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学校コンサルタント： http://ueb-a.com/ 

 

学校コンサルティング・マニュアル： http://school.ueb-a.com/ 

 

学校コンサルタントのブログ： http://school-hanei.jugem.jp/ 
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この度は、無料レポート「学校コンサルタントが教える学生募集の方法」をご請求いただき

有難うございました。 

 

このレポートは、今までにブログに掲載したものの中から、学校経営や学生募集で特に

役に立ちそうなものだけをピックアップしました。 

 

また、このレポートの元となった「学校コンサルタントのブログ」は、ブログランキング（学

校経営）で常にベスト３に入るなど多くの皆様からご支援をいただいております。 

 

レポートは、全部で３０８ページにものぼりますが、どれも内容の濃いものです。 

そして、その都度レポートは新しく改訂し、ページ数も増えております。 

レポートに書いてあるアイディアの中から一つでも、貴校様のヒントにしていただければ

幸いです。 

 

                                              コンサルタント 

上林厚司郎 

 

------------------------------------------------------------------------- 

戦略 

 

マーケティング 

 

マインドセット 

 

モチベーション 

 

学校コンサルタント 

 

学校改革 

 

学生募集 

 

組織の改革 
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戦   略 

専門学校・短大の生き残り戦略 

 

先程、ブログを閲覧していたところ、こんなニュースが飛び込んできました。 

 

３月１３日の北海道新聞 

「函館・野又学園 ０９年度から２専門学校の募集停止 定員割れ続き」 

 

 

学校法人野又学園（函館、野又肇理事長）は十一日、運営する日本ビジネス綜合専

門学校（札幌、七十五人）と函館ビジネスアカデミー専門学校（函館、百三十八人）の

二つの専門学校の学生募集を二〇〇九年度から停止すると発表した。  

 

というものです。 

この学校のほかにも、まだまだ募集停止の専門学校や短大が増えていくことは必至

でしょう。 

現在の募集競争の状況は、予想以上に厳しいものがあります。 

 

定員割れをしている学校や募集停止になった学校にしても、何も手を打っていないと

いうことは無いはずです。そして、生き残りをかけて、精一杯の努力をしていたはずで

す。 

 

それなのに、どうして学生が集まらないと思いますか？ 

 

その答えは、パイの数（進学希望者数）が限られているからです。 

その限られたパイを取る学校の定員枠が増えています。 

 

さらに、募集努力をしているのは自校だけでなく、他の学校もおなじように必死に学生

を集めているからなのです。 

 

今日、学生募集に関する社会状況はかなり変化しています。 

何年か前に学生が集まったからといって、 

「今までと同じようにやっていて、学生が集まる訳がないのです。」 
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現在、定員割れをしている、学生募集で苦労をしている学校というのは、ほとんどがこ

のことが原因になっています。 

 

学校経営でなくても、物を売る会社、飲食店、サービス業などでも同じです。 

一時、景気がよく儲かっていたのに、現在、下火になっている、または、倒産にまで追

いやられた会社も少なくありません。 

 

ほとんどが、時代の流れについていけなかったからなのです。 

 

人間の心理というのは、過去の栄光や成功体験などが体に染み付き、そのことがどう

しても脳裏から離れません。 

「わたしの経験からすると、それは…」となるのです。 

 

ところが、その経験が当てはまらないのが、今の時代なのです。 

それは、当然のことなのですが、今の時代をだれも経験していないからなのです。 

 

経験していないことに対して、過去の自分の成功体験や失敗の体験を当てはめるこ

とはできません。 

 

それを無理やり当てはめると、無理が生じてきます。 

考え方と行動に違いがあると、一貫性に欠けてしまいます。 

 

一貫性に欠けているようでは、何事も上手く作用するわけがありません。 

もちろん、学生募集であっても、同じことです。 

 

それでは、今後の募集方法について、どうすれば良いのでしょう？ 

 

ある学校が人気もあり受験生を多く集めているからといって、その募集方法がそのま

ま自校に当てはまる訳ではありません。 

 

というのは、いくらその学校が上手くいっていても、全ての面において自校とは状況が

違うからです。 

そこに至るまでのプロセス、ブランド力、資金力、人材力、人気ある職種など、自校と

は状況が違うはずです。 
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それをそのままモデリング（真似）しても、上手くいきません。 

 

行動に移すまえに大事なことは、自校の今の状態を多面的に把握することです。 

まず、自分のことを認識してから、一番適している方法を探らないといけません。 

自分のことを知ることが大事です。 

 

そして、直ぐにできることから行なってみることが重要になります。 

とにかく、やってみてから考える。 

 

その成果を分析して結果が良ければ、更にそのことに力を注ぐ。 

結果が悪いようだと、どこが悪かったのかはっきりさせ、改善していく。 

 

その繰り返しが、着実に前に進んでいきます。 

 

問題なのは、「わたしの経験では…」と否定的なことをいって何もしないことです。 

そして、今までどおりを続けることです。 

 

現在のような戦国時代に生き残るには、自身のパラダイム転換をすることが大事です。 

パラダイム転換ができると、時代の流れをつかむことが出来、今の社会ニーズに適合

した学校経営や募集戦略もできます。 

 

社会のニーズ・ウォンツに合わせた学校経営や募集戦略がとれると、人気校になるこ

とは間違いないでしょう。 

それは、「受験生が探している学校」であり「進学希望者が行きたい学校」だからです。 

 

一昔前に流行ったような学校側の理想を押し付けた学校経営や募集戦略が上手くい

く時代は終わりました。 

それが上手くいく学校は、すでに学校ブランドがつくられた人気学校だけです。 

 

何度も申し上げましたが、本気で生き残りをかけるなら、スクールマーケティングに

ついて学ぶ必要があります。 

そして、学校コンサルタントからアドバイスを受けることも早道です。 

 

もちろん、そのためには、できる学校コンサルタントを選ぶことも重要になります。 

間違っても、学校の現場を知らないコンサルタントに頼ってはいけません。 
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次回は、個々の学校が置かれた状況にあった戦略について、お話したいと思います。 

あなたの専門学校にあった戦略とは? 

 

競合校の募集がうまくいっているからといって、その方法が、そのままあなたの学校

に当てはまる訳ではありません。 

その学校とあなたの専門学校では、状況が違っているからです。 

 

状況とは、そこに至るまでのプロセス、社会の状況、ブランド力、資金力、人材力、人

気ある職種の専門学校かどうかです。 

 

ですから、その戦略がそのまま当てはまる場合もあれば、まったく当てはまらないこと

もあります。 

コンサルティングを受けることによって、専門学校の現状を明らかにし、その学校にも

っとも合っている経営戦略や募集戦略をつくることができます。 

 

たとえば、今は募集も順調であるが、将来のことを考えてブランド力を強化し業界の

なかで不動の地位を築きたいのであれば、「専門学校にとって何がブランドなの

か？」「ブランドをつくるには何をすれば良いのか？」を追求すれば良いわけです。 

 

自校にとってのブランドとは？ 

世間一般にいわれているブランドとは？ 

 

学校側からのブランドとは？ 

学生や受験生から見たときのブランドとは？ 

 

受験生が求めている学校（ブランド）とは？（じつは、これが一番大事な問いです。

ニーズを知ることこそマーケティングのポイントだからです。） 

 

このように貴校のつくろうとするブランドを追及していきますと、答えがでてきます。 

その答えは、これから貴校の募集戦略で生きてくる学校コンセプトになるのです。 

 

学校コンセプトが決まれば、次の作業は、「そのために、何をすることが最も効果的だ

ろうか？」という問いになります。 
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今、わたし達にできることは何？ 

将来のことを考えると、今、何をすることが重要だろうか？ 

 

わたし達のやりたいことは何？（モチベーションを高めるために価値観を知ること

は大事なことです。） 

 

何をすれば受験生を最も効果的に集められるだろうか？ 

 

目標を達成するために、どれだけの費用を掛けられるか？ 

どうすれば、もっと経費を削減できるだろうか？ 

 

そのように、考えを煮詰めていきます。 

そうすると、あなたの専門学校が「ブランド力を強化し将来的に不動の地位を築く。」

ために最も効果があり実行可能な募集方法が、生まれます。 

 

それが、募集コンセプトなのです。 

ですから、募集コンセプトは学校独自のものであり、また、あなたの専門学校だけのも

のでないといけないのです。 

 

 

では、現在、学校が定員割れを起こし経営難のために、このままでは学校が何年続

けられるかわからない状況だとします。 

 

いわゆる、「とにかく定員を満たしたい。」というケースです。 

 

この場合、あなたがする質問は、「なぜ、学生が集まらないのか？」「学生を集めるに

は何をすれば良いのか？」の２つの問いです。 

 

この２つの問いを学校内で徹底的に追求することなのです。 

 

学生が集まっていた時と今（定員割れ）と、何が違っているか？ 

学生が集まらなくなったのは、どうしてなのか？ 

 

募集が順調な人気校は、何が良いのだろうか？ 

定員割れの学校の特徴は？ 
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どうですか？ 

学生が集まらなくなっている原因が見えてきましたか？ 

学生が集まる方法が、少し見えてきましたか？ 

 

それでは、もう少し頑張って頭に汗をかいてください。 

ここからの作業で得ることは、お金で買えない大事なことだからです。 

 

では、質問を続けます。 

 

今すぐにやらないといけないことは？ 

何が何でもやらないといけないことは？ 

 

今すぐにやめないといけないことは、ないですか？ 

 

これを実行すると、高確率で募集効果が上がるだろうという事は？ 

それは、わたし達に実行可能なことだろうか？ 

 

本気で学生を集めたいと思っていますか？ 

本気で学校を改革したいと思っていますか？ 

 

その実現のためには、犠牲を伴うかもしれませんが、OK ですか？ 

 

おめでとうございます。 

ここまで無事に辿りつけたのであれば、後は行動するのみです。 

行動することを繰り返せば、遅かれ速かれ、目標に近づいていきます。 

 

行動こそ目標を達成する力です。 

 

そのためには、アイディアを整理したあとに、コミットメントすることが重要になります。 

 

コミットとは、期限と責任を決めて本気で実行するという公的な約束のことです。 

そのようなものが取り決めていないと、アイディアは、「単なる良いアイディア」で終わ

ってしまいます。 

 

上手くいっている学校は、アイディアを「単なる良いアイディア」だけで終わらせていな

いというのが、大きな特徴だということも知っておいてください。 
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コミットメントについては、今後詳しくお話したいとおもいます。 

 

 

 

募集戦略、学校経営戦略について、もっと知りたい方は、下記サイトを覗いてください。 

学生を集める学校コンサルタント→ http://ueb-a.com/ 

学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル→

http://school.okoshi-yasu.com/ 

 

 

 

感動こそ最大のブランド戦略 

 

どの学校も受験生を多く集めるために、何をすれば一番効果があるだろうかと頭を悩

ませます。 

 

そして、広告を出せば、「受験生が増えそう。」な気がして、募集経費のほとんどを費

やしてしまいます。 

 

ところが、実際、広告を増やしてみると良く分かるのですが、広告に掛けた費用ほど

募集効果があがってないことに気付きます。 

 

それでも広告を出してしまうのは、なぜなのでしょう。 

 

それは、 

営業マンの素晴らしいセールストーク。 

特に苦労しないで済むから。（金銭面の投資はかさみますが。） 

大手の学校が出している広告をよく目にすることで、「人気校＝広告効果による」との

妄想が生まれる。などの理由からだと思われます。 

 

広告のほかにも、学生募集のためにやり過ぎと思われるのは、学校を建て直したり、

設備面にばかり経費をかけることです。 

はたして、学校が新築になったからといって、どれだけ受験生が増えると思います
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か？ 

 

確かに、募集担当者が建造物に自信をもってセールストークすることはできます。 

でも、受験生が学校選びをするとき、「学校が新しい・設備が整っている」によって学

校を選んだ基準にした割合は、あまり多くありません。 

（JS コーポレーション、２００６年高校卒業者アンケートによると、全国平均が男子１７．

１％、女子１７．５％、ただし複数回答のため割合が高くなっている。） 

 

それよりも多いのは、学科・コースの内容（女子４４％）、就職状況（女子 34.9％）、学

校の雰囲気（28.2％）なのです。 

 

マーケティングの効果から考えると、施設や設備面が立派なことよりも「教育内容が

充実している」、「卒業後の就職が約束されている」、「学校全体の雰囲気が良い」と

いうことの方に力を入れる必要があります。 

 

これらのことのために力を注げば、学生が集まることはデーターが示しています。 

それなのに、どうして効率の悪い努力をする学校が多いのでしょうか… 

 

それは、学生募集に関しての専門家（マーケティングのプロ）ではない人たちが、過去

の経験や他人の真似、思いつきによる発想から行なっていることが多いからなのでし

ょう。 

 

参考のために、同じく JS コーポレーションさんのデーターからですが、 

「オープンキャンパスでの良い印象（女子、複数回答）」では、1 位が模擬授業・体験授

業の内容、2 位が学校全体に関する説明、3 位が最寄りの交通機関から学校までの

案内、4 位が案内 DM、5 位が在校生の対応全般、6 位が教職員の対応全般、7 位が

昼食の案内、8 位が施設見学の内容、9 位が模擬授業の教え方、10 位が施設見学の

説明、ほかに携帯への案内メールや移動時の案内・誘導。そのほかに受付場所・受

付方法というものもありました。 

ちなみに 10 位の「施設見学の説明」のパーセンテージで１５％でした。複数回答のた

めに、どれもかなり高い割合になっています。 

 

