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子ども教育に関する調査、研究

体験提供、行事補助などの活動
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SCLAについて
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出前授業どっとこむの運営

運営会社 一般社団法人 子ども教育科学創造研究所(SCLA)

代表者 代表理事 井田貴大

所在地
〒141-0001 
東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F

TEL 03-5544-8640（平日 10：00～18：00）

FAX 03-5544-8641

Webサイト https://scla.or.jp/

■主な事業内容

■法人概要
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出前授業どっとこむは、思い出づくりを子どもたちと一緒に をコンセプトに、教育関係者の皆様と

CSRに真摯に取り組む企業・団体・個人の皆様のご縁を結ぶご支援を目的とし、スタートいたしました。

出前授業での出会いや体験が子どもたちの『心』を動かし、学ぶことの楽しさを知り社会への関心を高め、

より良く生きるための基礎を身に付けられると考えます。

本サイトでは【対象学年】と【目的】を入力することで、簡単に出前授業を検索できます。

開催に向けた段取り等は、全て出前授業どっとこむのコンシェルジュが担当させていただきます。

子どもたちの思い出に残る授業になりますよう、心を込めてサポートさせていただきます。

変化を続ける新しい時代に生きている子どもたちが、自らの将来に向けて希望あふれる夢を描くお手伝いが

できれば嬉しく思います。

全ては、子どもたちのために。

出前授業どっとこむ CONCEPT
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出前授業について1
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１－２ 企業が出前授業を行うメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１－３ 子どもたちの「生きる力」を育成するキャリア教育の必要性・・・・・・・・・・

出前授業どっとこむの説明

２－１ サービス概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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２－８ 掲載イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２－９ サービスご利用の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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出前授業について1
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■自立した「生きる力」の育成

●学校の学習と社会とを関連付けた教育

●生涯にわたって学び続ける意欲の向上

●社会人としての基礎的資質・能力の育成

●自然体験、社会体験等の充実

●発達に応じた指導の持続性

●家庭・地域と連携した教育

企業の社員や専門的な知識を持った社会人が、教育現場に出向いて子どもたちに授業を行う学習プログラムです。

教育現場では、キャリア教育の一環としての需要が高まっています。

普段の単元授業では経験できない体験を通して、学校での授業が社会や自身の人生に深く繋がっていることを知ることができ、また、働

く人や消費者の立場になり考えることで、人々がそれぞれの役割を分担しお互いに支え合って実社会が成り立っていることを学べます。

出前授業は、子どもたちの生きる力が向上すると同時に、実際に社会で活躍する大人と接することで社会への不安が解消され働くことへ

の希望が高まり、自分の力で生き抜くヒントを与えることができます。

教育現場がキャリア教育として「出前授業」に求めること
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Point
1

Point
2

・子どもたちが社会で自立して生きる力を育てたい
・学校や家庭で学ぶ以外の知識や技能を企業の大人たちから学び、
社会に役立つ仕事のヒントを自らの力で導く力を養いたい

・子どもたちに働くことへの希望を与えたい
・実際に社会で活躍する企業の大人と接することで、勤労の意味を
考えさせ、また、コミュニケーション能力を向上させたい

出前授業とは



社員が講師として参画することで、自分たちの会社や事業の社会的意義を理解し、誇りを持つようになります。
様々な部門の社員が、同じ目的をもって活動することで、全社的な横のつながりについて考えたり、知る機会になったり、
社内の連携も深まります。

社員のモチベーションの向上

次世代の象徴である子どもたちに、直接企業のメッセージを伝えることで、企業ブランドの印象を与え、存在価値を高めます。

✔例えば……
・電気メーカー「算数に興味持ち、子どもたちが大人になったときに当社で働いてほしい」

将来の貴重な人材を確保・育成

企業理念や企業スローガンを子どもたちに届けることで各家庭での会話に波及させ、企業の好感度向上が期待できます。

✔例えば……
・総合商社「当社のお客様は企業ばかりで一般の方々の認知度が低い。子どもたちに知ってもらうことで、好感度を高めたい」
・食品メーカー「当社を身近に感じてもらえれば、自社商品を買うきっかけになり、将来の業績が安定する」

