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Mac Fan2022 年 10 月号（8 月 29 日発売号）特集
『学校と家庭で役立つ！ iPad の創造的学習のススメ』

販売促進施策のご提案

Medium of Apple Culture

株式会社マイナビ出版
総合企画部
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特集『学校と家庭で役立つ！ iPad の創造的学習のススメ』
販売促進施策のご提案

文教市場に向けたベンダーソリューションを拡販するための施策のご提案です。

Mac Fan では、過去に 3 回、文教市場向けに冊子コンテンツを制作し、多くの自治体・学校関係者か
ら非常にご好評をいただきました。

　2018 年 6 月号：21 世紀型スキルを育むための Apple 活用
　2020 年 4 月号：「GIGA スクール構想」対応　1 人 1 台の iPad で学びはどう変わるか
　2021 年 9 月号：iPad の [ 創造的学び ] ハンドブック

GIGA スクール構想により、1 人 1 台の学習用コンピュータの導入が完了しました。
しかし、導入したものの積極的な利活用が進んでおらず、多くの学校では「使いこなせていない状態」
になっていることが多いのも実情です。

1 人 1 台の iPad を導入してきた学校の先生たちによる、iPad を利用した革新的な授業のカリキュラム
や、実践例、導入事例などが中心になり、「学校」のシーンで役立つ（教育者向けの）コンテンツを盛り
込みます。
また、特集内では「家庭」でも役立つ活用方法を紹介するため、想定読者を「先生」だけに絞らず、教
育に関心のあるご家庭にも届く特集となっています。

Medium of Apple Culture

「GIGAスクール構想」対応
1人 1台の iPad で学びはどう変わるか

21世紀型スキルを育むためのApple 活用

2018年9月号特別編集

21世紀型スキルを
育むための
Apple活用

iPadを採用した5事例と
ADE（Apple Distinguished Educator）が
推薦するICT環境

iPad の [ 創造的学び ] ハンドブック

※今回は付録冊子ではなく、本誌特集内の企画です。
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●2022年 10月号（8月29日発売号）特集の概要

【特集実施背景】

「GIGA スクール構想」によって全国の小中学校で “1 人 1 台端末の学び” が本格スタートし、2 年目を迎えました。

ICT を活用することで、個別最適化され、創造性を育む教育が実現している学校がある一方で、当初の予定より前倒しで整備さ
れたこともあり、GIGA スクールの意義などが浸透しておらず、導入したことで手一杯になってしまっている学校もあり、学校
間の “格差” も開いている印象があります。

「GIGA2 年目」で浮き彫りになってきた課題を解決しないことには、“1 人 1 台端末の学び ” は進みません。

そうした中で、弊誌『Mac Fan』は、端末の利活用に悩む教育現場の力になるべく、学習者用コンピュータ（iPad）を「学校」
と「家庭」で利活用するための記事を制作します。

教科別の iPad 授業ガイドをはじめ、Apple が認定する「Apple Distinguished Educator」による iPad の革新的な授業アイデア、
学校・家庭での学びに “ 効く ” 学習用アプリや機器など、さまざまなコンテンツを掲載予定です。

Medium of Apple Culture

2022 年 10 月号では、以下の特集を予定しています。

第１特集：即効！ MacBook モバイル活用術（30 ページ前後）
第２特集：新 iPhone を買う前にすべき 10 のこと（14 ページ前後）
第３特集：学校と家庭で役立つ！ iPad の創造的学習のススメ（20 ページ前後）
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Medium of Apple Culture ●文教向け特集ご提案メニュー

①純広告プラン

②記事広告プラン

広告メニュー 広告仕様 備考 価格（税別）

表 3（4C） 天地 284× 左右 210mm ※限定 1 社 350,000 円

表 4（4C） 天地 265× 左右 195mm ※限定 1 社 500,000 円

前付（4C1P） 天地 284× 左右 210mm ※限定 2 社
Mac Fan の目次など編集記事の対向ページに掲載します。 300,000 円

特集前（4C1P） 天地 284× 左右 210mm
※限定 1 社

文教特集の直前に掲載します。広告と編集記事が自然に繋が
るため読者に効率よく訴求できます。

350,000 円

特集後（4C1P） 天地 284× 左右 210mm
※限定 1 社

文教特集の直後に掲載します。広告と編集記事が自然に繋が
るため読者に効率よく訴求できます。

350,000 円

広告メニュー 内容 価格（税別）

ソリューション紹介（4C1/2P） 素材シートに記入いただき、いただいた情報をもとに編集部が貴社サー
ビスの紹介記事を執筆します。特集に興味を持った読者に訴求します。 300,000 円

ソリューション紹介（4C1P） 素材シートに記入いただき、いただいた情報をもとに編集部が貴社サー
ビスの紹介記事を執筆します。特集に興味を持った読者に訴求します。 450,000 円

事例取材（4C2P） 編集部が貴社サービス導入校へ取材を行い、記事にまとめます。
取材候補をご提示いただければ、取材交渉から対応します。 950,000 円

申込締切：7月8日（金）　入稿締切：7月15日（金）

申込締切：6月29日（水）
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Medium of Apple Culture ●文教向け特集ご提案メニュー

③オプションプラン
純広告、記事広告を出稿いただきまして企業様へ、
さらなるオプションプランをご準備いたしました。
ぜひともご検討ください。

※詳しくは営業担当にお問い合わせください。

広告メニュー 内容 価格（税別）

Mac Fan TV を活用した動画プロモーション※
Mac Fan 公式 Youtube チャンネル「Mac Fan TV」で貴社ソリューショ
ン・サービスを紹介します。誌面では伝えきれない魅力を編集長が自ら
解説します。

200,000 円 /10 分

二次利用 ソリューション紹介記事や導入事例、編集記事を営業ツールとしてご利
用いただけるよう PDF にして納品します。 50,000 円 /1P

抜き刷り
貴社の営業ツールとして活用しやすくなるよう、抜き刷りを行い指定場
所に納品します。部数・ページ数によりお見積もり金額が異なりますの
で営業担当者にご相談ください。

要御見積

【Mac Fan TV とは】
Mac Fan 編集部が運営する公式 YouTube チャンネル。1994 年創刊で日本唯一の Apple 専門誌が、
Apple 業界を盛り上げるべく、最新の Apple 製品や周辺機器のレビュー、また最新の iPhone や iPad、
Mac の Tips を紹介しています。『Mac FanTV』は Mac Fan の持つブランド力と発信力を十分に詰め
込んだ新しい媒体と位置付けて、Mac Fan や Mac Fan Web と連携を行い、読者の満足度向上や新規
ユーザの固定化につなげていきます。

チャンネル登録者数：8220 人（2022 年 6月 1日時点）
平均再生回数：約 3,000 回
平均投稿本数：毎月約 10 本
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Medium of Apple Culture ●お問い合わせ

株式会社マイナビ出版
〒 101-0003  東京都千代田区一ツ橋 2-6-3 一ツ橋ビル 2F

部　署：総合企画部
メール：ad@mynavi.jp
電　話：03-3556-2732


