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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
多くの会員校にご賛同いただき、積極的に活動にご参加いただいております。

私学を取り巻く環境が厳しい状況の中、ますます「新しい」経営の視点が必要になっています。 
具体的には、激変する外部環境との関係性を「マーケティング」視点で捉え直し、
それを踏まえて「経営戦略」を練り上げることが求められてきます。
また、それを実行する教職員の「組織・人事」の管理や、
教務・校務の弛まぬ改善を促す「マネジメント」も重要です。
本協会では、これら４つの分野に関するサービスをご提供することで、
会員校の皆様の発展を力強く後押しして参ります。 
 
学校にも「マネジメント」という言葉が使われはじめて十数年。
先進的な学校はこの間、企業の取り組みなど外の世界を学び、
試行錯誤を重ねつつ、新しい経営の実践に挑戦してきました。
私学を取り巻く環境はこの挑戦を全ての私学に求めています。

本協会では「本当に学校に効果的なマネジメントとは何か」を追求し、
この４つの分野に関するサービスをご提供いたします。

C o n c e p t  A b o u t

１ . 学校経営に役に立つ情報を提供します

私学の学校経営は大きな変革期にあります。

この変化は今後もスピードを緩めることはありません。

２ . 先生方の更なる 「成長機会」 を提供します。

学校経営を実践するのは先生方です。講演会や研修は、先生方が視野を広げ、

今後の学校経営に役に立つ知識やスキルを身につけることを目的としています。

また、講演会や研修への参加を通じた人脈づくりや同志との切磋琢磨の時間も

貴重なものとなります。

３ . 会員校同士のネットワークづくりを実現します

学校同士のネットワークが築けるような仕組みや場をご提供します。

積極的な取り組みを続ける他校と学びあい、高めあう機会はただ待っているだけでは

実現しません。一歩を踏み出し、協力し、共により良い学校経営を実現しましょう。

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

コアネット教育総合研究所の各分野の専門研究員が、学校経営に関するご相談を

お受けします。学校独自の課題やニーズに合わせて経営のヒントを提供します。

1 2



・学校内で、手軽に最新の情報を習得したい

・教員研修、どこかにお願いできないかな？

⇒講演会・研修がお勧め
 2020年より動画公開サービスも開始し、学内での利用がより便利に！

◆講演会・研修　P.5
「経営戦略」「マネジメント」「マーケティング」「人事・組織」の４つのテー
マを中心として講演会・研修を全国各地で開催。会場開催と合わせて
オンラインライブ配信もあるので、どこにいても受講できます。

◆動画公開サービス　P.5
オンラインライブ配信形式で開催した講演会・研修は開催終了後に動画を公開。開催当日に参加
できなくても、都合の良い場所、時間に受講することが可能です。

・今の教育トレンドを知っておきたい

・専門家の意見を参考にしていきたい

・他校の事例を定期的に手に入れたい

⇒会員誌「FORWARD」・
 私学マネジメントニュースがお勧め
◆会員誌「FORWARD」　P.7

私学経営という視点に特化した会員誌「FORWARD」。私学の経営
課題に直面するテーマに対し、各分野を専門とする執筆者が独自
の視点で切り込みます。

◆私学マネジメントニュース　P.9
中高大の入試動向や、教育行政の動き、人気校の気になる取り組みなど、
旬の情報を隔週でお届けします。

・広報のことで、気軽に相談したい

⇒マネジメント相談がお勧め
◆マネジメント相談　P.8

学校マネジメントに関するご相談を随時受け付けています。
予算を組むほどではない、ちょっとしたご相談でも専任の担当者、
事務局がお答えします。

SMA
事務局貴校担当

社員会員校

サービスをご利用いただけます
学校で役立つ
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【サービスの特徴】
● 教員研修の場として、フレキシブルに利用できる
　若手教員から管理職まで、各経験年数や役職に応じた多彩な講演会・研修を、
　費用を気にせず受講できます

