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はじめに
広告委員会は今年度、大学生と共に新聞の未来を探る試みとして、「イマドキの
大学生×新聞〜大学生が新聞・新聞広告を考える〜」と題したプロジェクトに取り
組みました。当委員会が2013年に実施した「全国メディア接触・評価調査」のデ
ータ分析を基に、大学生に「新聞広告の活性化策」と「学生に新聞を読んでもら
うための提案」を考えてもらいました。2月6日に大手町サンケイプラザで開催した
プレゼンテーション大会には約250人が参加し、プロジェクトの集大成となりました。
広告を研究する大学の先生方にご協力いただき、5大学8チーム（青山学院大学・
駒澤大学・専修大学・千葉商科大学・東海大学）が参加しました。
本冊子は大会の模様を収録したものです。
若者のフレッシュなアイデアが詰まった本冊子をご一読いただければ幸いです。

2015年3月 日本新聞協会広告委員会
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（担当教員：経営学部マーケティング学科 久保田進彦教授）

（担当教員：経営学部市場戦略学科 中野香織准教授）

（担当教員：経営学部市場戦略学科 中野香織准教授）

（担当教員：経営学部経営学科 石崎徹教授）

（担当教員：経営学部経営学科 石崎徹教授）

（担当教員：サービス創造学部 松本大吾専任講師）

（担当教員：文学部広報メディア学科 小泉眞人教授）
〜中高生が新聞に親しむために〜 」

（担当教員：文学部広報メディア学科 小泉眞人教授）

東海大学Bチーム

総評

慶應義塾大学商学部教授 清水 聰
プレゼンテーション終了後、「全国メディア接触・評価調査」の監修者である
慶應義塾大学商学部・清水聰教授に講評していただきました。

皆さんの発表を聞いて改めて感じたのは、新聞の内容について議論するような硬派な学生はもはやいないというこ
とです。ニュース番組よりもバラエティー番組をよく見る今日の学生には難しい商材であると言えます。では、学生は
何をきっかけに新聞を読むのかというと、就職活動が出発点になっているようです。
消費者の意思決定段階として、まず認知があり、情報探索があって、態度を決めて購入し、口コミするという流れが
あります。新聞は長い間テレビ同様、認知の役割を担ってきました。しかし、インターネットの普及により情報は瞬時
に入手できるようになりました。学生にとっても新聞は情報を知るきっかけとなるメディアというよりはむしろ、情報を
探るためのメディアになっていることが、今日の発表からもわかります。特に就職活動では、学生は「そのニュースをど
う感じたか」など、情報の背景を理解していなくては答えられないようなことを尋ねられるようになります。そのための
対策として、裏が取れた情報が載る信頼のおける新聞を読まなければならなくなるというわけです。
そう考えると、新聞は認知媒体としてではなく、情報の裏を知る媒体としての意味を探っていかなければならないの
かもしれません。コストに見合う利益がないとの理由で新聞を読まない学生にとっても、就職活動になると利益が発
生します。自身の経験を振り返ってみても、新聞を読み出すタイミングは今も昔も変わっていません。昔と異なるのは
インターネットをはじめとする複数の競合の存在です。その点を意識すると、今後はスマートフォンを開くと新聞社の
ページが立ち上がるようなポータルを展開するなど、新聞社としても工夫が必要になってくるでしょう。新聞社のポー
タルを搭載した割安なスマートフォンがあれば、料金にセンシティブな若者たちが、自動的に立ち上がる新聞社のペ
ージを読むようになるのではないでしょうか。
最後に、学生の皆さんに向けてコメントします。新聞社がすぐに取り組めそうな内容の発表もあり、学生ならではの
斬新なアイデアがたくさん見られました。また、自主調査やSWOT分析を取り入れるなど良い点もありました。その一
方で、発表面で注意してほしい点もありました。まず、理論的な背景を書くこと。大学で学んでいる以上、消費者の意
思決定プロセスや、メディア論、広告論などは活用すべきでしょう。そして、分析結果を受けた提案にすること。提案
が分析結果とあまり結びついていない発表もありました。今回の大会は学生の皆さんにとっていい経験になったと思
います。ぜひ今後の学生生活に生かしていってください。

全国メディア接触・評価調査とは
多メディア時代におけるメディア接触の実態を把握するとともに、新聞や新聞広告が果たす役割を明らかにするこ
とを目的に、2001年から隔年で実施。新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットへの接触状況と評価について、全
国の生活者（13年は3,801人）の回答を分析しています。

13年の分析結果をまとめた報告書では、「孫消費」や同年7月の参議院議員選挙に注目したトピックスと、「新聞
を読んでいる若者はどんな人なのか」「商品購入後の満足感とメディア接触の関連は？」「子ども新聞は家庭でどの
ように読まれているのか」―などのテーマを掘り下げた読み物を、基礎データとあわせて収録しています。
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REPORT

01
TEAM

TITLE

号外が生み出す新聞活性化
〜「伝統型」
「 現代型」若者像からの提案

青山学院大学 経営学部マーケティング学科
久保田ゼミ
大槻聖良／久野夏季／鶴田桜子／松下愛佳／横山未来

若者は「現代型メディア」を
重視傾向

分類してみると、「伝統型タイプ」よりも「現代
型タイプ」の方がやや多いことがわかりました。
次に生活行動の設問のうち「興味や関心のある
ことについては積極的に調べる」という項目のデ

私たち大学生にとって新聞は、お金を出してま

ータを分析すると、
「現代型タイプ」の方が積極

で積極的に読みたいとは思わない存在になってい

的に情報収集する人が多いことがわかりました。

るのではないか―私たちはこの考えを基に調査
データの分析を行いました。

また、インターネットの利用状況を尋ねた設問
のうち、「毎日、SNSなどで自分の意見や考えを
積極的に発信する」という点に着目して分析する
と、より積極的に情報発信しているのは「現代型
タイプ」の人であるとわかりました。
調査データの分析や友人達のヒアリングの結果
から、私たちは、伝統型タイプの特徴を「ミーハ
ー」と定義しました。注目したのは「あるメディ
アで得た情報を他のメディアで確認する」という
点です。「インターネットは利用するが調べもの
に使う程度」という特徴からも、新聞などで得た
情報を、インターネットやSNSで再確認している

