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経済知力研修
日本経済新聞社オリジナルの企業内研修向けプログラムのご案内

変化する社会情勢・世の中の動きの理解を深め
ビジネスに関する情報の活用力を強化する

日本経済新聞社

日本経済新聞社 人材教育事業局
日経 経済知力研修事務局

http://s.nikkei.com/pchiryoku
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　経済知力（ビジネス知力）を簡単に定義すると、ビジネス上の思考活動に必要な「知識」と、知識を活用す
るための「考える力（知力）」の総体ということができます。情報収集、選別・整理、編集、加工した情報を基に、
因果関係や仮説を考え出す力を意味します。経済やビジネスの仕組みや流れを理解し新たな事業を創出す
るなど、これからの若手から中堅社員、幹部まですべてのビジネスパーソンに求められる能力です。

●「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グループ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。
●複数のプログラムをご用意していますので、モジュールとして組み合わせて、半日研修または１日研修とし
ても実施いただけます。

経済知力（ビジネス知力）とは？

日経 経済知力研修について

問題解決!

効率化！

ビジネスを前に
進める力

アイデア立案

経済知力
（ビジネス知力）

知識を活用して
イノベーションの種を

引き出す力

あの作戦、ビジネスにも
いかせるかも。

考える力

言葉の意味だけでなく、
仕組みを知ること！

ビジネス上の
思考活動の基礎となる

情報・知識

知識

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。

特徴

日本経済新聞グループの
ベテラン記者経験者による独自の講義　

効果

ディスカッションを通して考え抜くと共に、
新たな知見・情報を得る。 

講義に加えて、グループ演習を交えた
参加型研修

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

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

とっつきにくい経済知識も身近に。 受講者層に合わせて研修内容のレベル調整

100社を超える導入実績　

※2015～2017年の3年間の利用社数。

※

新入社員研修から役員研修に至るまで、
幅広い業種や階層でご利用いただいています。

「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
グループ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。
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◎新聞記者の情報術講座

◎仕事で差がつく情報の使い方

◎お客様との〝ビジネス雑談力〞研修

◎人から話を引き出す「雑談力」研修

◎ヒット商品の発想術

◎相手に伝わる文書の書き方

◎日本経済を理解するための10のモノサシ
◎決算短信と経済ニュースから読み解く企業の力
◎会社経営を理解するための10のモノサシ
◎経済・ビジネストレンド講座
◎日経TEST研修ドリル＆解説講座

◎日経で伸ばす！情報基礎力養成講座

モジュールとして組み合わせ自由な
「日経 経済知力研修」シリーズのプログラム一覧と受講対象層

新聞記者の情報術講座
　世の中にあふれる膨大な情報の中から本当に価値ある情報、
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。日本経済新聞の記者経験者が講師
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。

80分

80分

80分

１.情報のアンテナを高くしよう

❖ プログラム例

（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

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

（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

「ヒット商品に共通するキーワードは？」演習

「新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる」演習

3.この先の変化を自分なりに予測する
～仮説構築力～

❖ 導入事例

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

新聞記者の情報術講座

仕事で差がつく情報の使い方

お客様との“ビジネス雑談力”研修

人から話を引き出す「雑談力」研修

ヒット商品の発想術

相手に伝わる文書の書き方

日本経済を理解するための10のモノサシ

決算短信と経済ニュースから読み解く企業の力

会社経営を理解するための10のモノサシ

経済・ビジネストレンド講座

日経TEST研修ドリル&解説講座

日経で伸ばす!情報基礎力養成講座

内定者 新入社員 若手 中堅 管理職

●複数の情報から法則性を見出し、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。

期待される
研修効果

コンサルティング会社
新入社員研修

新聞が提供する価値を理解し、新聞を読む意義・
必要性を認識する。その上で、情報収集・活用に
よる帰納・演繹の発想法を学ぶ。

IT 関連企業
中堅～管理職研修

複数の情報から関係性を読み取り、仮説構築・予
測の手法を修得する。

メーカー
中堅社員研修

新聞記者のスキルを参考に多様な情報を上手に
収集、選別、蓄積し、事業展開の仮説を構築する
力を身につける。

受講対象層

【経済やビジネス情報を活用する「術」を学ぶ】

4時間基本研修時間

【経済やビジネス情報を活用する「術」を学ぶ】

【経済やビジネスに関する「知識」を身に付ける】

【関連プログラム】
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宝飾品販売
店長クラス研修
富裕層顧客に対するコミュニケーション力向上のきっかけとする。

地方銀行
2年目、営業部門研修
入行1年目で日本経済新聞の通読を身に付け、2年目で実際に営業に出
る。日本経済新聞から得た経済情報をセールスに結び付ける雑談力を身
に付ける。

仕事で差がつく情報の使い方 人から話しを引き出す「雑談力」研修
　「仕事とは何か」「仕事の質を高めるために、情報をどこから得て、どのように活用すればいいのか」を解説します。 　雑誌記者として長年活躍した講師が、取材経験から培った、相手から話を引き出す雑談力の極意をお伝えします。本当に必要な情報を集める力

がつくとともに、雑談につまって困ることがなくなります。

90分

90分

１.情報の集め方　～本当に必要な情報を集めていますか？

❖プログラム例

（１）ビジネスに必要な情報には種類がある 
（3）情報の入手先と、それぞれの特徴

2.収集した情報の使い方
（１）情報から変化を見出す　（2）新聞から共通のキーワードを探し出す　（3）新商品、ニュービジネスを考える

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

（２）情報の収集先が固定化していませんか？
（4）雑誌や新聞の読み方、活用の仕方

90分

90分

１.情報の集め方・使い方 ～本当に必要な情報を集めていますか？

❖プログラム例

（１）ビジネスにおける情報の重要性  　（２）情報の入手先と、それぞれの特徴　（3）情報から変化を見出す

2.雑談力を高める ～人から話しを引き出すには？

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

不動産業
若手～中堅の営業職社員研修
年齢の高い顧客層を中心に営業を行う中、相手からの信頼を勝ち取るた
めに、ビジネスに関する情報収集力を向上させたいという考えから全国数
箇所で実施。

❖導入事例

お客様との“ビジネス雑談力”研修

❖ プログラム例

90分

60分

30分

１．できる営業、できない営業

2.新聞から情報を切り取り「話題」を創り上げる

3.「ビジネス雑談力」を磨くためのポイント 

入門編

分岐点は「ビジネス雑談力」にあった！？

　※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。
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～

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　　　　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～

演習 顧客を思い浮かべながら、記事を読もう

演習 経営者にどんなビジネス雑談ができるか

（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

　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。日本経済新聞
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。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●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。

期待される
研修効果

●媒体によって、情報にはそれぞれ特徴や差があることを理
解する。適切な情報源を選ぶことができるようになる。
●情報をどのように仕事に活かすことができるかを理解でき
る。

期待される
研修効果

●「いい雑談」ができるために、まず「情報」について理解する。
●ワークも交えることで、雑談を「すぐに実行しよう」とイメー
ジすることができるようになる。

期待される
研修効果

●マーケティングの最新基礎知識を学ぶことができる。
●ヒット商品を通じて最新消費トレンドを知る。
●売れる商品作りに必要な視点や手法を学ぶことができる。

期待される
研修効果

❖ 導入事例

（１）一次情報、二次情報を知っていますか？
（3）雑談の目的と、雑談相手の人材像を明確にする

（2）人から情報を収集するときに注意していることはありますか？｠
（4）雑談につまったら？困ったら？ 

地方銀行
支店長代理研修

顧客折衝および個人営業にかかわる基礎スキルの修得。広い視野を持つ
ために情報をストックする仕方を学ぶ。

❖ 導入事例

IT 関連企業
若手技術者研修

自分の業務や社内のことだけでなく、経済などを含めた広い視野を持てる
ようにし、新しいビジネスを生み出す際に考慮すべき点を学ぶ。

❖ 導入事例
営業部門
に最適

演習

チームで価値を高める 3時間基本研修時間 本当に必要な情報を集めるために 3時間基本研修時間

3時間基本研修時間

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。❖ プログラム例

30分

20分

60分

70分

１.はじめに　マーケティングの役割 

2.マーケティングドリルで基本を学ぶ

3.マーケティングドリル解答解説

4.ヒット商品を生むフレームワーク

演習 新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる

演習 「日経MJヒット商品番付」のヒット商品に共通したキーワードを考えよう
演習 ヒットしそうな商品を見つけよう

　消費財メーカーは市場の変化と厳しい競争の中、毎年何万という新製品を世の中に送り出しています。しか
し、その中でヒット商品に育つのはごくわずかで、大半が短期間で市場から消え去ります。消費者に受け入れら
れて市場に残る商品と、生き残れない商品の違いは何か、ヒットさせるためには何が必要か。本講座は、これ
からマーケティング力の強化が必要とされる若手・中堅のビジネスパーソンに最適なプログラムです。「マーケ
ティングドリル」を10分で解いていただいた後、日本経済新聞の記者経験者が、問題の解説と問題の中に表れ
ているマーケティングの最新トレンドを講義します。最新の「日経MJヒット商品番付」や消費者のトレンドの背
景も含め詳しく分析し、ヒット商品作りに必要な視点や手法を提示します。自身のビジネスへのヒントになりう
るかどうかも考察します。

