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私学マネジメント協会（SMA）とは
私学マネジメント協会は、新しい学校経営を創造する機関として2010年４月に
設立されました。
学校経営に「実際に役に立つ」情報や知識を学ぶ機会として多くの私立中高に
ご賛同いただき、積極的に活動にご参加いただいております。

サービスの特徴と利点
役立つ情報が得られる
会員誌『FORWARD』（隔月）、私学マネジメントニュース〔メールマガジン〕（隔週）、各種講演会・
研修など本協会のサービス全てにおいて「私学経営に役立つ」情報を得ることができます。

私学経営という視点に特化し、編集した会員誌を隔月でお届けします。
私学の経営課題に直結するテーマに対し、各分野を専門とする執筆者が独自視点で切り込みます。

会員誌『FORWARD』の発行（隔月）

教育や学校経営に関する最新情報をタイムリーにお届けします。
教育行政の動きや学校に関連する企業の取り組み、セミナー・イベント紹介などお役に立つ情報を
ご提供します。

私学マネジメントニュース[メールマガジン]配信

コーナー紹介
・コアネット教育総合研究所員によるレポート 「Focus」
・大学教育、学部紹介 「未来を創る注目の大学Selection」
・中高先進校事例紹介 「New Education Topics」
・教育にまつわるトレンド発信 「Catch Eye」
・専門家による学術論文掲載 「Article」

コンテンツ紹介
・教育PickUPニュース
・私学マネジメント協会講座紹介
・学校マネジメントQ&A
・ICT news wave
・おすすめの一冊
・カムCome私学

東西の国会図書館にも納品中

2

Concept About
1. 学校経営に役に立つ情報を提供します。
2. 先生方の更なる「成長機会」を提供します。
3. 会員校同士のネットワークづくりを実現します。
4. 各校の課題やニーズに応じて経営上のヒントを提供します。

いつでも相談ができる
学校のマネジメントに関するご相談を電話やメールで随時受け付けています。
予算を組むほどのコンサルティングではない、ちょっとした相談からお気軽にお寄せください。

学校マネジメント相談

・労務分野
・財務分野
・震災対策

外部の専門家との連携によりご相談可能な分野

マーケティング
・生徒募集に関すること
・入試に関すること
・広報･広告に関すること
・私学業界･受験生動向

マネジメント
・経営管理体制に関すること
・学校評価に関すること
・授業評価に関すること
・カリキュラムに関すること

経営戦略
・ビジョン構築に関すること
・経営計画策定に関すること
・教育目標策定に関すること

組織・人事
・教員採用に関すること
・教員育成に関すること
・人事制度に関すること
・組織体制に関すること

コアネット教育総合研究所の各分野の専門研究員がお答えします。
事案によっては学校を訪問して相談を受けることも可能です。
実作業を伴う場合については、別途費用をいただく場合もございます。

例えば
・どのように教員研修の効果を高める工夫をすればよいでしょうか。
・午後入試の開始時間は何時がよいですか。
・本校の教育を海外在住の帰国生にどのように広報すればよいでしょうか。

など

会員校特典
会員校特典として

学校開催の研修
（企画・講師派遣）

各種アンケート調査
を会員価格でご利用いただけます。
詳細はお問い合わせください。

ご相談可能な領域（例）　外部専門家の紹介・連携も含め、対応可能な領域の幅が広がっています

私学マネジメント相談
お問い合わせ窓口

TEL：045-914-3005 / FAX：045-914-3015
sma@core-net.net

・校舎建築
・情報セキュリティ
・メディア対応

・総合学習のプログラム構築
・ICT教育

・グローバル教育プログラムの構築
・海外留学、海外大進学サポート
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講座紹介

教員研修の場としてフレキシブルに利用できる（フリーパス制）
経験年数や役職別に設けられた研修メニューを、何回、何名でもご利用いただけます。

他校の情報を知り、交流ができる
各講演会や研修などで他校の先生方と交流ができ、有益な情報交換の場となります。

フリーパス制度について
本協会にお申し込みいただくと、講演会・研修には、基本的に何回、何名でもご参加いただくことが
できます。（１講座に４名以上ご参加の場合は、事前にご相談ください）
■１校につき３枚のパスカードをお渡ししております。
　定員を超える講座は、人数調整をお願いする可能性もございます。ご了承ください。
■パスカードは入会時の発行となり、年度ごとの再発行はしておりません。再発行をご希望の場合は事務局までご連絡ください。

学校運営を担う現場の先生方から管理職の先生方まで、幅広い対象・テーマで講演会や研修をご用意
しております。発足以来９年間の間で約7,500名超の先生方にご参加いただきました。

講演会・研修
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講演会・研修対象者イメージ
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講演会 生徒募集・入試広報分野 教務・進路指導分野 組織分野 階層別研修

NEW2019年度開催予定会場：東京・大阪・仙台・広島・福岡・名古屋
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講演資料・抄録お渡しサービス
私学マネジメント定例セミナーの講演資料・抄録を無料でお渡しします。
「参加したいが都合が合わない」「欠席をしてしまった」「遠方で聞きに行けない」などの方は、
事務局までご連絡ください。後日郵送にてお送りいたします。