まず、分析にあたり「若者のメディアに対する
関心は伝統的な4大メディアであるマスメディア

ことがうかがえます。
一方、現代型タイプは「マニア」要素が強いと

から、現代的な2大メディアであるソーシャルメ

考えられます。「SNS、クチコミサイトやブログ、

ディアに移っているのではないか」という仮説を

HPなどを利用して自ら情報を発信する」という

立てました。ここでいう伝統的4大メディアとは

特徴を持つこのタイプは、25歳以下の中でも、

新聞、テレビ、ラジオ、雑誌のマスメディア、現

特に大学生に多いことがわかりました。

代的2大メディアとはYahoo!などの検索サイト、

TwitterやFacebookなどのSNSのソーシャルメデ
ィアとします。
そして、15 〜 25歳の若者世代に対象を絞り、

ソーシャルメディアでの
情報拡散が期待できる「号外」

「主要メディアの重要度」に関するデータを使っ
て因子分析を行った結果、2因子が抽出されまし

これらを踏まえて、若者が新聞に触れるきっか

た。一つは伝統的なメディアを不可欠だと感じ

けを作る必要があると考えました。そこで私たち

ている「伝統型メディア重視因子」、もう一つは、

が着目したのは「号外」です。

現代的なメディアを不可欠だと感じている「現代
型メディア重視因子」です。
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今年の青山学院大学の箱根駅伝優勝記念に学内
で配布された号外は、Twitterで事前に告知され、

この因子分析の結果をもとに15 〜 25歳の回答

配布後も、Twitter上での反響から号外の存在を

者410人を「伝統型タイプ」
「現代型タイプ」に

知った人がまた新たに号外を受け取る、という

SNSの有効活用による相互作用が生まれました。
今回私たちが提案する号外プランも、ソーシャル
メディアでの情報拡散を目的としたものです。

広告もSNS上での話題性が期待できることです。
スポーツに関する号外ならば、裏面全体を使っ
て関連するカラー写真を大きく掲載することも考
えられます。消費者にとってインパクトのある号
外になるだけでなく、ポスターなどの装飾品とし
ての使用も可能にします。さらに、裏面の写真に
新聞名を記入して、新聞社の存在を印象付けます。

SNSを通じた相互作用は、消費者と新聞社の間
でも起きます。告知や投稿にハッシュタグを付け
ることで、消費者は様々な号外を比較でき、新聞
社は人々の反応を知ることができます。このよう
に、相互作用を様々なポジション同士で起こすこ
とで、より新聞が活性化するのではないでしょう
一つ目は 記事にも広告にも興味を持ってね！
プランです。これは号外として出される記事内容

か。そうなれば、新聞を読む若者も増えると考え
ています。

に関連した広告を裏面に掲載する、という「コン
テンツ連動型広告」です。例えば「円高記事×海
外旅行広告」の場合、あらかじめ旅行会社と新聞
社が契約しておき、実際に新聞社が円高記事の号
外を出す際に、その企業の海外旅行の広告を掲載
するというものです。号外によって、消費者は円
高という現状を知るだけでなく、「今、海外旅行
がお得だ」という情報も得ることができます。

イベントの応援グッズや
ポスターとしても活用
二つ目の

読んで終わりじゃないんだぞ!?

プ

ランは、イベント会場付近で号外を配布する、
「イ
ベント参加型広告」
です。スポーツイベントでは、

プレゼン内容のまとめ・ポイント

広告を応援グッズとして使用します。サッカー日
本代表の応援ならば、号外の表面にスターティン
グメンバーやチームの戦法など、その日の試合や
大会に関連した特集記事を載せ、裏面には、紙面
を広げるだけでチームの応援グッズとなる広告を
用います。
この号外のメリットは、ハーフタイムなどに号
外記事を読むことで新聞に興味を持ってもらえる

伝統型タイプも現代型タイプも
ネットには触れている
二つのタイプの消費者間の相互作
用を狙って「号外」を活用する
ユニークな号外とSNSの活用で
親しみや話題性を獲得する

可能性があること、また、応援グッズとなる号外

プロジェクトに参加した久保田ゼミのメンバーは、全員が地方出身者でした。
初めて見る「全国紙」に驚きつつ、年末年始の帰省も返上して分析に取り組み

担当教員コメント

ました。およそ3か月の作業を通じ、マーケティングや統計解析の基礎はもち
久保田進彦教授

ろん、ブロジェクトの進め方など、多くのことを学ぶことができました。

05

REPORT

02
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TITLE

新聞を身近にする
3ステップと
分割型広告の提案

駒澤大学 経営学部 中野ゼミ・青木ゼミ合同チーム
石田湧大／浜川康平／井上奈美／岩下響／澤潟真衣／
木下大河／高橋智美／槌屋成希

新聞に接するきっかけを作る
「告白面」と「1週間総まとめ刊」
私たちが考えた学生に新聞を読んでもらう施策
のコンセプトは、
「新しい生活、新しい新聞」です。
まず新聞を読まない理由を、現役大学生男女

る新聞です。毎日読むのは面倒という学生の新聞
入門としても最適で、しかも就活の時事対策や企
業研究にはこれで十分です。

入手方法、閲覧方法、購入ペース
が選べる「新聞カード」

369人を対象にインターネット調査したところ、
「読む時間がない」
「読む習慣、機会がない」「費
用がかかる」という回答が得られました。そこで

次に、大学生に暇な時間に新聞を読んでもらう
ための新様式を提案します。

新聞を読んでもらうための施策を、きっかけを作

大学生にとって暇な時間というのは、情報に接

る「Interest」
、「新聞を読む時間がない」という

していない時間のことです。その暇な時間を惜し

問題を解消する「Timing」、金銭的な負担を軽減

んで、Twitterやまとめサイトなどの情報に接し

する「Cost」の3段階に分けて提案したいと思い

ているのが現代の若者です。その情報源を新聞に

ます。

することができれば、若者を読者として取り込む
ことができるのではないでしょうか。
そこで私たちが考案したのが、いつでもどこで
も受け取れる、家になくても身近にある、学生限
定の「新聞カード」です。
初回3500円（カードデポジット代500円）で、
新 聞 カ ー ド と マ イ ペ ー ジ のIDを 発 行。 以 降、

3000円（300ポイント）単位で購入できる、半
年間有効のプリペイド形式で、戸別配送は10ポ
イント、電子版は5ポイントというように、ポイ
ントに応じて欲しいときに希望する形で受け取れ
まず、きっかけ作りとして、「贈る新聞 〜花束
の代わりに新聞を」をコンセプトに、新聞の「告
白面」を考えました。高校・大学生が3月の卒業
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るサービスです。
続いて、大学生には金銭的な負担が大きいとい
う課題の払拭について説明します。

