媒体資料

「環境会議」
「人間会議」は読む栄養です。

Environment
Forum 春 秋
・

環境知性を暮らしと仕事に生かす

Humanity
Forum 夏 冬
・

哲学を生活に活かし、人間力を磨く
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こんな特集をしてきました。

バックナンバー紹介

環境知性を暮らしと仕事に活かす。
哲学を生活に活かし人間力を磨く。
少子高齢化や異常気象、年金不安や産業空洞化、地域コミュニティの崩壊、
山積する社会問題にどう対処していいのか、情報の洪水のなかでは混乱するばかり……。
そこで、私たちは 2000 年に「環境」と「哲学」を切り口にした雑誌を創刊し、
最新の科学的知見や歴史への深い洞察をもった学識者らとともに、生きる知恵を模索してきました。
現代社会が抱える困難を乗り越えるためには学びつづける力が必要です。
良質な学びはものごとの本質への理解をもたらし、深い理解は思考とビジョンを生みます。

2012 夏号
ソーシャルメディアの本質

2012 秋号
家庭から考える
これからのエネルギー

2012 冬号
禅を日常に活かす

2013 春号
緑と水辺から
まちはよみがえる

そうして考え抜かれたビジョンは明日を拓く行動へと私たちを導きます。
毎日の生活で、何かが足りないと感じたら、
『環境会議』
『人間会議』でチャージしてください。
「環境」と「哲学」は現代人に欠かせない知の栄養です。

多彩な有識者が、難しいテーマをわかりやすく伝えます。

こんな内容を掲載しています。
【巻 頭】 新たな本の楽しみ方
平野啓一郎／幅 允孝（BACH 代表）

小林陽太郎氏

【特集1】社長・学長が選ぶこの1 冊

（富士ゼロックス 元取締役会長）
“ 考える ” という、実に人間らしい行為
にとっての新たな場になってほしい。

トップが語る座右の書

［企業編］社長はこんな本を読んでいる

東洋製罐／ソニーフィナンシャル hldgs. ／バンダイナムコ
hldgs. ／住友林業／綜合警備保障／三和ホールディングス／静
岡銀行／ライフネット生命保険／東燃ゼネラル石油／シスメッ
クス／トレンドマイクロ／オリックス／松井証券／アステラス
製薬／三菱ケミカル／コニカミノルタ ほか

［大学編］学長はこんな本を読んでいる

東京海洋大学／立教大学／東京女子大学／成蹊大学／一橋大学
／神戸大学／奈良女子大学／横浜国立大学／東京外国語大学／
熊本大学／明治学院大学 ほか

【特集 2】本の読み方・選び方

福原義春氏（資生堂 名誉会長）

御手洗冨士夫氏（キヤノン名誉会長）

“ 真実は両側に ”。両側のものをいか
に折り合いつけるかが重要であり、
本質を考えることこそが大事。

非競争の“ 平等 ” から競争で動く “ 公
平 ” に社会正義を変えていなければ、
21世紀日本の繁栄はない。

日本には世界一多くの老舗企業がありますが、老
舗の環境意識について論じられたことはありませ
んでした。そこで、本特集では、老舗企業のトッ
プに環境についての考え方や取組みを聞きました。
語り継がれる商道徳や家訓からは、慎み深く生き
て世の役に立つ存在であろうとする精神性が浮か
び上がります。

［読み方編］鎌田浩毅（京都大学大学院教授）／小川仁志（徳山

高専准教授）ほか
［選び方編］呉 智英（評論家）／小杉 泰（京都大学大学院教授）／貫
成人（専修大学教授）ほか

【特集１】生きている、生かされている

環境配慮が老舗をつくる

世界はいま、大きな文明の転換期を迎えていると

老舗の経営にみる持続可能な社会へのヒント

いわれています。経済や社会が大きく変わりゆく

新井和宏（鎌倉投信）／神田 良（明治学院大学教授）／ 野村
進（ジャーナリスト、拓殖大学教授）

なか、企業や大学は改革を迫られ、個人も生き方
や働き方、学び方を見直す必要に迫られています。
そこで、本特集では、時代のリーダーたちの「座
右の書」を聞くとともに、これからの「知」のあ
り方を問うてみました。