（１）マーケティングの本質と目的　（２）マーケティング脳とは

（１）4択15問を10分で解く「マーケティングドリル」に挑戦　（２）答え合わせ

（１）基礎知識を身につける （２）実践知識を吸収する （３）視野を広げる （４）知識を知恵にする （５）知恵を活用する

（１）ヒット商品をもとに消費トレンドを知る
（２）アイデア発想のための頭の体操　

ヒット商品の発想術 3時間基本研修時間
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宝飾品販売
店長クラス研修
富裕層顧客に対するコミュニケーション力向上のきっかけとする。

地方銀行
2年目、営業部門研修
入行1年目で日本経済新聞の通読を身に付け、2年目で実際に営業に出
る。日本経済新聞から得た経済情報をセールスに結び付ける雑談力を身
に付ける。

仕事で差がつく情報の使い方 人から話しを引き出す「雑談力」研修
　「仕事とは何か」「仕事の質を高めるために、情報をどこから得て、どのように活用すればいいのか」を解説します。 　雑誌記者として長年活躍した講師が、取材経験から培った、相手から話を引き出す雑談力の極意をお伝えします。本当に必要な情報を集める力

がつくとともに、雑談につまって困ることがなくなります。

90分

90分

１.情報の集め方　～本当に必要な情報を集めていますか？

❖プログラム例

（１）ビジネスに必要な情報には種類がある 
（3）情報の入手先と、それぞれの特徴

2.収集した情報の使い方
（１）情報から変化を見出す　（2）新聞から共通のキーワードを探し出す　（3）新商品、ニュービジネスを考える

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

（２）情報の収集先が固定化していませんか？
（4）雑誌や新聞の読み方、活用の仕方

90分

90分

１.情報の集め方・使い方 ～本当に必要な情報を集めていますか？

❖プログラム例

（１）ビジネスにおける情報の重要性  　（２）情報の入手先と、それぞれの特徴　（3）情報から変化を見出す

2.雑談力を高める ～人から話しを引き出すには？

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

不動産業
若手～中堅の営業職社員研修
年齢の高い顧客層を中心に営業を行う中、相手からの信頼を勝ち取るた
めに、ビジネスに関する情報収集力を向上させたいという考えから全国数
箇所で実施。

❖導入事例

お客様との“ビジネス雑談力”研修

❖ プログラム例

90分

60分

30分

１．できる営業、できない営業

2.新聞から情報を切り取り「話題」を創り上げる

3.「ビジネス雑談力」を磨くためのポイント 

入門編

分岐点は「ビジネス雑談力」にあった！？

　※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。
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～

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　　　　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～

演習 顧客を思い浮かべながら、記事を読もう

演習 経営者にどんなビジネス雑談ができるか

（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

　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。日本経済新聞
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。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●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。

期待される
研修効果

●媒体によって、情報にはそれぞれ特徴や差があることを理
解する。適切な情報源を選ぶことができるようになる。
●情報をどのように仕事に活かすことができるかを理解でき
る。

期待される
研修効果

●「いい雑談」ができるために、まず「情報」について理解する。
●ワークも交えることで、雑談を「すぐに実行しよう」とイメー
ジすることができるようになる。

期待される
研修効果

●マーケティングの最新基礎知識を学ぶことができる。
●ヒット商品を通じて最新消費トレンドを知る。
●売れる商品作りに必要な視点や手法を学ぶことができる。

期待される
研修効果

❖ 導入事例

（１）一次情報、二次情報を知っていますか？
（3）雑談の目的と、雑談相手の人材像を明確にする

（2）人から情報を収集するときに注意していることはありますか？｠
（4）雑談につまったら？困ったら？ 

地方銀行
支店長代理研修

顧客折衝および個人営業にかかわる基礎スキルの修得。広い視野を持つ
ために情報をストックする仕方を学ぶ。

❖ 導入事例

IT 関連企業
若手技術者研修

自分の業務や社内のことだけでなく、経済などを含めた広い視野を持てる
ようにし、新しいビジネスを生み出す際に考慮すべき点を学ぶ。

❖ 導入事例
営業部門
に最適

演習

チームで価値を高める 3時間基本研修時間 本当に必要な情報を集めるために 3時間基本研修時間

3時間基本研修時間

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。❖ プログラム例

30分

20分

60分

70分

１.はじめに　マーケティングの役割 

2.マーケティングドリルで基本を学ぶ

3.マーケティングドリル解答解説

4.ヒット商品を生むフレームワーク

演習 新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる

演習 「日経MJヒット商品番付」のヒット商品に共通したキーワードを考えよう
演習 ヒットしそうな商品を見つけよう

　消費財メーカーは市場の変化と厳しい競争の中、毎年何万という新製品を世の中に送り出しています。しか
し、その中でヒット商品に育つのはごくわずかで、大半が短期間で市場から消え去ります。消費者に受け入れら
れて市場に残る商品と、生き残れない商品の違いは何か、ヒットさせるためには何が必要か。本講座は、これ
からマーケティング力の強化が必要とされる若手・中堅のビジネスパーソンに最適なプログラムです。「マーケ
ティングドリル」を10分で解いていただいた後、日本経済新聞の記者経験者が、問題の解説と問題の中に表れ
ているマーケティングの最新トレンドを講義します。最新の「日経MJヒット商品番付」や消費者のトレンドの背
景も含め詳しく分析し、ヒット商品作りに必要な視点や手法を提示します。自身のビジネスへのヒントになりう
るかどうかも考察します。

（１）マーケティングの本質と目的　（２）マーケティング脳とは

（１）4択15問を10分で解く「マーケティングドリル」に挑戦　（２）答え合わせ

（１）基礎知識を身につける （２）実践知識を吸収する （３）視野を広げる （４）知識を知恵にする （５）知恵を活用する

（１）ヒット商品をもとに消費トレンドを知る
（２）アイデア発想のための頭の体操　

ヒット商品の発想術 3時間基本研修時間
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社内外文書（融資提案書、稟議意見書、研修報告
書など）において、ビジネスの基本を理解した上
で相手にわかりやすい文書を作成する。

4.　　　実際に決算短信を見て、経営を分析しよう

❖ プログラム例

60分

60分

60分

1.基礎的な確認事項

2.文章作成上の注意点

3.構成案の作成から執筆への段取り  

　「間違ってはいない文章なのに、なぜうまく伝わらないのか？」
情報や文章を並べるだけでは、伝わる文章にはなりません。「誰に何を伝え、その結果どのように相手を動かしたい
のか」という目的から逆算して文書を組み立てることが必要です。記者経験者が文章を書くテクニックだけではなく、
ビジネスコミュニケーションのコツを指導する講座です。オプションとして、個別添削指導の課題をオリジナルで設
定することも可能です。

講義 想定読者／主題と焦点の設定／構成と展開を考える／簡潔に論理だてて／写真や図版をどう活用するか

ワーク わかりにくい文章の例を素材に、「なぜ伝わらないのか」の分析を行う
個人ワーク→グループワーク討議→グループで意見を集約→講師講評

講義 見出し（タイトル）をつける／展開案を作成する／要旨を作成する／部下に指導する際のポイント

ワーク 文章にタイトルをつける（長い文章から、重要な情報を抜き出す）

講義 主語と述語の対応／論理を二転三転させない／曖昧な表現をなくす／事実と意見は、はっきりと分けて書く／
原稿は「文章が主、図表は従」

ワーク 悪文の修正とリライト／文中の情報から事実と意見を分類する

相手に伝わる文書の書き方

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●自分の文章の分かりにくい点に気づき、相手に意図が伝わる文章を書けるようになる。
●他の人の文章に対して、効果的な指摘ができるようになる。
●コミュニケーションを戦略的に考えられる。「今、何を書くべきか？」を意識し、短時間で
効果的なコミュニケーションがとれるようになる。

期待される
研修効果

●財務数字の基礎的な用語を知る。
●会計のどこに着眼すればいいかがわかる。

期待される
研修効果

IT 関連企業
若手技術者研修

普段馴染みの無い決算短信に触れ、広い視野か
ら企業活動を見ることができるようになる。

❖ 導入事例

地方銀行
入社2～3年目研修

❖ 導入事例

顧客に対するレベルの高い提案営業を実践する
ために、社会の潮流や経済の最新動向といった先
端ビジネス知識を身につける。

オフィス機器メーカー
セールスリーダー研修

❖ 導入事例

●経済や社会、景気、マーケットの現状を数字で正しく理解し、新たな発想やビジネスチャ
ンス拡大に繋げることができる。
●日本の経済的な現状と将来動向を学び、自身の仕事や会社、業界とを関連付けて考え
られるようになる。
●常に最新の経済指標を意識できる。

期待される
研修効果

　日本経済の「今」を数字で理解することができる講座です。国内総生産（GDP）、経常収支、株式時価総額、出生率
など、「難しそう」との先入観からこれまで敬遠しがちだった10の経済指標（経済のモノサシ）を取り上げ、経済や社会、
景気、マーケットの現状を理解し、将来を読みます。日本経済新聞の記者経験豊富な講師が、直近のデータやコンテ
ンツを活用して事例を交え分かりやすく解説します。最低限知っておくべき10のモノサシを常に意識する習慣を持て
ば、経済の理解が一段と深まるだけでなく、新たな発想や行動などビジネスチャンスの拡大につながるでしょう。