シーズンに、お世話になった先輩に名前とメッセ

全国メディア接触・評価調査によると、大学生

ージが掲載された新聞を渡すというものです。形

が自由に使える金額として一番多いのは、月に1

に残る紙媒体だからこそ名前が載ると嬉しいし、

〜 2万円で、約4000円の新聞代を支払う負担が

人生の節目の

いかに大きいかわかります。

サプライズ

にもなるのではない

でしょうか。また、これから新聞を読もうという

しかし、先述の1週間総まとめ刊なら4回分で

大学生に対しては「1週間総まとめ刊」を提案し

約1600円、新聞カードなら毎日電子版で受け取

ます。背景や経過が理解できるように連続したニ

れば約1500円の負担で済みます。新聞カードは

ュースを再編集し、週に1度、1部400円で販売す

購入するタイミングを自分で決められるので、経

済的負担をより少なくすることも可能です。

あわせて展開したいのが、「エクゾディアクイ
ズ」です。Twitterのハッシュタグを利用したク
イズで、ハッシュタグが付くことで検索しやすく、
一覧でまとめて見られるというメリットがありま
す。また、多くの人が同じ日に、ほぼ同じ時間に
見ることができるので、回答募集期間を当日に限
り、結果を翌日に発表するスピード感でキャンペ
ーンを盛り上げることができます。大学生が流行
の情報を得ているのはテレビよりもTwitterであ
るという先述したインターネット調査の結果から
も、最もバズを起こして拡散させやすいメディア
であるといえます。

長く保存される新聞に、
分割型の「エクゾディア広告」を

以上の施策によって、まず新聞に興味をもって
もらい、次に入門メディアを提供、そして新聞カ
ードを通じて本格的に新聞を読んでもらえるよう
になったら、エクゾディア広告を展開する、とい

ここからは、新聞広告活性化について発表しま

う流れを生むことができるのです。

す。まず注目してほしいデータは、新聞の保存
期間です。新聞を1週間以上保存するという人は

63.4％。ここから、広告効果が持続する新聞広告
を考えてみました。
私たちが着目したのは「ツァイガルニク効果」
という理論です。この理論は、表現において不完
全なCMと認知される方が、完全なCMよりも記
憶される可能性を示しています。
まず、今の大学生になじみのあるカードゲーム
「遊戯王カード」の「封印されしエクゾディア」
というカードを例に挙げます。これは5枚のパー
ツカードをそろえるとゲームに勝利できるという
ものですが、このように分割されたパーツをそろ
えると効果を発揮する広告を「エクゾディア広告」

プレゼン内容のまとめ・ポイント

として提案したいと思います。
エクゾディア広告では、一つの広告を分割し、
毎日一部分ずつ掲載していきます。一定期間でタ
レントやゆるキャラの全身がそろい、一つの広告
が完成します。新聞は一週間以上保存される可能
性が高いので、最後にこの広告に気づいたとして
も、さかのぼって見てもらうことができます。ま
た、
すべてそろえてポスターとして保存するなど、

学生の購読のカギは、「きっかけ作
り・閲読時間の創出・費用の軽減」
新聞を生活に合わせてスタイルが
選べる情報メディアに
遊び心のある「エクゾディア広告」
で話題性を喚起

長い広告効果も見込めます。

同じ学部内の青木茂樹先生のゼミとの合同チームで取り組みました。開始時期
が12月と遅く、メンバーは苦労しましたが、ゼミの文化が異なることで相乗

担当教員コメント

効果が発揮できたと思います。プロジェクトの進め方やスピード、調査、スラ
中野香織准教授

イド作成などにおいて、お互いのメンバーにとって発見がありました。
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03
TEAM

TITLE

新聞への色眼鏡を外す
イメージ訴求案

駒澤大学 経営学部 特殊講義チーム（中野担当）
清水 弘平／三宅 昭大／吉川 縁／尹 日光／小山 悠紀／ LEE JONGJIN
折野 翔大／内園 亮太／土方 侑希／重森 美咲／鈴木 麻雄／中村 元気／
土屋 貴俊／坂 恵里佳／川上 江里子／八木澤 諒／松井 聡太／
伊藤 聡一朗／横溝 拓哉／山田 一貴／藤田 強気

新聞に必要なのは、心理的距離を
縮め、身近に感じてもらうこと

出すること―が大切です。
次に、解釈レベル理論と制御焦点理論を用いて、
心理的な距離が遠いものに対しては喜びや興奮を
求め、近いものには安心や満足を求めるという仮
説を立て、その仮説に基づいて新聞と若者の距離
を分析しました。そして、新聞は読者に対して安
心や満足を訴求できていますが、若者との距離が
近くないので、喜びや興奮を提供する必要がある
のではないかと考えました。

若者のインサイトをくすぐり、
能動的な参加を促す「ムーブ面」
2031年、日本から新聞がなくなろうとしてい

以上をもとに、①情報収集以外の側面で新聞に

ま す。
「Future Exploration Network」 社 に よ る

意味を見いだす②新聞を面白いものにする③若者

国別新聞絶滅年度の予測です。若者が新聞を読ま

が興味のある記事を提供する、という三つのポイ

なくなっていることも、このように予測される要

ントを押さえ、若者に能動的に行動させるような

因の一つではないでしょうか。では、なぜ若者が

訴求案を二つ用意しました。

新聞を読まないのか、
自分たちで調査をした結果、
「読む時間／場所がない」「興味がない」「身近で

一つ目は「ムーブ面 〜時には起こせよムーブ
メント」です。

はない」「面白くない」などの意見がありました。
全国メディア接触・評価調査のデータからも、
新聞は他のメディアと比べて「手軽に見聞きでき
ない」
「楽しくない」「情報が早くない」「親しみ
やすくない」との評価があることがわかります。
一方で新聞の良いところ、独自の売りである

USP（Unique Selling Proposition）を挙げると、
「情報の信頼性が高い」「知的である」「社会に対
する影響力がある」
「情報が詳しい」という評価
が他メディアに比べて圧倒的に高いといえます。
そこで、問題を解決するには①新聞のUSPを生
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若者がインサイトとして重要視しているのは、

かし、新聞にしかできないことを企画する②新聞

サッカーＷ杯の応援で渋谷のスクランブル交差点

についての色眼鏡を外し、今までにやったことの

に集まるような「お祭り心」や「共犯意識」
、そ

ないことにチャレンジして新たなイメージを植え

してSNSの利用に見られる「連帯感」や「横並び

付ける③新聞の弱みを機会と捉え、ギャップを創

感」であると考えられます。

そこで新聞の中に「ムーブ面」を設けて、SNS
で話題の事がらを取材して記事にします。このム
ーブ面を知った若者がSNS上で集まり、自分たち
が選んだ情報がムーブ面に載るようにSNSで話
題にする―狙いは、お祭り心や共犯意識を刺激
することで、若者がSNS上で