定例セミナー（講演会）
私学マネジメント定例セミナーでは「経営戦略」「マネジメント」「マーケティング」「組織・人事」といっ
た学校経営に欠かせない分野のテーマを設定し講演会を行います。企業の経営者の方や大学の教授
など、その分野において、第一線で活躍されている専門家を招き、最新の知識や情報を習得します。

※今年度のセミナーの詳細は、別紙の「セミナー一覧」や各セミナーのDMをご覧ください

過去の講師・参加者の声（抜粋）

「日本社会の変容と中等教育の課題」
本田 由紀氏（東京大学大学院教育学研究科 教授）
多くのデータの裏づけのもと、とてもわかりやすく解説していただき、大変
熱のこもった講演だった。教育の現場でも日本社会の現状を踏まえつつ、
実践に取り組みたいと思う。

「チームリーダーに必要なスキル」
髙島 宏平氏（オイシックスドット大地株式会社　代表取締役社長）
なにかを成し遂げている方の言葉は胸にとても刺さります。
企業と教育現場の違いはありつつも、教員、生徒の育成において、とても
参考になる内容でした。

「予測不能な時代に求められる人材　～グローバルタレントの育成法～」
伊藤 嘉明氏（X-TANK コンサルティング株式会社　代表取締役社長）
世界の最前線にいらっしゃる方のお話を聞くことができ、とても光栄でした。
日本の10年後、20年後の不安は、教育においても強く感じています。
「このままでいいのか」を問い続けるモチベーションをいただきました。

「グローバル社会に必要とされるコミュニケーション術・『対話能力』とは」
平田 オリザ氏（劇作家）
今まで気づくことができなかった新しい価値観をわかりやすい言葉で示していただき、コミュニケーション力
の本質が見えた気がする。

「夢をかたちに」
江夏 拓三氏（霧島酒造株式会社　代表取締役専務）

企業経営にあたり、全従業員の幸せを願う姿勢や、「下にもぐりこむ力」
（＝現場の中に入り込んで共に考える力）など、大変参考になりました。

「野球を通した子どもたちの教育」
仁志 敏久氏
野球の技術、戦術だけでなく、人間としての成長や人生を教えておられる姿
勢、教育観を、ぜひお手本にさせてもらいたいと思える内容でした。
子どもたちへの声かけの方法、心構えなど、ヒントをたくさんいただけまし
た。部活動だけでなく学級運営においても非常に役に立つ内容だった。

大
学
教
授

企
業
人

専
門
家

企
業
人

企
業
人

専
門
家

黒霧島
霧島酒造株式会社

5



個別相談や塾訪問に使える
生徒募集担当者のための面談スキルアップ講座

学校説明会の個別相談、外部フェアなどの相談、塾訪問面談の
際などに自校の何を伝えるか、相手のニーズを探り、整理し、魅
力を十分に伝え感じてもらうことができる個人対応のスキルを
実践的に学びます。実際に面談を想定したロールプレイで実践
しながら、受験生・保護者・塾を満足させる面談スキルを身に付
けていきます。

名古屋・広島

講座紹介
実践力向上講座（開催予定講座内容抜粋）

学校運営を担う先生方の日々の業務に直結するテーマで直ぐに役立つ知識や情報を習得する講座です。
「入試・広報・募集活動」「進路指導」「マナー講座」などすぐに活用できる実践的なメニューです。

※今年度のセミナーの詳細は、別紙の「セミナー一覧」や各セミナーのDMをご覧ください

＜入試広報分野 講座例＞

＜教務分野 講座例＞

EdTech（Education × Technology）で変える
ICT利活用の授業の創造と実践を学ぶ講座（仮）　NEW

公立校のICT基盤の整備が急速に進む中で、私学としても、教育ICTの導入は不可欠の課題と
なっています。一方、「せっかく導入しても活用の輪がなかなか広がらない」という悩みも多く
聞かれるようになっています。教育ICTを利活用した新しい学びをどのように推進していくか。
先進校や専門家であるマイクロソフト社からの講師も交えながら、お伝えします。

東京・大阪

新しい教育を創造・発信し、募集の方法とマネジメントを学ぶ
生徒募集パワーアップ講座

募集広報を担当する実務者・マネジャーを対象として、生徒募集全般に関わる業務を体系的
に学びます。理論に加え、他校事例紹介により、実践ノウハウや最新情報もあわせてお伝えし
ます。募集のスタンダードモデルを学ぶとともに、マネジメント視点による目標達成のための
戦略的な生徒募集の業務を学びます。

東京
大阪

仙台・広島・福岡

※仙台・広島・福岡会場では、上記内容（生徒募集パワーアップ講座）を１回完結のダイジェストでお届けします。

参加者の声：
Web、説明会、パンフレットなど細かい戦略が求められる一方で、学校の教
育方針等の大きな枠組みにおいても改革していく必要があると痛感した。
普段接点のない他校の先生方とのディスカッションも大変有意義だった。