日本経済を理解するための10のモノサシ

❖ プログラム例

90分

１.日本経済を世界の中で位置付けよう

2.好転？悪化？景気の体温を感じよう 

3.マーケット（市場）は生きものだ

4.待ったなし少子高齢化、そこにビジネスチャンスも

（１）GDP　（２）経済成長率　（３）1人当たりGDP 　　　　「1人当たりGDP 上位の国の共通項は？」　（４）経常収支

（５）日銀短観　（６）景気動向指数 　　　　「景気の動きをすぐに反映する指数はどれ？」

（７）株、円、金利、原油 　　　　「円安で喜ぶ企業は？」　（８）株式時価総額 　　　　「日本企業の巻き返し策は？」

（９）生産年齢人口　（10）合計特殊出生率　　　　　　 人口減少でも経済成長するには？

90分

演習

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●自社、取引先、ライバル会社の経営状況と課題が数字で理解でき、適切な課題解決、業務提案に結び付けられるようになる。
●大規模なM&Aや資本業務提携など、経済・産業ニュースを本質から理解できるようになり、自社の業務改善につながる。
●年金資産の運用など社員自ら投資家として行動する場面で、数字分析に基づく適切な行動が取れるようになる。

期待される
研修効果

会社経営を理解するための１０のモノサシ

❖ プログラム例

90分

１.決算書の読み方を知ろう

2.会社の収益性をチェックする

3.会社の安全性、収益性、成長性をチェックする

4.業界各社の実例比較

（1）決算書とは何か　（2）損益計算書（PL）の基本　（3）貸借対照表（BS）の基本　（4）キャッシュフロー計算書（CS）の基本

（5）PLの注目点はどこか～①増収率・増益率　②売上原価率・売上高販管費率　③売上高営業利益率など

（6）BSの注目点はどこか～④自己資本比率 ⑤流動比率・当座比率 ⑥自己資本利益率（ROE） ⑦資産利益率（ROA）⑧資産回転率など
（7）CSの注目点はどこか～⑨キャッシュフローマージン　⑩フリーキャッシュフローなど

Ａ社とＢ社の安全性、収益性、将来性を比較してみよう

90分

演習

演習

　会社の財務や会計の数字を「大きくつかんで読み解く力」は、ビジネス
パーソンにとっての基礎知識です。決算短信は、会社の業績の主要ポイン
トだけを抜き出しており、タイムリーに概略をつかむのに適したリポートで
す。記者経験が長い講師が、「企業を見るときの基本情報」としてチェック
している決算短信の読み方を伝授します。

決算短信と経済ニュースから読み解く企業の力

❖ プログラム例

90分

１.決算短信って何だ？

2.決算短信に出てくる用語を知る　～企業会計の基礎知識～

3.経済ニュースから読み解く企業の財務状況

（１）決算短信から何がわかるのか？　（２）決算短信から読む会社の成長のポイント　（３）その会社の「成長ステージ」を見抜く

（１）貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）　（２）利益とは？ 利益の種類を知っておく　（３）キャッシュフローから何がわかるのか？

（１）今、話題の会社の決算短信を見てみよう　（２）「産業天気図」で、業界の大きなトレンドを知る

●会社の規模、会計基準によって見方は異なる　●数年のトレンドで見ることが大切　
●会社の成長を見る。その会社はどのステージにいるのか？おカネはちゃんと回っているのか？

90分

小演習 小演習

小演習

小演習

　強い会社なのか弱い会社なのか――。企業の経営状況を数字で
理解できるようになる講座です。倒産の恐れがないか（安全性）、稼ぐ
力があるか（収益性）、成長する力があるか（将来性）が、手に取るよ
うに分かります。流動比率、自己資本比率、自己資本利益率（ROE）、
資産利益率（ROA）、フリーキャッシュフローなど、経理・会計の専門
家任せにしがちだった10の経営指標（経営のモノサシ）を、日本経済

新聞の記者経験豊富な講師が分かりやすく解説します。受講者は、自
社の経営状況はもちろんのこと、取引先やライバル企業の強みや弱み
を分析し、将来を展望できるようになります。講座での学びを基に、自
社では事業上の課題解決を進め、取引先には適切な提案をし、ライバ
ル会社に対してはその弱点を的確に攻略する戦略を立てましょう。

3時間基本研修時間

3時間基本研修時間 3時間基本研修時間

企業の業績、早わかり 3時間基本研修時間

１歩進める業績分析

【経済やビジネスに関する「知識」を身に付ける】
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社内外文書（融資提案書、稟議意見書、研修報告
書など）において、ビジネスの基本を理解した上
で相手にわかりやすい文書を作成する。

4.　　　実際に決算短信を見て、経営を分析しよう

❖ プログラム例

60分

60分

60分

1.基礎的な確認事項

2.文章作成上の注意点

3.構成案の作成から執筆への段取り  

　「間違ってはいない文章なのに、なぜうまく伝わらないのか？」
情報や文章を並べるだけでは、伝わる文章にはなりません。「誰に何を伝え、その結果どのように相手を動かしたい
のか」という目的から逆算して文書を組み立てることが必要です。記者経験者が文章を書くテクニックだけではなく、
ビジネスコミュニケーションのコツを指導する講座です。オプションとして、個別添削指導の課題をオリジナルで設
定することも可能です。

講義 想定読者／主題と焦点の設定／構成と展開を考える／簡潔に論理だてて／写真や図版をどう活用するか

ワーク わかりにくい文章の例を素材に、「なぜ伝わらないのか」の分析を行う
個人ワーク→グループワーク討議→グループで意見を集約→講師講評

講義 見出し（タイトル）をつける／展開案を作成する／要旨を作成する／部下に指導する際のポイント

ワーク 文章にタイトルをつける（長い文章から、重要な情報を抜き出す）

講義 主語と述語の対応／論理を二転三転させない／曖昧な表現をなくす／事実と意見は、はっきりと分けて書く／
原稿は「文章が主、図表は従」

ワーク 悪文の修正とリライト／文中の情報から事実と意見を分類する

相手に伝わる文書の書き方

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●自分の文章の分かりにくい点に気づき、相手に意図が伝わる文章を書けるようになる。
●他の人の文章に対して、効果的な指摘ができるようになる。
●コミュニケーションを戦略的に考えられる。「今、何を書くべきか？」を意識し、短時間で
効果的なコミュニケーションがとれるようになる。

期待される
研修効果

●財務数字の基礎的な用語を知る。
●会計のどこに着眼すればいいかがわかる。

期待される
研修効果

IT 関連企業
若手技術者研修

普段馴染みの無い決算短信に触れ、広い視野か
ら企業活動を見ることができるようになる。

❖ 導入事例

地方銀行
入社2～3年目研修

❖ 導入事例

顧客に対するレベルの高い提案営業を実践する
ために、社会の潮流や経済の最新動向といった先
端ビジネス知識を身につける。

オフィス機器メーカー
セールスリーダー研修

❖ 導入事例

●経済や社会、景気、マーケットの現状を数字で正しく理解し、新たな発想やビジネスチャ
ンス拡大に繋げることができる。
●日本の経済的な現状と将来動向を学び、自身の仕事や会社、業界とを関連付けて考え
られるようになる。
●常に最新の経済指標を意識できる。

期待される
研修効果

　日本経済の「今」を数字で理解することができる講座です。国内総生産（GDP）、経常収支、株式時価総額、出生率
など、「難しそう」との先入観からこれまで敬遠しがちだった10の経済指標（経済のモノサシ）を取り上げ、経済や社会、
景気、マーケットの現状を理解し、将来を読みます。日本経済新聞の記者経験豊富な講師が、直近のデータやコンテ
ンツを活用して事例を交え分かりやすく解説します。最低限知っておくべき10のモノサシを常に意識する習慣を持て
ば、経済の理解が一段と深まるだけでなく、新たな発想や行動などビジネスチャンスの拡大につながるでしょう。

日本経済を理解するための10のモノサシ

❖ プログラム例

90分

１.日本経済を世界の中で位置付けよう

2.好転？悪化？景気の体温を感じよう 

3.マーケット（市場）は生きものだ

4.待ったなし少子高齢化、そこにビジネスチャンスも

（１）GDP　（２）経済成長率　（３）1人当たりGDP 　　　　「1人当たりGDP 上位の国の共通項は？」　（４）経常収支

（５）日銀短観　（６）景気動向指数 　　　　「景気の動きをすぐに反映する指数はどれ？」

（７）株、円、金利、原油 　　　　「円安で喜ぶ企業は？」　（８）株式時価総額 　　　　「日本企業の巻き返し策は？」

（９）生産年齢人口　（10）合計特殊出生率　　　　　　 人口減少でも経済成長するには？

90分

演習

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●自社、取引先、ライバル会社の経営状況と課題が数字で理解でき、適切な課題解決、業務提案に結び付けられるようになる。
●大規模なM&Aや資本業務提携など、経済・産業ニュースを本質から理解できるようになり、自社の業務改善につながる。
●年金資産の運用など社員自ら投資家として行動する場面で、数字分析に基づく適切な行動が取れるようになる。