西室泰三氏（日本郵政株式会社

取締役兼代表執行役員）
社員一人ひとりが世の中から尊敬され
るようにならないといけない。そのた
めには教養と自己啓発が必要である。

立松和平氏（作家）
環境と人間の問題には、もう少し先
を見据えた、数百年後の未来を想像
する力が必要である。

山折哲雄氏（宗教学者）
「低炭素」という前に「もったいない」
、
「エネルギー問題」と叫ぶ以前に「腹
八分」というところから始めよう。

ノーベル物理学賞）
小柴昌俊氏（物理学者、

金子郁容氏（慶應義塾大学 教授）

夢を持ち、能動的に働きかけていく力
を育てていくことが今、教育には求め
られている。

社会イノベーションによって、コミュ
ニティのあり方が変わりつつある。
関係性を結び直すことが必要だ。

トップが語る持続可能な経営
セラリカＮＯＤＡ・野田泰三社長／勇心酒造・徳山孝社長／鎌
田醤油・鎌田武雄社長／にんべん・高津克幸社長／永楽屋・細
辻伊兵衛社長／法師・法師善五郎社長／竹中工務店・宮下正裕
社長 ほか

持続可能な経済モデルをめぐる世界の潮流

〈脱成長―デクロワサンス〉

中野佳裕（国際基督教大学社会科学研究所・研究員）

【特集２】大学は環境推進の原動力となれるか
日本一のエコ大学を探せ

【特集３】合言葉はソーシャル×エシカル
社会のためになる消費

末吉竹二郎氏（UNEP/FI 特別顧問）
ここ 1 〜 3 年でマインドセットを切
り替えられるかどうかで日本と地球
の未来は決まるだろう。

社会貢献意識の高い産官学の
リーダー層に読まれています。

春と秋の

環境会議
2011秋

2011春

日本の叡智

森を歩き、木を使う

東日本大震災で、原子力に大きく依存したエネルギー
供給体制のリスクが明らかになった。これまでエネ
ルギーは、国や大企業が決める問題だった。しかし、
これからは国民 1 人ひとりがエネルギーについて考
え行動する時代だ。市民の力で「エネルギー・レジ
リアンス」のある社会をつくる動きはもう始まって
いる。

2011 年は国連が定める「国際森林年」。
森林は、水源涵養・生物多様性保全・地球環境保全・
文化機能など多面的な機能を持ち、太古から人間に
さまざまな恵みを与えてきた。その森林を守り、
育て、
これからも共に生きていくために、私たちにできる
ことは何だろうか。

エネルギー・レジリアンスを考える

みんなで育む日本の森

地球環境を破壊したり、誰かの犠牲なしには成り立たないような
不公平な経済の仕組みに疑問を感じた読者は、次にどうしたらいいのかを考えます。
『環境会議』『人間会議』は、様々な問題を正しく理解し、
解決につながる行動に結び付けていきたいと考える方々に読まれています。
職業や年齢・性別などの属性は様々ですが、
ひと言でいうと、これからの時代を担う「社会貢献クラス」といってもいいでしょう。

1 経営層

社会貢献活動をマーケティング活動に組み込み持続可能なビジ
ネスモデルを考える。経済社会構造の変化をいちはやく認識し、
行動し、改革を目指す先進的な経営層やリーダー層。

2010 春

2010 秋

健康も経済も活性化！

13%

本当に実現できるのか？

環境配慮の衣・食・住

25％削減のシナリオを検証する

市の住宅・都会の暮らし方、それぞれのエコな暮ら
しのつくり方を考えると、地域特性や四季を感じる
江戸の暮らしの合理性が見えてくる。では、どうし
たらその良さを現代の暮らしに取り入れることがで
きるのか。個人の生活やまちづくりのアイデアを考
える。