祭り

を起こすこ

とです。選んだ情報が記事になれば、若者にさら
なる連帯感・横並び感を抱かせることもできます。

新聞が聴けるようになれば、
若者の生活に入り込める

「聴く新聞」の広告についても、ニュース間に流
れる心地良いジングルとして聴覚に訴えることが

二つ目の訴求案は「聴く新聞 〜 Don't read,

Listen 〜」です。テレビを見ながらSNSで感想

できるなど、より自然に広告を聴かせることが可
能です。聞いたニュースに関連した広告の訴求や、

を共有するような「ながら視聴」のトレンド化、

ビッグデータをもとにしたアプリ使用者の年齢・

そして、50 ％以上の若者が電車の中では音楽を

性別に合った広告訴求、GPS機能と連動した位置

聴いていることなど、現代ならではの生活スタイ

情報に適した広告訴求も可能です。また、ムーブ

ルが障壁となり新聞離れに影響しています。この

面広告についても、読むだけだった広告を記事と

ように、読む時間と場所がない、ながら視聴がで

関連付けて聴かせることで、より深い興味付けが

きない、通学中は音楽を聴いているという現状に

でき、共感を得やすくなります。

対応するためには、「新聞を読む」という概念を
捨てればよいのではないかと考えました。

新聞の弱みをムーブ面と聴く新聞で解決できれ
ば、若者にとって新聞が身近になり、新聞のUSP

そこで私たちが提案するのは「聴く新聞」です。
記事の内容を音声で再生できるスマホアプリを作

を効果的に伝えられるうえ、広告訴求にも効果を
発揮するのではないでしょうか。

り、
新聞を「読むもの」から「聴くもの」にします。
ポイントの一つ目は、芸能人や声優、ボーカロ
イドの声をあて、コアなファン層からムーブメン
トを起こし、SNSなどを通じてライト層の興味を
引くことを狙います。
二つ目は、プレイリストやシャッフルのような

プレゼン内容のまとめ・ポイント

ミュージックプレーヤーの機能を搭載し、心地よ
く能動的に新聞を聴かせます。バックグラウンド
再生もできるようにすれば、ネットなどをしなが
らの「ながら視聴」も可能になります。
三つ目に、
共感を共有できる場を設けることで、
購読者の思考と視野を広げていきます。コメント
機能でいろんな人の意見を聞ける場を設けるな
ど、消費者同士が共感しあえるコンテンツを作る

新聞のUSPはイマドキの若者の
スタイルに合っていない
「ムーブ面」と「聴く新聞」により、
新聞の弱点を克服できる
その結果、USPが効果的に伝わり、
若者のスタイルに組み込まれる

ことで話題が盛り上がるのではないでしょうか。

ゼミではなく、ディスカッションをテーマとした授業のメンバーで取り組みま
した。議論の仕方を教えることからスタートし、進め方に試行錯誤しながら取

担当教員コメント

り組みました。当然、授業内だけでは終わらず、有志のメンバーが議事録作成、
中野香織准教授

授業後の議論、スライド作成をし、何とか完成に至りました。
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REPORT

04
TEAM

TITLE

週2回のウイークリー新聞発行
ARで新聞広告を楽しく！

専修大学 経営学部経営学科
石崎ゼミAチーム
寺崎和弘／依田莉那／別府菜々美／石崎篤祐／内田翼

新聞の価値を感じながらも、
接する習慣のない大学生
全国メディア接触・評価調査によると、大学生
の新聞閲読状況は約7割と多いように見えます。
しかし、
「毎日読んでいる人」は2割以下で、毎

の難点を解消し、大学生に新聞を読んでもらうに
はどうすればいいのでしょうか。私たちはまず、
新聞の形態から見直そうと考えました。

信頼性と手軽さを両立する
「ウイークリーニュース」

日継続して新聞を読む大学生はごく一部だとわか
ります。その背景にはインターネットやスマート

そこで考えたのが、大学生の生活スタイルに合

フォンの普及があります。他メディアの存在感が

った大学生限定新聞「ウイークリーニュース」の

増す中で、大学生は新聞をどのようなメディアと

発行です。

捉えているのでしょうか。
大学生の新聞に対する意識を調査データで見て
みると、
「社会人になったら新聞は欠かせない」
「新

発行日数を週2日とします。発行日数を減らすこ

聞を読むことで世の中の動きを知ることができ

とで、月額約4000円の購読料金を1500円程度に

る」などの項目の評価が、他の年代と比べて高く

抑え、料金が高い点を解消します。また、サイズ

なっており、新聞の情報を重要視しているようで

を現行の半分にし、広げても読みやすくすること

す。

で新聞への抵抗感を軽減していきます。

このことから、現在の大学生は「新聞を読むべ

続いて内容の検討に入ります。まず、政治や経

きだ」と感じていながらその習慣がなく、意識に

済などの硬く難しい分野でも内容を噛み砕いたり

行動が伴っていないことがわかります。そこで、

せず、そのまま掲載することとしました。世の中

大学生が新聞を遠ざけている要因を考えてみまし

の動きを把握したい大学生にとって、情報の質は

た。

通常の新聞と変わらないほうが良いと感じたため

大学生が新聞に抵抗感を抱く主な理由として、
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ウイークリーニュースでは、上記の新聞を読ま
ない理由を解消し、抵抗感を軽減します。まず、

か

です。一方、スポーツや株価など情報の新鮮度が

①読む時間が確保しづらい、②購読料金が高い、

重視されるものは掲載の比重を軽くします。また、

③読みにくい―の3点が挙げられます。これら

就活を控える大学生のために企業やビジネスニュ

ースを多く取り扱います。

感を演出していきます。

形態を変えることで、情報を購入することへの

二つ目は、多くの情報を伝えられることを生か

抵抗を軽減できれば、情報の信頼度の高い新聞は

した、ARを用いた新聞広告と旅行会社との連携

この先、大学生にとっても必要不可欠なメディア

です。例として、大学生の旅行先の選択時にアプ

となるのではないでしょうか。

ローチする広告を考えました。観光地にスマホを
かざすことで、ご当地キャラが出現し、その地域
の魅力の解説、ツアーの提案をしてくれるという

豊富なコンテンツを提供できる
AR広告で新聞広告に遊びを

ものです。
さらにアプリ自体にもウェブニュースとの連動
など、読み取り機能以外のコンテンツを加えるこ

ここから新聞広告の活性化策に移ります。私た
ちはウイークリー新聞への出稿に最適な広告を考

とによって、ダウンロードする手間への抵抗を軽
減させる工夫も施す必要があると考えました。

えました。全国メディア接触・評価調査で広告に

このように新聞広告を身近に感じ、親近感を抱

対する若者の評価は、
「情報が信頼できる」「地域

いてもらうことで、今の新聞広告の真面目で硬い

や地元の情報が多い」「企業の姿勢や考えが伝わ

イメージを払拭し、楽しんでもらう。これが新聞

ってくる」などと、若年層は新聞同様、広告に対

広告の活性化につながっていくのではないのかと

しても真面目なイメージを抱いていることがわか

私たちは考えました。

ります。反対に「楽しい広告が多い」や「親しみ
のもてる広告が多い」などの項目は評価が低くな
っており、若年層にはとっつきにくい印象がある
ことがわかりました。一方で大学生の接触率が高
いインターネット広告は、手軽さ・楽しさ・親し
みやすさの項目において、高い支持を得ています。
このことから、新聞広告の「真面目」というイ
メージを払拭し、親近感を強めることが必要なの
ではないかと感じました。そこで提案したいのが

