

日経経済知力研修
● 経済・ビジネストレンド講座（4h ～ 1日）
● 新聞記者の情報術講座（4h）
● 日本経済を理解するための10のモノサシ（3h）
● お客様との“ビジネス雑談力”研修（3h）
● ヒット商品の発想術（3h）
● 相手に伝わる文書の書き方（3h ～）

日経経済知力研修の関連カリキュラム
・日経TEST研修ドリル＆解説講座（3h）
・日経で伸ばす！情報基礎力養成講座（1日）
・仕事で差がつく情報の使い方（2h）

のラインナップ

３つのポイント
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　世の中にあふれる膨大な情報の中から本当に価値のある情報、ニュースを発見するの
は簡単なことではありません。毎日、世界中で生まれる大小さまざまな出来事から大き
な潮流の断片を見つけ、トレンドを見出すこともかなり難しいことです。その困難な情
報収集・分析を毎日こなしているのが新聞記者です。 
　本講座は、新入社員から中堅社員の情報リテラシーを強化することを目的とした研修
プログラムです。新聞記者経験者が講師となって、記者の情報収集・分析のスキルを整
理し、現代を生きるビジネスパーソンにとって有効な形で伝授します。

「新聞記者の情報術講座」

❖ 料金例 ❖ 期待される研修効果
・複数の情報から法則性を見い出し、トレンドの読み方を学び、
発想力を向上させる。

・自分なりの“仮説”を立てて情報に接し、物事や事象の先を読
み、将来の変化を予測する癖をつける。

・ニュースの背景の探り方や新聞を使った情報収集・ 分析手法
が身につく。

基本講義料：280，000円
資料代：2，500円×20名=50，000円　計330，000円

20名│４時間の場合（税別） （３時間での実施も可）

「お客様との“ビジネス雑談力”研修」
　タイムリーな情報がビジネスを左右する昨今、お客様が評価する営業担当者に共通
するのが、ビジネスや時事に関する話題をネタにした「雑談」がとても上手だというこ
とです。「この営業担当者の話は役に立つ」とお客様が思えば、信頼感が増し、商談への
移行はスムーズになり、長期の取引への糸口にもなります。日経新聞の記者経験者が
講師となり、日々のニュース記事からの情報の選び方、お客様に役立つ話題に加工する
ためのコツなど、訪問先での会話に困らない「ビジネス雑談力」の高め方を、事例を交
え分かりやすく解説します。 

14:10-14:20 

14:20-14:30

14:30-15:30 

15:30-16:00 

13:00-14:10 

❖ プログラム例

❖ 料金例

１．できる営業、できない営業
　　分岐点は「ビジネス雑談カ」にあった!?

２．新聞から情報を切り取り「話題」を創り上げる
　　※演習とあわせて、ビジネス界での旬な話題についても情報提供します。
　　〔入門編〕まずは新聞を手に取ろう　～ネタを用意する～
　　〔初級編〕1つ1つの記事から話題を選ぶ　～ネタの取り入れ方～　顧客を思い浮かべながら、記事を読もう　【演習】 

休憩
　　〔中級編〕複数の記事を読み比べて「話題」を「創る」 ～ネタに付加価値をつける～ 
　　　　　　記事と記事に共通のキーワードがある　【演習】新聞を使ってビジネス雑談をしよう 
　　〔上級編〕顧客に応じて話題を使い分けよう ～ネタを独自に分析する～ 
　　　　　　経営者にどんなビジネス雑談ができるか　【演習】 

３．「ビジネス雑談力」を磨くためのポイント
　　（１）顧客と会話のキャッチボールをしよう（２）雑談は恋愛と同じかもしれない（３）経営者とイノベーションを生み出そう 

❖ 期待される研修効果
・訪問先での会話に困らない「ビジネス雑談力」が高まる。
・相手に有益となる情報をどのように探し、ニュースを会話の
「ネタ」にどう加工するかのコツを学ぶ。

・多くの情報の中から、お客様のためになる情報をキャッチし、
自分の言葉で表現できるようになる。

20名│３時間の場合（税別）

基本講義料：300，000円
資料代：3，000円×20名=60，000円　計360，000円

14:20-15:30

14:10-14:20

15:30-15:40

15:40-17:00

13:00-14:10

❖ プログラム例

１．情報のアンテナを高くしよう
　　（１）ビジネスパーソンと情報～世界はつながっている～　（２）記者経験者がこっそり教える「新聞の読み方５段階」とは

休憩
２．世の中の大きな流れ（トレンド）を読む
　　（１）ビジネスでも使える新聞記者の思考法① （２）複数の事実からキーワードを考える （３）トレンドに沿った企画・提案を考える
　　▶ 演習「ヒット商品に共通するキーワードは？」

休憩
３．この先の変化を自分なりに予測する～仮説構築力～
　　（１）ビジネスでも使える新聞記者の思考法②　（２）仮説を立て将来を予測する　（３）仮説は足元の事実で常に検証する
　　▶ 演習「新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる」
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講演会向け講師紹介サービス

　企業・団体が主催する講演会向けに、日経新聞の編
集委員やベテラン記者らを講師として派遣します。
ご要望のテーマに合わせて講師を選定し、ご希望の
会場に派遣します。生きた経済・ビジネスの最新動
向や、記者ならではの視点を盛り込んだ講演をお届
けします。

❖ 講演テーマ例　※料金：条件によって異なります。お問い合わせください。

マクロ経済・景気
「経済・景気の基礎・見方」「物価と景気」「日本経済の見方」…
海外・グローバル経済
「アジア経済」「中国、米国、EU、ロシア、中東・イスラムの経済・政治」…

金融・投資
「株式基礎」「金融・為替市場の動向」「金融政策」「個人の資産運用」…

政治・地方行財政
「政治・政局展望」「公共政策の決定メカニズム」「日本の統治構造」「地方自治・行財政改革」「地方分権」…

資源・エネルギー・環境・先端技術
「水・食料・資源・エネルギー問題」「原油価格」「地球環境問題」「ハイテク動向」…

ミクロ経済・産業
「インターネットと産業」「技術革新と経営」「エレクトロニクス業界分析」「建設業界展望」…

消費・流通・外食
「消費トレンド」「流通業界分析」「外食産業の動向」…

企業法務
「リスク管理」「知的財産権」「著作権」「製造物責任」…

女性と仕事
「女性リーダー育成」「ダイバーシティー」「ワークライフバランス」…
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