このデーターは、何を物語っているのかと申しますと、「オープンキャンパスで良い印

象を持った。感動した。」ことは、一つの事柄ではないと言う事です。 

 

オープンキャンパス一つをとってみても、見学者は学校全体の雰囲気からその学校



11

の印象を感じ取っています。 

 

もちろん、学校全体が良い雰囲気であれば、見学者も良い印象を持ち受験に結びつ

く確率が高くなっていくことでしょう。 

 

ですから、学校ブランドとは、総合的な学校の雰囲気といえます。 

 

たとえば、オープンキャンパスで学校に良い印象を持った高校生が、専門学校に電話

で問い合わせをしたとします。 

その時、対応した教職員が高校生に対して高飛車な対応だったら、一変にその学校

を嫌になることでしょう。 

 

そのように、学校に関することのどの一つが欠けていても、学校ブランドの評価は下

がります。 

 

人気校は、学生の雰囲気が良い、教職員の雰囲気が良い、授業内容が充実している、

設備が整っている、就職状況が良い、資格が取れる、卒業生の活躍状況、交通アク

セスが良い、特色がある、教育理念・教育方針が良い、などすべてにおいて評価が高

いために人気があるのです。 

 

表面的なブランディングは、その事実を広告や学校案内パンフレット、オープンキャン

パス、学校見学などでアピールし、受験生に感動を与えることでできていきます。 

 

しかし、学校の雰囲気は、先程の問い合わせ電話の例のように、日常の何気ないとこ

ろから直接的、間接的に受験生に伝わっていくことが多くあります。 

 

学校というのは、学生、教職員だけでなく、外部からの講師や業者などがいつも出入

りします。また、学校の近所の住人とも毎日、学生や教職員が接触します。 

 

その時に、「明るく、おはようございます。」と、声を掛け合うだけで、相手に良い雰囲

気を感じてもらえます。 

 

いつも、学校の周囲が綺麗であれば、見た人は、それだけで嬉しくなります。 

外部から来られた人は、学生や教職員から親切丁寧に応対されると安心して好感を

持ちます。 
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また、ブランディングでは、それ以上に、学生が喜ぶことを学校が行なっていることが

重要です。 

学生が学校を楽しく、やる気をもって過ごせることは、大事なことです。 

 

そのように、学校に関係するすべての人に感動を与える学校づくりこそが、学校での

ブランディングなのです。 

それが、学校が一人勝ちするブランド戦略なのです。 

 

学校ブランドができれば、学生募集にかける労力は少なくなります。 

というのは、受験生から望んで来てくれるようになるからです。 

 

そのような学校の姿にすることが、学校繁栄コンサルティングの目標なのです。 

 

 

学校経営で成功するにはシンプルな方法が一番 

 

学校経営でなくとも会社経営、ビジネス、スポーツなど、どんなことでも基本が肝心で

す。基本ができていないと、いくら新しい戦略、戦術を練ったとしても、テクニックを磨

いたとしても、上手く機能しません。 

 

たとえば、サッカーのロナウジーニョ（2006 年の UEFA クラブ・フットボール年間最優秀

選手）は、サッカーのテクニックでは、誰もが認めるダントツの世界ナンバー１選手で

す。 

しかし、彼のテクニックを作ったのは、子供の頃からの基本練習です。 

 

そして、鍛えられた走力、瞬発力、持久力、ボールの扱い方は、その基本練習から身

についたものです。 

プロサッカー選手として必要な基本要件を彼はすべて備えています。 

ですから、現在、サッカー観戦している人たちを魅了する彼のテクニックは、そんな基

本ができているからこそ、世界の大舞台で発揮できるのでしょう。 

 

こんな誰もが知っているような「基本」のお話をしますと、コンサルティングではあまり

喜んでもらえません。それは、クライアントの方というのは、コンサルタントに対して、
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「こんなアイディアがあったのか。」というような奇抜さを期待しているからでしょう。 

 

誰でも、ほかに無いような奇抜なアイディアを手に入れたいものです。奇抜さはアイデ

ィアとしては面白いものです。 

 

ところが、アイディアは、初めに考えついた時がアイディアであって、他人もそのアイ

ディアをマネして、誰もが同じ事を行なうようになったら、それは、アイディアではなくな

ります。 

世間の常識となってしまいます。 

 

ですが、アイディアを思いついても、それを他人が真似できないくらい育てられるのは、

経営の基本ができている人だけです。 

そして、その分野のダントツ１位になれば、旨味のほとんどを１位の会社（または学

校）が独占して味わうことになります。 

 

奇襲戦術（奇襲戦法）は、アイディアとしては面白いものですし、成功の確率も高くなり

ます。 

ところが、この戦略はメリットよりデメリットのほうが大きく、経営ではあまりお勧めでき

ません。 

 

どうしてかと申しますと、たとえば、相撲の技で桁繰り（立会い時に、相手にまともに当

たらず、横に跳び相手の足を払う奇襲戦法）というのがあります。 

少し前のことですが、横綱朝青龍が格下の稀勢の里に対して桁繰りで勝利を収めこ

とで、相撲ファンからもブーイングが起こりマスコミも批判していたことがあります。もち

ろん、そのように奇襲戦法は世間的にも評判のいいものではありません。 

 

この奇襲戦法を使わないといけないのは、後から遅れてその分野に参入した学校や

それを使わないと生き残りが出来ない場合になるでしょう。 

このようなケースでは、仕方の無いことかもしれません。 

 

また、先程の大相撲にたとえれば、相撲というのは１５日間あります。その内の１回だ

け奇襲戦法をとるから有効となるのです。 

 

同じお相撲さんが毎回、毎回、桁繰りをやっていたら、それは奇襲ではなくなります。 

毎回桁繰りでは、相手にとっても敵の攻め方が分かっているので、普段より戦いやす

くなることでしょう。 
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このように、奇襲戦法（戦略）は毎回通用しません。周囲が忘れた頃に稀に使うから、

効果が発揮できるのです。 

 

「基本が大事！」ということを、再認識していただけたでしょうか？ 

では、学校経営での基本とは、具体的に何でしょう？ 

 

学校経営の基本とは、成功している学校、繁栄している学校が共通している考え方や

方法（戦略、戦術）のことです。 

 

経営がうまくいっている学校には、共通したものがあります。 

それは、トップだけでなく教職員にも教育にかける情熱がある。学校全体が明るく雰

囲気が良い。学校の人気が高く募集状況が良い。募集が上手いなどです。（他にもた

くさんありますが、今回は省略します。） 

 

このいい所（モデル）を真似（モデリング）することです。 

スポーツでいえば基本練習です。 

 

最初は、忠実にモデルを真似て実行します。それを続けていくと、上手くいくケース、

上手く行かないケースに分かれます。それが一般的な結果だと思います。 

 

他人の良い所をそのまま真似をしても、自分にとって、すべて上手くいくとは限らない

からです。 

成功しないタイプで多いのは、その時、上手く行かないと直ぐに諦めてしまい元に戻っ

てしまうことです。 

 

大事なのは、この後、どのように行動するかなのです。 

重要なことなので、もう一度申し上げます。 

 

上手く行かなかった時に次のステップをどうするか？ です。 

 

上手くいったことは、もっと効率が上がるように今まで以上にエネルギーを注ぐべきで

しょう。 

 

ところが、上手く行かなかった時の考え方というのは、諦めや落ち込むのではなく、冷

静になり結果を分析して、間違った方法を改善することなのです。 
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経営では失敗はつきものですが、この作業を行うと、少しずつでも必ず前進

していきます。 

 

常に、このように、行動→改善→実行→検証 のプロセスを踏むことを続けていると、

芽が開く時期（タイミング）に花が咲きます。 

 

地道な活動ですが、この基本プロセスを踏むことは、あらゆる分野の原則です。 

 

余談ですが、あの世界のトヨタが改善活動を全社に展開するために、改善部を独立し

た部署としてつくっているほどです。 

 

学校経営について学びたい方は、こちらのサイトもご覧ください。http://ueb-a.com/ 

 

介護福祉士養成校の明るい未来予想 

 

こんなことを申しますと、どんな戦略や方法を使っても、介護福祉の分野は、高校生

はじめ高校の進路の先生からも人気がなくなっているから、今後、入学者を増やすこ

とは困難だと反論されるはずです。 

今はそのとおりです。次のグラフをご覧ください。 
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介護福祉士養成の専門学校が本格的に設立をはじめたのが、1992 年頃です。いわ

ゆる導入期です。そして、2000 年頃からこの分野に参入する学校が一気に増えだし

ます。 

専門学校や大学、短大でもその傾向は続き、2004 年には介護分野の学校数（学科

数）と応募者数もピークでした。 

 

しかし、一昨年、昨年（2008 年）と入学者数は激減し、募集停止を決めた学校や学科

が続出しています。ですから、今後は成熟期に入ったとみて良いでしょう。 

ちなみに利益が最も出るのは成長期になります。導入期では、市場が認知不足のた

めに広報費などが多く掛かります。また、成熟期になると、社会ニーズが低いために、

広告を多く出してもその割に応募者が集まらなくなるので、たとえ定員が満たされたと

しても、利益率が低くなってしまいます。 

 

このようにして、決断が鈍り新しい戦略を打ち出す時期が遅くなればなるほど、経営

赤字が累積していきます。そして、赤字だけでなくマイナス要因が積もると、組織全体

の活力が失われていきます。学校を再生する活力が失われては、その時にどんな良

いアイディアがあったとしても行動に移すことはできません。 

 

ですから、私の今後の予想としては… 
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現在の介護福祉分野の学校（学科）の４割が撤退する。そして、残った内の４割の学

校（学科）は、定員割れを起こし赤字経営のまま学校経営を存続する。 

しかし、残り２割の学校（学科）は、競合校も減り介護福祉の専門学校としてのブラン

ドを築き、広告費用を掛けなくても簡単に応募者が集まり、黒字経営を続けられる勝

ち組となることでしょう。 

 

これだけ、介護福祉分野の専門学校の人気がなくなってきているのに、どうして２割

の学校が将来にわたって勝ち組になれるのかと疑問に思われるかも知れません。 

 それは、このような理由からです。 

 

１０年後にくる介護のピーク 

 

これは、誰もがご存知のように団塊世代が１０年後（70 歳）から介護(又は介護予防)

が必要となるからです。すでに、この必ずくるだろうと予想される介護のピークの波に、

早いうちから乗ろうと多くの企業や法人が介護分野に参入しています。 

では、福祉業界全体のライフサイクルは、どうなのでしょう？ 

 

 

 

 1989 年にゴールドプランが施行され、その頃より先見の目があった方々は、社会福

祉法人を設立し老人ホームなど箱モノをつくっていきましたが、政府自体が介護に関
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して未知の分野でもあり介護保険制度もめまぐるしく変わったため、利益は上がって

いませんでした。 

現在（2008 年）、社会福祉法人による箱モノは整備されましたが、会社法人でも自由

に参入できるようになり、有料老人ホームやディサービス、訪問介護事業所に関して

は、今も続々つくられています。しかし、社会の景気も上向き、重労働のわりに待遇も

良くない介護分野への就職希望者は少なく、介護職員の不足という社会問題も起き

ています。  

今後、政府としても団塊の世代が７０才に達する 2018 年に向けて、介護職員の待遇

改善などのなんらかの対応策をおこすはずです。また、この介護分野は、元々、社会

ニーズも高いのですから、就職先としても人気職種となることでしょう。 

 福祉環境の整備がすすみ、2028 年には介護分野の箱モノや介護職員の数が利用

者数に対して余ってきます。また、団塊の世代も８０才に達することから、その後、介

護を必要とする人も自然に減少するので、需要と供給のバランスが崩れ全体としての

利益は上がらなくなっていくことでしょう。このようなライフサイクルが予想されます。 

  

福祉業界の成長期（もっとも利益が上がる時期）は、来年以降１９年間も続くことにな

ります。そして、１０年後にはピークがやってきます。 

 専門学校では成熟期を迎え利益が上がらなくなっているのに、介護福祉業界全体

を見ると、これから成長期に入り、それが１９年間も続くのです。何かお気づきになら

れたでしょうか？ 

 

 そうなのです。 

専門学校としては、うまく介護業界全体の波に乗ればチャンスなのです。 

 これから１０年後、介護利用者の数はピークを迎えるのですが、その利用者を介護

する人材が不足してくるのですから、介護職員を養成する学校は引っ張りだこになり

ます。そして、今年卒業した人でも１０年後には３０歳、２０年後には４０歳になっており、

職場の中心的存在になっています。 

業界全体が潤っているなかで、さらに、中心的人材になれることが将来的に約束され

ている業種は、一般企業ではないはずです。これは、「介護」という国が介入している

特殊な事業だから予想できることなのです。 

 

これから専門学校がとらないといけないのは、今までの戦略が通用した時代は終わ

ったのですから、これからの時代の社会ニーズに適合した戦略を構築する必要があ
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るのです。 

これからの戦略とは、自校が「やりたいこと」ではなく、介護施設などの経営者、介護

利用者のほか、これから介護職員になろうとする若者が望むような学校をつくらない

といけないということです。 

 

専門学校に限らずどんな会社を経営しても、このニーズとウォンツが高くないと成功

できません。ところが、現在、定員割れをしている学校というのは、このニーズとウォン

ツのどちらか片方、もしくは両方が低くなっているのです。 

 

介護福祉士養成校では、介護人材の不足からニーズは高いのですが、ウォンツ（欲

求）、いわゆる、若者の「介護福祉士になりたい！」という気持ちが特に低いのです。 

この理由は、マスコミが流す暗いニュースに影響を受けた人たちによる口コミからで

す。「介護福祉士は、給料も安く、仕事も大変そう～。」 

「他にもっといいところがあるよ～。」 

 これでは、正しい知識がない高校生にとっては、お先真っ暗な業界と映っても不思

議ではありません。 

  