ARを活用した新聞広告です。スマートフォンの
普及率が高い大学生をターゲットとしたウイーク
リーニュースならば、高い効果が得られるのでは
ないかと考えました。

AR広告には、三つのメリットが期待できます。

プレゼン内容のまとめ・ポイント

①豊富な情報を伝えることが可能になる点、②興
味関心を引きつけやすい点、③紙媒体だからこそ
できる広告である―です。

AR広告の活用例を二つ挙げます。一つ目は、
AR広告を用いた新聞広告とレコード会社との連
携です。AR広告ならアーティストからの音声メ
ッセージやPVなどを配信することできます。さ
らに、限定コメントの配信など、ARでしか見ら

新聞の形態が大学生を
遠ざけている
週2回のウイークリーニュースなら
大学生でも手にとりやすい
親しみやすい広告作りのツールに
なるのは、AR広告

れない特典をつけることで広告自体のプレミアム

Aチームの提案は、社会人にも適応できそうです。ネットで必要な情報が瞬時
に得られてしまうのは、大学生でも社会人でも同じこと。それならば、コンパ

担当教員コメント

クトで安価でダイジェスト版である新聞があってもよさそうです。信頼性の高
石崎徹教授

いキュレーション・メディアとして。
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REPORT

05
TEAM

TITLE

広告は見た目勝負！
新聞を必修科目に！

専修大学 経営学部経営学科
石崎ゼミBチーム
久野美幸／荻野由佳／車谷利紗／豊田勇登／梅本啓汰／森本健太郎

ブランドとのコラボレーションで
新聞広告への興味を喚起

まず、商品・サービスに合わせて形状を変える
など、「手に取る瞬間」にインパクトのある仕掛
けをします。次にサンプルやオリジナル付録、ク
ーポン、優待券などをつけます。最後に、商品・
サービスの詳細記事を掲載し、消費者に今後の購
買行動につなげてもらえるよう促します。詳細記
事を掲載することは、情報を多く載せられる新聞
の強みであるといえます。
視覚に訴えるような仕掛けの実例として、イギ
リスで展開したマクドナルドの新聞広告がありま
す。新たな朝食メニューのブリトーを宣伝するた
め、実際の商品のように新聞を丸めた状態で配布
するというもので、ユーモアのある広告表現の形
といえます。

まずは、新聞広告の活性化策についてです。全

私たちが今回具体例として取り上げたのは、サ

国メディア接触・評価調査によると、新聞広告は

マンサタバサです。ラッピング広告として、ブラ

「情報が信頼できる」
「内容が公平・正確」「地域

ンドバックを新聞一面に大きく印刷し、新聞を持

や地元の情報が多い」など、他のメディアよりも

つとあたかもバックを持ち歩いているように見せ

多くの情報が正確に伝わっており、真面目な印象

ます。女性をターゲットに定めた付録としてポー

がうかがえます。

チなどをつけ、さらに、ブランドの知識をより深

また、新聞広告接触態度として、「関心のある

めてもらうため、詳細記事を掲載します。これに

分野の商品・サービスの広告は見る」が53.0％、

よって、情報の信頼度の高さ、情報量の多さ、ゆ

「目立つ広告には目を通す」が27.8 ％となってい

ったり読めるといった新聞の強みが生かせます。

ます。このデータから、興味がある分野以外の新
聞広告は注目を得られにくいことがわかります。
そこで、一面だけを読む、政治欄だけを読む、
スポーツ欄だけを読むなど、人によって様々な読
み方をされる中で興味を引く新聞広告として、新
聞とブランドのコラボレーション企画を提案しま
す。広告キャンペーンといった形で購読者に新聞
広告を見てもらえるような企画です。

商品の形状を生かしたラッピング
広告で話題作りを

実施方法については、月一度の広告キャンペー
ンを地域限定で行います。地域を絞ることでコス
トもあまりかからず、毎月実施することが可能だ
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と思います。さらに、話題性のあるトピックとし

年次は卒業要件単位（選択科目など）にするとい

てテレビやネットで取り上げられれば、SNS等で

った具体例も考えられます。

の拡散も期待できます。このように広告キャンペ
ーンを見る機会のなかった人々にも広がれば、大
きな効果が得られるのではないでしょうか。

「タブロイド新聞」と「必修科目化」
で大学生に新聞を
続いて、学生に新聞を読んでもらうための提案
です。私たちは、学生が紙の新聞を読まない理由
として、
「字が小さい」
「新聞紙のサイズが大きい」

実際に、北星学園大学経済学部経済学科では、

「量が多い」
「内容が難しい」「有形のモノが溜ま

朝夕刊を毎日1年生の自宅へ届け、閲覧を前提と

る不快感」「スマートフォンの普及」といった要

して授業を実施し、新聞活用能力や語彙・読解力、

因が挙げられるのではないかと考えました。

メディア・リテラシーなどを養うという、日本の

では、紙媒体ではなく電子版を使用すればよい

大学で初の試みを実施しています。

のではないだろうかと考えましたが、「大学生の

また、値段についても配慮することで、より付

電子版利用状況・意向」のグラフを見ると、「登

加価値があると感じてもらえるのではないかと考

録・購読してみたいと思わない」33.0％、「あま

えました。そこで、学生に主体性を持って購読し

り登録・購読してみたいと思わない」28.0％など、

てもらうため、新聞を大学の授業に取り入れるプ

あまり積極的ではない様子が見てとれます。

ランと併せて学生割引も採用すべきだと思いま

大学生は会員登録すら手間に感じてしまうだけ

す。学割は学生を取り囲む施策の一つであり、学

でなく、そもそも情報にお金を払う概念を持って

生自体も認知していると思います。これからも必

いないのかもしれません。

要になっていく施策の一つといえるのではないで

そこで、私たちは「大学生が興味を抱き手に取

しょうか。

りやすいもの」として二つの提案を考えました。
一つ目は、一面記事や社会情勢を掲載した、理解
しやすく持ち運びやすい「タブロイド新聞」です。
このタブロイド新聞の記事内にシリアルコードを
設け、ネット上でそれを打ち込むことにより電子