企業価値向上（企業ブランディング）につながる
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企業が出前授業を行うメリット

企業における社会貢献活動（CSR）は年々関心が高まっており、多くの企業が様々な活動に取り組んでいます。

企業の社会的責任を教育の現場で還元できる、「出前授業（教育CSR）」は、企業と学校、双方にメリットがある人気のプログラムです。
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未来を担う子どもたちが、子どもから大人になる過程で直面する様々な課題に積極的に取り組み

社会人として果たすべき多様な役割に気づき、それぞれにふさわしい将来を築いていくために必要な

意欲・態度や能力を育てることが必要とされています。

子どもたちの「生きる力」を育成するキャリア教育の必要性

文部科学省ではキャリア教育を「一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、

キャリア発達を促す教育」と定義してます。

平成17年に制定された次世代育成支援対策推進法では、企業に対し、次世代を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境を整

備するよう義務づけました。

「次世代育成は企業の社会的責任である」という理念に基づき、社会貢献活動の一環で『出前授業』を行いキャリア教育に取り組ん

でいる企業が増えています。

経済産業省では、企業や経済団体等による教育支援の取組を奨励・普及するため平成22年度に『キャリア教育アワード』という表彰

制度を創設しました。平成23年度からは最も優秀と認められる取組には経済産業大臣賞を授与しています。
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出前授業どっとこむの説明2



オプションサービス

・出前授業の構築

・事務局業務の運用代行

・授業で使用する教材、台本などの作成

・授業後のアンケート実施、回収、集計

・プラットフォームの提供

・出前授業の登録や募集

・教育関係者の皆様からの問い合わせ対応

・授業のフィードバック

基本サービス

✔CSR活動（出前授業）を提供したい

✔ブランドイメージを構築したい
✔顧客からの信頼を高めたい

✔従業員の満足度を向上させたい

✔出前授業を探している

✔子どもたちの可能性を広げたい
✔子どもたちにワクワクする経験を提供したい

✔業務の時間短縮をしたい

企 業 学 校
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サービス概要
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■TOPページ

❶ メインメニューの【対象学年】と【目的】を選ぶ※【こだわり条件】から、詳細な条件を設定できます

❷ 興味のある授業に問い合わせる

❸ コンシェルジュとやり取り ※お問い合わせ内容への回答・条件のすり合わせ等、疑問点の解消

❹ お申し込み

❺ コンシェルジュとやり取り ※日程調整・その他問い合わせ等

❻ 授業当日

■検索者（教育関係者の皆様）のサイトご利用の流れ

✔【対象学年】と【目的】を選ぶだけで
簡単に検索！

✔授業開催に向けたやり取りは
全て出前授業どっとこむコンシェルジュが担当

Point
1

Point
2

特徴

【対象学年】と【目的】を選ぶだけで簡単に検索ができます。気になった授業へのご質問・ご相談・授業のスケジュール調整等、

教育関係者の皆様と企業の皆様とのやり取りは、全て「出前授業どっとこむ」のコンシェルジュが担当させていただきます。
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子どもたちや教育関係者の声をもとに、授業の改善ができます

出前授業の実施に関わる時間の削減に繋がり、コア業務に専念できます

・教育機関との調整は、日程だけでなく機材や環境も必要であるため、意外と工数がかかります

教育関係者の皆様との接触の機会が増えます

・「出前授業」や「出張授業」等が検索メインキーワードであるため、
SEOで上位表示されていなければ問合せが来ることが難しい現状をフォローできます
・教育関係者の目線で構成したため、顕在層に直接アプローチができます