それでは、 

介護福祉養成校がための具体的な方法とは…？ 

 

       介護福祉分野の専門学校のニーズ・ウォンツ 
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入学希望者のウォンツを高めるには表の左上の○を右上に移動することが必要にな

ります。 

 

現時点で介護福祉士分野の人気が低い理由は、・ 

 

・大変な業務の割りに介護職員の給与が低い 

・労働条件が悪い（３Ｋ） 

・一般企業への就職が容易になってきた 

・介護職員の社会的評価が低い 

・国家試験の問題などはっきりしなかった 

・フィリピン人などの外国からの介護職員の問題 

・准介護士の問題 

などの理由から将来が見えない（将来性がない）からでしょう。 

 

ウォンツ（欲求）が低い理由は、 

 

・看護士や社会福祉士と比較して社会的評価が低い、 

・給与が低いなどから遣り甲斐がない 

・いろんな問題が山積みでマイナスイメージが強い 
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・「福祉」という暗いイメージが強い 

・福祉の現状を見ると将来性がない感がある 

などが挙げられます。 

 

では、「どうすればウォンツを高めることが出来るでしょうか？」 

 

それは、マスコミに正しい情報を教えることです。偏った情報から謝ったニュースを流

しているマスコミに正しい知識を教える必要があります。 

そのために、介護養成校が一致団結して協力することも必要なことでしょう。自分の

学校だけのことを考えるよりも、養成校全体が良くなるようにみんなが動くことで、自

校も潤うわけですから。 

 

同じように、高校訪問時に進路の先生にも「介護福祉士の未来は明るい！」と正しい

知識を教えることが大事です。熱意をもって、「介護福祉士の未来は明るい！」と説明

すれば、高校の先生がもっている謝った考えも正すことができます。 

先生の偏見がなくなると、自分の可愛い教え子が幸せになるためにと、将来性のある

介護の進路を勧めるはずです。 

 

すべての介護養成校の先生が、口を揃えて「介護福祉士の未来は明るい！」と世間

に言えば、状況は必ず変わります。 

介護福祉士の将来性が見えてくれば、次から次へと「介護福祉士になりたい！」とい

う若者が養成校の門を叩いてきます。 

 

介護養成校に学生を集めるために、今一番大事なことは、みんなで「介護福祉士の

未来は明るい！」と叫ぶことです。 

 

スクール・マーケティング実践会では、貴校のニーズとウォンツを高める様々な方法

や戦略をご提案します。 

    → http://ueb-a.com/ 

短大・大学と競合している専門学校がとらないといけな

い差別化戦略とは 
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大学、短大、専門学校の違いは見えなくなってきている 

 

分野によっては、大学、短大、専門学校がバッティングしているところが多くあります。 

たとえば、保育、幼児教育、介護福祉、看護、ビジネス、語学、音楽、デザイン、芸術、

コンピュータ、ゲーム、自動車、航空、建築、インテリア、土木、環境、バイオ、体育、

栄養などのコース… 最近では、美容や調理・製菓というような分野に進出してきてい

る短大、大学も見受けられます。 

 

 専門学校だけにある分野としては、公務員試験対策、国家試験対策、資格取得、柔

道整復師、歯科技工士、理容、芸能、ファッション、きもの、ペットぐらいです。 

 

 後述した公務員試験対策を専門にしているような分野の専門学校では、短大、大学

のいずれともバッティングしていないので、マーケティングが楽です。競合相手が同じ

専門学校同士になるのでＵＳＰ（独自の優位性）を出すだけで十分戦えます。 

 下の表をご覧ください。 

 
 

上のケースでは、競合が少ないためニーズも高く、後は、「どうしても貴校に入学した

い。」と思わせられるような何かを取り入れれば、入学者は増えるはずです。 

 ただし、複数ある学校の中から一つだけ貴校だけを選択するのですから、高校生の

欲求に訴える強力な何かが必要になります。 
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 そのための方法として、高校生に「将来こうなりたい！」と思わせる簡単な方法は、

将来のイメージを見せることです。君も、この学校を卒業して就職したら、こんなふう

に活躍できるんだということを先輩の姿をみせてイメージさせます。 

 「君が本校に入学したら、こんな将来がある！」と、ビジュアルにも訴え、夢を描かせ

ることです。 

それによって、「何が何でも貴校に入学したい！」と言ってもらえるのです。 

  

 アンケート結果などから勘違いすることが多いのですが、「教育内容が充実している

から、ここで勉強したい。」という理由だけで入学してくる学生は、ほんの少しです。とく

に専門学校の学生の場合、卒業後の就職という将来の目標を実現するステップとし

て入学してきます。 

 高校生にとって、カリキュラムは将来の目標を実現するための道具であって、それ

自体が目的ではありません。 

 

学校経営ではカリキュラムはもっとも大事なことですが、学生募集において効果を上

げるためには、教育内容よりも高校生に関心のある将来性の方をアピールすること

が重要になります。 

 

専門学校は大学と対等に戦えなくなった 

 

 ところが、専門学校が大学を競合相手にすると、それだけでも条件が不利になりま

す。ご存知のように、少子化による大学全入化によって、高校生の大学志望は年年

増えてきています。若者の考え方も「出来るだけ長く学生生活を送りたい。」、「４年間

の学生生活を満喫したい。」というように変化してきたからでしょう。 

 

 高校生にとっても選択肢が増え、専門学校よりも短大・大学へと進学する傾向にあ

ります。  

 

その理由の一つには、広告の表現にも問題があります。どの進学ガイドを見ていても、

分野が同じ専門学校と大学の場合に、違いが分からないのです。学校のホームペー

ジを拝見しても専門学校と短大（または大学）の違いについて、「専門学校はここが…。

短大ではここが…違います。」と優しく説明されているのですが、いまいちピンとこない

のです。これは、私だけでなく高校生のほとんどが理解できないと思います。 

 違いについての説明を読んでいるときには、「ああ、なるほど。…」と理解するかもし

れないのですが、読み終わってみると、「でも、やっぱり大差ないな～」となるのです。 

 高校生には、短大（大学）と専門学校では、それくらいの違いしか見えてこないので
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す。 

 

 ですから、短大・大学と競合している専門学校が現状の戦略を続けていては、突然、

社会状況が大きく変わらないかぎり募集は厳しくなるばかりでしょう。 

 

 

 大学・短大と競合している専門学校が生き残る戦略とは 

 

下の表をご覧ください。 

大学・短大と競合している専門学校では、競合校が多くニーズ（必要性）は低くなって

います。また、ウォンツ（欲求）も低いのがふつうです。 

 

 

「ニーズを高めるためにはどうすればいいでしょうか？」 

 「ウォンツを高めるためにはどうすれば？」 

  この答えは、「ニッチな分野をつくること」です。 

 

 他校とは競合しないニッチな分野をつくることなのです。そして、ターゲットである高

校生に「何が何でもこの学校に行きたい！」と思わすことのできるニッチ分野をつくる

ことなのです。 

 

 これが、一般に差別化戦略と呼ばれているものです。 

「ウチでは難しい…」と思われていませんか？ 自身の脳の中に限界をつくると思考
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が止まってしまいますので注意してください。 

「できる！」と思えば、アイディアは次から次へと出てくるものです。 

 

 

参考までに、差別化戦略で有名になったのが、菓子業界のグリコです。菓子業界で

は会社が多くなりすぎ、商品の種類も過剰になってニーズはほとんどありませんでし

た。ただ、お菓子を食べたいという潜在的欲求は強くあったのです。そこで、グリコが

行なった戦略は、「置き菓子」です。これは、「置き薬」をモデリングしたもので、お菓子

を各会社に置かせてもらうというものです。 

今までにどの菓子会社もやっていない方法なので、マスコミにも取り上げられ、現在、 

70,000 台の菓子専用ボックスが設置されているというから驚きです。今も人気で日本

中に展開しているそうです。 

 

１日の売上が一台当たり５００円平均として、全体で３，５００万円になります。１日の

売上が３，５００万円ですから凄いですね。 

 

募集戦略「何をする学校なのか解からない」 

直感的に理解できるか？  
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使いこなせる自信があるか？ 

 

「学校名だけを見ても何をする学校なのか解からない。」 

「パンフレットの表紙やホームページのトップページを見ただけでは、何の学校なのか

ピンとこない。」 

「パンフレットを読んでも、他の学校とどこが違うのか解からない。」 

「パンフレットを読んでも、私にとって何がメリットなのか解からない。」 

「入学しても就職（一人前として）できるだろうか？」 

「私でも資格が取れるだろうか？」など、思い当たるところはありませんか？ もし、あ

れば、問題です。 

 

その場合には、下の表のように募集ターゲット（高校生など）が「直感的に理解できる

ように工夫する。」そして、「自分でも資格が取れる、就職できる、一人前になれると、

容易に理解できるようにする。」ことが大事です。 

 

 

直感的に解かりやすくするためには、どんな方法がありますか？ 

安心して入学してもらうには、どんなメッセージ表現がありますか？ 

 

募集戦略「ターゲットを絞れているか？」 

ターゲットを特定することは容易か？ 

費用対効果は？ 
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学生募集では、ターゲットを特定することも重要なポイントです。 

たくさんの広告を掲載してどれだけ多くの資料請求を得たとしても、資料請求者がそ

の分野にあまり関心がなかっとしたら無駄になります。 

 

ですから、資料請求を目的とする広告を打つときには、せめてその分野に関心のある

人をターゲットに絞る作業とターゲットに向けたキャッチコピーの作成が必要になりま

す。 

ターゲットをある程度絞ることができると、資料請求があった人も多少なりとも分野（ま

たは学校）に関心があるため、体験入学や見学会に参加させることが容易になります。 

また、そのように広告を打つポイントが解かっていないと、とにかく、「広告を多く掲載

すれば受験生が集まる。」と妄信することになり、無駄に広告費用ばかりかさむ事に

なってしまいます。 

 

そのため、ターゲットを特定する難易度は？ 学費収入に対する広報のコストは？ 

を知ることが大事になるのです。 

下の表をご覧ください。 

 

ターゲットを特定しやすくするにはどんな方法がありますか？ 

収入に対する広報コストを下げるには、どんな方法がありますか？ 

 

ターゲットを特定しやすくするには、先ず、『募集コンセプト』を明確にする必要があり

ます。 

そして、可能であれば、学校名を募集コンセプトに合致させ、ターゲットから理解しや

すい校名にすることです。他にも、学科やコース名もターゲットに合わせた名称に変え

ることで、募集効果が上がります。 



28

 

もちろん、すぐにしないといけないのは、「広告のタイトル」や「広告のヘッドコピー」な

どをターゲットに向けたタイトルまたはコピーにすることです。これをすることで、費用

効率の良い広告になります。 

 

広報コストを下げる方法としては、費用が安いインターネットを上手く利用することが

ポイントです。 

ホームページも業者まかせにするのではなく、自校職員で毎月書き変えができるよう

にしないといけません。また、ブログやメルマガを使うと、より興味関心を持ってもらう

ことが可能になり、学校との信頼関係も築くことができます。 

 

もう一つの広報コストの削減方法として、高校訪問が考えられます。ただ、高校訪問

の数や時間を増やすのではなく、質の濃い高校訪問をすることで、訪問回数も減らす

ことが可能になり、人件費の削減にもつながることでしょう。 

 

募集戦略に関心のある方は→ http://school.okoshi-yasu.com/ 

 

 

募集戦略「募集マーケットの成熟度は？」 

募集マーケットの成熟度は？  

ターゲットが新分野にスイッチし易いか？ 

 

同じ分野の学校や学科（コース）が増えすぎたため、容易には学生が集まらなくなっ

た。これは、募集マーケット（募集市場）が、成熟期を迎えたことが原因です。成熟期

になると、いくら広告に費用をかけたり募集努力をしても、中々、学生は集まりません。 

たとえ集まったとしても、広報費や広報のための人件費がかさみ、利益は少なくなる

のが一般的です。 

 

そのための戦略として考えられるのは、従来の分野からまったく新しい分野に変更す

るか。若しくは、ニッチな分野を切り開くか。です。 

 

下の表をご覧ください。 



29

 

 

新分野を設置できる未成熟な分野とは？ 

ターゲットが新分野の学科にスイッチをし易いか？ 

 

新しく学科をつくろうと考える場合には、「その分野が成熟しているか？」「未成熟の

分野か？」を見ることが、判断基準になります。 

 

また、未成熟な分野の場合には、ターゲットに認知されていないので、「どうすれば容

易に認知されるだろうか？」とか、「どうすれば、従来のターゲットをこちらに引き込め

るか？」を考えることが、大切なポイントになります。 

 

ニッチな分野に学生を「入学したい！」と思わせるには、先ず、「魅力ある学科」であり、

その魅力をターゲットにアピールする宣伝力にあります。 

 

 

  

 

募集戦略「ターゲットの視点からみた魅力は？」 

ターゲットの視点からみた魅力は？  

自校の優位性を簡潔に伝えられるか？ 
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学生募集で効果をあげるためには、「競合校より優れている」ことが第一条件です。 

競合校よりすべてが劣っていては、どんな努力をしても効果は上がりません。 

たとえ、募集テクニックを駆使して入学者を集めたとしても、ごまかしがあり、いずれ

学生から見抜かれることになるでしょう。 

魅力があり、次に大事なことは、「その魅力がターゲットに対して十分に伝わっている

だろうか？」ということになります。 

 