期待される
研修効果

会社経営を理解するための１０のモノサシ

❖ プログラム例

90分

１.決算書の読み方を知ろう

2.会社の収益性をチェックする

3.会社の安全性、収益性、成長性をチェックする

4.業界各社の実例比較

（1）決算書とは何か　（2）損益計算書（PL）の基本　（3）貸借対照表（BS）の基本　（4）キャッシュフロー計算書（CS）の基本

（5）PLの注目点はどこか～①増収率・増益率　②売上原価率・売上高販管費率　③売上高営業利益率など

（6）BSの注目点はどこか～④自己資本比率 ⑤流動比率・当座比率 ⑥自己資本利益率（ROE） ⑦資産利益率（ROA）⑧資産回転率など
（7）CSの注目点はどこか～⑨キャッシュフローマージン　⑩フリーキャッシュフローなど

Ａ社とＢ社の安全性、収益性、将来性を比較してみよう

90分

演習

演習

　会社の財務や会計の数字を「大きくつかんで読み解く力」は、ビジネス
パーソンにとっての基礎知識です。決算短信は、会社の業績の主要ポイン
トだけを抜き出しており、タイムリーに概略をつかむのに適したリポートで
す。記者経験が長い講師が、「企業を見るときの基本情報」としてチェック
している決算短信の読み方を伝授します。

決算短信と経済ニュースから読み解く企業の力

❖ プログラム例

90分

１.決算短信って何だ？

2.決算短信に出てくる用語を知る　～企業会計の基礎知識～

3.経済ニュースから読み解く企業の財務状況

（１）決算短信から何がわかるのか？　（２）決算短信から読む会社の成長のポイント　（３）その会社の「成長ステージ」を見抜く

（１）貸借対照表（BS）と損益計算書（PL）　（２）利益とは？ 利益の種類を知っておく　（３）キャッシュフローから何がわかるのか？

（１）今、話題の会社の決算短信を見てみよう　（２）「産業天気図」で、業界の大きなトレンドを知る

●会社の規模、会計基準によって見方は異なる　●数年のトレンドで見ることが大切　
●会社の成長を見る。その会社はどのステージにいるのか？おカネはちゃんと回っているのか？

90分

小演習 小演習

小演習

小演習

　強い会社なのか弱い会社なのか――。企業の経営状況を数字で
理解できるようになる講座です。倒産の恐れがないか（安全性）、稼ぐ
力があるか（収益性）、成長する力があるか（将来性）が、手に取るよ
うに分かります。流動比率、自己資本比率、自己資本利益率（ROE）、
資産利益率（ROA）、フリーキャッシュフローなど、経理・会計の専門
家任せにしがちだった10の経営指標（経営のモノサシ）を、日本経済

新聞の記者経験豊富な講師が分かりやすく解説します。受講者は、自
社の経営状況はもちろんのこと、取引先やライバル企業の強みや弱み
を分析し、将来を展望できるようになります。講座での学びを基に、自
社では事業上の課題解決を進め、取引先には適切な提案をし、ライバ
ル会社に対してはその弱点を的確に攻略する戦略を立てましょう。

3時間基本研修時間

3時間基本研修時間 3時間基本研修時間

企業の業績、早わかり 3時間基本研修時間

１歩進める業績分析

【経済やビジネスに関する「知識」を身に付ける】
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　前半は経済ニュースの基本的な見方や集めた情報をもとに仮説を
立てて将来を考えるといった思考・発想法について解説します。後半
の経済・ビジネストレンドをテーマにした講義では、国内を中心とし
た経済・景気動向、日本社会の構造変化の話題など、我々のビジネ

スを取り巻く外部環境の見方について解説します。講義中にはテーマ
別に複数のグループワークを実施して、ニュースと自分の仕事の関連
性などについて理解を深めるとともに、他参加者との意見交換を踏ま
えて、自分で結論を出し、意見を述べる、という機会を設けます。

120分

120分

1.経済ニュースの見方と情報活用術

2.経済・ビジネストレンドを読み解く

1.情報のアンテナを高くしよう

1.日本と世界のいま

（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

(1)経済や社会に影響を与える要因～経済の基本的な仕組み、人口構成や社会動向の変化など～
(2)グローバル経済の動向～世界の市場を牽引するものは何か～

(1)成長市場はどこにあるのか？～国内 or グローバルのレベルで考える～　(2)挑戦する日本企業とイノベーション

2.世の中の大きな流れ（トレンド）を読む

2.企業活動の最前線～主要企業の新しい取り組み～

（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

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

❖ プログラム例

ヒット商品に共通するキーワードは？演習

新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる演習

演習 変化の予兆を自分なりに読んで、自分の会社・仕事への影響を考える

経済や社会に影響を与えるその時々の大きなマクロ要因をトピックとして取り上げて解説します。

最新のビジネス動向を、業界単位・企業単位のミクロの視点で取り上げて解説します。

経済・ビジネストレンド講座

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●複数の情報から法則性を見出したり、自分なりの仮説を立てて“先読み”をしたりすることができる。
●マクロの環境変化が自社のビジネスに与える影響を理解し、どういった情報に対して、アンテナの感度を高めればいいのかがわかる。
●市場にインパクトを与える新たな動きやイノベーションの最新情報を知り、今後の自社のビジネスを考える上でのヒントにする。

期待される
研修効果

●ビジネス知識と、その知識を活用する力を測定し、客観的な「気づき」の場が得られる。
●解説講座から、問題の答えとその背景だけではなく、最新の経済動向に関連付けて理
解することができる。
●問題や解答は持ち帰ることができるので、じっくりと復習することができる。

期待される
研修効果

●ビジネス情報を常にウォッチしていくことの重要性に気づき、情報への接し方や発信
の方法を理解する。

●新聞などのビジネス情報を得ることを習慣化できるように動機付ける。
●最新の経済トレンドを理解し、ビジネスパーソンとしての基礎を固める。

期待される
研修効果

機械メーカー
若手～中堅技術者

専門技術知識のみに偏り視野が狭いままでは世
の中の流れから取り残される危険を打開する。

IT 企業
ITシステム構築・保守管理社員

顧客を取り巻く状況を理解した上でのソリュー
ション提案ができるようになる。

IT 企業
新入社員研修

経済ニュースの基礎知識を獲得し、自社ビジネ
スへの影響を自ら考えようとするようにする。日
本経済新聞の読み方のコツを理解する。

❖ 導入事例

エネルギー関連企業
新入社員研修

日本経済新聞の読み方から情報収集と発信の
大切さとその方法を学ぶ。

❖ 導入事例

IT 企業
新入社員研修

自分自身の情報収集力の現状を客観的に把握
する（強み・弱み）。実際の業務に入る前に、広
い社会の動きに対するアンテナを高くもつこと
の重要性に気づく。

❖ 導入事例

　 「日経TEST研修ドリル」は、ビジネスの知識とその活用力を客観的に測る「日経TEST」を企業・団体の研修用
に編成したものです。企業・団体の研修所、会議室などで随時実施が可能です。試験終了後の「解説講座」で、
問題・正解・解説を受験者に提供しますので、じっくり復習していただくことが可能です。
　50問のドリルを40分で解いていただいた後、日本経済新聞の記者経験者が、問題の詳しい解説と問題の中に
表れているビジネス、経済、社会の最新トレンドを講義します。試験結果として、素点と公開試験のスコアを予測す
る「参考スコア」を含む個人成績表を後日、送付します。

日経TEST研修ドリル＆解説講座

❖ プログラム例

1.受験準備

2.日経TEST研修ドリル受験

3.解説講座

受験番号、氏名等記入／テストの形式や時間配分の説明／用紙配布

4択50問を40分で解く。自分の解答は、問題用紙にメモして記録しておく。

休　憩

120分

10分

10分

40分

この間に解答と解説の冊子を配布。各自自己採点をして点数を算出。

（１）日経TESTの目的とその構造
（２）解答解説①　ビジネス知識を増やす（問1～30から数問）　経済、産業、企業の現状とトレンド
（３）解答解説②　考える力（知力）を伸ばす（問31～50から数問）　知識を知恵に、知恵を活用する

2.現代社会の重要トレンドは？：これまでの日本経済の歩みから今を知る

3.現代のキーワード：少子高齢化・グローバル化・ITとAI・環境/エネルギー

　実際の経済ニュースを素材に使い、どうやって情報収集をするか、どんな情報に着目したらいいのかを、
ワークやディスカッションを通じて学びます。実際に新聞を開いて、どんな記事に着目したのかを人に説明す
るワークを通じて「情報に対するアンテナ」を高めます。情報収集と発信の力を高めるベーシックな講座です。

❖ プログラム例

70分

70分

80分

80分

90分

1.情報に対する着眼点を養う 

ワーク

日経で伸ばす！情報基礎力養成講座
（記者経験者ではない日本経済新聞グループ内講師が務めます）

～若手社員の視野を広げ、情報の収集・発信力をつける～

インターネットと新聞の違い（日本経済新聞を読む理由、新聞の作り方）／
大きな数字はこうつかむ（国家予算、家計の金融資産残高、他）

ディスカッション（例）：もしあなたがランドセル業界にいたら？

ワーク ディスカッション（例）：訪日客を増やすために何をする？

4.洞察力を高めるトレーニング：限られた情報から推定する方法を学ぶ

5.まとめ～今後の情報収集のために

ワーク ディスカッション（例）：実在するコーヒーショップチェーン店の売上を推測してみよう（フェルミ推計）
ワーク 見出しの早読みトレーニング　「ニュースに見出しをつけよう」　日本経済新聞を読みこなすコツをつかむ

