国際競争力が問われる昨今、産業界から大学への要求も高度化し、大学の存在意義、教育の在り方が問われています。この
厳しい時代を勝ち抜くために、各大学では創意工夫を重ね、カリキュラムの変革などを図っていますが、それを積極的に開
示し、大学のプレゼンスを向上させることが今、求められています。
本企画「CAMPUS ing」は、次代を担うグローバルな人材を戦略的に育成している頼もしい大学・大学院の姿を、週刊ダ
イヤモンドならではのアプローチで記事制作をいたします。
4色2㌻：1,700,000円（G）税別
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企画タイトル
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フォーマット内に掲載します。

14W×140行＝1960W程度
・小見出し
MAX ８W×３行×３本分含む

大学名
5

本文
7

大学名、〒住所、
電話番号、URLの４項目
8
9
5

制作／ダイヤモンド社
クロスメディア事業局
PR表記は入りません
形式の項と同じ

制作／ダイヤモンド社クロスメディア事業局
制作／ダイヤモンド社クロスメディア事業局

クレジット

14W×134行＝1876W程度
・小見出し MAX ８行×３行×３本含む

6

本文

2005年4月に開設した大
学院の新校舎学内合同企
業説明会

1946年生まれ。
東京大学法学部卒業後、
68年ダイヤインターナシ
ョナル入行。88年ダイヤ
銀行大阪支店長、96年取
締役東京支店長など歴任
後、97年ダイヤリゾート
副社長に就任。2004年よ
り現職

トメニューを用意する意向だ︒

●教員数

7
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●教員数
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学部生
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●学部数
●研究室数
●生徒数
ダイヤモンド大学
東京都渋谷区神宮前6-12-17
03-5778-7222
http://www.diamond.co.jp/
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ダイヤモンド大学
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わが大学の
グローバル人材戦略
大学データ
大学データ
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わが大学の
グローバル人材戦略

21
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2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会
2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会
2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会

20

20

2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会

MAX18W 〜８行程度

2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会

2

貴学を象徴するテーマに沿ったメイ
ン以外の写真や図版。図版は弊誌デ
ザインにあわせて加工します。

20

20

取材対象者である
トップの氏名を
いれたリード
1

インタビュー中の
バストアップ写真を撮影します。
・インタビュー者のプロフィール
12W×12行

メインタイトル
2

MAX11W×４行程度

貴学、理事長、学長、教授の
取材対象者インタビュー写真
MAX18W×８行程度

貴校を象徴するテーマに沿っ
た写真や図版。
・各ビジュアルのキャプション
30〜40W程度

2005年4月に開設した大学院の新校舎
学内合同企業説明会

①インタビュー形式
②記事体形式

3

トップの人物写真以外に
ビジュアル３点程度
4

リード
1

貴学のキャンパス、研究施設、
人物などテーマに沿った写真
を撮影します
3

メインの写真以外にビジュアル
３点程度
4

わが校のグローバル人材育成戦略

金】
【料

訴求テーマに沿って理事長、学長、教授へのインタビューをいたします。
本文は一問一答式となります。
ビジュアルはメイン写真としてインタビュー対象者１点、サブとして３点程度を予定しています。
弊誌委嘱記者が貴学の訴求テーマを取材。記事体形式でまとめます。理事長、学長、教授だけでなく学生への取材も可能です。
また、コメントは「」で、記事の中で引用し、活かしていきます。ビジュアルはメインに訴求テーマにそったもの（写真、完成
予想図など）１点、サブとして３点程度を予定しています。

CAMPUS ing
キャンパス
アイエヌジー

【本企画の趣旨】

