
教育理念の実現に向けたナガセの教育ネットワークの取り組み

ナガセグループは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」という教育理念の実現に向けて、
未来のリーダーを輩出するために、通常の講義や受験指導に加えて実践している、他にはない取り組みをご紹介します。

生徒のつまずきポイントやその攻略法を熟知し、多くの生徒
の学力を伸ばしてきたプロフェッショナルの “楽しくて分かり
やすくてヤル気がでる” 授業が自宅で受講できます。

2020年にご登壇の先生方

過去にご登壇された先生方（抜粋）

 1月 大阪大学大学院 医学系研究科 生体防御学教室 教授、
  理化学研究所 統合生命医科学研究センター
  自然免疫システム研究チームリーダー　茂呂 和世先生
 2月 NTTドコモ執行役員5Gイノベーション推進室長　中村 武宏先生
 5月 東京大学 理学系研究科 物理学専攻、カブリ数物連携宇宙研究機構 教授　
  吉田 直紀先生
 6月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社 執行役員、
  株式会社メルカリ R4D アドバイザリーボード、東北大学 特任教授　
  森 正弥先生

ＪＲ東海 代表取締役名誉会長　葛西 敬之先生
西武ホールディングス代表取締役社長　後藤 高志先生
東京大学 名誉教授、政策研究大学院大学 客員教授、
（元）日本学術会議 会長、国会福島原子力発電所事故調査委員会 委員長　黒川 清先生
ＡＮＡホールディングス㈱ 代表取締役社長　片野坂 真哉先生
ケニア・ナッツ・カンパニー創業者、
オーガニック・ソリューションズ・ケニア／ルワンダ／ジャパン社 社長、
ルワンダ・ナッツ社 会長　佐藤 芳之先生
独立行政法人 日本学術振興会 理事長、中央教育審議会 会長、慶應義塾学事顧問、
高大接続システム改革会議 座長　安西 祐一郎先生
東京大学大学院医学系研究科 教授、日本生化学会 会長　水島 昇先生
慶應義塾大学 名誉教授、東洋大学 教授　竹中 平蔵先生
東京大学大学院工学系研究科 教授　古澤 明先生
漫画家　弘兼 憲史先生
カドカワ株式会社 代表取締役社長　川上 量生先生
元駐米大使、日米協会会長　藤崎 一郎先生

参加する生徒は、日本を牽引するトップリーダーの講演を聞くだけでなく、自分たち
はどう考え、何をするのかを徹底的にグループで議論し、最後に発表という形で締
めくくる。 

第9回最優秀賞を受賞した 武部 貴則先生 ＜所属・肩書きは受賞当時＞

第５回
（2015年）

柴田 直哉先生　東京大学大学院 工学系研究科 准教授
猪熊 泰英先生　東京大学大学院 工学系研究科 講師

第６回
（2016年）

伊丹 健一郎先生　名古屋大学大学院 理学研究科 教授
牛場 潤一先生　慶應義塾大学 理工学部 准教授

第３回
（2013年）

高橋 和利先生　京都大学 iPS細胞研究所 講師
長谷川 祐司先生　ウィーン工科大学 准教授

第２回
（2012年） 水落 憲和先生　大阪大学 准教授最優秀賞

第 1回
（2011年）

上田 泰己先生　理化学研究所 チームリーダー
中村 龍平先生　東京大学大学院 工学系研究科 助教

最優秀賞
特別賞

最優秀賞
特別賞

最優秀賞
特別賞

第７回
（2017年）

竹内 昌治先生　東京大学 生産技術研究所 教授
笹川 崇男先生　東京工業大学 科学技術創成研究院フロンティア材料研究所 准教授

最優秀賞
特別賞

永瀬賞 表彰歴

第 9回
（2019年）

第 8回
（2018年）

茂呂 和世先生　理化学研究所 統合生命医科学研究センター チームリーダー
沙川 貴大先生　東京大学 大学院 工学系研究科 物理工学専攻 准教授

東京医科歯科大学 統合研究機構教授横浜市立大学 特別教授、 
シンシナティ小児病院 オルガノイドセンター 副センター長

林 悠先生　筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構(WPI IIIS) 准教授/主任研究者
武部 貴則先生最優秀賞