いくら魅力があっても、宣伝方法がまずいと伝わらないものです。この失敗は伝統校

に多く、「ウチのことは誰でも知っているはずだから、宣伝広告に力をいれる必要がな

い。」と思い込んでいるために、入学者の減少した本当の原因が見えてなかったりし

ます。 

 

これらを確認するために下の表をご覧ください。 

 

ターゲットの視点からみた学校の魅力は？ 

自校の優位性を簡潔に伝える方法は？ 

 

学校の魅力をより魅力的にするためには、先ず、「自校の魅力は何なのか？」確認す

ることです。そして、その一つ一つの魅力を募集コンセプトに落とし込み、さらに、『キ

ャッチコピー』で表現します。そのキャッチコピーは、ガイドブック、ホームページ、広告

などあらゆる場所で用います。 

学生募集で効果を上げるポイントは、いかに自校の魅力を効果的にターゲットに伝え

られるかということにつきます。 
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募集戦略「これからの学生募集で必要となるポイント」 

これからの学生募集で必要となるポイント 

 

これまでの説明では、ターゲットを中心にした考え方をお話してきましたが、学生募集

効果をより向上させるためには、高校の先生と生徒の保護者にいかに関心をもって

もらうことができるかということが重要になります。 

 

高校の先生や生徒の保護者に、何をすれば、興味関心を引くことができるのでしょ

う？ 

それは、「将来性」です。そして、「生徒が学校に入学することで、将来が約束され

る。」ことです。 

 

もちろん、学校にその将来性を約束できるシステムがあることが、絶対条件になりま

すが、それをいかに上手く伝えられる技術も必要です。 

 

 

参入障壁を高くする 

 

ニッチ分野を切り開き、面白いように学生が集まったとしても、直ぐに、それを真似す

るところが表れてきます。それは、過去の歴史が物語っているので、予測しておく方が

得策でしょう。 

 

では、どうすれば、参入されないでしょうか？ 

 

答えを簡単にいうと、現状の学校のあり方をより専門的にすることです。 

そして、誰でも簡単に真似できないような学校をつくることなのです。 

 

自校がダントツ化してしまえば、後から参入してくる学校があったとしても、自校のター

ゲットを食われることはありません。反対に、２番手の学校がその分野を宣伝すること

で、自校が有利になることでしょう。 
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ネット戦略 

 

ネット戦略 

 

他の業種ではネット戦略は当たり前になっていますが、まだまだ学校業界では、ネット

戦略ができていないところがほとんどと言ってもいいくらいです。 

 

５年ほど前までは、消費者の行動は「ＡＩＤＭＡの法則」が成り立っていました。 

ＡＩＤＭＡの法則とは 

Ａ（Ａttention＝注意） 

Ｉ（Ｉnterest＝関心） 

Ｄ（Desire＝欲求） 

Ｍ（Memory＝記憶） 

A(Action＝行動)の５つのステップです。これが、消費者の代表的な行動パターンでし

た。 

 

たとえば、 

１、テレビで新車のコマーシャルを見て、興味をもちます。 

２、興味を持ったので、ディーラーのショールームに出かけパンフレットをもらってきま

す。 

３、貰ってきたパンフレットを自宅で眺めながら検討する。 

４、ディーラーにもう一度出かけて試乗する。 

５、乗り心地に納得し気に入ったので、ローンの試算を依頼し、自宅で検討する。 

６、購入の意思が固まったので、再々度ディーラーに出かけて申し込む。 
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このように、興味をもってから、何度も小さなステップを踏みながら、より欲求度が強く

なっていき、最終的に購入に至ったのです。 

あなたにも思い当たる節はありませんか？ 

 

ところが、ここ最近、インターネットの普及で、消費者行動も「ＡＩＤＭＡの法則」が崩れ、

「ＡＩＳＡＳの法則」に変化しています。 

 

「ＡＩＳＡＳの法則」とは、 

Ａ（Ａttention＝注意） 

Ｉ（Ｉnterest＝興味が生まれる） 

Ｓ（Ｓearch＝検索する） 

Ａ（Action＝購買） 

Ｓ(Share＝情報の共有) 

 

「ＡＩＳＡＳの法則」を先程の新車の購入ステップと比較すると、 

 

１、新車のコマーシャルを見て、興味をもちます。 

２、インターネットで検索し、メーカーのホームページを見ます。 

３、動画を見て楽しんだり、パンフレットのＰＤＦファイルをダウンロードして検討します。 

４、ローン試算フォームに入力し、予算を確認する。 

５、ユーザーの感想が書かれているブログなどをチェックする。 

６、納得したので、ディーラーに出かけ、試乗して問題がなければ購入する。 

 

はじめの「ＡＩＤＭＡの法則」との違いは、お気づきだと思いますが、 

コマーシャルによって注意が喚起され、興味が生まれるところまでは、同じです。 

しかし、その後、購入に至るまでの行動が大きく違っています。 

 

ネットによる検索と、消費者同士の情報共有です。 

 

前者の「ＡＩＤＭＡの法則」が何度もディーラーに出かけているのに対し、後者の「ＡＩＳ

ＡＳの法則」では、インターネットを利用して、多くの情報を入手しています。 

資料もダウンロードし、ローンの試算もネットで済ませ、さらには、一般人のブログなど

への書き込みから、その車の評価やディーラー自身の評価まで知るためにネットで調

べています。 
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このようなステップを踏んでいますので、最終的にディーラーを訪問してきた見込み客

というのは、「買うつもり」で訪問することになります。後は、実際に試乗して最終確認

するだけなのです。 

 

営業マンも、今までのように、ディーラーを訪れた見込み客に対して、しつこく説明した

りセールスする必要がないのが特徴です。 

それまでに、あらゆる情報をネットから入手しているので、営業マンも「試乗されます

か？」、そして、「何かご質問はありますか？」との確認作業だけでいいのです。 

 

このように、時代はインターネットによってスピード化されています。 

ところが、学校業界では、今でも、「ＡＩＤＭＡの法則」をかたくなに信じて行っているとこ

ろがあります。 

 

一般的なステップとしては、ガイドブックへの掲載や広告から資料請求を期待します。

その資料請求者に学校案内を送った後、ダイレクトメールを送ります。このダイレクト

メールには、オープンキャンパスや体験入学への参加を促すことが目的です。 

最終的には、オープンキャンパスや体験入学に参加したことで、自校に「入学したい」

と思ってもらうことが狙いです。 

 

この方法がすべて間違っているわけではありません。 

しかし、先程からご説明していますように、消費者の行動自体が変化してきているの

です。 

それは、学生募集でも同様です。 

いや、それ以上に相手がインターネットに敏感な若者なので、顕著に変化しています。 

その事実を認識していない学校では、今後の学生募集では取り残されることになるで

しょう。 

 

「いや、ウチの学校では、立派なホームページを作っている。」と仰るかもしれません

が、パソコンで、「充実、学生生活」、「面白い授業」と検索しても、その学校のサイトが、

検索表示されなかったりします。 

大学ではネット戦略が進んでいますので、このようなキーワード検索でも検索結果の

一ページ目に表示されます。 

ところが、専門学校では、ほとんどが表示されていないのが現状です。 

 

単純に学校名だけで検索する受験生をターゲットにしていては、これから学生を集め

ることは困難でしょう。 
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また、先程も説明しましたように、学校側が一方的に流している学校ホームページの

情報だけでなく、在校生や卒業生が自身のミクシィやブログに書き込んでいる学校の

評価などを読み、受験生が学校選択のための情報としていることも大きな特徴です。 

 

 

インターネットでは、このような情報が氾濫しています。そして、携帯電話でもインター

ネットが利用できるようになり、さらに、加速しています。 

 

このような状況を「時代の流れだから仕方無い。」とあきらめてはいけません。 

この状況を逆手にとって、こちらからも受験生が望むような情報を与える必要があり

ます。 

 

学校ホームページとは別の目的で、異なる視点からブログを書くことも大事です。 

また、自校の学科や専門的な学問に特化したホームページをつくることも大事です。 

資料請求者やオープンキャンパス参加者だけを対象にしたメルマガの発行もコミュニ

ケーションを構築するうえで大切でしょう。 

 

そのようにして、良い情報を多く与えていくことが、ネット戦略では重要です。 

 

キーワード検索してもヒットしなかったり、ホームページを閲覧しても本当に知りたいこ

とが分からないのでは、入学に関心のあった者も離れていきます。 

それよりも、学校の情報がネットからいくらでも入手できる学校に人気が移ることにな

ります。 

 

そうならないためにも、ネット戦略を充実することが、これからの学生募集では重要な
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ことです。 

 

 

  

 

 

コンセプト戦略で成功している事例 

 
 

コンセプトとは 

 

マーケティングを語るときに、コンセプトは切り離せません。それくらいコンセプトは重

要です。 

ところが、実際の経営はというと、コンセプトが重要視されていないことが多いもので

す。ということで、今回は実際の学校経営で、『コンセプト』を役に立ててもらおうと思い、

現在、ヒットしている商品や会社の例を挙げてご説明します。 

 

その前に、コンセプトの意味ですが、三省堂辞書によると「日本語でコンセプトの語を

用いる場合は、『全体を貫く基本的な概念』を表す場合が多い。」とあります。 

 

ですが、マーケティング用語での『コンセプト』の場合、消費者へ訴えるための切り口

を意味しています。 

 

コンセプトとは差別化戦略 
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数多い競合に勝つためには、消費者に他社と同じ切り口で商品の良さを訴えても、ア

ピールできません。 

ビジネスで勝つためには、力で相手に勝つか、相手と違う自分にとって有利な土俵で

戦うかのどちらかです。（もしくは、相手と協力してお互いが勝つ方法もあります。） 

 

力で相手に勝つためには、その市場でダントツに一番であるか、市場にたいして圧倒

的なブランド力をもっていないといけません。 

ですから、普通は、消費者のニーズ・ウォンツを汲んだコンセプトを打ち出した差別化

戦略をとる方法が一般的です。そして、成功しているところもこの方法を多くとってい

ます。 

 

それでは、コンセプトによる差別化戦略で成功している例をいくつか挙げますので、参

考にしてもらえれば幸いです。 

 

ユニクロのベビー服 

 

フリースの大ブームの後、下火だったユニクロが取ったコンセプト戦略が、「低価格で

高級ベビー服を提供する」でした。ターゲットは、高級ベビー服で有名なミキハウスで

す。 

 

ユニクロというと、消費者から「いくら安くても品質に問題があるようでは…」というイメ

ージがありました。 

 

そこでユニクロがとったのは、「エコテックス規格１００」を取得したことです。 

「エコテックス規格１００」とは、繊維製品の安全性を認証する世界的な規格で、ベビー

服で取得したのはユニクロが始めてだったのです。 

これが当たり、ユニクロはベビー服だけでなく従来の製品も売上を伸ばすことになっ

たのです。 

 

 

サイクロン式掃除機 

 

掃除機といえば、どこも似たようなもので、消費者自身、どれを選んでいいのか迷った

ものです。 

そこに表れたのが、コマーシャルで有名な「ダイソンのサイクロン式掃除機」です。TV

コマーシャルでもインパクトが強く、主婦ならだれでも欲しくなるような吸引力のある掃
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除機でした。 

ところが、従来の掃除機であれば１万５０００円程度で買えたのが、ダイソンでは８～１

０万円もするので、今ひとつ売れ行きが伸びない状況でした。 

 

そこへ、日本のメーカーがこぞって開発に取り組み、コンセプトを「サイクロン式掃除

機をダイソンの半額程度で」と売り出すと、いきなりヒット商品となったのです。 

 

 

ヘルシア緑茶 

 

ペットボトルのお茶市場は、商品が溢れているため、これからは、普通に新製品を出

したくらいでは、大きくヒットしなくなっていました。 

そこで花王がとったコンセプト戦略は、「健康茶」でした。 

そのために、花王では、「ヘルシア緑茶」を厚生労働省に「特定保険用食品」の許可

申請し、お茶としては初めて「特定保険用食品」の認可を受けました。 

 

このことによって、「ヘルシア緑茶」は、お茶としては金額が高めの１８０円として売り

出したのですが、大ヒットしたのです。 

この方法をモデリングしたのが、サントリーの「黒烏龍茶」です。今では、健康茶の代

表になっていますね。 

 

 

大人の塗り絵 

 

本屋で「大人の塗り絵」を見つけたとき、私も思わず買ってしまいました。それほど、

「大人の塗り絵」というネーミングにインパクトがありました。 

 

塗り絵というと、子どもの玩具というイメージでしたから、大人が塗る塗り絵とはどんな

ものだろう？という感じがありました。 

 

広告の説明には、「誰でもアーティスト並みの絵が描ける」、「大人の脳トレーニング」

とありました。 

これが、いわゆるコンセプトです。今までとは全く違った切り口で消費者に訴えていま

す。 

 

最初に「大人の塗り絵」を出した河出書房新社では、シリーズ全体で１００万部以上売
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り上げたそうです。 

 

 

マツモトキヨシ 

 

マツモトキヨシは元々、薬局店でしたが、ターゲットを女子高生など若者に絞りこむこ

とでヒットしました。 

若者受けを狙うために行なった戦略とは、気軽に買えるコスメ製品や文具などの小物

を売る戦略でした。これが若者の人気を集め、新タイプの薬局「ドラッグストア」という

新カテゴリーを確立するまでになりました。 

 

 

ブックオフ 

 

古本屋というのは、日本に昔からあるスタイルです。そして、大ヒットした古本屋という

のは見たことがありませんでした。 

 