プレゼン内容のまとめ・ポイント

版で完全版の閲覧を可能にします。
二つ目は、学校の授業カリキュラムの一つに組
み込み、全学年学部共通の必修科目とすることで
新聞を読むことを習慣づけるという提案です。授
業だけでなく普段から継続して購読してもらうた
めに、自宅に毎日届くことを生かして日ごろから
の定期購読を狙います。また、新聞協会の特殊講
義を入学生ガイダンスとして行う、1年次に必修

ラッピング広告は話題性を
獲得できるキャンペーンツール
タブロイド新聞で気軽に
手に取りやすく
授業に取り入れることで、
新聞を読む習慣作りを

科目として通年で実施する、全学部で採用し、2

Bチームの提案は、既成の新聞の、物理的な概念を壊してしまおうというもの
だと思います。新聞は四角くて、白黒文字主体のものでいいのでしょうか。カ

担当教員コメント

ラフルでおしゃれでもいいのでは。そして授業に包含してしまう。わざわざは
石崎徹教授

買わないけど、含まれていれば自然と購読してしまうものです。
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REPORT

06
TEAM

TITLE

学生特有の視点から
解く新聞の未来

千葉商科大学 サービス創造学部
松本ゼミ
下野栄裕／土屋雄平／伊藤洋輔／川村汐美／荻久保翼／
加藤春香／兼平和也

「今は社会を知る必要はない」が、
学生の本音……？

大人像から読み取ることができます。理想の大人
像についてメンバーからは「ビールが飲める」
「知
識が豊富」
「常識がある」などが挙がりました。
その中でも、全員が共通して挙げた「知識が豊富」

まず、全国メディア接触・評価調査を見ると、

と「常識がある」という項目は、新聞の「情報が

若い世代に新聞が読まれていないことがわかりま

豊富」と「多様な話題」という長所で満たすこと

す。私たちは、このデータの裏にある理由につい

ができます。つまり、新聞を読めば、かっこいい

てディスカッションしました。

大人の要素を満たすことができます。しかし、自
分のためになることはわかっているのに読まない
という現状があります。

学生の ネタ目線 に対応した
記事検索サイト
学生が新聞に触れるのは「新聞を用いてレポー
トを作成する」などの課題が出されたときです。
その際は、新聞記事検索のようなデータベースを
その結果、媒体の特性として、まず「大きすぎ

使います。つまり、学生と新聞との接点は、毎日

る」
「インクが手につく」「独特な臭いが苦手」と

流れる記事のようなフロー情報よりも、新聞記事

いった物理的障壁が挙げられました。

検索のようなストック情報にあるといえます。

次に、
「今は社会を知る必要はない」「家にある

続いて、学生の情報を捉える視点について、政

新聞は自分のものではない」
「堅いイメージ」な

務活動費をめぐり問題になったある地方議員の号

どの心理的障壁があることもわかりました。

泣会見の事例をもとに説明します。

では、実際の学生の情報取得行動はどうなって

一般的な情報取得の視点では、新聞やテレビの

いるのでしょうか。今回の参加メンバーの川村の

ニュースからその元議員を知ります。しかし私た

場合、昨年の秋に東京ディズニ−リゾート拡張に

ちは、Twitterやまとめサイトなどを通じて、子

関する報道をTwitterで知り、ツイートにあった

供のように大げさに泣いているという

URLにアクセスしたものの確信が持てず、公式サ

情報でその元議員を知りました。学生はネタの面

イトやテレビのニュース、新聞、友人との会話な

で情報を見て、面白がっているのです。

どから情報を得ています。
ここで注目すべき点は、一つの媒体で情報取得
が終わらないことです。学生はTwitterやネット、
友人、テレビなど、利便性に優れている媒体や人
から情報を取得していることがわかります。
一方で、新聞の価値は、学生が思い描く理想の
14

ネタ

の

しかし、ネタ話の中で「真相はなんだ？」と、
ニュースを気にする場面が存在します。この場面
こそ、新聞が学生に入り込める隙なのです。
そこで私たちは、ネタとニュースをつなげる新
たな新聞記事検索サイトの創設を提案します。
まず現状のデータべースのように自分でワード

を入力するシステムではなく、ネタ情報からの検

広告を入れます。右側の日付の下には記念日や祝

索も可能とし、なおかつ視覚的にも今の流行が即

日などが入ります。そして、月のカレンダーの下

時にわかる仕組みとします。そして、無料にする

には、過去にその日の一面を飾ったニュースや出

ことで学生が接しやすくします。さらに、学生の

来事が入ります。今日は何の日か、過去にどんな

情報に対する視点を応用し、「検索ネタ」ワード

ニュースがあったのか、二つの項目を新聞広告と

ランキングを設置して、ニュース情報のさらに奥

関連させることが、この日めくりカレンダーのポ

の部分へと導きます。以上によって、この新たな

イントです。さらに、右下のQRコードから新聞

記事検索サイトは、ネタからニュースをすぐに知

記事検索サイトに飛ぶことができ、過去のニュー

ることができる媒体になります。

スの詳細を詳しく知ることができます。
プロモーション方法としては、まず契約してい
る購読者には年末に、未契約者には契約時や訪問
時に無料配布します。
このカレンダーによって、新聞広告に対する視
点の変化や新たな気づき、ネタ情報を提供できま
す。カレンダーの面白さや楽しさ、ネタ情報を通
じて、本来新聞広告が持っている面白さが自然と
伝わるのではないでしょうか。

ネタ情報を毎日提供できる
新聞広告日めくりカレンダー
次に、新聞広告の活性化策として、この記事検
索サイトへの誘導の施策を述べていきます。
調査データによると、新聞広告を見ている人は

74.7％であり、新聞閲読者のほとんどが広告に接
触していることがわかります。一方、広告の楽し
さと印象についてのデータを見ると、新聞広告は
かなり評価が低いことがわかります。

プレゼン内容のまとめ・ポイント

これらの問題を学生特有の視点から解消するた
めに考えたのが、新聞広告と日めくりカレンダー
のコラボです。
日めくりカレンダーの特性として、365日毎日
接触すること、新聞同様デイリーなので毎日飽き
ずに接触できること、若者の関与が高いことなど
が考えられます。
具体例を提示します。カレンダーの左半分には

情報の取得方法が多様化、学生は
新聞を認めつつ敬遠している
情報への ネタ目線 を導入する
ことで、学生が新聞に接しやすくなる
日めくりカレンダーは、
ネタと新聞広告をつなぐツール

アイデア的面白さのある、興味が湧くような新聞

「今は社会を知る必要はない」。ある学生が発したこの言葉に衝撃を受けまし
た。皆がそう思っているわけではないにせよ、彼らと私の情報への意識は決定

担当教員コメント

的に違うのだと実感しました。彼らが間違っているのではなく、単に物事の捉
松本大吾専任講師

え方が違うだけ。それを受け入れ、考え続けることが大切なのだと思います。
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REPORT