ワーク きょうの日本経済新聞から「気になるニュース」を探し、自分の着眼点を加えて情報発信しよう

日本経済新聞電子版の使いこなし術／業界記事の読み方

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※研修時間は3時間以上で応相談

（90分も可）

4時間基本研修時間 3時間基本研修時間

【関連プログラム】
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　前半は経済ニュースの基本的な見方や集めた情報をもとに仮説を
立てて将来を考えるといった思考・発想法について解説します。後半
の経済・ビジネストレンドをテーマにした講義では、国内を中心とし
た経済・景気動向、日本社会の構造変化の話題など、我々のビジネ

スを取り巻く外部環境の見方について解説します。講義中にはテーマ
別に複数のグループワークを実施して、ニュースと自分の仕事の関連
性などについて理解を深めるとともに、他参加者との意見交換を踏ま
えて、自分で結論を出し、意見を述べる、という機会を設けます。

120分

120分

1.経済ニュースの見方と情報活用術

2.経済・ビジネストレンドを読み解く

1.情報のアンテナを高くしよう

1.日本と世界のいま

（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

(1)経済や社会に影響を与える要因～経済の基本的な仕組み、人口構成や社会動向の変化など～
(2)グローバル経済の動向～世界の市場を牽引するものは何か～

(1)成長市場はどこにあるのか？～国内 or グローバルのレベルで考える～　(2)挑戦する日本企業とイノベーション

2.世の中の大きな流れ（トレンド）を読む

2.企業活動の最前線～主要企業の新しい取り組み～

（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

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

❖ プログラム例

ヒット商品に共通するキーワードは？演習

新聞記事のニュースをもとに、仮説を立ててみる演習

演習 変化の予兆を自分なりに読んで、自分の会社・仕事への影響を考える

経済や社会に影響を与えるその時々の大きなマクロ要因をトピックとして取り上げて解説します。

最新のビジネス動向を、業界単位・企業単位のミクロの視点で取り上げて解説します。

経済・ビジネストレンド講座

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

●複数の情報から法則性を見出したり、自分なりの仮説を立てて“先読み”をしたりすることができる。
●マクロの環境変化が自社のビジネスに与える影響を理解し、どういった情報に対して、アンテナの感度を高めればいいのかがわかる。
●市場にインパクトを与える新たな動きやイノベーションの最新情報を知り、今後の自社のビジネスを考える上でのヒントにする。

期待される
研修効果

●ビジネス知識と、その知識を活用する力を測定し、客観的な「気づき」の場が得られる。
●解説講座から、問題の答えとその背景だけではなく、最新の経済動向に関連付けて理
解することができる。
●問題や解答は持ち帰ることができるので、じっくりと復習することができる。

期待される
研修効果

●ビジネス情報を常にウォッチしていくことの重要性に気づき、情報への接し方や発信
の方法を理解する。

●新聞などのビジネス情報を得ることを習慣化できるように動機付ける。
●最新の経済トレンドを理解し、ビジネスパーソンとしての基礎を固める。

期待される
研修効果

機械メーカー
若手～中堅技術者

専門技術知識のみに偏り視野が狭いままでは世
の中の流れから取り残される危険を打開する。

IT 企業
ITシステム構築・保守管理社員

顧客を取り巻く状況を理解した上でのソリュー
ション提案ができるようになる。

IT 企業
新入社員研修

経済ニュースの基礎知識を獲得し、自社ビジネ
スへの影響を自ら考えようとするようにする。日
本経済新聞の読み方のコツを理解する。

❖ 導入事例

エネルギー関連企業
新入社員研修

日本経済新聞の読み方から情報収集と発信の
大切さとその方法を学ぶ。

❖ 導入事例

IT 企業
新入社員研修

自分自身の情報収集力の現状を客観的に把握
する（強み・弱み）。実際の業務に入る前に、広
い社会の動きに対するアンテナを高くもつこと
の重要性に気づく。

❖ 導入事例

　 「日経TEST研修ドリル」は、ビジネスの知識とその活用力を客観的に測る「日経TEST」を企業・団体の研修用
に編成したものです。企業・団体の研修所、会議室などで随時実施が可能です。試験終了後の「解説講座」で、
問題・正解・解説を受験者に提供しますので、じっくり復習していただくことが可能です。
　50問のドリルを40分で解いていただいた後、日本経済新聞の記者経験者が、問題の詳しい解説と問題の中に
表れているビジネス、経済、社会の最新トレンドを講義します。試験結果として、素点と公開試験のスコアを予測す
る「参考スコア」を含む個人成績表を後日、送付します。

日経TEST研修ドリル＆解説講座

❖ プログラム例

1.受験準備

2.日経TEST研修ドリル受験

3.解説講座

受験番号、氏名等記入／テストの形式や時間配分の説明／用紙配布

4択50問を40分で解く。自分の解答は、問題用紙にメモして記録しておく。

休　憩

120分

10分

10分

40分

この間に解答と解説の冊子を配布。各自自己採点をして点数を算出。

（１）日経TESTの目的とその構造
（２）解答解説①　ビジネス知識を増やす（問1～30から数問）　経済、産業、企業の現状とトレンド
（３）解答解説②　考える力（知力）を伸ばす（問31～50から数問）　知識を知恵に、知恵を活用する

2.現代社会の重要トレンドは？：これまでの日本経済の歩みから今を知る

3.現代のキーワード：少子高齢化・グローバル化・ITとAI・環境/エネルギー

　実際の経済ニュースを素材に使い、どうやって情報収集をするか、どんな情報に着目したらいいのかを、
ワークやディスカッションを通じて学びます。実際に新聞を開いて、どんな記事に着目したのかを人に説明す
るワークを通じて「情報に対するアンテナ」を高めます。情報収集と発信の力を高めるベーシックな講座です。

❖ プログラム例

70分

70分

80分

80分

90分

1.情報に対する着眼点を養う 

ワーク

日経で伸ばす！情報基礎力養成講座
（記者経験者ではない日本経済新聞グループ内講師が務めます）

～若手社員の視野を広げ、情報の収集・発信力をつける～

インターネットと新聞の違い（日本経済新聞を読む理由、新聞の作り方）／
大きな数字はこうつかむ（国家予算、家計の金融資産残高、他）

ディスカッション（例）：もしあなたがランドセル業界にいたら？

ワーク ディスカッション（例）：訪日客を増やすために何をする？

4.洞察力を高めるトレーニング：限られた情報から推定する方法を学ぶ

5.まとめ～今後の情報収集のために

ワーク ディスカッション（例）：実在するコーヒーショップチェーン店の売上を推測してみよう（フェルミ推計）
ワーク 見出しの早読みトレーニング　「ニュースに見出しをつけよう」　日本経済新聞を読みこなすコツをつかむ

ワーク きょうの日本経済新聞から「気になるニュース」を探し、自分の着眼点を加えて情報発信しよう

日本経済新聞電子版の使いこなし術／業界記事の読み方

※ここに掲載しているプログラムの項目および時間配分は一般的な例です。時間内に適宜休憩が入ります。

※研修時間は3時間以上で応相談

（90分も可）

4時間基本研修時間 3時間基本研修時間

【関連プログラム】
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オプションメニュー

料金表

お申し込みから研修実施までの流れ

研修実施の準備から研修当日までの流れ

１．研修修了レポート添削
　全ての研修プログラムには修了課題として記述式のレポート
を取り入れることが可能です。受講を通して気づいたことや仕
事に活用できると思ったことなどを自由に筆記していただきま
す。研修当日にレポート用紙を配布し、後日回収の上、「日経　経
済知力研修事務局」までご返送いただきます。結果については、
内容や論理構成などについて受講者ごとに評価の上、約一ヵ月
後にご担当者様へ一括してご返却します。

　研修プログラム「相手に伝わる文書の書き方」専用の個別添削指導が可能です。研修終了後に指定課題についてA4・1枚～ 2枚でレポート
を執筆いただきます。ご希望の場合は、別途詳細をご案内します。

　業界動向や注目トピックスなど、実施企業・受講者が関心のあるテーマについて、日本経済新聞の編集委員や記者経験者が解説します。
ご希望の場合は、別途詳細をご案内します。

２．「相手に伝わる文章の書き方」
　　個別添削指導

３．日本経済新聞ベテラン記者、編集委員等によるテーマ別専門講義

料金表

料金表

※消費税別

基本講義料 100,000円
1 時間当たり

※ただし3時間以上
　（3時間未満での実施の場合も3時間分をご負担いただきます。）

資料代
（日経TEST研修ドリル&解説講座除く）

（日経TEST研修ドリル&解説講座除く）

3,500円
受講者 1人当たり

カラー刷りテキスト、副教材としての新聞代を含みます。

講師交通費・宿泊費

研修修了レポート添削 7,000円～
1 枚当たり

「相手に伝わる文章の書き方」
個別添削指導

日本経済新聞ベテラン記者、編集委員等
によるテーマ別専門講義

※別途お見積申し上げます。

※別途お見積申し上げます。

■日経TEST研修ドリル&解説講座

基 本 講 義 料 ：

資 　 料 　 代 ：

ド リ ル 受 験 料 ：120,000円 /1.5 時間、160,000円 /2時間

1,000円　受講者 1人当たり（2in1両面モノクロコピーテキスト）
5,000円　1 人当たり

※複数モジュールの同日実施割引　同日に複数のモジュールを実施いただいた場合、基本講義料合計の 20%を割り引きます。

※研修を受講しての気づきや今後の業務への活用をテーマに、A4 1枚
（600文字前後）を書く場合の料金です。特定のテーマや目的（例えば
仮説構築を課す、文章力をチェックする、など）でレポートを実施する
場合は、課題開発費および評価費用を別途お見積申し上げます。

