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●受講料のお振込みは開催日前までにお願い致します。　●ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいます
ようお願い致します。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

●会員企業様とはFUNAIメンバーズPlus(無料お試し期間は除く)、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

お振込先 三井住友銀行（0009）近畿第一支店（974）普通 No.5785122 口座名義：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ  セミナーグチ

受講料

お申込方法

お振込先

下記のFAX送信用お申込み用紙をご利用ください。  ※受講票の発送をもってセミナー受付とさせて頂きます。
お申込みいただきました後、郵便にて 受講票 と 会場の地図 をお送りいたします。 万一1週間前までにお手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

下記口座に直接お振込下さい。

お振込口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。　※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

お問合せ

●申込みに関するお問合せ：高橋和・北村　●内容に関するお問合せ：杤尾（トチオ）
0120-974-000 （平日9:30～18:00)

お申込み専用
株式会社 船井総合研究所

0120-974-111 （24時間受付中)TEL FAX

□ セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。
□ セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日　　　　月　　　　日頃）

【現状の課題をできるだけ具体的に整理してください】

今、このお申し込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？

お問い合わせNo. 315122

※受講票の発送をもってセミナー受付とさせて頂きます。

FAX：0120-974-111
担 当 高橋和・北村 宛
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上記の課題解決に向け、今回のセミナーにご参加される方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかに　 をつけてください）

ご入会中の弊社研究会があれば　 をお付けください。

フリガナ 年 齢役 職

2

フリガナ 年 齢役 職
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フリガナ 年 齢役 職

6

フリガナ 年 齢役 職

□ FUNAIメンバーズPlus　　　　□ その他各種研究会（　　  　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究会）

□

□

私学経営戦略セミナー　春の陣

一般企業 税抜 20,000円 （税込21,600円）／一名様 会員企業 税抜 16,000円 （税込17,280円）／一名様

日時・会場
諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認ください。
また最少催行人数に満たない場合、中止させていただくことがございます。尚、中止の際、交通費の払戻
し手数料等のお支払いはいたしかねますので、ご了承ください。

（受付12：30より）

開催
時間

開始

13：00
終了

17：30
2015年 3月28日（土）
㈱船井総合研究所 東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-6　日本生命丸の内ビル21階

JR「東京駅」丸の内北口より徒歩1分

東
京
会
場

※ご入金の際は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。

1.申込用紙に記載されたお客様の情報は、セミナーのご案内といった船井総研グループ各社の
営業活動やアンケート等に使用することがあります。（ご案内は代表者様宛にお送りすることが
あります）法令で定める場合のほか、お客様の承諾なしに他の目的に使用いたしません。
2.お客様の情報管理につきましては船井総研グループ全体で管理致します。詳しくはホームペー
ジをご確認下さい。
3.セミナーのご案内時に、いただきました住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名を船井総研グ
ループが個人情報の管理について事前に調査した上で契約しましたダイレクトメール発送代行
会社に発送データとして預託することがございます。

4.必要となる情報（会社名・氏名・電話番号）をご提供いただけない場合は、お申込のご連絡や受
講票の発送等ができない等、お手続きができない場合がございます。
5.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、船井総研コーポ
レートリレーションズ・データ管理チーム（TEL06-7711-1179）までご連絡ください。

【個人情報に関するお問い合わせ】
株式会社船井総研ホールディングス
個人情報保護対策室（個人情報保護責任者代理）：齊藤 英二郎（TEL03-6212-2923）

【個人情報に関する取り扱いについて】

ダイレクトメールの発送を希望しません □

※ご提供いただいた住所宛のダイレクトメールの発送を
　希望されないときは、□を入れて当社宛にご連絡ください。

事務処理用QRコード

24時間
対応

主
　
催

株式会社 船井総合研究所　 〒100-0005東京都千代田区丸の内1-6-6 日本生命丸の内ビル21階　経営戦略事業部　担当：高橋和・北村

平日
9:30～18:00TEL                 0120-974-000 24時間

対応FAX                0120-974-111
WEBよりお申し込みいただけます。（船井総研ホームページ［www.funaisoken.co.jp］右上検索窓に『お問い合わせNo.』を入力ください。）→ 315122

私学経営戦略セミナー  春の陣 315122お問い合わせNo.