2009 年 9 月 22 日、ニューヨークの国連総会で鳩山
首相が演説、2020 年までに 1990 年比で 25% の温
室効果ガスを削減するという中期目標を明らかにし
た。これを受けて産官学、様々な立場で議論が繰り
広げられた。国や自治体、企業や個人は気候変動対
策をどう考えるべきなのだろうか。

26%

2 ソーシャル・マーケター

クリエイター／コンサルタント：社会貢献性の高いビジネスモ
デル構築につながるマーケティング・コミュニケーションに携
わるソーシャル・マーケターやクリエイター、ディレクター、
コンサルタントなど。

読者層

3 市民

環境や哲学・倫理を市民生活のなかで実践していくために考え、
自ら行動する意識の高い市民。NGO・NPO のリーダーやその
サポーター。

34%
27%

4 研究者

夏と冬の

人間会議

企業活動や市民社会のなかで実践する研究者やその予備軍（日
本学術会議の協力団体で、環境・エネルギーや哲学、社会学等
に関連する学会の代表 200 名以上にお届けしています）。

2011 夏

2010 冬

私塾二つで日本が変わった
江戸から明治への改革を牽引したリーダーたちを輩
出したのは、松下村塾や薩摩の郷中教育、大阪の適
塾といった私塾だった。私塾にはカリキュラムや規
則もない。学位や資格を得られるわけではない。あ
るのは、熱い「志」のみ。私塾のあり方から、明日
への突破口が見えてくる。

健康、生活、仕事、家族、人間関係

高齢化に対応した新しい社会づくりは 21 世紀の最
大の課題。高齢社会を包括的に考える「ジェロント
ロジー」、健康に生きるための食、人生を楽しむ生き
方のコツを考える。過敏性腸症候群、婚活うつなど
に悩む現代人と比べて、祖先たちの明るさの秘訣は
どこにあるのだろうか。

読者の性別

読者の年齢

哲学的思考で現代社会に立ち向かう
20代

50 代前半、男性
企業の部長

7%

会社にて環境や CSR について考え
る機会が増えてきた。
子供の進学や就職にも関心がある。

24%

30代
40 代

女性
38%

27%

50代

22%

男性

62%

17%

60代

60 代前半、男性
経営者

その他 3%

2010 夏
ネットワーク社会をどうつくる

ネットワーク社会をどうつくる
「1 人でお昼を食べているところを見られるくらいな
らトイレでお弁当を食べる」
たくさんの友達をもちながら、こんな恐怖におびえ
る若者が増えている。携帯電話の普及で大きく変わっ
た若者のコミュニケーションの分析を通して、これ
からの日本のあり方を考える。

2009 冬

0

5

ストレス大国日本の未来は？

15

20

25

会長・社長

その他

62%

24%

役員

21%

課長・係長

16%

どのようにして購入しましたか

違法伐採、児童労働、地球の裏側から運ばれてきた安い食料品。

その他
18％

一見、豊かな暮らしの裏側で、何が起きているのかを知ろうとする生活者が増えています。
様々な社会問題を改善する取組みを経済活動のメインストリームに組み込んでいく時代です。
「環境会議」と「人間会議」は暮らしと仕事に関わる問題を掘り起こし、
一流の研究者や実践家とともに、解決の糸口を探していきます。

何のために読むのですか
A
B
C
D
E
F
その他 7%
0

部長・次長

25%

もう、義務的なCSR の時代は終わりました。

環境や社会への貢献が、経営にとっ
て重要になってきたと実感。

30

読者の役職

こころと社会の問題を整理する
働き盛りの若者が突然不調を訴え休職。いつ復帰で
きるのかわからない。こんなケースが増えている。
うつ患者、自殺者が増加するなか、世界一の長寿国
でありながら、世界一のストレス大国ともいわれる
日本。対症療法だけでなく、本質的な原因を探り、
ストレス社会をどう生きていくのかを考える。