ところが、ブックオフがとったコンセプトは、「新古書店」という新しいカテゴリーです。

新古書店とは、新刊を扱う書店でもなく古本店でもないのです。 

ブックオフの「新古書店」とは、従来の古本店の「古い、臭い、暗い」イメージを一新し、

汚れの激しい本や年代を経た古い本は基本的には扱わないスタイルにあります。 

 

そして、「お売りください。」というキャッチコピーを使い、「読み終わった本をブックオフ

で売り、ついでに店内の本を買って帰る。」という習慣を定着させました。 

これによって、ブックオフは全国展開し、この業界で一人勝ちしています。 

 

 

DS トレーニング 

 

ゲーム市場もメーカーが溢れ、ソフトを開発し新発売しても大きくヒットすることは稀に

なっています。 

そんな中で大ヒットしたのが、任天堂の「脳を鍛える大人の DS トレーニング」です。 

 

ゲームというと、「子供向けのお遊び」というイメージがありましたが、任天堂のとった

コンセプト戦略は、「大人が脳を鍛えるトレーニングゲーム」でした。 
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ずばり、思惑は当たり、「脳トレ」としてシリーズ化しています。 

 

 

ツーカーS 

 

携帯市場も飽和状態になり、買い替え客がほとんどを占め、新規客の獲得は困難に

なっていました。また、競合からの乗り換え客を狙うと価格競争などのリスクも抱える

ことになっていました。 

 

そこで、ツーカーが考えたコンセプト戦略は、「シニア向けに通話機能だけに特化した

携帯電話」でした。 

 

従来の携帯電話では、カッコよさや機能ばかり追及していたため、シニアにとっては、

使いづらい電話でした。 

 

それが、この「通話だけに特化したシンプルさ」が、シニア層に受け、それまでどこの

会社も獲得できていなかった「高齢者マーケット」を一気にさらったのです。 

 

 

QB ハウス 

 

スーパーなどに行くと、「カット１０分、１０００円」の看板がある理容店を見かけると思

います。 

 

じつは、私もこの QB ハウスがご用達です。 

というのは、私の性格上、お店で待つというのが苦手です。それに、カットした後に家

に帰ったら、洗髪も髭剃りもするのですから、カットだけで充分というのが、前々から

思っていたことです。 

 

それが、満たされたのが、QB ハウスの「１０分、１０００円カット」でした。 

この発想も、今までにはない余分なものをすべて省略したことにあるのですが、その

前に、しっかりとした市場調査によって、ターゲットのニーズを調べていたから成功し

たのでしょう。 
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ビリーズブートキャンプ 

 

つい最近まで、テレビコマーシャルで有名でしたが、私の周りでも「ビリーズブートキャ

ンプ」を購入された方が多くおられます。 

 

買われた方の感想を聞くと、ほとんどの方が最初は少しの運動で汗をかいて気持ち

が良かったのですが、ハードトレーニングなために、長く続かなかったそうです。 

 

どうして、はじめからハードだと分かっているのに、そのビデオを買うのでしょう？ 

そこに、運動不足の人が持つ「ハードな運動をしたい。」というウォンツがあるからなの

です。 

 

ビリーズブートキャンプのコンセプトは、「アメリカ軍の新人用訓練をもとにした７日間

で身体を鍛えるプログラム」でした。 

運動不足の人の潜在的欲求をうまく掘り起こすコピーです。 

 

 

ケータイ小説 

 

ケータイ小説が若者の間で大ブームになっているのをご存知ですか？ 

本離れをしているはずの若者の間で、小説がブームになっているのです。 

それも書店で売っている本ではなく、携帯電話でダウンロードして読んでいるのです。 

 

さらに、私の世代では本といえば縦書きが当たり前でしたが、携帯電話の場合、横書

きで書かれているのです。 

 

この携帯電話と縦書き、手軽、というコンセプトが、若者の心をつかんだようです。 
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まだまだ挙げると、切りがないのですが。 

どうですか？ 貴校のコンセプト戦略のヒントになったでしょうか？ 

成功しているところに共通している点は、コンセプトを打ち出すまえに市場のニーズ・

ウォンツをしっかりリサーチしていることがあります。 

 

 

コンセプト戦略に興味がある方は、『学生を集めるコンサルタント』の「戦略」もご覧くだ

さい。 

 

 

プロモーションをしないと恐ろしいことが起きる 

 

 

プロモーションをしないと、どんな恐ろしいことが起きるのだろうか？ 

それは… 

 

「今後、何も起こらない。」という恐ろしいことです。 

 

ロバート・リンガーの「カエル跳び理論」のなかでは、このように書かれています。 

「誰かが見つけてくれないかなあ。認めてくれないかなあ。注目してくれないかなあ。

指名してくれないかなあ。昇進させてくれないかなあ。と、ただ待っているだけなら、起

こることはただ一つ、年を取るということだけだ。それだけである。」 

 

考えさせられる深い言葉でした。 

 

売り込みをするということは、ビジネスだけではなく、成功するうえでは欠かせられな

い重要なことです。 

 

ところが、日本人は売り込みをすることに対して、「そこまでして、偉くなりたくない。」と

か、「自分のことばかり売り込みをして汚い。」というように、罪悪感をもつことが多分

にあります。 
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プロモーションについて、どのように思おうが勝手なのですが、最初にお話したように、

プロモーションをしないと変わらないことは明らかです。 

 

何の努力もしないで期待ばかりしていても、良いことが起きることは奇跡しかありませ

ん。 

ビジネスでそんなのん気なことを行なっていたら、大変なことになってしまいます。 

 

 

商品（サービス）の内容が良いだけでは売れない。 

 

プロ野球を見ていると良く分かります。 

実力のパ・リーグ、人気のセ・リーグと言われていますが、本来であれば、野球ファン

ならば強いパ・リーグを見たいはずです。 

 

ところが、現実はというと、強くなくてもスター選手が多いセ・リーグの試合を応援しま

す。 

人間心理としては、良く知っている人気ある選手の多いチームを応援したいものです。 

ところが、この人気あるチームというのは勝手にはできません。 

 

どうしてだと思いますか？ 

 

答えはプロモーションの違いです。 

売り込み方の違いです。 

大半のセ・リーグ球団の方針というのは、先ず、スター性のある選手の獲得に力を入

れます。 

選手だけだはなく、監督、コーチも、現役時代にスター選手で人気のあった選手を重

要視して獲得しようとします。 

 

これは、試合にお客を呼ぶための作戦です。 

プロですから、お客を集められないと経営が成り立ちません。 

実際、現在までに、お客が集まらないという理由で、いくつものプロ野球球団がつぶ

れていきました。 

 

お客を多く集めることで、収入増加になり、また、人気のある選手に高額な契約金を

提示し、結果、獲得することができるのです。 
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読売巨人軍が良い例です。 

破格の契約金を餌に、不公平なほど有名な選手を揃えています。 

そのことに対して、色々意見がでていますが、結果として、昔も今も巨人軍の人気は

球界ダントツです。 

 

野球の試合だけではなく、選手はオフになるとマスコミやイベントなど忙しく出ていま

す。 

その出演回数でも、巨人軍の選手は跳びぬけて多くなっています。 

球団も選手も、プロモーションの重要性を良く知っているのでしょう。 

だからこそ、「巨人軍（の人気）は不滅です。」と、長島元監督が引退の時に言ったの

でしょうね。 

 

 

学校のプロモーション 

 

学校も同じです。 

教育に力を入れることは、当然すぎるほど当然の行為です。 

しかし、それだけで安心して胡坐をかいていては駄目です。 

実際、内容の良い学校なのに、学生募集が思うようにいかなく将来に不安を持ってい

る学校がたくさん出てきています。 

 

学校といえども、受験生や社会への売り込みが大事です。 

学校の職員と学生が、学校の外に出ていってアピールすることが大事なのです。 

 

学校の中でばかり、行動する時代は終わりました。 

これからは、積極的に社会に出て行動し、自分たちをみてもらうとか、社会に貢献す

るということが大事なことです。 

 

ボランティア活動は、福祉の専門学校でなくてもできます。 

美容や音楽の専門学校であっても、社会には様々なニーズがあります。 

必要とされるところへ出かけて行き、ボランティアをすることもできます。 

 

他にも、実習などは学生を売り込むチャンスですし、学校自体を売り込むチャンスでも

あります。 

 

自校だけではなく、業界全体でコンテストを行なうこともできます。 
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業界全体で行なえば、大きなコンテストになるので、それだけ世間の注目も高くなりま

す。 

そこで、学生を売り込むことができます。 

 

コンテストだけではなく、様々なイベントを催し、社会貢献することもできるでしょう。 

 

また、学内で行なう体育祭や文化祭なども、自校の学生だけで楽しむのではなく、保

護者や関係者、受験生などが気楽に参加できるようにすれば、学校を見てもらう良い

機会になります。 

 

そのチャンスを活かし、売り込みをすることができます。 

主役が学生であり、学生自身を売り込むのですから、イベントが盛り上がらないはず

がありません。 

これが、学生が主役でなく、学校から押し付けられたような企画になっていては、暗い

イベントになることでしょう。 

 

ここが重要なことです。 

ボランティアであっても、コンテストでも、イベントでも、オープンキャンパスでも同じで

す。 

学生を主役にして、「ウチの学生はこんなに凄いですよ。」と、社会に売り込むことが、

『学校のプロモーション』なのです。 

 

このようにして、学校が行なうプロモーションとは、社会に学生を認めてもらい、学生を

売り込むために行なうものです。 

 

学生募集戦略に関心のある方は、『学生を集める学校コンサルタント』もご覧くださ

い。 

 

 

 

学校経営にもライフサイクルがある？ 

   

ライフサイクル 
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学校経営にも商品ライフサイクルという考えは当てはまります。 

「えっ？」と思われるかもしれませんが、次の図をご覧ください。 

  

  

以前にもご覧頂いたことがあると思いますが、少し、ライフサイクルについて説明します。 

  

導入期というのは、新しいものを取り入れることで開発費も掛かります。また、社会認知度も

低いために、広告費用も嵩みます。 

ですから、この導入期というのは、ほとんど利益がでないものです。 

  

成長期に入ると、競合も多く参入してくるために、社会的認知度も高くなります。 

この時期になると、ほとんど説明をしなくても商品が売れるので、広告費も少なく済みます。そ

の結果として、効率よく利益が上げられます。 

  

ライフサイクルの中で利益が出るのは、この時期だけですから、他からの参入が殺到してき

ます。その結果、需要と供給のバランスが崩れてしまうのです。 
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さらに、次の成熟期に入ると、需要と供給のバランスが崩れたことから、赤字経営になる会社

（学校）が多くでてきます。いわゆる自然淘汰の現象です。 

この時期に生き残る会社というのは、成長期のときの利益をしっかりと蓄えている資金力のあ

るところです。 

また、成長期に次にやってくる成熟期のために基礎固めをし、ブランドをつくったところが残る

ことになります。 

  

自然淘汰によって、競合が減ることによって、再度、需要・供給のバランスが安定してきます。

その時に、資金力、経営力、商品力、ブランド力が強いところが、勝ち残ることになるのです。 

  

  

これは、会社に限らず、現在の学校経営にもそのまま当てはまることでしょう。 

現在、一部の学校、学科を除いて、ほとんどの学校が成熟期を迎えて、厳しい経営状況にあ

ります。 

  

特に介護系の大学・専門学校や医療系の技工士専門学校など、きつい労働の割りに賃金が

低いという理由などから、応募者が集まらず、募集停止の学校・学科が相次いでいます。 

  

このような厳しい状況から脱却するには、どうすればいいのでしょう？ 

  

次の図をご覧ください。 

 

  

  

本来ある成熟期の曲線から赤線が出ています。 
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これは、何を意味しているかと申しますと、この時期に新たに導入期をつくるのです。 

社会の変化や政治的変化を待つなど消極的な心構えでは、この局面は乗り越えられませ

ん。 

 

自らが新たに導入期・成長期を創造することによって、学校経営を存続させられることでしょ

う。 

  

この時期によくある間違った考え方があります。 

  

他の学校（学科）が調子よくいっているので、自校も現在の学校（学科）を辞めて、そちらに乗

り換えようというものです。 

一見、調子の良いものを見ると、誰でも真似したくなるものですが、絶好調の業種はすでに成

長期の後半であることが多いものです。 

ですから、この時期に参入しても、すでに手遅れなのです。 

  

新たに導入期を創造するためには、内部職員だけではなく外部からの知恵も取り入れて、知

恵を搾り出すことがないといけません。 

思いつきのような考えでは、余計に経営を圧迫することになることでしょう。 

  

では、どうすれば、正しいアイディアが出せるのでしょう。 

それは、教育にかける情熱です。 

誰にも負けないという教育への情熱があれば、アイディアはいくらでも出てくるものです。 

  

そして、教育にかける情熱があれば、そのアイディアも社会に受け入れられるはずです。 

私自身、そのように信じています。 

  

  

先日、テレビの放送で、立命館アジア太平洋大学が紹介されていました。 

 

立命館アジア太平洋大学は、立命館の USP でもある国際関係学部を前面にだした留学生中

心の大学です。 

また、2008 年 5 月現在、世界 81 カ国・地域から 2,630 名の留学生が 3,238 名の日本人学生

とともに学んでいます。 

留学生の数が国内からの学生数と同じくらいあるというのですから、日本の学生にとっても国

内の大学で留学しているような環境で学べます。 
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これだけの数の外国からの留学生を一度に受け入れた大分県の別府市では、この留学生を

観光ガイドのアルバイトとして雇うことによって、外国からの観光客が大幅に増えたそうです。

大学誘致の戦略が当たったようです。 

  