１

2

3

選ばれる３つのポイント



50.2%

48.4%

1.4%

dedsktop mobile tablet
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検索状況

検索上位クエリ Google順位

出前授業 1位

出張授業 1位

出前授業どっとこむ 1位

出張授業 小学校 1位

出前講座 企業 無料 1位

出前 教室 1位

出前授業 小学校 1位

出前授業 人気 1位

出前 講座 無料 1位

出前授業 中学校 2位

2022年1月から、メインキーワードである「出前授業」「出張授業」でSEO1位を維持できています。「SDGs」や「オンライン」と

いった時代に合わせた複合キーワードでの対策も行う予定です。アクセスはPCが多く、滞在時間も比較的長いのが特徴です。
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成長推移

2023年3月までに

100社／120授業
を目指します

2021年11月のリリース以来、授業数も実施数も毎月増え続けており、2022年3月時点で40社、50授業を越えています。

2023年度までには企業数100社を目指し、これからも満足度の高い出前授業を提供し続けます。
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導入企業のご紹介

他多数

大手企業やベンチャー企業に限らず、個人事業主の方や社会人サークルなど、幅広くの方に導入していただいています。

教育関係者からの需要は企業規模や形態は問わず、学校の方針や今の時代に合っているか等が求められています。
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導入事例

株式会社LIFULL

授業タイトル：「年齢について考えることから、
⾃分らしい⽣き⽅を⾒つける」

内容：LIFULL様の作成した「年齢の森」というコン
テンツを元に、年齢差別に対して問題提起と学習す
る道徳の授業を作成

有限会社 船宿 あみ達

授業タイトル：Coming soon

内容：Coming soon

出前授業の検索サイトの運営の他にも、人材育成や地域貢献に積極的な企業と提携し、出前授業の構築を行っています。

企業からは伝えたいメッセージを細かくヒアリングし、学習指導要領やSDGsなどと絡めながら、子どもたちにとって最適な内容に落とし込ん

でいます。
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■全体図 ■授業紹介部分 ■授業内容部分

掲載イメージ

授業の詳細に関するページには、企業名と授業名が一番目につくところにあり、授業イメージが分かる画像を2枚まで入れられ

ます。教育機関が知りたい情報を分かりやすく並べた構成になっています。
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申込書、ヒアリングシートのご記入・掲載写真のご提出❶

当社団にて情報を入力いたします（1～3営業日ほど）

教育関係者の皆様からの問い合わせ対応（コンシェルジュが対応いたします）
※御社の申込書・ヒアリングシートをもとにご質問、ご相談に回答いたします
※必要に応じて、御社ご担当者様にお問い合わせさせていただきます

お申し込み

授業当日

❷

❺

❹

教育関係者の皆様と授業開催までの調整（コンシェルジュが対応いたします）
※必要に応じて、御社ご担当者様にお問い合わせさせていただきます

❻

フィードバック

❸

❼

私たちが御社にお願いしたいことは 子どもたちを笑顔にしていただくこと
教育関係者の皆様との詳細なやり取りは出前授業どっとこむコンシェルジュにお任せください！

サービスご利用の流れ

教育関係者の皆様からのご質問やご相談だけでなく授業のスケジュール調整等、全て「出前授業どっとこむ」のコンシェルジュが
対応いたします。お気軽にご相談ください。
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事務局業務の運用代行

１

メニューのご案内

2

出前授業の構築、教材や台本の作成

■有料プラン

■無料プラン

出前授業どっとこむ、当社団HPでの企業ロゴ掲載

授業内容の案内代行（申込者から問い合わせがあった場合のみ）

１

2

3

出前授業どっとこむへの掲載、問合せ対応

電話番号発行、受付対応、各種資料の送付等

アンケート実施、回収、集計

３

４

希望校とのマッチング

有料プランに関しては、ご要望をお聞きした上でお見積りを出させていただきます。
上記以外のご要望もお気軽にお問い合わせください。



こどもらしさのなかにある

おおきなこころそだてます