特別賞

最優秀賞
特別賞

第４回
（2014年）

内田 健一先生　東北大学 金属材料研究所 准教授
水島 昇先生　東京大学大学院 医学系研究科 教授

最優秀賞
特別賞

最優秀賞
特別賞

中学生テスト

小学生テスト高校生テスト

ディスカッションでは、生き生きと意見が飛び交います。

ハーバード大

対象大学

プリンストン大 イェール大

マサチューセッツ工科大 カリフォルニア工科大 ケンブリッジ大（英国）スタンフォード大

　「AQIT（アキット）」は、日本国内初
のオリンピック仕様公認競技用プール
として、2016年5月に完成。スイマー
が泳ぎ切った直後にその場で自分の泳
ぎを確認することができる最新の泳法
解析装置を備えた世界最高レベルの
施設です。2021年の東京オリンピッ
クに向けて、水泳を通して日本全体に
勇気と感動を与えていくため、トップス
イマーに存分に活用していただきたい
と願っています。

日本国内初、世界最高レベルの施設 「ＡＱＩＴ」の設立

■AQIT仕様　長さ／50.00m　幅／20.51m　水深／3m　コース／8レーン
レーン幅／2.5m　映像泳法解析カメラ／37台　総工費／50億円

　英語による発信力を飛躍的に伸ばす、「校内留学」体験です。日本人が英語を
話せないのは英語で話す機会が少ないから。そこで５日間、All Englishの環境で
ディスカッションやプレゼンテーションに挑戦します。英語で「自ら話す」経験
を圧倒的に積み重ね、英語による表現力・発信力を飛躍的に高めます。

「東進グローバルイングリッシュキャンプ」の
 開催

　高2・高1の東進生を対象に、2007年から中国トップ
クラスである清華大学への短期留学を実施。厳正なる審
査をもと、全国から高い志を持った30名を選抜し、無料
招待しています。大学で充実した講義を受けるだけでな
く、企業訪問や現地学生とのグループディスカッション
などを通じて、世界の仲間たちと協力し合い、世界が抱
える問題、さらには将来の夢・志について考えるきっか
けが得られます。

「中国・清華大学短期留学」の実施

　高2・高1の東進生を対象に、
2007年から中国トップクラスであ
る清華大学への短期留学を実施。厳
正なる審査をもと、全国から高い志
を持った30名を選抜し、無料招待し
ています。大学で充実した講義を受
けるだけでなく、企業訪問や現地学
生とのグループディスカッションな
どを通じて、世界の仲間たちと協力
し合い、世界が抱える問題、さらに
は将来の夢・志について考えるきっ
かけが得られます。

「米国大学留学支援制度」の実施（英国の大学含む）

　学びたい内容で大学・学部を選んでもらうため、日本を代表する大学
の超一流教授陣が集まり、人生をかけて取り組む研究について講演して
くださるのが「大学学部研究会」です。各分野の最先端で活躍されてい
る先生方の講義は、生徒たちに「自分が将来取り組みたいことは何
か？」という夢を見つけるきっかけをつくり、人生をかけて取り組む志
＝ライフミッションへと昇華させる大変貴重な機会です。中高生に限ら
ず、保護者、および学校の先生方も対象に無料招待しています。

 「大学学部研究会」の開催

　各界のトップリーダーによる講演会と、ワークショップが
セットになった特別授業を開催。日本を牽引するトップリー
ダーの知見から学び、視野を広げるとともに、仲間と徹底的
に議論し、チームの意見をまとめて発表するワークショップ
を通じて、リーダーに必要な資質であるコミュニケーション
力と発信力を鍛える場を提供します。

 「トップリーダーと学ぶワークショップ」の開催

　独立自尊の精神と熱きフロンティアスピリットを持った学生に向けた「大学生・大学院生起業支援」です。全国の大学生・大学
院生を対象に、1件当たり最大1億円、総額3億円を起業支援基金として準備。起業プランの将来性や内容を厳正に審査し、プレ
ゼンテーション力や本人の熱意や想いを踏まえた上で、自ら進んで努力する未来のリーダーを支援しています。