●役立つ情報が得られる
　講演会・各種研修への参加、会員誌「FORWARD」の講読などで
　「私学経営に役立つ」「今、必要な」情報を収集できます

● 他校の情報を知り、交流ができる
　研究会・勉強会などを通じて他校の先生と交流することができ、
　広い視野で自校を捉えるきっかけをつかめます

●いつでも相談できる
　ちょっとした相談や困りごとなど、
　いつでも専属の担当者や事務局に相談することができます

私学マネジメント協会の会員になると、

会員校インタビュー①
i n t e r v i e w

私学マネジメント協会のサービスを、
校内でどのように活用されていますか。

　講演会・研修は、年度初めに年間計画と日程が示されるので、自分

が出席できるかを問わず、自らの予定表に書き込みます。その後、都

度のダイレクトメールとともに、教頭、主幹教諭にはすべてのものを、

入試や進路などの関係する部署の部長にはその内容のものを伝え、

該当者を募るように指示します。

　教員は、外に出ることに抵抗感があり、ハードルが高いので、最初

は一緒に参加して寄り添っています。

　会員誌「FORWARD」は、教頭と主幹教諭に渡し、参考になる記事

はコピーをして関係の部長主任に渡します。

雲雀丘学園中学校・高等学校
校長　中井 啓之 先生

インタビューの続きは本協会ホームページ「Voice 会員の声」にてご覧いただけます
https://www.school-management.jp/voice/3



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。

私学マネジメント定例セミナー（講演会）

階層別研修は、私学の先生方に、経営視点、組織視点、貢献意識を持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。
「若手教員研修」「中堅教員研修」「リーダー教員研修」「管理職研修」の４つの区分に分け、グルー
プワークやディスカッションを中心とした研修を行います。

階層別研修

学校経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」「ICT利活用」「マナー講座」など、各分野に精通す
る講師から、受講後すぐに活用できる実践的な知識や情報を得ることができます。

実践力向上講座

研究会・勉強会
「会員校同士のネットワークを通じた、新しい経営の創造」をコンセプトに研究会・勉強会を発足させ、
会員校の学校経営に役立つ活動を行っています。
自校だけでは解決が難しい課題や問題点を、他校との情報交換、協働することで改善、解決できる
一助となることを目的としています。
★2020 年度実施内容「主体的学びを科学する研究会」

開催当日に参加できなくても、動画公開サービスを利用して、ご自身の都合のよい場所、時間で受
講することが可能です。当日の資料をダウンロードできるので（一部を除く）、校内での情報共有の
ツールとしても活用できます。

動画公開サービス

●動画は、会員専用ページで視聴できます。
●視聴には、閲覧期限があります。

講演会・研修
●先生一人ひとりが、各種講座・研修にお申込できます
●会場開催、オンラインライブ配信、ハイブリッド型の多様なスタイルで開催します
●オンラインでの参加なら、人数無制限で参加可能です *

* 会場開催の場合は人数制限あり

会員専用ページに
いつでもログインできるように、

会員情報を記載した
ログインカードをお渡しします。
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講演会・各種講座・研修

講演会・研修対象者イメージ

中
堅
教
員
研
修

会員校インタビュー②
i n t e r v i e w

印象に残っている
私学マネジメント協会のセミナーを教えてください。

また、その理由を教えてください。

いつも広報のテーマの研修会に参加しております。

大阪で初めて開催された入試広報研修会（数年前、各校のポスターや

ホームページを紹介されていました。そのときは芝学園のポスターを

紹介された記憶があります）と2020年開催の「新型コロナに負けな

い募集広報発展講座」が印象に残っています。

同志社中学校
入試広報担当　園田 毅 先生

インタビューの続きは本協会ホームページ「Voice 会員の声」にてご覧いただけます
https://www.school-management.jp/voice/ 6



・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」

東西の国会図書館にも納品中

会員誌
●年６回発行、隔月５冊ずつお届けします
●会員専用ページでも閲覧可能です *

*一部を除く

コーナー紹介

2020年度バックナンバー

私学が直面する課題やニーズに対応したテーマを設定し、
学校経営に役立つ情報を厳選してお届けします。
また、会員校同士の情報交換の場を提供しています。

【先進校事例 インタビュー校】(抜粋）
●2018 年度
桐蔭学園
女子聖学院×聖学院
関西創価高等学校
新渡戸文化学園
獨協中学校・高等学校
日本大学豊山女子中学校・高等学校

●2019 年度
大宮開成中学校・高等学校
下北沢成徳高等学校
國學院大學久我山中学高等学校
松蔭中学校・高等学校（兵庫県）
芝浦工業大学附属中学高等学校
帝塚山学院中学校高等学校

●2020 年度
品川女子学院
山手学院中学校・高等学校
捜真女学校中学部・高等学部
東洋大学附属姫路中学校・高等学校
聖園女学院中学校・高等学校
海城中学高等学校 （敬称略）

●幅広い情報を確認でき、Focusは分析が深

く、自校の課題を見つめる上で有効である

●他校の取り組みや情報が、たくさん掲載さ

れており、参考になる

●特集されているテーマが興味深く、自校の

取り組みに役立っている

会員の声
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学校マネジメント相談
●会員校には自校専属の担当研究員が配置されます
●電話、メール、訪問など、様々な形でご相談をお受けします
●校内研修や各種アンケート調査費用は会員割引制度があります