10

42%
27%

10

20

30

40代前半、女性
小学校教師

62%
55%
67%
50 60

70

時代の変化に対応し、きちんと生
徒を育てたい。
80

A：組織経営に欠かせない
E：環境・社会貢献活動の
ヒントとして
B：製品サービスを選ぶ判断材料
C：他の人の視点や意見を知りたい F：取引先や投資先の
判断材料
D：環境・社会に貢献したい

閲覧後の保存

40代前半、男性
地方自治体勤務

地域住民からの関心の高まりをうけ
て、情報収集の必要性を実感。

保存しない

42%

インターネット
18％
書店
20％

40

57%

毎号保存
定期購読
57％

内容に応じて
保存

49%

42%

30 代前半、女性
主婦

PTAや地域の集まりに参加。子供
の教育に関心がある。

こんな企業の皆さまが
広告を掲載しています。
コスモ石油様

こんな特集を予定しています。

カルビー様

人間会議

環境会議

2013 冬号（12 月 5 日発売）

2014 春号（ 3 月 5 日発売）

特集

特集

健康・アンチエイジングから
歴史・民族、文化まで

一人ひとりの小さな一歩が未来をつくる

スポーツを哲学する
企業トップが語る「企業とスポーツ」

石油連盟様

広告出稿のきっかけ
カルビー株式会社カルネコ事業部

加藤孝一さん

森を守る取組みのパートナーを探していました。環境に配慮し
たＰＯＰ、店頭販促ツールの開発と販路拡大が課題でした。
森と企業と生活者をつなぐプラットフォーム「EVI（Eco Value
」は、1 人ひとりの森を守りたいという思いをつ
Interchange）
なぎ、大きな力にしようとする試みです。排出権クレジットを
販売したい森林事業者と、クレジットを購入して販促プロモー
ションに活用するなどして間接的に森林事業に貢献したい企業、
そしてそのプロモーションに参加したい環境意識の高い生活者

市民立発電所
企業と大学のトップが語る「エネルギーの未来」

人間会議

環境会議

2014 夏号（ 6 月 5 日発売）

2014 秋号（ 9 月 5 日発売）

特集

特集

次世代のための教育を考える

地球を救う新世紀農業

企業と大学のトップが語る「私の思考法」

企業と大学のトップが語る「食と農業の未来」

デザイン思考とは何か

アグロエコロジー

に知っていただき、活動を活発化させていくうえで、社会貢献
意識の高い経営層や生活者を読者にもつ『環境会議』
『人間会議』
はぴったりの媒体です。

!

。

広告出稿の決め手

こんな連載を掲載しています
経済哲学入門

Ｂ to ＣとＢ to Ｂのメッセージを同時に発信できる

塩野谷裕一（一橋大学名誉教授）

環境・ＣＳＲ関連の他媒体は生活者（Ｂ to Ｃ）
とビジネス（Ｂ to Ｂ）に分かれていますが、

古典に学ぶ CSR

『環境会議』
『人間会議』は両者を読者にもっているため、効果的なメッセージの発信ができます。

安藤光展（CSR コンサルタント）

ビックデータ時代の情報倫理学入門

過去出稿企業一覧（五十音順、敬称略）

竹之内禎（東海大学 専任講師）

ＮＥＣ、ＮＴＴドコモ、
（独）
科学技術振興機構日本科学未来館、カルビー、キャタレント・ジャパン、交通エコロジー・モビリティ財団、

創造的な人材の育て方

コスモ石油、（独）
新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）
、新生テクノス、スウェーデンハウス、住友林業、星槎大学、