「大学生・大学院生起業支援」の実施

「学生ビジネスプランコンテスト」の開催
　東進ビジネススクール主催の「学生ビジネスプランコンテスト」
は、社会に存在するさまざまな問題を解決するためのビジネスプラン
をチームで競い合います。課題を緻密に分析し、いかに実現性のある
ビジネスに結び付けていくかが問われるため、社会で活躍するために
不可欠な論理的課題解決能力を養う絶好の場として、毎年多くの大学
生が参加しています。決勝大会では、学生が審査員である各界のリー
ディングカンパニーのビジネスパーソンの前でプレゼンテーションを
行います。

「アメリカ Ivy League 視察団」の派遣
　全国統一小学生テストの決勝大会における、表彰制度の一環として、
2008年からハーバード大学やコロンビア大学といったアメリカを代表す
る大学や、エリート養成校である10スクールズ（寄宿制の高等学校、名門
ボーディングスクール）などを視察する「アメリカ Ivy League 視察団」
を派遣。毎年小学4年生30名を無料招待しています。グローバルな目を養
うと共に、同世代の仲間と積極的に意見を交わし切磋琢磨することによ
り、未来のリーダーへの一歩を踏み出すことを目的としています。

「全国統一テスト（小・中・高）」の開催
　小・中・高を通して学力を測るだけ
でなく、学力を伸ばす模試として年2
回47都道府県で開催。全国の小学生、
中学生、高校生30万人以上を無料招待
しています。勉強に励みライバルと競
い合い、高め合うことで、日本の未来
を担うリーダーとしての資質を養うこ
とを目的としています。各テストで
は、成績優秀者による決勝大会も行
う、いわば学力の全国大会です。

最先端の研究を行う若手研究者へ贈る
「フロンティアサロン永瀬賞」の設立
　優れた若手研究者のサポートを目的として活動する「フロ
ンティアサロン財団」を支援するもので、2011年に設立。
世界を牽引し、人類の未来への貢献に繋がる研究に取り組む
若き研究者に贈られる賞です。また、東進生を対象に、永瀬
賞受賞の先生から直接講義を受ける特別講義「サイエンスセ
ミナー」も無料開催。最優秀賞受賞者には、賞金2,000万円
が贈呈（2019年実績）されました。

「東進オンライン学校」の開校
　東進オンライン学校（四谷大塚オンライン小学校／東進オンライン中学校）は、
「いつでもどこでもだれにでも 最新にして最高の教育を提供する」という、東進の
「教育の機会均等」の理念に基づき、私どもが30年に渡り培ってきたディスタン
ス・エデュケーションの技術やノウハウを活用して、全国の小学生・中学生の学び
を支える取り組みです。2020年４月の「全国統一オンライン講座」を経て、
2020年6月に開校しました。東大現役合格実績No.1の東進と、中学受験教材シェ
アNo.1の四谷大塚がタッグを組んで、算数・数学の講座をはじめとした学習システ
ムや、未来発見講座など学習のモチベーションを高める講座を、小学校・中学校卒
業まで無料で提供しています。

白熱したプレゼンを終えた後は、参加者全員で記念撮影（決勝大会）

ディスカッションやグループワークを実施する
英語漬けの5日間

高校教員向け「夏の教育セミナー」の開催
　2021年実施の「大学入学共通
テスト」に向けて、学校現場での
指導内容も大きく変わっていきま
す。そのようななか、当社は日本
教育新聞社とともに、文科省など
から有識者をお招きし、高等学校
の先生方を対象にセミナーを毎年
開催。大学入試改革への理解を深
めていただきます。

2019年は全国主要都市12会場で実施。
約5,000名の高等学校の先生にご参加頂きました。

分科会は、具体的な授業の実演や
アクティビティを行うなど実践的な内容です。

※2020年はオンラインで実施

コロンビア大学のアルマ・マター像と記念撮影

＜所属・肩書はご登壇当時＞

＜所属・肩書はご登壇当時＞