入学者が減少したことの対応策として、外国からの留学生を中心に応募するという発想の転

換はみごとです。 

  

また、はじめての試みで、当初は、立命館大学だけではなく、受け入れる別府市にも大きな不

安材料があったはずですが、それを乗り越えて成功した、立命館大学や別府市には尊敬しま

す。 

  

この例は、「やればできる！」という良い見本です。 

ご参考になれば幸いです。 

 

学校コンサルタントに相談したい方は、ご遠慮なくお申し付けください。 

お待ちしております。 

 

http://ueb-a.com/  

 

 コンサルタント 上林厚司郎 

  school@ueb-a.com 

ローリスク・ハイリターン戦略 

 昨日の品川女子学院に関するブログ記事への関心度が高かったようなので、もう少

し突っ込んでお話したいと思います。 

 

今でこそ、品川女子学院では、「わずか７年で偏差値が20ポイント以上アップし、入学

希望者数も６０倍に跳ね上がった凄い学校」になっていますが、このような成果を出す

までには、多くの努力を重ねられています。 

 

表面の結果だけみると、「生徒と企業とのコラボレーションによる新商品 

開発」とか、「校長が某テレビ局番組のカンブリア宮殿に出演」などと、 

派手な面が強調されているため、他の学校とは違う戦略を取り入れたのではと、想像

してしまいます。 
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ところが、実際はというと、品川女子学院が学校改革で行ってきたことというのは、地

味なことの積み重ねだったのです。 

 

いきなり、学校を大きく改革するような手段はとっていないのです。 

 

学科を変更するとか、どこも行なったことの無いような全く新しいことを 

取り入れることは、うまくいけば良いのですが、大きなリスクも伴います。 

 

ところが、学生募集に行き詰まり困ってしまうと、 

このようなハイリスク・ハイリターンを考えてしまうことが多いものです。 

 

コンサルタントでも、ハイリスク・ハイリターンの戦略をウリにする方も 

おられますが、これは、一種のギャンブルです。 

 

ギャンブルというのは、勝ったことだけが表面にでて、 

失敗したことなど、ほとんど出てきません。 

 

そして、派手なことだけがアピールされることになります。 

ですから、真実が見えないので騙されることになるのでしょう。 

 

 

経営で大事なことは、ギャンブルではありません。 

確実性があることです。 

着々と、利益をあげ、そして、将来への土台を構築することが 

大事なことです。 

 

いわゆるローリスク・ローリターンと言われるものです。 

 

広告による宣伝などは、ハイリスクですが、ハイリターンは 

期待できません。 

広告だけで学生募集するには、テレビのコマーシャルなどで派手に宣伝する必要が

ありますが、果たして、テレビコマーシャルだけで受験に結びつくような魅力が、学校

にあるかどうかが問題になります。 

 

新聞広告や看板広告になると、もっと難しいものがあります。 
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というのは、受験生が新聞広告や看板広告から、あなたの学校を見つけることも難し

いのですが、それ以上に、広告だけを見て受験したいと思わせるには、かなりの魅力

がないと無理だからです。 

 

そんなふうに、経費を掛けなくても、もっと効果をあげる方法は、多くあります。 

たとえば、ホームページ、メルマガ、ブログ、ダイレクトメールなどがそうです。 

 

これらをすべて業者に任せてしまうのではなく、自校職員で製作することで、今までよ

り、もっと心の伝わるものができます。 

 

受験生の心を掴むのは、デザインなどの見栄えではありません。 

いかに心がこもっているかどうかです。 

 

製作する教職員が、学生募集に熱心であるかどうかということなのです。 

学生募集に熱心な教職員が、ダイレクトメールをつくると、 

受験生のお家にアイディアたっぷりなものが送られます。 

 

それは、ダイレクトメールを受け取った受験生が喜ぶ顔を想像しながら、 

ダイレクトメールを作成するからでしょう。 

 

これと同じ成果を上げることは、業者にまかせた場合では期待できません。 

それでも、業者に任せている学校が多いのです。なぜでしょう？ 

 

体験入学や見学会でもそうです。 

昨年と同じ方法で、同じプログラムで実施している学校がほとんどです。 

 

昨年も、その前の年も、これをやっていたから、今年も…。 

という理由によるものです。 

 

今年度は、昨年より参加者数を２割増ししたいのであれば、 

２割増しするようなアイディアが必要になります。 

 

体験入学への参加者を２割増しするのであれば、計画もそれなりに緻密になるわけ

です。 

「この計画を実行すれば、どうして参加者数を２割増しできるのか。」ということを 

明確に説明できないといけません。 
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思いつきだけでやっていても、成功の確率は低いものです。 

ところが、理論的に納得すると、行動する人のモチベーションは高くなります。 

 

 

参考までに、 

体験入学者からアンケートをとると、「体験入学に参加したことで、より関心度が高く

なった。」という理由のなかに、以外にもこんな答えが多くあります。 

 

それは、「学校周囲の環境が綺麗だった。」、「お手伝いの学生の好感度が高かっ

た。」などがあります。 

 

これらは、体験入学のプログラムから外れているものです。 

でも、受験生の目は、こんな点を重視しているのです。 

 

そして、見学会や入学試験の後に、入学の意思がなくなった受験生の理由のなかに、 

こんな理由があるのをご存知ですか？ 

それは、「先生が傲慢そうで嫌なタイプだった。」です。 

 

えっ？と思ってしまいそうですが、 

受験生にとっては、入学したなら、その後も長い間お付き合いしないといけないので、 

大事なことなのでしょう。 

 

でも、こんな理由によって、折角受験までこぎつけた受験生を取りこぼしていることも 

事実なのです。 

 

本当に入学者を集めたいのであれば、こんな些細なところを見直していけば、 

経費を掛けなくても、かなりの受験生を集められます。 

 

そして、そんな積み重ねによって、段々と大きな改革に進んでいけるのです。 

受験生が集まれば、自ずと、レベルアップができます。 

 

レベルアップができれば、受験生からの人気校になります。 

そうすると、さらに受験生が集まってきます。 

 

こういう善循環ができていくのです。 
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それが、始めに紹介した品川女子学院などのような成功している学校です。 

 

 

どうですか？ 

タイトルにあったローリスク・ハイリターンとは、こういうことなのです。 

 

学校改革を極端に考えるのではなく、今出来ることをコツコツと実行していく。 

そして、その改革を止めないで進めていくことが、重要なのです。 

 

本来、改革とは、そういうものなのです。 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」にご関心のある方は、こちらもご覧ください。 

 

 

 

 

学生募集における差別化戦略 

 少子化に加えて、これだけ学校（学部・学科）が乱立すれば、他と同じことをやってい

ても、良い結果がでるはずがありません。 

 

これは、学校に限らず企業や個人商店であっても同じことです。 

そのために、企業が努力していることは何かというと、 

 

それは… 

 

「どうすれば、USP（ユニーク・セリング・プロポジション：独自優位性）を向上させられ

るか？」 

です。 

いわゆる差別化というものです。 

差別化するためには、USP を構築し強化することは絶対的なことです。 

 

USP を構築・強化する手段はいろいろありますが、 
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USP を構築・強化するために特に有効なのは… 

 

１、普通では考えられないような保障 

２、サービスの優位性 

３、価格の優位性 

４、競合校に対する信頼性の差別化 

５、時間 

６、付加価値 

７、その他、意味のある特性 

などです。 

 

 

USP のヒントとしては 

 

１、貴校や他校みんなが行なっていることで、受験生や入学者（在校生）が、がっかり

したり、いらいらしていることは何？ 

 

２、競合校ではできないが、貴校ならできることは何？ 

 

３、受験生や入学者が望んでいるもの、社会にとって重要なものは何？ 

 

 

これらを考えてみると、アイディアが頭に浮かんでくるのではないでしょうか？ 

それが貴校の USP なのです。 

 

そして、USP を構築するうえで大事なのは、簡潔で明快にターゲットに伝わらないとい

けないことです。 

 

どんなに素晴らしい USP であっても、ターゲットに理解されないような USP では、マー

ケティングとして役に立たないからです。 

 

その上で、「なぜ、受験生が他の学校ではなく、貴校を選ぶのか？」という理由付け

がなければ、学生募集での成果は上がらないのです。 
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USP を構築しても学生募集で成果を上げるためには、USP を簡潔な言葉で伝える必

要があることは、理解できたとおもいます。 

 

その上で、USP は相手にとって魅力的で、強く訴えかけるものである必要があります。 

同じことを言っていたとしても、訴求力のある言葉の場合、相手の感情にまで訴え行

動させることができるからです。 

 

それでは、USP を簡潔で訴求力ある言葉にするためのアイディアをいくつかお教えし

ましょう。 

 

配管業者の例でよくあるのが、「無料点検」という USP です。 

これを「家の配管に問題が無いか、無料でお調べします。」とすると、先程の「無料点

検」という言葉とは大きな違いが生まれます。 

 

学生募集でのいろんなところに、このアイディアは使えると思います。 

「資料請求」、「奨学金」、「体験入学」、「お問合せ」、「随時見学」、「AO 入試」… 

どれも、無機質な言葉です。 

 

これらに感情を吹き込むだけで、競合校との差別化が図れるのです。 

 

USP を訴求力ある言葉にするためのアイディアとして、雑誌の広告や折込チラシ広告

を参考にするとよいと思います。 

 

これらは、競争の激しい業界の中で、工夫され洗練されたものだからです。 

 

その中からいくつかを挙げます 

 

「私どもでは、あなたのご予算、ニーズ、ご希望にぴったりの家だけをご紹介します。

ご予算に合わなかったり、興味の対象から外れたりする家を紹介して、あなたのお時

間を無駄にすることはありません。」 

 

「私どもが、あなたの希望される引越し先についてよく知らない場合には、その地域で

一番の会社をご紹介します。」 

 

「この竿を使って釣れなかった場合には、料金はいただきません。」と豪語しているも

のまであります。 
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これらを参考にした言葉をつくることによって、貴校の USP を向上させることができる

のです。 

そして、「なぜ、他校でなく貴校に入学するべきなのか。」を伝えられのです。 

 

ぜひ試してみてはいかがでしょうか？ 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心のある方は 

こちらもご覧ください。 

 

 

 

常識的な発想と非常識な発想 

 2008 年も後９時間ほどで過ぎようとしています。 

 

ところで、今年の学生募集での目標は達成できましたか？ 

計画どおり順調に学生募集がうまくいった学校さまは、おめでとうございます。 

 

もし計画どおりに学生募集が運ばず、未だ定員集めに苦戦されている場合には、来年の

ために本日のお話をご参考にしてください。 

 

タイトルにありますように、学生募集を常識的な発想で考えますと、 

「どうして、受験生が集まらなかったのだろうか？」 

を追求すると、答えがでてきます。 

 

学生募集で効果を上げるベターな方法は、 

「顧客満足度」を高めることです。 

 

学生募集の場合には、顧客は、受験生であり在校生でもあります。 

受験生が入学すれば、在校生になるのですから、顧客満足度を上げるには、在校生が満

足することを徹底的に追求すれば、良いわけです。 
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あなたの学校の在校生をより満足させることとは、何でしょう？ 

 

それはカリキュラムであったり、授業内容であったり、教師の質であったり、学校生活であ

ったり…。と、上げてみれば、たくさんあるはずです。 

 

学生満足度を少しでも上げるために、貪欲になって努力工夫すれば、必ず、満足度はあ

がっていくはずです。 

 

学生満足度が高いということは、競合校との大きな差別化にもなります。 

それを広報で活かせば、必ず、募集効果も上がることでしょう。 

 

この方法は、シンプルでもっともベターな学生募集戦略です。 

そして、私がお勧めする方法です。 

 

 

ところが、不況時では、このような常識的な発想だけでは、中々、効果が表れにくいもの

です。 

過去の経験や知識という固定概念を一度、外して、考えてみることも必要になります。 

 

 

今朝、テレビを見ていますと、この不況時に成功している会社が紹介されていましたので、

参考までにご紹介します。 

 

レストラン業で成功している例 

 

不況のため、外食業界も客離れが続いています。 

その業界にあって、年々、売上を増やしているレストランがありました。 

 

どうして、このレストランでは、お客が増えているのでしょう？ 

それは、新鮮な野菜や魚を安く仕入れることで、格安な価格を設定していたのです。 

 

野菜や魚を安く仕入れるために、社長がしたこととは？ 

それは、野菜や果物では、見栄えが悪い場合やサイズが規格外である場合、いくら味が

よくても売り物にはならなくタダ同然で捨てられるそうです。その「わけあり商品」を農家か

ら破格の値で仕入ていたのです。 
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農家が作った作物を無駄にしないで、仕入れることで、農家からも喜ばれ、レストランに

来るお客さまにも安く美味しく食べてもらえる。正に一石二鳥の方法です。 

 

業界類の場合も、漁師さんが売り物にするために獲る魚に混じって、数匹、他の魚が獲

れるそうです。今までは、そんな魚は漁師さんが自宅に持ち帰り、自身で食べていたそう

です。 

 

レストランの社長は、そこに目をつけて、安く買い上げていたのです。 

漁師さんにしても、多少安くても、商品として売れることの方が望ましいわけです。 

 

レストランのお客にすれば、国産の魚が美味しく食べられるのですから、こんな良いこと

はありません。 

だから、口コミでお客が増えていったのですが、食材を無駄にしないという方法が、マスコ

ミにも取り上げられ、さらに繁盛したようです。 

 

 

 

ゴルフ場で成功している例 

 

不況になると、接待費の削減もあり、ゴルフをする人も減っているようです。 

そこで、あるゴルフ場の経営者が、考えたこととは… 

 