研修会場が首都圏以外の場合、東京からの交通費実費相当
分と宿泊費10,000円のご負担をお願いします。

ヒアリングとご提案1
研修の目的や受講対象層、お客様のご要望などを営業担当者が伺います。そのう
えで最適なプログラムを選んでご提案します。概算のお見積書が必要な場合は、
営業担当者にお申し付けください。

ご契約　研修申込受理書のお渡し3 営業担当者より「研修申込受理書」をお渡しします。これは、講師の日程を正式に確
保したことを示すもので、この書面のお渡しでご契約の成立となります。

研修当日5

ご請求　事後の振り返り6
研修終了後30日以内にご請求書を発行します。なお、当方でアンケートを実施
した場合は、研修の成果とともにその結果を、営業担当者よりフィードバックし
ます。事後に必要な施策などとともにご提案させていただきます。

実施の準備4

開催決定　日程調整と申込書記載2
研修実施のご意向が固まりましたら、営業担当者にお知らせください。講師の日程
を調整して開催日を決定します。あわせて「法人研修実施申込書」に必要事項をご
記入いただき、営業担当者にお渡しください。

研修の準備および当日の運営にあたり、
以下事項をお願いします。

●開催1カ月前までに、「ヒアリングシート」をご記入ください

　

●事前のお打合せについて

●資料のお届けについて

●当日の運営について

・資料準備のお願い

・講師対応のお願い

・会場と機材の準備

・進行役のお願い 研修の進行役（研修の開始の合図、冒頭の趣旨説明や時間管理など）は、ご担当者様にお願いします。研修プログラム
実施中は、講師に進行をご一任いただいて構いません（常時、ご同席いただく必要はございません。）ただし、プログラ
ム実施中は常に講師からご担当者様に連絡がとれるようにお願いします。プログラムの進行上、サポートや対応が必要
な場合にご対応をお願いします。

講師は開始20~30分前に会場に入ります。会場の設営やプロジェクターなどの機器の接続チェックを行いますので、ご
担当者様のお立会いをお願いします。なお、研修によっては講師以外の関係者が運営サポートなどのために立会いす
ることがあります。

事前に当方よりお送りした研修資料・新聞などは、お客様自身にて受講生への配布をお願いします。なお、講義の進行と
ともに講師が配布する資料については、講師自身が配布をします。講師卓（講師卓が狭い場合は、そばに机をご用意く
ださい）に置いていただけますようお願いします。

講師の到着までに、机の配置・パソコンおよびプロジェクターの準備・資料の配布・マイクの準備をお願いします。また
映写データをパソコンにセットし、プロジェクターでの映写準備をお願いします。

■プログラム共通

■オプションメニュー

料金表

営業担当者より「ヒアリングシート」をお渡しします。必要事項をご記入のうえ、研修実施の1カ月前までに営業担当者にお渡しください。ヒアリン
グシートは、より適切な指導を行うために、研修の目的や受講者の属性などを講師が把握するためのものです。

必要に応じて、プログラム内容や当日の進行に関するお打合せをお願いすることがあります。事前のお打合せは、原則として営業担当者が対応
します（講師を交えた事前打合せは原則として行いません）。

・研修に必要な印刷物（テキストなど）は、開催日までに日本経済新聞社より送付しますのでお受け取りをお願いします。
・研修の副教材として、当日の新聞を使います（一部の研修を除く）。新聞は、研修会場の最寄の新聞販売店より、研修当日にお届けしますので、
　お受け取りをお願いします。
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オプションメニュー

料金表

お申し込みから研修実施までの流れ

研修実施の準備から研修当日までの流れ

１．研修修了レポート添削
　全ての研修プログラムには修了課題として記述式のレポート
を取り入れることが可能です。受講を通して気づいたことや仕
事に活用できると思ったことなどを自由に筆記していただきま
す。研修当日にレポート用紙を配布し、後日回収の上、「日経　経
済知力研修事務局」までご返送いただきます。結果については、
内容や論理構成などについて受講者ごとに評価の上、約一ヵ月
後にご担当者様へ一括してご返却します。

　研修プログラム「相手に伝わる文書の書き方」専用の個別添削指導が可能です。研修終了後に指定課題についてA4・1枚～ 2枚でレポート
を執筆いただきます。ご希望の場合は、別途詳細をご案内します。

　業界動向や注目トピックスなど、実施企業・受講者が関心のあるテーマについて、日本経済新聞の編集委員や記者経験者が解説します。
ご希望の場合は、別途詳細をご案内します。

２．「相手に伝わる文章の書き方」
　　個別添削指導

３．日本経済新聞ベテラン記者、編集委員等によるテーマ別専門講義

料金表

料金表

※消費税別

基本講義料 100,000円
1 時間当たり

※ただし3時間以上
　（3時間未満での実施の場合も3時間分をご負担いただきます。）

資料代
（日経TEST研修ドリル&解説講座除く）

（日経TEST研修ドリル&解説講座除く）

3,500円
受講者 1人当たり

カラー刷りテキスト、副教材としての新聞代を含みます。

講師交通費・宿泊費

研修修了レポート添削 7,000円～
1 枚当たり

「相手に伝わる文章の書き方」
個別添削指導

日本経済新聞ベテラン記者、編集委員等
によるテーマ別専門講義

※別途お見積申し上げます。

※別途お見積申し上げます。

■日経TEST研修ドリル&解説講座

基 本 講 義 料 ：

資 　 料 　 代 ：

ド リ ル 受 験 料 ：120,000円 /1.5 時間、160,000円 /2時間

1,000円　受講者 1人当たり（2in1両面モノクロコピーテキスト）
5,000円　1 人当たり

※複数モジュールの同日実施割引　同日に複数のモジュールを実施いただいた場合、基本講義料合計の 20%を割り引きます。

※研修を受講しての気づきや今後の業務への活用をテーマに、A4 1枚
（600文字前後）を書く場合の料金です。特定のテーマや目的（例えば
仮説構築を課す、文章力をチェックする、など）でレポートを実施する
場合は、課題開発費および評価費用を別途お見積申し上げます。

研修会場が首都圏以外の場合、東京からの交通費実費相当
分と宿泊費10,000円のご負担をお願いします。

ヒアリングとご提案1
研修の目的や受講対象層、お客様のご要望などを営業担当者が伺います。そのう
えで最適なプログラムを選んでご提案します。概算のお見積書が必要な場合は、
営業担当者にお申し付けください。

ご契約　研修申込受理書のお渡し3 営業担当者より「研修申込受理書」をお渡しします。これは、講師の日程を正式に確
保したことを示すもので、この書面のお渡しでご契約の成立となります。

研修当日5

ご請求　事後の振り返り6
研修終了後30日以内にご請求書を発行します。なお、当方でアンケートを実施
した場合は、研修の成果とともにその結果を、営業担当者よりフィードバックし
ます。事後に必要な施策などとともにご提案させていただきます。

実施の準備4

開催決定　日程調整と申込書記載2
研修実施のご意向が固まりましたら、営業担当者にお知らせください。講師の日程
を調整して開催日を決定します。あわせて「法人研修実施申込書」に必要事項をご
記入いただき、営業担当者にお渡しください。

研修の準備および当日の運営にあたり、
以下事項をお願いします。

●開催1カ月前までに、「ヒアリングシート」をご記入ください

　

●事前のお打合せについて

●資料のお届けについて

●当日の運営について

・資料準備のお願い

・講師対応のお願い

・会場と機材の準備

・進行役のお願い 研修の進行役（研修の開始の合図、冒頭の趣旨説明や時間管理など）は、ご担当者様にお願いします。研修プログラム
実施中は、講師に進行をご一任いただいて構いません（常時、ご同席いただく必要はございません。）ただし、プログラ
ム実施中は常に講師からご担当者様に連絡がとれるようにお願いします。プログラムの進行上、サポートや対応が必要
な場合にご対応をお願いします。

講師は開始20~30分前に会場に入ります。会場の設営やプロジェクターなどの機器の接続チェックを行いますので、ご
担当者様のお立会いをお願いします。なお、研修によっては講師以外の関係者が運営サポートなどのために立会いす
ることがあります。

事前に当方よりお送りした研修資料・新聞などは、お客様自身にて受講生への配布をお願いします。なお、講義の進行と
ともに講師が配布する資料については、講師自身が配布をします。講師卓（講師卓が狭い場合は、そばに机をご用意く
ださい）に置いていただけますようお願いします。

講師の到着までに、机の配置・パソコンおよびプロジェクターの準備・資料の配布・マイクの準備をお願いします。また
映写データをパソコンにセットし、プロジェクターでの映写準備をお願いします。