社会が渇望する教育！
本気でリーダーを育てる実践
～学校現場で取り組まれている実践成功事例公開～

リーダーシップ
開発

豪華特別講師陣

名経営者が実践する子供向け
リーダー教育

業界が注目するリーダーシップ教育
日本の再生のため、本物の教育が始まる！

第５回  私学経営戦略セミナー

ヒーローズエデュテイメント株式会社
会長

秋沢 志篤 氏

ＣＳＥ株式会社
代表取締役

岡 ベラ 氏

スーパーグローバル
ハイスクール

株式会社ウイング
代表取締役

石川伸二郎 氏

地域・自治体・
学校連携

株式会社船井総合研究所
パブリック・イノベーションチーム プロジェクトマネージャー

杤尾 圭亮

学校改革・
ブランディング

株式会社船井総合研究所
学校法人プロジェクトチーム チーフプロジェクトマネージャー

松下 和彦

世界と簡単に
つながる

世界的文化ネットワークを持つ
クリエイティブ企業

優秀な外国人講師ネットワーク
企業

全国の地域を活性するスペシャ
リスト

全国の学校改革を成功させる
プロフェッショナル

2015年３月28日 土 13：00～17：30船井総合研究所　東京本社限定50名東京会場

あきざわ ゆきあつ とちお けいすけ

注目情報 バツグンの広報効果 !

▼下記または右のQRコードからアクセス

http://goo.gl/O5HwfW
（オー ５ エイチ ダブリュー エフ ダブリュー）

飛び出すパンフレット誕生。

3月27日（金）
17：00まで

お申込期限



株式会社船井総合研究所
学校法人プロジェクトチーム　チーフプロジェクトマネージャー

松下 和彦

大学、高等学校、中学校、小学校等の学校法人をメインフィールドとして、広
報戦略・ブランド戦略の策定～展開サポート、改組に関するコンサルティン
グ、教職員の現場変革等、多岐にわたりプロジェクト責任者として豊富な経験
を持つ。現在、「日本再生は教育から」をビジョンに、日本を再生するリーダー
を輩出する学校づくりに邁進している。教育関連の業界団体等での講演実
績も多数。学校法人プロジェクトチームの統括者。

学校現場で
リーダーをどのように育てるか？

学校現場で
リーダーをどのように育てるか？

学校の最新動向と時流予測

株式会社 船井総合研究所　
学校法人プロジェクトチーム
チーフプロジェクトマネージャー 松下 和彦

第1講座
13：00～14：00
（60分）

社会が渇望する教育。
本当にリーダーを育てる実践教育が始まった！

　「リーダーを育てる重要性はわかっていても、やり方がわからない…」
「グローバル人材を育てるとパンフに書いているが、実際にはどう育てるかわからない…」
多くの学校現場でお聞きしてきた生の声です。

　今、社会はリーダーを求めています。企業トップは、将来リーダーになる人材がほしいと
明言します。リーダーとは何か？ 組織やチームを引率する指導型リーダーもいれば、支援
型（サーバント）のリーダーもいます。個人に焦点をあてれば、自分の人生のリーダーであっ
てもいい。その姿勢が価値観を育み、自立を促し、やがて、周りに影響力を与えるリーダー
に成長します。

　ここ数年は、生徒が本来持っている主体的な能力や創造的な力を伸ばす取り組みを実
践開発してきました。その中で、様 な々成果が出てきました。

　今回のセミナーでは、これら具体的な実践報告になります。

　本気でリーダー育成に取り組む学校では、様 な々教育成果が見られますので、「リーダー
を育てる」ヒントになればと存じます。勿論、私立という立場上、教育と同時に、入学者
数などの生徒募集も同時に考える必要があります。「リーダーを育てる」という看板が、お
題目ではなく、実績と信頼に裏付けられたものであれば、学校の最大のＰＲ材料になり、
ブランド化につながります。

　本セミナーを通し、リーダーシップ教育事例、グローバル人材教育の事例をとらえながら、
これからの学校の方向性を示唆し、具体的な現場の教育の方向性や生徒募集、ブランド
化のアクションにつなげていけばと考えています。

　皆様の学校経営にすぐに役立つヒントになることをお祈りしています。

◎社会で求められる教育の最新情報　
◎世界のリーダーが注目したグローバル人材を育てる地方中高の取り組み 
◎リーダー教育を学校ブランディングにつなげる方法（生徒募集対策）

1943年神奈川県生まれ。成蹊大学政治経済学部卒業後、共同石油（のちの㈱
ジャパンエナジー、現JX日鉱日石エネルギー㈱）に入社。 89年、コンビニエン
スストア事業の「エーエム・ピーエム・ジャパン」を企業内で起業し、91年同社
代表取締役社長に就任。その後、06年、ヒーローズエデュテイメント株式会社
を設立し、代表取締役に就任。文化、経済、スポーツ、芸能などの各界のヒー
ローたちとともに次世代のリーダーを創出していく人格教育塾事業（心拓塾）
を展開。著書に、『魂のトレーニング』 （こう書房）、『「オキテ破り」が人を動か
す』（ 日本実業出版社）など。

