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・ 穎明館中学・高等学校

・ 明治大学日本学部

・ これだけはおさえておきたい ！

 私学のための労務レポート
　　　　労働契約法改正に伴う非常勤講師の雇用管理の留意点

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ 研究員レポート ] 

[ キャッチアイ ]

・ 突破者の理論

　～18年間赤字のハウステンボスを1年間で黒字化した秘密～

・ 2013 年春季私学経営セミナー

 2013年入試総括とこれからの私学教育トレンド

・ 「世界を変える学校をつくる」

　　　　　　　インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢の挑戦

・ 湘南学園中学校高等学校

・ 上智大学総合人間科学部

・ 教員の働き方、 育ち方

・ 大地震に備えて、 学校が強化すべきポイントとは？

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ キャッチアイ ]

・ 『プレジデント Family』 購読者から読み解く

  保護者の志向の変化

・ 山脇学園中学校 ・ 高等学校

・ 早稲田大学政治経済学部

・ 教員の働き方、 育ち方

・ いじめ ・ 自殺問題における学校の対応と

 　　　　　説明責任のあり方について考える

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ キャッチアイ ]

・ 高校生が本当に知っておくべき大学の選び方

・ 同志社中学校

・ 法政大学グローバル教養学部（GIS）

・ 教員の働き方、 育ち方

・ いじめ ・ 自殺問題における学校の対応と

 　　　　　説明責任のあり方について考える

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ キャッチアイ ]

・ 企業とつなぐ、 キャリア教育の新しい形

・ 実践女子学園中学校高等学校

・ 国際基督教大学（ICU） 教養学部

・ 教員の働き方、 育ち方

・ これだけはおさえておきたい ！

 私学のための労務レポート

　　　　労働契約法改正に伴う非常勤講師の雇用管理の留意点

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ キャッチアイ ]

・ 心身ともに健康な教員組織に！

 ～『笑い声が起きる職員室』を目指して～

・ 滝川中学校 ・ 高等学校

・ 慶應義塾大学薬学部

・ 教員の働き方、 育ち方

・ 大地震に備えて、 学校が強化すべきポイントとは？

[ インタビュー ]

[ 連載シリーズ ]

[ キャッチアイ ]

・ 価値ある海外留学のために

 ～留学体験に学ぶ～

[Opinion]

・ 生徒募集活動における 4P から考える戦略
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2013 No.19
Apr.

Univ Selection WITH

Report
interview

catch eye

内部の強みを活かした
競争優位の創出

～資源ベース理論からの私学経営戦略論～

突破者の理論
　～ 18年間赤字のハウステンボスを1年間で黒字化した秘密 ～

2013年入試総括と
　これからの私学教育トレンド

明治大学国際日本学部
学部長 白戸 伸一 先生

穎明館中学・高等学校
「穎明館こそ我が誇り」

～中学開校から26年。ファンを増やし続ける秘密に迫る～

校長 寺山 政秀 先生

代表理事 小林 りん 氏

「世界を変える学校をつくる」
インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢の挑戦

労働契約法改正に伴う
　非常勤講師の雇用管理の留意点

株式会社フォーブレーン　棚瀬 朗太 氏

これだけはおさえておきたい！私学のための労務レポート未来を創る注目の大学Selection

セミナーレポート

セミナーレポート

～私学の「これから」を創造する学校マネジメント情報誌～

2013 No.20
Jun.

Univ Selection WITH

Article
interview

catch eye

教員評価を活用し、
「組織としての教育力」を創る

教員の働き方・育ち方
　第1回 教員と教師　－ この不思議な言葉

教員の働き方・育ち方
　第1回 教員と教師　－ この不思議な言葉

国際基督教大学教養学部
学部長 伊東 辰彦 先生

実践女子学園中学校高等学校
「創立114年の歴史と誇りに再び光を当てた、

    その改革とは」

校長 嶋野 恵子 先生 / 広報部長 松下 寿久 先生

心身ともに健康な教員組織に！
～『笑い声が起きる職員室』を目指して～

労働契約法改正に伴う
　非常勤講師の雇用管理の留意点

株式会社フォーブレーン　棚瀬 朗太 氏

これだけはおさえておきたい！私学のための労務レポート未来を創る注目の大学Selection

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

真金 薫子 先生

～私学の「これから」を創造する学校マネジメント情報誌～

2013 No.21
Aug.

“ Webファースト ”