07
TEAM

TITLE

人と人をつなぐ広告／
現代版コーヒーハウス
「Café de news」

東海大学 文学部 広報メディア学科
小泉ゼミAチーム
及川知也／小俣美沙希／三浦智美／山田さやか／土屋裕暉

新聞広告には、高い信頼性に
基づいた「品のある楽しさ」を
まずは、新聞広告の活性化策について全国メデ
ィア接触・評価調査をもとに分析します。

人と人、地域と地域をつなぐ、
ストーリー性のある広告
そこで、地域間の「人と人をつなぐ広告」を提
案することで新聞広告の活性化を図ります。この
広告では、人と人をつなぐために、テレビやソー
シャルメディアも積極的に活用し、新聞広告に接
触していない層にもアプローチをかけます。
新しい広告の形として私たちは三つのステップ
を考えました。まずSTEP1では、家族をテーマに
した物語の序章をテレビCMで放送します。CM
による効果として、現在多くのCMで使われてい
る「続きはwebで」の新たな形として「続きは新
聞で」という言葉を提案します。また、地域限定
広告を掲載することも告知します。

新聞閲読者の74.7％が新聞広告に接触し、その

STEP2では、STEP1のCMの結末を地域別に異

うちの53.0％は「関心のある分野の商品・サービ

なる内容の新聞広告として掲載します。さらに、

スの広告は見る」
、27.8 ％は「目立つ広告には目

県ごとになじみのある風景を取り入れるなどのア

を通す」と回答しています。この結果から、話題

レンジを加え、計47種類の広告を各県に掲載し

性やインパクトのある広告は新聞閲読者の目に留

ます。

まると考えました。

STEP3で は、STEP1とSTEP2に よ り、 新 聞 広

次に新聞広告の強みとして、「信頼できる」「地

告への関心が高まった層がSNSや口コミなどで

域情報が多い」
「ゆったりと見られる」の3項目

情報を共有することで、広告を中心に人と人がつ

が高評価であることがわかりました。そこで、
「地

ながっていきます。

域や地元の情報」を活用した地域密着の広告を使
用することで、さらに多くの興味を引くことがで
きると考えました。
また、新聞広告の弱みとしては、「楽しい広告
が多い」「内容を詳しく知ることができる」「新し
いものを知ることができる」の3項目が低評価で
あることがわかりました。ここから、新聞広告に
は「楽しい」要素が必要であると考えました。た
だし、ここで言う楽しい広告とは、単に笑えるよ
うなものではなく、新聞の高い信頼性に基づいた
品のある楽しさであると考えます。
16

具体例として、日本郵便の広告を考えました。

まずCMで幸せな結婚生活を送る女性・ゆみが、

は「新聞を活用した採用試験の時事問題対策」で

家族にもらった手紙を見て昔を思い出すシーンを

す。社会問題などを新聞から学べるコーナーを設

放送します。次に、ある地域では父からゆみへの

置し、さらにニュースを解説してくれるチュータ

手紙、ある地域ではゆみの夫から父へと、地域別

ーも配置します。三つ目は「学生同士の情報交換」

に家族の手紙を掲載します。さらに県ごとに方言、

です。試験や面接の話、他業界の話など、お互い

景色のアレンジを加え、読者へ届けます。このよ

に情報交換をしながら学生が視野を広げるきっか

うに、他メディアを使用した新たな新聞広告の形

けにもなるのではないかと考えています。

を提案することで、新聞広告の活性化につながる
のではないかと考えます。

また、多くの学生に知ってもらうため、Twitter
のアカウントを作成し、人気アカウントに就活の
新たなトレンドとして取り上げてもらいます。

学生限定！現代版コーヒーハウス
「Café de news」

新聞各紙とテレビ番組にも学生と新聞の新たな
関わり方として取り上げてもらい、最終的には「就
活が始まったらCafé de newsで新聞を読む」と
いうスタイルの定着を目指します。

次に学生に新聞を読んでもらうための提案をし

つながりを大事にすることや、就職活動を支援

ます。今回私たちは、東海大生及び他大学生の

することは、学生が新聞の価値を改めて考えるき

395人に新聞のイメージ調査を行いました。

っかけになるのではないかと考えています。

新聞の購読率を見ると、80 ％の学生が新聞を
購読しておらず、学生の新聞離れが顕著に表れて
います。次に新聞のイメージですが、1番多かっ
たのが「勉強になる」
、2番目が「難しい」
、3番
目が「就職活動に必要」という結果になりました。
勉強になり、就活に必要だと思っていますが、
難しいというイメージが購読を妨げているようで
す。この矛盾を解消し、新聞の価値を見直しても
らうための提案が、「学生限定！現代版コーヒー
ハウス Café de news」です。
なぜ「現代版」なのかというと、新聞が大衆化
した原点でもある歴史上のコーヒーハウスの概念
に基づいたものだからです。18世紀イギリスで
流行したイスラム起源のコーヒーハウスでは無料

プレゼン内容のまとめ・ポイント

で新聞の閲覧が可能でした。そこは情報交換の場
新聞の強みである地域性を生かし
新聞らしい「品のある楽しさ」を

となり、近代市民社会を支える世論を形成するの
に重要な空間になったといわれています。
私たちが提案するCafé de newsでは、新聞と

テレビＣＭで注意喚起、新聞広告を
地域別展開、ＳＮＳで共有

就活の共存を目指し、学生に新聞を読み始めても
らうきっかけの場を作ります。

就活をきっかけに学生に新聞を
読んでもらうコーヒーハウスを創設

ここでは三つのサービスを提供します。まず一
つ目は「新聞の無料提供」です。18世紀のコー
ヒーハウス同様新聞を無料で設置します。二つ目

今回のプロジェクトにおける特徴の一つに、チューターの方の役割がありまし
た。上から押し付けるのではなく、学生たちの意見に耳を傾け、彼らのアイデ

担当教員コメント

アのどこが問題なのか、彼ら自身に考えさせようと導いていただいたことがと
小泉眞人教授

ても教育的であり、学生に

気づき

という学びを与えていただきました。
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08
TEAM

TITLE

アイドルにみる新聞の可能性
〜中高生が新聞に親しむために〜

東海大学 文学部 広報メディア学科
小泉ゼミBチーム
萱森涼／大沼かな子／髙陽晃／林未佳／市川潤

ターゲットは次世代を担う中高生。
スマホ取り入れ参加可能型に

弱み、機会、脅威のSWOT分析で整理を行い、新
聞は「中高生の関心を引き付ける内容を含み、ス
マートフォンを取り入れた参加可能型メディア」
になることが必要になると考えました。