学校教育の改善・充実の好循環を生み出す
カリキュラム・マネジメント講座

高大接続改革、学習指導要領の改訂など、新しい教育・授業スタイルを構築する時期にありま
す。学校や教科として、どのような点に留意して取り組めばよいのか、多くの教員の力を結集
するために必要なことは何か、という課題について、「カリキュラム・マネジメント」の視点か
ら、解決へと導きます。

広島

参加者の声：
プロジェクトチームの作り方など、カリキュラムマネジメントの全体像、重要
性がよく理解できる講座だった。自校の現在進行中の取り組みの正しかっ
た点、見直すべき点、調整すべき点などを再確認することができた。
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参加者の声：
一般的なマナーから、豆知識まで教えていただき、大変勉強になりました。
自分で実践していくことはもちろんですが、生徒への進路指導（面接指導な
ど）にも役立てることができると感じました。

階層別研修
階層別研修シリーズは、私学の先生方に、段階的に、経営視点、組織視点、貢献
意識をもち、課題解決力を獲得していただく組織人教育プログラムです。
他校の先生方とのグループワーク・ディスカッション形式で行います。

＜進路分野 講座例＞

新しい教育に対応する進路指導を考える
進路指導マネジメント講座

教育を取り巻く環境が大きく変化する昨今、「進路指導」のあり方に変化が求められていま
す。これからの進路指導を構築していくためには、学校としての方針を明確にし、学校全体が
組織として取り組むことが求められます。
本講座では、私学だからこそできる、目指すべき進路指導のあり方についてお伝えします。

大阪

＜その他 講座例＞

社会人としての基本を学ぶ
マナー実践講座

生徒にとって一番身近な社会人である教職員が、マナーを身に付けて対応する姿は、生徒の良
い見本となり、また学校の印象にも影響します。この講座では、電話応対、名刺交換の仕方、
あいさつなどの基本ビジネスマナーに加え、前提としての『心のマナー』を学びます。

東京・
大阪・福岡

初任～教員経験５年程度
若手教員研修

教員経験６年～15年程度
中堅教員研修

分掌責任者・教科責任者・学年責任者 等
リーダー教員研修

校長、副校長、教頭、その候補の方
管理職研修

本研修では、「生徒以上の成長意欲を持ち、個人・チームの一員としての
役割を着実に果たして、組織としての教育力向上に貢献できる」若手教員
を育成することを目的として、必要な知識や視点をお伝えします。全編を
ディスカッション中心で構成します。

本研修では、所属分掌の中核として中堅教員に期待される役割を認識し
ていただくとともに、「課題設定」・「課題解決」の方法・ステップを学ぶこ
とで、今後、学校のリーダーを担っていく自覚と責任感を醸成します。全
編をディスカッション中心で構成します。

停滞したマーケットにおいても、生き残りかつ発展していくためには、短
期的な施策だけではなく、中長期的視点を含んだ目標を立てて、戦略的
なマネジメントを行っていく必要があります。この講座では、実践的に学
校マネジメントが行える力を身に付けていきます。

本研修では、学校経営への参画意識を高め、部門責任者としての自覚と責
任感を醸成します。上司や同僚の自身への見方を知り、参加者同士の対話
を通じて、成長課題を設定します。リーダー教員に求められる経営視点、組
織設計、リーダーシップ発揮の考え方・視点を学びます。全編をディスカッ
ション中心で構成します。

東京・大阪

大阪

東京

大阪

※この他の実践力向上講座の詳細は、別紙の「セミナー一覧」や各セミナーのDMをご覧ください
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オンラインでのお申込み

1 2

http://www.school-management.jp/

私学マネジメント協会のWebサイトに
アクセスしてください。

「オンライン申込み」 より必
要事項をご入力し、 送信し
てください。

お電話・FAXでのお申込み

1 2

コアネット教育総合研究所内
の運営事務局に繋がります。

事務局より申込書を
FAXもしくは郵送にてお
送りいたします。

必要事項をご記入の上、
FAX してください。
※既にお申込み用紙を
お持ちの方も同様に送信
してください。

検索私学マネジメント協会

本協会
Webサイト

045-914-3005
までお電話

オンライン
申込ページ

3

4
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お申込み後、 担当者より確認の連絡
を差し上げます。お申込み確認

ご指定いただいた「請求書送付先担当
者」様宛てに請求書をお送りします。
指定の金融機関へお支払いください。
(一括 ・分割が選べます)

※別途お見積りが必要な場合はお申し出ください。

お支払い

お申込み確認後、 約 1 週間で貴校
の 「窓口担当者」 様宛てに申込関
連書類、 パスカードなどファイル一式
をお送りいたします。

本協会の
ファイル一式

受取

記入の上
FAX

【ご入会方法とお支払いについて】

入会金：5万円 （税別） /  年会費： １８万円 （税別）

※途中月入会の場合は月割となります。

【会費】

〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-26-10
TEL　045-914-3005　FAX　045-914-3015
E-ma i l : sma@core -net . net　
URL：http ://www.schoo l -management .jp/

【お問合せ先】

私学マネジメント協会運営事務局（コアネット教育総合研究所 担当：高市）