interview

滝川中学校・高等学校
「滝川リーダーシップ教育」の今とこれから

校長 江本 博明 先生 / 入試広報部長 谷山 由夫 先生

Catch Eye
価値ある海外留学のために
～留学体験に学ぶ～

WITH

大地震に備えて、
学校が強化すべきポイントとは？
NPO法人ロイズコンサルティング担当理事 松田 基和 氏

Univ Selection

慶應義塾大学薬学部
常任理事（前学部長） 増野 匡彦 先生

未来を創る注目の大学Selection

Article

教員の働き方、育ち方
　第 2 回 教師の仕事 （１）　－ その課程と結果

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

Opinion

生徒募集活動における
 ４Pから考える戦略

～「紙からWebへ」

　　 動き出した学校広報の潮流を読む～

～私学の「これから」を創造する学校マネジメント情報誌～

2013 No.22
Oct.

今の授業は、

 意味のある授業に
       なっているか

今の授業は、

 意味のある授業に
       なっているか

interview

湘南学園中学校高等学校
志願者総数、前年比7割増！

 受験生やその親に響くキーワードとは。

校長 山田 明彦 先生

湘南学園中学校高等学校
志願者総数、前年比7割増！

 受験生やその親に響くキーワードとは。

校長 山田 明彦 先生

Catch Eye
『プレジデントFamily』購読者から読み解く
    保護者の志向の変化
『プレジデントFamily』購読者から読み解く
    保護者の志向の変化

WITH

大地震に備えて、
学校が強化すべきポイントとは？
NPO法人ロイズコンサルティング担当理事 松田 基和 氏

大地震に備えて、
学校が強化すべきポイントとは？
NPO法人ロイズコンサルティング担当理事 松田 基和 氏

Univ Selection

上智大学総合人間科学部
学部長 久田 満 教授

未来を創る注目の大学Selection

上智大学総合人間科学部
学部長 久田 満 教授

未来を創る注目の大学Selection

Article

教員の働き方、育ち方
　第 3 回 教員の仕事 （2）　－ 認知と感情

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

教員の働き方、育ち方
　第 3 回 教員の仕事 （2）　－ 認知と感情

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

― 教学マネジメントのすすめ ―

～私学の「これから」を創造する学校マネジメント情報誌～

2013 No.23
Dec.

interview

山脇学園中学校・高等学校
受験生の心を動かす「山脇ルネサンス」

  始動にいたる秘話に迫る

校長 折原 修 先生 / 入試広報室長 西川 史子 先生

山脇学園中学校・高等学校
受験生の心を動かす「山脇ルネサンス」

  始動にいたる秘話に迫る

校長 折原 修 先生 / 入試広報室長 西川 史子 先生

Catch Eye

高校生が本当に知っておくべき大学の選び方
大学研究家 山内太地氏が語る

高校生が本当に知っておくべき大学の選び方
大学研究家 山内太地氏が語る

WITH

いじめ・自殺問題における学校の対応と説明責任のあり方について考える
藤森 和美 先生（武蔵野大学教授、臨床心理士）×石川 慶子（広報コンサルタント）

Univ Selection
未来を創る注目の大学Selection

早稲田大学政治経済学部
学部長 佐藤 正志 先生

早稲田大学政治経済学部
学部長 佐藤 正志 先生

未来を創る注目の大学Selection

Article

教員の働き方、育ち方
　第 3 回 教員の専門職性と専門性

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

教員の働き方、育ち方
　第 4 回 教員の専門職性と専門性

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

新しい進路指導を実現し、

    現状を打破する
― 進路指導の視点から私学の価値を見つめ直す ―

～私学の「これから」を創造する学校マネジメント情報誌～

2014 No.24
Feb.

interview

同志社中学校
これからの人生の局面で力を発揮する

  「リベラル・アーツ教育」

同志社中学校
これからの人生の局面で力を発揮する

  「リベラル・アーツ教育」

副校長 竹山 幸男 先生
社会科 井口 和之 先生
技術科 沼田 和也 先生

副校長 竹山 幸男 先生
社会科 井口 和之 先生
技術科 沼田 和也 先生

Catch Eye

企業とつなぐ、キャリア教育の新しい形企業とつなぐ、キャリア教育の新しい形

WITH

いじめ・自殺問題における学校の対応と説明責任のあり方について考える
藤森 和美 先生（武蔵野大学教授、臨床心理士）×石川 慶子（広報コンサルタント）

いじめ・自殺問題における学校の対応と説明責任のあり方について考える
藤森 和美 先生（武蔵野大学教授、臨床心理士）×石川 慶子（広報コンサルタント）

Univ Selection
未来を創る注目の大学Selection

法政大学グローバル教養学部
学部長 曽村 充利 先生

法政大学グローバル教養学部
学部長 曽村 充利 先生

未来を創る注目の大学Selection

Article

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

教員の働き方、育ち方
　第 5 回 教員のキャリア形成と「変態」 ― 「わかる」と「かわる」

教員の働き方、育ち方
　第 5 回 教員のキャリア形成と「変態」 ― 「わかる」と「かわる」

京都教育大学教育学部 教授 榊原 禎宏 先生

共感者とともに創る

学校イメージ
共感者とともに創る

学校イメージ