それは、ゴルコン（ゴルフコンパ）というものです。 

若い男女がする合コンというのがありますが、それをゴルフに応用したのです。 

 

ゴルコンイベントを企画し募集したところ、大反響で、お客が集まったとのことでした。 

ゴルフ客としても、もちろん、プレイすることが第一なのでしょうが、若い女性（男性）と友

達になる良い機会にもなれるのですから、嬉しい限りです。 

 

従来のゴルフの概念では、あり得なかったことだと思います。 

社長の非常識な発想の勝利です。 

 

この社長いわく、「この他にも、いろんな非常識な方法を取り入れていますが、大きく当た

ったのが、このゴルコンでした。」 

（現在、多くの競合が真似していますが、一番先に始めたところが断然優位に立っています。） 
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どうですか？ 

 

時には、このような非常識な発想も必要になります。 

そのためには、頭を柔らかくして、固定概念を外した自由な発想ができるようにしないとい

けません。 

 

でも、発想の基本にあるのは、「顧客満足度」です。 

いかにすれば、もっと、顧客の満足度を上げられるかというものです。 

 

学生満足度を上げるためには、常識的にも非常識的にも発想できないといけません。 

そのような自由な発想をするためには、勇気が必要になります。 

 

そのためには、勇気の元である教育への情熱を高めることなのです。 

 

 

 

 

 

 

マーケティング 

口コミマーケティングをつかった学生募集方法 

 

一般的には、口コミが及ぼす集客効果は大きいものと思われています。 

もちろん、口コミによって集客効果を上げているお店もあります。 

口コミよって学生募集の効果をあげているような専門学校もあります。 

 

そんなこともあり、世間では、内容さえよければ自然と口コミが発生するとの誤解もあ

ります。 
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えっ？と思われるかもしれませんが、実際、口コミは自然と起きる事より、人工的に起

こす方が多くあります。 

 

最初、口コミの元となるものを意図的につくれば、本当にそのことが良ければ、口コミ

が派生していきます。 

いくら、口コミの元を作っても、本当でなければ口コミとはなりません。 

 

マーケティングで大事なことは、口コミを仕掛けることなのです。 

それでは、学生募集での口コミとは何でしょう？ 

 

学生募集での口コミとは、あなたの学校の在校生や卒業生からの口コが主です。 

そして、口コミの出先に関して忘れがちなのですが、 

あなたの学校に勤める非常勤講師の存在です。 

 

この非常勤講師の存在が、口コミでは大きな役割を果たします。と申し上げるのは、 

 

ふつう非常勤講師は、複数の学校で勤務しています。 

非常勤講師は、複数の学校の事情を良く知っている第三者の立場にあります。 

ですから、非常勤講師の口コミには説得力があります。 

 

非常勤講師の話というのは、実際に自分が勤めている互いの学校を比較しての学校

評価ですから、聞く側としても、これほど説得力のある話はありません。 

 

今このブログを読まれているあなたは、これでは非常勤講師の口コミを変えることは

不可能だからと諦めたかもしれません。 

 

諦めないでください。 

実際にあった悪いことを良い話に変えることは無理なことです。 

でも、講師であっても人間です。 

事実と心で受け入れる事柄は、別ものです。 

 

どういうことなんだと思われることでしょう。 

心理学や哲学では、目の前に起きる事実は事実なのですが、それを受け入れる人間

の心理状態によって事柄が異なってくるといわれています。 

 

たとえば、朝起きたときに外を見ると雨が降っています。 
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会社員の A さん「朝から雨とは、うっとうしいなぁ～」 

農業の B さん「畑の野菜にとって恵みの雨だ。」 

と、二人の受け取り方に違いが生じます。 

受け取る人の立場や状況で、起きた事実は同じであっても、まったく違うことになりま

す。 

 

この人間の心理を理解すれば、非常勤講師の受け取り方を変えることは可能になり

ます。 

どうすれば、良いと思われますか？ 

 

悪いことがあった時に、腹が立ったり愚痴が出るのは、自分自身の精神状態がよくな

いことが多くあります。 

ところが、精神状態がよければ、大抵のことは許してしまいます。 

講師が学校のことを良く思わない原因は、学生が自分自身の思いどおりにならない

からです。 

講師が学生に熱心に教えても、その熱意が学生に伝わらない。 

そういうことが、講師の不満の原因となっています。 

 

それをほっておくと、別の講師とそのことで共感し、あなたの学校以外のところでも 

悪口として話すことになります。 

 

講師に不満の情報だけを与えてはいけません。 

講師にとって満足（プラス思考になる）できる情報を与えることが、重要なのです。 

 

プラスの情報とは、講師が知らない学生の情報なのです。 

たとえば、学生の実習での頑張り様や、就職してからこんなに成長したとの話を学校

の講師に教えてあげるのです。 

 

講師にとって、自分の教え子が頑張っていたり、成長して喜ばないはずがありません。 

 

講師がそのような学生の良い情報を得る事で、今の学生に対する偏見がなくなって

いきます。 

自分（講師）のやっていること（授業、教育）が肯定されるのですから、現在のしごとに

も自信が生まれます。 

 

そうなると、講師が他の学校に行ったときでも、 
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「あの専門学校の学生は、普段はやんちゃだが、実習では一生懸命頑張るし、卒業

後はみんな成長し立派な商業人になっています。あの専門学校の教育方針は良い

ですよ。」となるのです。 

 

これが、大事なことなのです。 

こんな学校では、内部の講師も非常勤講師も教育者としての遣り甲斐があり、教育へ

の熱意に溢れています。学校が繁栄するには欠かせない事です。 

 

それでは、講師に普段しらない学生の生の情報をどのように伝えれば良いでしょう

か？ 

 

どんなことでもそうなのですが、一生懸命考えれば、方法やアイディアはいくらでも出

てくるものです。 

 

また、クライアントに一番あった方法は、そのクライアント自身が一番知っています。 

それを引き出すのが、学校コンサルタントの仕事でもあります。 

 

たとえば、ヒントとなるアイディアとしては、 

１、講師室に卒業生の頑張っている状況が良くわかるように掲示する。 

２、講師が学生一人一人の実習中の頑張っている様子をわかるようにする。 

３、卒業式に講師一人一人に対して、卒業生から感謝の声を集めて贈呈する。 

など、考えればいくらでもあるはずです。 

 

一度、取り入れてみてはいかがですか。 

学校の雰囲気が、こんなに変わるのかというほど変わるので驚かれるはずです。 

 

講師の態度が変われば、講義を受ける学生も変わります。 

 

心が喜べば、他人に話したいものです。 

そんな感動した話を聞いた人も、さらに、他の人に話すことになります。 

 

それが、口コミの姿です。 

口コミが学生募集で及ぼす効果というのは、絶大なものです。 

 

口コミマーケティングを使った学生募集方法はいかがでしたか？ 
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スクールマーケティングについてもっと詳しくは、 

こちら をご覧ください。 

 

 

学生を集める理屈はかんたん 

 

 

学校経営の問題は、学生募集を成功させることで、ほとんどが解決できます。 

学校経営の問題としては、経費（人件費を含む）の削減、人事の問題、教学の質、会

計の問題などありますが、何をおいても学生を集める、定員を確保することが最優先

することです。 

 

定員の確保が出来ていないと、学校の形がつくれないからです。 

いくら会計などの経営テクニックを駆使したとしても、学生が集まらないのでは話にな

りません。 

 

学校経営では、学生募集ありきなのです。 

この初歩のなかの初歩のマインドセットができていないと、学校を繁栄させることはで

きません。 

 

学校経営で、この学生募集を最優先するというマインドセットができれば、後は簡単で

す。 

学生を集めるためには、何をすれば良いのか？を考えればよいのです。 

 

どんなビジネスでも、経営を改善するに当たって、先ず行なうことがあります。 

それは、現状分析です。 

 

自分の現状を把握しないで、無鉄砲に広告を出したとしても、募集効果がでるはずが

ありません。 

無鉄砲に学校訪問をしても、募集効果がでません。 

無鉄砲にダイレクトメールを出しても、受験にはつながらないでしょう。 
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先ずは、自校の学生募集について、あらゆる角度から分析しないといけません。 

資料請求数、学校見学者数、受験者数、合格者の歩留り率、などのデーターから分

析します。 

 

どうして数が減ってきたのか？を分析します。 

あの時、何をしていれば、もっと数が増えていただろうか？を考えます。 

教職員みんなで頭をひねって、分析します。 

 

そして、アンケートを取ります。 

学校見学の参加者から。受験生から。入学者から。在校生から。卒業生から。教職員

から。非常勤講師から。アンケートを取ります。 

 

データーやアンケートを分析すると、いろんなことが見えてきます。 

学生募集の効果があがっていない原因が、教職員のやる気の問題であったり、教育

の質の問題であったりします。 

 

募集低下の原因が解かると、 

募集改善のためには、何をするべきか？について考えます。 

 

何をすれば、学生募集に効果があがるのかが解かれば、 

後は、それをどのようにすれば良いのか？を考えれば良いわけです。 

これもみんなで頭をひねれば、簡単にこたえは出てきます。 

 

その後は、みんなでやるべきことを地道に実行すれば良いのです。 

そうすれば、間違いなく学生は集まってきます。 

 

学校コンサルティングの理屈は、これだけなのです。 

すべての学校が、こういったことを実行されたら、私どもコンサルタントはお手上げに

なります。 

 

ところが面白い事に、学校での実際は、この解かりきったことが出来ない事にありま

す。 

 

「知っていることと、行なうことは別。」 
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理屈が解かっていても、実際は中々出来ない事って多いものです。 

でも、コンサルタントが少しアドバイスするだけで、面白いように事が運びます。 

 

このちょっとしたサポートが、コンサルタントの仕事のなかで大きな役割を果たしてい

ると、わたしは思っています。 

 

学校コンサルティングについて詳しくは、 

こちらをクリック 

 

 

 

「お客様の声」を学校マーケティングで使う 

「お客様の声」って、ご存知ですか？ 

 

「お客様の声」とは、新聞の折込チラシやダイレクトメールの広告の中に、必ず出てく

る宣伝商品の利用者の感謝や感想の欄のことです。 

 

テレビ通販では、商品説明の時間よりも、利用者が感想を述べる時間の方が長いくら

いです。 

それくらい、「お客様の声」は、マーケティングでは重要視されています。 

それは、充分な効果が実証されているからなのです。 

 

学生募集というマーケティングでも、この「お客様の声」を使わない手はありません。 

学生募集では、「学校見学者の声」、「入学者の声」、「在校生の声」、「卒業生の声」、

「教員の声」、「就職企業の声」などと使うことができます。 

 

良くあるのは、学校案内のパンフレットや学校ホームページの中で、「在校生の声」、

「教員のメッセージ」などがあります。 

でも、「お客様の声」は使おうとおもえば、他にもいろんな所で使えます。 

 

ところが、学生募集（マーケティング）では、もったいないと思えるほど、「お客様の声」

は有効につかわれていません。 
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なぜかというと、学生募集の担当者が「お客様の声」の効果について、知らないから

なのです。というよりもマーケティングについて無知なのかもしれません。 

 

どの学校でも、学生から喜ばれ感謝されたというような良いお話がたくさんあります。 

そんなアピールできる出来事をマーケティングで利用しないというのは、本当にもった

いない話です。 

 

今日のブログでは、わたしの秘密のアイディアを一つお教えいたしますので、ぜひ、

実行してみてください。 

素晴らしい効果があります。 

 

そのアイディアとは、 

 

そろそろ卒業式の時期です。この時期だからこそのアイディアです。 

 

先ず、それぞれの教員と学生が一緒に並んだスナップ写真をいっぱい撮ります。もち

ろん、最高の笑顔で撮ってください。すべての教員、すべての学生が写るくらい多く撮

ってください。 

写真だけでなく、学生から一言メッセージを書いてもらったら、より見栄えがします。 

 

それを、学生や教員がいつでも目にとまるような所に掲示するのです。 

これで終わりです。 

 

なんだ、これだけかと思われたかもしれません。 

ところが、この効果を考えたことがおありでしょうか？ 

 

教員と学生のスナップ写真の効果は、 

 

１、その写真をとっている行動自体が楽しい思い出になります。また、そのことで学生

と教員のコミュニケーションもとれます。 

 

２、教員が、その写真やメッセージを見るたびに、懐かしさからモチベーションがあが

ります。 

 

３、卒業生が、母校に帰って来たときに、その写真を見て学生時代を思い出し、また、

いつまでも自分のことを忘れずに大事にされていることで喜びます。その喜びが口コ
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ミをしてくれます。 

 

４、入学者や在校生が、自分たちの学生生活や卒業をイメージします。自分たちもこ

のように幸せな学生生活を送れるとイメージすることで、良い方向に向きます。 

 

５、受験生（高校生）が学校見学をしたときに、この写真を見ることで、貴校の雰囲気

をその写真のイメージのように描きます。「楽しい」「学生と先生が仲良し」「学生生活

が充実している」など、あなたの学校に対して好印象をもってもらえます。 

 

６、学生以外の一般の来校者がその写真を見ることで、受験生や在校生が思うように

あなたの学校に対して好印象をもちます。一般の来校者があなたの学校に対して、

良い印象を持つか、悪い印象を持つかで口コミは正反対になってしまいます。 

 

など、もっとあるのでしょうが、主だった効果だけでもこれだけあります。 

 

ところが、わたしがしっている限りでは、このアイディアを使っているところは、数える

だけです。 

本当にもったいない話です。 

 

どうしてだと思われますか？ 

 

「面倒」、「本当に効果があるのだろうか？」、「時間がない」… 

いろんな理由をあげられ、実行できないのです。 

 