■プログラム共通

■オプションメニュー

料金表

営業担当者より「ヒアリングシート」をお渡しします。必要事項をご記入のうえ、研修実施の1カ月前までに営業担当者にお渡しください。ヒアリン
グシートは、より適切な指導を行うために、研修の目的や受講者の属性などを講師が把握するためのものです。

必要に応じて、プログラム内容や当日の進行に関するお打合せをお願いすることがあります。事前のお打合せは、原則として営業担当者が対応
します（講師を交えた事前打合せは原則として行いません）。

・研修に必要な印刷物（テキストなど）は、開催日までに日本経済新聞社より送付しますのでお受け取りをお願いします。
・研修の副教材として、当日の新聞を使います（一部の研修を除く）。新聞は、研修会場の最寄の新聞販売店より、研修当日にお届けしますので、
　お受け取りをお願いします。
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法人研修実施規約

第 1条（規約の適用）
法人研修の研修申込者（以下「甲」）と株式会社日本経済新聞社（以下「乙」）の間で成立する
法人研修実施契約には、この法人研修実施規約（以下「本規約」）が適用されます。なお、甲は、
法人または団体とします。

第 2条（研修契約の成立）
1. 甲は、自社の社員教育・研修等の目的で、法人研修実施申込書（以下「本研修申込書」）記
載の研修（以下「本研修」）を乙に発注し、乙はこれを受諾します。

2. 甲が、本研修申込書および乙が求める各種書類を乙に提出し（電子メールまたはファクシ
ミリを利用した提出を含みます。）　乙がこれらを受け取り、本研修の実施を受諾する書面
（以下「研修申込受理書」）を甲に送付し（電子メールまたはファクシミリを利用した提出
を含みます。）甲がこれを受領した時点を以て、正式な法人研修実施契約（以下「本契約」）
が成立するものとします。

3. 本契約の契約期間は、前項による契約成立時から研修費用の支払が完了するまでとします。

第 3条（研修内容の決定等）
1. 本研修の具体的内容、スケジュール等は、甲乙間の事前の協議に基づいて乙が最終的に決
定します。

2. 本研修の講師（乙の社員・乙のOBを含む。以下同様）の選定・手配は、本研修の内容等を
勘案したうえで乙が行います。甲は、原則として乙が手配する講師を特定したり、指名し
たりすることはできません。

3. 甲は研修会場、音響・映像機器（PC、プロジェクター等）の手配を行うものとします。研
修当日の司会・進行も、原則として甲が対応するものとします。

4. 乙は、必要に応じて当日の研修進行補佐や研修の環境管理などの業務を第三者に委託する
ことができます。

5. WHO（世界保健機関）により疫病等の伝播地域に指定された国・地域からの受講者の本研
修参加について、乙は保留または拒否することができます。

第 4条（事前準備資料）
1. 乙は、本研修の研修資料の作成等のために必要となる事前準備資料の提供を甲に依頼する
ことができます。甲は、可能な範囲でこれに対応するものとします。

2. 乙は、甲から提供を受けた事前準備資料を、善良な管理者の注意をもって管理し、本研修
に必要な範囲内でのみ使用、複製または改変することができます。

3. 本研修が終了する等して甲から提供を受けた事前準備資料等（これらの複製物および改変
物を含む）が不要になった場合には、甲からの請求に従って、乙はこれらを甲に返還また
は破棄します。

第 5条（研修資料の提供、著作権等）
1. 乙は、本研修に必要な研修資料を研修当日までに甲に提供します。研修資料の内容は、事
前準備資料や甲からの聞き取りを参考にしながら、乙との協議に基づき、最終的には講師
または乙が決定します。

2. 乙が甲に提供する研修資料の部数は、乙が事前に甲に確認した本研修の受講者の人数分と
します。乙は、研修資料を原則として紙に印字した状態で乙に提供するものとし、研修資
料のデータは提供しません。

3. 甲は、本研修の受講者 1名につき研修資料 1セットを専属で使用させるものとします。研
修資料は、当該受講者本人以外は使用することができません。

4. 本研修の研修資料は本研修の受講や復習のために使用するものとし、本研修の受講や復習
以外の目的で利用する場合には、事前に乙の承諾を得る必要があります。

5. 本研修の研修資料の著作権は講師または乙に帰属しています。甲は、研修資料の全部また
は一部を複製・加工・転載・他のセミナーで再利用するなど、著作権を侵害する行為は一
切行ってはいけません。

6. 甲は、乙の書面による許可なく、本研修の模様を録音・録画・撮影・全文速記等によって
記録してはいけません。

第 6条（不可抗力等による本研修の実施日時の延期・内容の変更）
1. 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲への事前の通知（大地震発生等で事前の通知が
困難な場合は、事後の通知）をもって本研修の実施日時の延期・内容等の変更をすること
ができます。
（1） 天候や交通機関の都合等によって、本研修の講師が、研修当日の研修会場への往復の交

通手段を確保できないか、またはそのおそれがあるとき。
（2） 本研修の担当を予定していた講師に、本研修の直前に以下の事情が発生したことにより、

研修予定日までに代替講師の手配等が困難な場合
（ア） 体調不良、不慮の事故、怪我、近親者の死亡等
（イ） 講師が日経社員（記者）の場合で、急な取材活動の必要性

（3） その他不可抗力の事情による場合（戦争内乱、天変地災、火災・停電等の事故、交通機
関のストライキ、法令等を遵守する場合、WHOによる疫病等の伝播地域への指定等、
合理的に乙および本研修の講師の責に帰することができない理由）によるとき。

2. 甲は、本研修の実施日時の延期・内容の変更を希望するときは、研修予定日の 2週間前ま
でに書面で乙に通知するものとします（電子メールまたはファクシミリによる意思表示を
含みます。）。甲および乙は、直ちに協議し、新たな研修実施日時・内容を決めるものとし
ます。この場合、甲の希望する変更内容によっては、研修費用の変更が必要となる場合が
あります。なお、甲による研修実施日時および内容の変更は 1回までとします。

3. 本条に基づく本研修の実施日時の延期・内容の変更により甲・乙に発生した損害の負担に
ついては、甲乙が協議の上決定します。ただし、本条第 1項第 3号（不可抗力の事情によ
る場合）は、乙は甲に対して賠償責任を負わないものとします。

第 7条（自己都合による本研修のキャンセル）
1. 甲または乙は、自己の都合により本研修の実施の中止を希望する場合は、その旨を書面に
より相手方に通知した上で（電子メールまたはファクシミリによる意思表示を含みます。）、
以下のキャンセル料を支払うことにより本研修の実施をキャンセルすることができます。
（1） 中止の通知が研修予定日の 30 日前 ~14 日前までに相手方に到達……研修費用の 30%
（2） 中止の通知が研修予定日の 13 日前 ~4日前までに相手方に到達……研修費用の 50%
（3） 中止の通知が研修予定日の 3日前 ~当日までに相手方に到達……研修費用の 100%
2. 甲は、前項に該当する場合でも、他に合理的理由なく本研修の実施をキャンセルしたうえで、
本研修の内容と同一または類似の研修を本研修で予定されていた講師に対して依頼しない

ものとします。

第 8条（本契約の解除）
1. 次の各号の一に該当するときは、乙は、甲に書面により通知することによって（電子メー
ルまたはファクシミリによる意思表示を含みます。）本契約を解除することができます。な
お、この解除により甲に損害が発生したとしても、乙は一切賠償責任を負わないものとし
ますが、乙に損害が発生している場合は、合理的範囲で甲は賠償責任を負います。
（1） 本研修申込書の記載事項に重大な不備や虚偽等があったとき
（2） 甲の研修目的が本研修の目的・趣旨にそぐわないと判断されるとき
（3） 甲が監督官庁より営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき
（4） 甲が民事執行の申立て、租税滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、

会社更生手続開始、特別清算手続開始等の申立てがあったとき（そのために必要な社内
手続をとったときを含む。）

（5） 甲が解散の決議をしたとき
（6） 甲に手形または小切手の不渡り、支払いの停止等が生じたとき
（7） 甲に重大な財務状況の悪化が認められると乙が合理的に判断したとき
（8） 甲の株主構成・役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社との同

一性が失われたと乙が合理的に判断したとき
（9） 甲が乙の信用を著しく毀損する行為を行ったとき
（10） 甲が本規約の条項に違反したとき
（11） 脅迫的言辞や連絡が滞る等の事情により、甲乙間の良好な信頼関係が損なわれたと乙が

判断したとき
（12） その他、上記各号の一に準ずる事由があったとき

2. 前項の場合のほか、甲および乙は、書面による合意により本契約を解除することができます。
この場合、解除により互いに生じた損害の負担については、協議により決定するものとし
ます。

第 9条（研修費用の支払いについて）
1. 乙は、本研修終了後30日以内を目処に、甲に本研修の費用等の請求書を送付します。
甲は、請求書記載の支払期限までに、乙所定の銀行口座に、請求書記載の研修費用等を振
り込むことにより支払うものとします。振込手数料は甲が負担するものとします。