中高生の親しみと参加意欲を
呼び込む「新聞アイドル」
続いて中高生の興味・関心を示すデータを二つ
挙げます。一つ目は総務省統計局が発表した15
〜 19歳の趣味・娯楽一覧です。CDによる音楽鑑
賞の割合が高いことがわかります。二つ目はオリ
コン株式会社が発表した過去のCDシングルチャ
現状を分析するにあたり、私たちはまずターゲ
ットの設定を行いました。全国メディア接触・評

加しています。

価調査の「新聞を読み始めた時期」の回答結果を

以上のことから、中高生のうちから新聞に親し

見ると、中高生の時期に新聞を読み始めた人が全

みを持ってもらうために「アイドルを活用した施

体の3割強であることがわかります。これに対し、

策」を提案します。

大学生から読み始めた人はごくわずかです。そこ

まずは、「新聞アイドル」の誕生です。従来の

で私たちは、学生の中でも中高生にアプローチす

新聞にはない アイドル という付加価値を設け、

る施策を提案します。

中高生が新聞に触れるきっかけを作り出します。

中高生をターゲットと設定した上で、私たちは

読者投票で選出し、新聞を通して応援できる、読

中高生と関係のある二つのデータに注目しまし

者が育てるアイドルとして中高生の身近な存在と

た。一つ目は総務省が発表した10代の新聞・ニ

なることを目指します。メンバーは、社会、政治

ュースサイトの利用率です。10代の約45 ％は、

経済、国際、テクノロジー、スポーツを担当する

どの媒体でもニュースを見ていないということが

5人で構成されています。

わかります。そこで、新聞に触れてもらうには新

続いて、新聞アイドルによるニュース解説やお

しい付加価値が必要だと考えました。二つ目は内

悩み相談コーナーをきっかけに、新聞の「堅苦し

閣府が2014年に発表した満10 〜 17歳のインター

い」「難しい」というイメージを変えていきます。

ネットの利用状況調査のうち、携帯電話・スマ

さらに、スマートフォンアプリを制作し、新聞ア

ートフォンを2時間以上利用している人の割合で

イドルとコミュニケーションをとれるようにしま

す。携帯電話・スマートフォンの使用率が年々増

す。応援を通して、中高生読者が新聞に参加して

加しています。ここから、スマートフォンを活用

いくことを可能にします。

することでより効果が期待できると考えました。
以上を含め、私たちは中高生の視点から、強み、
18

ートです。アイドルグループの売り上げが年々増

そして、より多くの中高生に普及させていくた
め、全国の中学・高校で新聞配布やライブを行う

キャラバンを実施するほか、パブリシティーをは
じめとしたコミュニケーション活動も展開してい
きます。

アイドルによる連載コーナーを設け、「大人向け」
「堅苦しい」というイメージを払拭し、新聞に親
しみを持たせます。三つ目はスマートフォン融合
×アイドル応援型企画を設け、情報が一方的なメ
ディアであった新聞を双方向のコミュニケーショ
ンメディアに変え、若者が新聞に参加する機会を
作ります。四つ目は新聞アイドルによるキャンペ
ーンを企画し、新聞をあまり読まなくなった中高
生に新聞を届けます。新聞アイドルを使用した広
告の施策により、新聞広告の活性化につながると
考えます。新聞アイドルというオピニオンリーダ
ーを誕生させることで、新聞は中高生の興味・関
心を引き、中高生が参加して作り上げるメディア
となります。

新聞アイドル無料広告で
商品とアイドル双方の認知度向上

従来の新聞にはない新たな魅力を創り出すこと
が必要だと考えます。新聞は今、変わる時なので
はないでしょうか。

ここから、新聞広告の活性化について提案しま
す。私たちの提案は「新聞アイドル無料広告」で
す。日本新聞協会の許可を得ることにより、新聞
アイドルを広告に使用し、商品とアイドルが同じ
ように認知度を上げていくことで広告の活性化に
つながると考えます。
例としては、
「新聞アイドル×本」です。アイ
ドル5人が各出版社の新刊をジャンルごとに紹介
し、その姿を一面記事下の広告欄に掲載します。
また、展開として、広告にAR（拡張現実）を
使います。広告にスマートフォンをかざすことで
新聞上のアイドルが動いたり話したりします。紙
面上で見るだけではなく、視聴できる新聞広告と

プレゼン内容のまとめ・ポイント

して広めることができます。
そして、中高生に新聞を読んでもらう提案と広
告活性化のための活動の連動企画として「新聞ア
イドル広告コンテスト」を実施します。月に一度
新聞アイドルを使用した様々な広告を読者投票で
ランキングします。
これらの施策によって期待される効果は四つあ
ります。一つ目はニュースへの関心が無い若者が

新聞を読む習慣がつきやすい
中高生にアプローチする
中高生の興味を引くきっかけとして
アイドルを活用する
新聞アイドルを無料で広告に使用
ARやコンテストとの連動も行う

新聞に触れるきっかけを作ります。二つ目は新聞

小泉ゼミとして、両チームとも一度、論文の形にしてプレゼンの流れや論旨の
展開を整理したことが、学生にとって

担当教員コメント

学び

につながったと思います。直観

的で感性的にアイデアを出すのが得意な学生たちに、いかに客観的で論理的に
小泉眞人教授

プレゼンの流れを整理するのか、チューターの方にご指導いただきました。
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関係者 名簿
広告プロモーション部会 マーケティング戦略チーム担当委員
朝日新聞東京本社

広告局営業推進担当部長

毎日新聞東京本社

広告局ビジネス開発部長 山口 真弘（〜 14年10月）

毎日新聞東京本社

広告局計画管理部長

マーケティング戦略チーム委員

平井 信太郎

大塚 淳弘（14年11月〜）

※各大学のチューターとして、分析をサポートしました

朝日新聞東京本社

広告局営業推進担当マーケティング・ディレクター 真板 誠

毎日新聞東京本社

広告局計画管理部マーケティング担当 長田 隆行

読売新聞東京本社

広告局マーケティング戦略部主任

日本経済新聞社

クロスメディア営業局企画部 川原 信之

産経新聞東京本社

営業局開発二部次長

北海道新聞社

東京支社広告局管理部

藤門 順

原井 成博
荒川 岳史

河北新報社

東京支社営業部

信濃毎日新聞社

東京支社営業部次長

小番 浩憲

中日新聞東京本社

広告局営業推進部次長

神戸新聞社

東京支社営業部次長

黒田 浩二

西日本新聞社

東京支社広告部次長

布勢 健泰

竹内 克彦
橋本 正樹

※退任者を含む。退任者の所属は委員当時のもの
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