リーダーシップの能力開発についてリーダーシップの能力開発について

名経営者が語るリーダーシップ育成法

ヒーローズエデュテイメント株式会社　
会長

あきざわ ゆきあつ

とちお けいすけ

秋沢 志篤氏

第2講座
14：15～15：15
（60分）

◎リーダーシップとは何か？
◎子供のリーダーシップ能力を開発するための具体的ポイント「エデュテ
イメント」とは
◎生徒の夢と希望を引き出す「ヒーローズエデュテイメント」プロジェクト 

大学時代から経営を学び、世界各国とのビジネスマッチングを通し、新しいビ
ジネスモデルを核とした事業を展開する。それぞれの違う分野において培わ
れてきた文化を尊重し、民族・地域・社会を超え相互の交流によって新たな価
値を創造する信念をベースに、コンサルティング事業・ＩＴ開発・文化教育事
業と様々な事業を開拓するＣＳＥグループの総帥。イスラエル、イタリアと日
本との文化交流、韓国中小企業庁振興公団・民間プレミアムコンサルタント、
ソウル市名誉大使など、日々、世界と日本をつなげる活動を実践。国内外での
講演も多数。

グローバルリーダーを育てる
具体的実践のすすめ

グローバルリーダーを育てる
具体的実践のすすめ

世界と簡単につながる実践報告

ＣＳＥ株式会社　
代表取締役 岡 ベラ氏

第3講座
15：30～16：00
（30分）

◎世界のリーダーシップ教育の実践事例
◎各国の大使館が注目する日本のリーダーシップ教育イベント
◎2015年度募集！世界トップアーティストとのコラボ

学業卒業後、単身渡米。現地で様々な仕事に携わりながら、国際感覚を身に付
ける。当時はまだ国際化と云われていた時代に、コミュニケーションこそが人
と人との基本であり、国際語である英語を身に付け、広い視点で課題に取り組
むことが21世紀を積極的に生きるキーワードだと確信し帰国。
１９８８年にウイング設立。学校・企業への「語学講師の派遣」「語学研修・留学
の企画」「日本と海外の学校を結ぶ国際交流」「日本にいながら米国と同質の
授業が受けられるアウトリーチ」等、グローバル人材育成プログラムを提供。

文科省指定スーパーグローバル
ハイスクール（ＳＧＨ）の動向

文科省指定スーパーグローバル
ハイスクール（ＳＧＨ）の動向

グローバル教育の実践報告

株式会社ウイング
代表取締役 石川 伸二郎氏

第4講座
16：00～16：30
（30分）

◎ＳＧＨを取得した三国ヶ丘高校の実践事例
◎グローバル人材を育てる具体的な取り組み方法とは？
◎米国のグローバルリーダー教育を高校に導入する方法とは？

株式会社 船井総合研究所にて地域活性化を志し2005年にプロジェクト
チーム「パブリックイノベーションチーム」を設立。その後一貫して、自治体、
商工会議所などの公的機関に対するコンサルティングを行っている。得意分
野は地域に入り込んでの地域ブランド化支援。近年は、初期段階から地域の
高校や大学と連携し、価値を高める手法の構築に傾注している。今後は、地
域＋教育によってさらに質の高い地方創生を目指す。

地域・自治体に応援される
学校のあり方

地域・自治体に応援される
学校のあり方

地域・自治体を活用する実践報告

株式会社 船井総合研究所　
パブリック・イノベーションチーム
プロジェクトマネージャー 杤尾 圭亮

第5講座
16：45～17：15
（30分）

◎地方創生における学校の位置づけ
◎社会課題を解決するリーダー育成の重要性とその手法
◎地域活性化の側面から見た 自治体活用手法

本日のまとめ本日のまとめ

これから新しい時代の本質提言第6講座
17：15～17：30
（15分）

無料個別経営相談会
時間　①11:00 ～ 12:00
　　  ②17:45 ～19:00 ※後日別途ご相談も可能

※短時間で適切なアドバイスを実施するため、事前に貴校のパンフレットや課題に関する関連資料
等をご用意ください。

※担当者様宛に事前にお電話で相談内容等、確認させていただくこともございます。

相談内容は、生徒募集から学校戦略、組織上の課題まで、現状の
あらゆる課題についてお応えいたします。