Q Aキャリア教育の一環として、体験型のプロ

グラムを導入しています。それなりに効果

があるという手応えを感じているのです

が、 キャリア教育の流れのなかで、より効

果を挙げていくためには、どのような工夫

が考えられるでしょうか。

マネジメント相談例

様々な体験プログラムを導入する学校が増えて
きています。学校独自で行うものも多く見受け
られますが、昨今の流れとしては、外部の企
業と連携するスタイルも増えてきています。学
内の資源だけにこだわることなく、外部との連
携を模索するのもひとつの工夫として考えられ
ると思います。

具体的な取り組み方にご興味のあるかたはお知らせください

学校マネジメント相談
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
・ホームページをリニューアルしたので診断してほしい
・ナイト説明会を実施したいのですが、他校の運営方法など事例を教えてもらえますか
・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
・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
・ICT機器の選定に関してアドバイスがほしい など

会員校特典
学校開催の研修
（企画・講師派遣）

各種アンケート調査
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。

SMA
事務局貴校担当

社員会員校

会員校には、各校専属の担当研究員が配置され、事務局ととも
に、様々なお問い合わせやご相談をお受けします。

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。
学校のマネジメントに関するご相談は、電話やメールで随時受け
付けています。
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私学マネジメントニュース
●月２回、教育や学校経営に関する最新情報を、タイムリーにお伝えします
●教育行政の動きや、学校に関連する企業の取り組みなどの情報収集ができます
●講演会や研修の先行申込受付や、開催イベントのお知らせをお届けします

コンテンツ紹介

教育PickUpニュース
教育PickUpニュースでは本協会スタッフが、教育で話題になっているこ
とや、面白い企業の取り組みなど学校経営に役立つ最新教育ニュース
をピックアップし、お伝えします。

学校マネジメントQ&A コアネット教育総合研究所の学校コンサルタントが、日々学校で受けて
いる質問等をご紹介し、回答します。

おすすめの1冊
学校経営に役立つ様々なジャンルの本をご紹介します。
本協会スタッフが、面白く、かつ学校経営に参考になるおすすめの１冊
を、おすすめポイントとともにご紹介します。

ICT news wave ICT専門の本協会スタッフが、学校でのICT活用において重要となる専
門的技術や新しいシステムや、役立つアプリ情報をお伝えします。

カムCome私学 神戸研究室所属の本協会スタッフが、新しい取り組みをしている学校
や、今後注目されるであろう学校を定期的にご紹介します。

様々なツールで情報を発信

会員校インタビュー③
i n t e r v i e w

他校の先生に私学マネジメント協会をお勧めする
ポイントを教えてください

　まずは、各先生が主体的に参加されることをお勧めします。

　これまで参加したセミナーで、意味がなかったと思ったことは一度も

ありません。それは、セミナー自体が素晴らしいことはもちろんですが、

私自身が主体的に学ぼうとする意欲があったからだと思います。今、

教育の世界は大きな転換点に来ています。このような先行き不透明な

時代に、過去の経験や思い込みで仕事をするのはとても危険です。こ

れからの教育の知見を学びたいという主体的な意欲のある先生には、

私学マネジメント協会のセミナーは、とても有効なものだと思います。

カリタス女子中学高等学校
長谷川 純一 先生

インタビューの全文は本協会ホームページ「Voice 会員の声」にてご覧いただけます
https://www.school-management.jp/voice/9

お申込み方法

会費について お支払いについて

お申込みは、年度途中からでも可能です。
お申込み受付後、事務局より、内容確認や請求方法についてなどのご連絡をお電話にて
差し上げます。

私学マネジメント協会 検索

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

① 私学マネジメント協会のWebサイトにアクセス

②トップページ右上の「入会方法」より、必要情報を入力し、送信してください

・入会金は初年度のみのお支払いです。
・年度途中のご入会の場合、年会費は月割りと
 なります。

入会金： ５万円 （税別）
年会費：１８万円 （税別）

・入会金（初年度のみ）と年会費は、請求書によ
るお振込みとなります。
 お支払い回数は、以下の２つの方法からお選び
いただけます。
 ご希望の支払い回数をご記入下さい。

・ご入会に際し、お見積書が必要な場合は、事務
局までご連絡下さい。

① 一括払い（5月末払い）
②年２回分割払い（5月末、10月末払い）

ご入会は、「オンライン申込み」で承ります。

ご入会方法とお支払について
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〒224-0003　横浜市都筑区中川中央1-26-10
TEL　045-914-3005　FAX　045-914-3015
E-mai l : sma@core -net .net　
URL：https: //www.school -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：佐々木）