既成の枠にとらわれない創造的な人材の育成を目指す活動を紹介します。

石油連盟、大日本印刷、武田薬品工業、鉄鋼スラグ協会、電源開発、東京商工会議所、トヨタ自動車、トヨタマ健康食品、日本フォ

大切なものを守る人々

スタープラン協会、日本福祉大学、日本マクドナルド、日本ロレックス、富士フィルム、メニコン、azbil（旧社名 山武）
、立教大学、
早稲田大学

ほか

伝統文化を守りながら、新しい産業の創出や地域活性化を目指す活動を紹介します。

広告料金表
媒体概要
創

刊

判

型

発

行

発行部数

定価：950 円（税込）
2000 年
Ａ５変形
頁数：288 頁
3 月 5 日、6 月 5 日、9 月 5 日、12 月 5 日
50000 部 販売：全国有力書店、定期購読、ウェブ直販

純 広 告
表４

４C（カラー）

H193 × W133（mm）

¥800,000（税込： ¥840,000）

表３

４C（カラー）

H210 × W145（mm）

¥600,000（税込： ¥630,000）

表２見開き

４C（カラー）

H210 × W290（mm）

¥1,300,000（税込：¥1,365,000）

目次対向・前付グラビア対抗

４C（カラー）

H210 × W145（mm）

¥600,000（税込： ¥630,000）

記事中（２Ｐ・４Ｃ）

４C（カラー）

H210 × W290（mm）

¥1,000,000（税込：¥1,050,000）

記事中（１Ｐ・４Ｃ）

４C（カラー）

H210 × W145（mm）

¥500,000（税込： ¥525,000）

記事中（１Ｐ・１Ｃ）

１C（モノクロ）

H210 × W145（mm）

¥300,000（税込： ¥315,000）

1/2（ヨコ・１Ｃ）

１C（モノクロ）

H85 × W125（mm）

¥200,000（税込： ¥210,000）

1/3（タテ・１Ｃ）

１C（モノクロ）

H186 × W40（mm）

¥150,000（税込： ¥157,500）

※その他、特殊広告にも対応いたします。詳しくはお問合せください。
※記事体広告は、1 ページあたり 50,000 円プラスとなり、「PR」の文字を規定の位置にお入れします

●表 4（1P）
ケイの枠囲みする場合、
枠のサイズ
（193mm × 133mm）

●表２見開き（２P）
広告のサイズ
（210mm×290mm）

●記事中（１P）
ケイの枠囲みする場合、
枠のサイズ
（190mm × 125mm）

●記事中（1/2P）
ケイの枠囲みする場合、
枠のサイズ
（85mm × 125mm）

●表３・目次対向・記事中
（１P）広告のサイズ
（210mm ×145mm）

●記事中（1/3P）
ケ イ の 枠 囲 み す る 場 合、
枠のサイズ
（186mm × 40mm）

※広告料金は、前金とさせていただきます。
※広告の体裁、内容等につき当誌に不適当と思われる広告は掲載をお断りすることがあります。

編集タイアップ

抜き刷り

● 編集部が取材し、記事風にまとめます。
● 読者に広告と感じさせずにアピールすることがで

編集タイアップや記事のページを抜き
刷りにして印刷物にすることにより、
さまざまな場面で活用できます。

きます。

● 製品・サービスや企業の姿勢などじっくりと読ま

せながら読者

に伝えることができます。

● 料金は、上記広告掲載費プラス製作費（1 ページ

あたり ¥200,000）となります。

お申し込み
お申込み（スペースご確認）
発売日

30日前

掲載スペースに限りがあります。お早めに
お申し込みください。

原稿ご入稿
発売日

25日前

校正

掲載原稿の内容は事前に編集部がチェックし、
表現を変更していただく場合もございます。
お問い合わせ先

発行元

事業構想大学院大学 出版部

〒107-8411 東京都港区南青山 3-13-16

広告企画部 TEL.03-3499-8412

発売元

http://mpdpress.jp

宣伝会議

〒107-8550 東京都港区南青山 5-2-1
TEL.03-6418-3331（代表） www.sendenkaigi.com

ご掲載