2. 講師の交通費・宿泊費（前泊・後泊が必要な場合）は、原則として、事前に甲乙間で合意し、
前項の請求書に記載します。ただし、天候不良等により、急遽、追加の交通費・宿泊費が
必要になった場合で、乙の甲への連絡が間に合わなかった場合は、当該追加交通費・宿泊
費が合理的な金額である限り、甲は前項の研修費用等と同時に支払うものとします。

第 10条（秘密保持）
1. 甲および乙は、本契約に関して知り得た情報のうち、相手方から秘密情報である旨を明示
的に指定された情報（以下「秘密情報」という）を、本契約の目的の範囲内で使用するも
のとし、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・漏洩しないものとします。た
だし、以下の各号に該当するものは「秘密情報」に該当しません。
（1） 相手方から提供を受けた時点で既に保有している情報
（2） 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
（3） 相手方から提供を受けた情報に関係なく、独自に開発した情報
（4） 本契約に違反することなく、かつ、相手方からの受領の前後を問わず公知となった情報
（5） 管轄官庁もしくは法律の要求により開示が義務付けられた情報
（6） 乙が報道目的で独自に入手した情報
2. 本条の規定は、本契約終了後も存続するものとします。

第 11条（個人情報について）
乙は、本契約に関連して、甲から「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報を取得し
た場合は、取得した個人情報を、本研修の円滑な実施のために利用し、その他の利用・管理に
関しては、法律の定めに従います。なお、乙は、本研修申込書記載のお申込者情報に限り、本
研修の実施に関する場合のほか、乙の提供する他のサービスに関する情報を提供するために利
用できるものとし、甲はこれに同意します。

第 12条（損害賠償の範囲）
甲および乙が、本契約に関して相手方に損害賠償を求める場合においては、相手方は、現実に
発生した通常かつ直接の損害について、損害発生につき故意または重過失が認められる場合に
限り、賠償責任を負います。なお、甲および乙の賠償責任額は本研修の研修費用と同額を上限
とします。

第 13条（反社会的勢力の排除）
甲および乙は、本契約締結時および将来も、自らが反社会的勢力（「暴力団による不当な行為
の防止等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体等をいう）でないこと、反社会
的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗り、不当行為等をなさないこと、自らの代表者、
役員または実質的に経営権を有する者が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証しま
す。甲および乙は、当該表明・保証に対する違反を発見した場合、通知催告なしに本契約を解
除できます。なお、解除の結果、相手方に損害が生じても損害を賠償する義務を一切負いません。

第 14条（権利義務の譲渡禁止）
甲は、乙の書面による承諾なく、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡・承継したり、担保
に供したりすることはできません。

第 15条（準拠法・管轄）
本契約および本規約の準拠法は日本法とし、本契約および本規約に関する一切の紛争は、東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 16条（協議事項）
本規約の記載事項に疑義が生じた場合や、本規約に定めがない事項については、甲および乙は、
信義誠実の原則に従い協議して、円満に解決を図ります。

（2009年 3 月 31 日制定）
（2017年 3月 21 日改定）
（2018 年8月10日改定）
（2018 年9月7日改定）

※法人研修実施申込書の裏面にも記載しています。

日経TESTとは

日経TESTを企業に導入する目的と効果
「学びの誘発」の側面＝社員の意識改革
・生きた経済事例を通じてビジネス創造力を磨きます（課題発見・解決）
・日々の出来事から自社の未来を考える社員の力が向上します（ビジネス知力向上）
・新聞をよく読むことが社員の習慣となります（情報感度の向上）

「学習支援」の側面＝教育・研修
・蓄えるべき知識、向上させるべき力を気づかせ、経済知力向上を支援します（教育）

「能力診断テスト」の側面＝人事考課、昇進・昇格、採用試験
・「知識」と「考える力」から社員の力を総合的に分析します（能力測定・分析・把握）
・組織全体の強みと弱み、傾向を把握します（把握）
・能力を客観的に分析します（評価）

◎受験者数のべ

◎平均スコア

19.5万人

520点
日経TEST「全国一斉試験」のスコア

◎2018年導入法人数のべ500法人（2018年12月現在）

◎スコアの分布：
　600点以上の上位受験者 3割約

日経TESTの受験者数と導入企業・団体は年々増加しています。
ビジネスパーソンの客観的な経済知力(ビジネス知力）の把握や自己研鑽、昇進・昇格、
人事評価、階層別研修、新人社員研修などに幅広く活用されています。

第1～21回までの全国一斉試験の平均スコアは521点。
人材採用の選考において参考値としてご活用いただくこともできます。
※役職が上がるごとに平均スコアも高くなる傾向があります。

第1～21回までの全国一斉試験において、600点以上のスコアで上位26％に位置します。
ビジネスパーソンにとってのひとつの目標です。

日経TEST企業・団体試験概要 受験日時・会場はご希望にあわせて設営が可能です。

▲
▲
▲

出題形式
出題分野
受  験  料
（団体割引あり）

100問80分 四肢択一のマークシート方式（PC受験も可能） 

経済・ビジネスの基礎、金融・証券、産業動向、企業経営、消費・流通、法務・社会、国際経済など幅広い分野から出題

1～20名 5,000円/人 21～100名 4,500円/人 101名～ 4,000円/人 （表示価格は全て消費税別） 

日本経済新聞社　日経TEST事務局 　https://ntest.nikkei.jp/ 〒100-8066  東京都千代田区大手町1-3-7　

TEL：03-6256-7373（10：00～17：00 土日祝・国民の休日・年末年始除く）　E-mail：ntest@nex.nikkei.co.jp
お問い合わせ

日経TESTが
社員を変える！

日経TESTは、経済情報を仕事に活かす能力を測るテストです。日経が取材・報
道する最新ニュースなどグローバルに動く「生きた経済」を題材にしています。
ビジネスに必要な「知識」を問うだけではなく、ビジネスパーソン一人ひとりの
「考える力」を伸ばすための物差しにもなります。スコアは1,000点を上限に客
観的に測定。社員の強みや弱みなどがわかります。

日経TESTは、
2018年で
10周年を
迎えました！
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日経TESTとは

日経TESTを企業に導入する目的と効果
「学びの誘発」の側面＝社員の意識改革
・生きた経済事例を通じてビジネス創造力を磨きます（課題発見・解決）
・日々の出来事から自社の未来を考える社員の力が向上します（ビジネス知力向上）
・新聞をよく読むことが社員の習慣となります（情報感度の向上）

「学習支援」の側面＝教育・研修
・蓄えるべき知識、向上させるべき力を気づかせ、経済知力向上を支援します（教育）

「能力診断テスト」の側面＝人事考課、昇進・昇格、採用試験
・「知識」と「考える力」から社員の力を総合的に分析します（能力測定・分析・把握）
・組織全体の強みと弱み、傾向を把握します（把握）
・能力を客観的に分析します（評価）

◎受験者数のべ

◎平均スコア

19.5万人

520点
日経TEST「全国一斉試験」のスコア

◎2018年導入法人数のべ500法人（2018年12月現在）

◎スコアの分布：
　600点以上の上位受験者 3割約

日経TESTの受験者数と導入企業・団体は年々増加しています。
ビジネスパーソンの客観的な経済知力(ビジネス知力）の把握や自己研鑽、昇進・昇格、
人事評価、階層別研修、新人社員研修などに幅広く活用されています。

第1～21回までの全国一斉試験の平均スコアは521点。
人材採用の選考において参考値としてご活用いただくこともできます。
※役職が上がるごとに平均スコアも高くなる傾向があります。

第1～21回までの全国一斉試験において、600点以上のスコアで上位26％に位置します。
ビジネスパーソンにとってのひとつの目標です。

日経TEST企業・団体試験概要 受験日時・会場はご希望にあわせて設営が可能です。

▲
▲
▲

出題形式
出題分野
受  験  料
（団体割引あり）

100問80分 四肢択一のマークシート方式（PC受験も可能） 

経済・ビジネスの基礎、金融・証券、産業動向、企業経営、消費・流通、法務・社会、国際経済など幅広い分野から出題

1～20名 5,000円/人 21～100名 4,500円/人 101名～ 4,000円/人 （表示価格は全て消費税別） 

日本経済新聞社　日経TEST事務局 　https://ntest.nikkei.jp/ 〒100-8066  東京都千代田区大手町1-3-7　

TEL：03-6256-2792（10：00～17：00 土日祝・国民の休日・年末年始除く） pj.oc.iekkin.xen@tsetn：liam-E　
お問い合わせ

日経TESTが
社員を変える！

日経TESTは、経済情報を仕事に活かす能力を測るテストです。日経が取材・報
道する最新ニュースなどグローバルに動く「生きた経済」を題材にしています。
ビジネスに必要な「知識」を問うだけではなく、ビジネスパーソン一人ひとりの
「考える力」を伸ばすための物差しにもなります。スコアは1,000点を上限に客
観的に測定。社員の強みや弱みなどがわかります。

日経TESTは、
2018年で
10周年を
迎えました！



〒100-8066　東京都千代田区大手町1-3-7　
TEL.03-6256-2793 （9:30~17:30　土・日・祝日・年末年始除く）
 E-mail:elpro@nex.nikkei.co.jp

経済知力研修

日本経済新聞社 
ライフ＆キャリアビジネス 教育事業ユニット
日経 経済知力研修事務局

http://s.nikkei.com/pchiryoku

取扱名