それは、学生募集担当者に本当のマーケティングの知識がないからなのかも知れま

せん。 

だからこそ、チャンスがあると思います。 

 

他人がやっていないことをやることが、差別化だからです。 

このブログの読者さまは、一歩前を行って学校を繁栄させてください。 

 

  

 

受験生が持つ本当の入学動機をご存知ですか？ 



68

 

「感情マーケティング」という言葉がありますが、人がモノを買う理由というのは理性で

納得したから購入したのではなく、感情で買いたいという欲求が促され購入するという

ものです。 

人が行動する動機は、理性より感情が優先されるということです。 

 

そうですよね。私なんかもその傾向が強くあるみたいです。 

何かの拍子であるモノが欲しいと思うようになると、余計にそのモノが気になって仕方

なくなるものです。 

それとは反対に、セールスマンから商品説明をされると、ウンザリすることが多くあり

ます。 

 

これは、そのセールスマンがこの顧客心理を知らないためで、見込み客が欲しいのは、

その商品の機能やデザイン、量など形のある表面的なものと誤解しているからです。 

 

ところが、実は、見込み客が欲しいのは、そのモノを手に入れることから得られる感

情なのです。 

 

その顧客の感情（快適感）について、花王の香料開発研究所が、日常生活で感じる

快適さを表す具体的な言葉を延べ 3158 人から集めて因子分析しています。 

 

その快適感とは、「熱中・興味」「対人的好感情」「強さ」「やる気・前向き」「豪華さ」「と

きめき」「自信」「感動」「安静・リラックス」「満足・幸福」「爽快・リフレッシュ」「親和・愛

情」「活気・陽気」「気楽・気軽」「開放感」「達成感」の 16 種類の感情で構成されること

がわかったというのです。 

 

どうですか。納得されましたか？ 

 

たとえば、テニスクラブに入るのは、テニスをすることが最終目的ではなく、テニスを

することで一つのことに「熱中」出来る、「やる気」を持つことが出来る、練習や試合で

「爽快・リフレッシュ」を味わいたいからです。 

 

高級時計を買うのは、時計が欲しかったのではありません。 

高級時計を欲しいと思うのは、それを買うことで「豪華さ」や「満足・幸福」感を得たい

からです。 
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このように言うと、「じゃあ、安売りの品はどうして買うのか？」と仰る方がおられます。 

実は、１００円均一のように安売りの品を買う場合も同じです。 

 

他の店では高いものを自分は安く買うことができたという、その人が勝手に心に思う

「達成感」や「満足感」なのではないでしょうか。 

 

この場合、決してその品が欲しくて買ったのではないのです。 

「安かった。（お得感）」ことを他人と自分に自慢したかったのです。 

 

それでは、「じゃあ、サンマを買うのはどんな理由なのか？」という場合です。 

 

これも、いろんな理由があるでしょうが、大好きなサンマを食べることで田舎を思い出

し、「感動」したいのかも知れません。 

また、大好きな焼き魚を食べることで、「満足感」や「幸福感」を得たいのかも知れませ

ん。 

 

これは、本人が意識していないところでの潜在的欲求なのです。 

そして、人の購買行動は常に感情によって動機付けされているのです。 

 

ですから、売り手は、見込み客の潜在的欲求を感じ取り、見込み客に気付かせること

が大事になります。 

 

長々と、感情マーケティングについてお話しましたが、これは、学生募集でもまったく

同じ事が言えるのです。 

 

広告や学校案内のパンフレット、ホームページなどでも、良くあるパターンが「○△資

格が取得！」や「２年間でこんなことが学べます。」です。 

良くても、「就職率１００パーセント！」など就職できることをアピールしている程度なの

です。 

 

これらは、悪いことではないのですが、どこの学校でも行なっていることなので、受験

生にとって特に魅力を感じるものではありません。 

 

では、どのようにすれば、受験生の興味・関心を引くと思いますか？ 

 

受験生は、学校を選ぶときに、「資格が欲しい。」だけで学校を選んでいません。 
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受験生は、「授業を受けたい。」から学校にくる訳ではありません。 

さらに、「就職できる。」からとか、「進学できる。」から、学校を選んでいるのではない

のです。 

 

えっ？ と、思われたことでしょう。 

 

実は、受験生の潜在的欲求は、資格を取ることにより、「一生、就職に困らないだろ

う。」とか、「自分のやりたい仕事に就けるだろう。」との期待からです。 

そして、そのことから、「安心感」や「達成感」を得たいと思っているのです。 

 

また、学校側がいくら熱心にカリキュラムの説明をしても、受験生は授業を受けたい

のではなく、その授業を受けることから、「将来、仕事をする時に、習ったことがこの場

面で生きてくるだろう。」と、思うから学ぼうと思うのです。 

 

将来のために、今、努力しておくことで、「安心感」を得たいのです。 

そして、その努力をすることで、将来の自己実現による「達成感」を得たいのです。 

 

「就職」や「進学」についても同じです。 

受験生の心を動かすのは、就職したことや進学したことから得られる「達成感」、「満

足・幸福感」のほかに、その「就職」や「進学」のあと、「将来なれるだろう。」「将来こう

なりたい。」という夢です。 

 

この将来の夢を受験生に気付かせることは、とても重要です。 

受験生が、自分の将来像をイメージできれば、その学校に行きたいと思うようになる

のは、必然的だからです。 

 

受験前には、誰でも就職や進学はしたいと思っていることでしょう。 

ところが、「就職１００パーセント！」「○△校へ進学！」と、キャッチコピーが載ってい

ても、受験生の内心は、就職後、進学後の自分がどうなるのか不安なのです。 

その理由は、コピーから生まれるイメージが漠然としていて、はっきりとしないからな

のです。 

 

このように、広告や学校案内パンフレットなどでは、受験生の心理を感じ取って、感情

を引き付けるコピーやセールスレターを心がけないといけません。 

 

現在、資料請求など募集効果が上がっていないとすれば、この感情マーケティングを
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見直す必要があるでしょう。 

 

 

 

 

 

感情マーケティングをイベントに活かす方法とは 

 

感情マーケティングの効果は、体験入学やオープンキャンパスなどのイベントでも発

揮できます。 

 

これも良くある悪いパターン例なのですが、イベントを企画するときに、受験生のニー

ズを無視して学校側が「何をする。」のかを独断で決めてしまうというのがあります。 

 

この考え方は、イベント主催者側の一方的な考えによるものです。イベントに参加す

る受験生（見込み）のことを、何も考えていません。 

 

まだイベントを実施する前の企画時点では、受験生（見込み）は参加するかどうかを

決めていません。 

受験生（見込み）が、参加を決定するのは、広告やダイレクトメールなどでイベントの

案内を知ってから、「どうしようか？」と検討し決めます。 

 

その案内のイベント内容が、受験生（見込み）の欲求を満足させないものであれば、

参加するはずがありません。 

 

では、受験生が参加するように促すには、どのようにするのかと申しますと、受験生

の欲する感情を主催者側が感じ取ることです。 

 

そして、はじめに申し上げた、「熱中・興味」「対人的好感情」「強さ」「やる気・前向き」

「豪華さ」「ときめき」「自信」「感動」「安静・リラックス」「満足・幸福」「爽快・リフレッシ

ュ」「親和・愛情」「活気・陽気」「気楽・気軽」「開放感」「達成感」の 16 種類の感情をひ

とつでも多くイベント参加者に与えることができるよう企画することです。 

 

このようにして行なうと、実際のイベントに参加した人は、感動し、さらに受験への意

欲が沸いてくることになります。 
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ところが、悪いパターンでは、イベントに参加をしたことで、受験する意欲がなくなった

ということもあるのです。 

これは、感情を揺さぶるものがなかったことが原因なのです。 

 

感情マーケティングを取り入れたイベントが企画できれば、次に重要なことは、それを

広告やダイレクトメールなどで効果的にアピールすることです。 

 

その時に大切なことは、イベントの内容より、「イベントへの参加から得ることが出来

る感情」を前面に押し出したキャッチコピーやセールスレターを書くということです。 

 

受験生（見込み）が、そのコピーを目にすることで、自分の潜在的欲求に気付かされ

ます。 

そのことによって、「イベントに行きたい。」と、なるのです。 

 

このように、コンセプトは常に一貫していないといけません。 

学校コンセプト（または教育方針）と募集コンセプト（募集の切り口）、広告コンセプト

（コピー）が、一貫していることが、マーケティングでは最も重要なことです。 

 

時代の変化とともに、若者の生活環境も豊かになってきています。 

そんな時代だからこそ、感情マーケティングが有効なのでしょう。 

 

魚屋が半減しているのはなぜ？ 

魚屋さんが半減  

 

今朝のテレビで報道されていましたが、魚屋さんが半減しているそうです。 

私の母方の実家（祖父母）が魚屋だったこともあり、関心のあるニュースでした。 
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魚が大好きな私からみれば、「魚屋が閉鎖するなんて、どうしてなんだろう？」とおもっ

てしまいます。 

しかし、こんなふうに、時代とともに食生活も変わっていくのが現実なのでしょうね。 

 

でも、冷静に考えてみてください。 

閉鎖してしまった魚屋さんは、お客が減っていく現実を目の当たりにしながら、じっと

指をくわえて見ていたのでしょうか？ 

そんなことは無いとおもいますが。 

周囲からそのように取られても仕方ないかも知れませんね。 

 

実際、母方の実家（現在は叔父夫婦が経営）の魚屋では、時代とともに売られている

商品が変わってきています。 

以前は、魚が主流でした。魚屋ですから当たり前ですね。 

 

ところが、いまでは、陳列している魚の量は、全体の商品の２割ほどしかありません。 

魚より、他の食料品がほとんどです。食料品だけでなく、日用品まで置かれている、

いわゆる雑貨屋です。 

そういうふうに、叔父の店がお客のニーズに合わせてきたことで、現在もお客を獲得

できているのでしょう。 

 

 

売る商品は市場によって決まる 

 

マーケティングの基本は、売る商品は市場に聞くことから始まります。 

どんなに良い商品だと思っていても、市場にニーズがなければ売れません。 

魚屋が良い例です。 

「ウチの魚は新鮮でどこより美味しい。」と思っていても、近所の住民の多くが魚を嫌

いであれば、売れるはずがありません。 

 

学校でもおなじことが言えます。 

「ウチの学校では、こんな素晴らしい教育をしている。」と言っていても、受験生にとっ

てニーズがなければ、入学してくるものも少なくなります。当然のことです。 

 

魚屋のニュースを聞けば、「こんな当たり前なことも解かっていないのだろうか？」とお
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もいますが、客数が減っている、入学者が減っているという場合、閉鎖になった魚屋と

同じことをしているケースがよくあります。 

 

たとえば、先程の魚屋の例ですが、原油高騰の影響で仕入値が高くなったから、小売

価格を上げたとします。そうしないと利益が減ってしまうので仕方ないことです。 

 

ところが、お客にとっては、仕入値が高くなった理由など関係ありません。 

お客にとって大事なのは、「今までどおりの価格で美味しい魚。」が買えることです。 

 

このように価格を決める上でも、決定権を持つのは、市場（マーケット）にあります。決

して売り手であるお店には、決定権は無いということです。 

これらを間違えると、市場からそっぽを向かれるということになります。 

 

魚屋がどんどん閉鎖していくことは悲しいことですが、時代の流れからいえば当然す

ぎることです。 

時代の流れに逆らった経営をしていては、お客の数が減り赤字続きの経営になってし

まいます。 

 

現在、学校経営でも魚屋と同じ状況が起きています。 

学生が集まらなくなり、募集停止や閉校になる学校が続出しています。 

 

あなたの学校がそうならないようにするために、大事なことがあります。 

それは、市場を調査して、市場ニーズを理解することです。 

 

市場ニーズに合わせた経営戦略をすることは、経営の基本です。 

先ずは、そこからスタートすることによって、学校経営を建て直すことになります。 

 

次回は市場調査についてお話します。 

 

スクールマーケティングに関心ある方は、『学生を集める学校コンサルタント』もご覧く

ださい。 

 

 

マーケティングリサーチは釣り人から学べ 
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市場調査（マーケティングリサーチ） 

 

前回の続きで、市場調査のお話をします。 

前回が魚屋のお話でしたが、今回は、魚釣りの話です。 

 

じつは、私は三重県の最南端にある熊野というところの出身です。 

熊野は七里御浜海岸や磯が綺麗なところで、海釣りのメッカでもあります。 

ご多分に漏れず、私も海釣りが大好きです。 

 

釣りに興味が無い方には、今回の話は分かりにくいかもしれませんが、できるだけ分

かりやすく説明いたしますので、お許しください。 

 

それでは、 

「釣り好きは短気な人が多い。」とか、「短気な人の方が釣りに向いている。」ということ

を聞かれたことは、ありませんか？ 

この言葉は、釣りのポイントを付いている言葉です。 

 

じつは、釣りというのは、見えない魚がどこにあるのかを見つけることで、ほぼ、その

日の釣りの成果が決まってしまいます。 

当然ですが、ターゲットである魚が無い場所では、釣り人がいくら頑張ってみても、名

人でさえ釣ることは無理です。 

ですから、１匹も釣れないのに、いつまでも気長に釣っているようでは、１日中粘った

ところで釣れることはないわけです。 
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ところが、短気な人というのは、少しの時間だけ釣りをしてみて、釣れなかったなら、

すぐに場所を変えます。 

とにかくじっと待てないのですから、場所を変える前にも、色々と浮きの深さを変えて

みたり、仕掛けを変えたりと、チャレンジするものです。 

 

そうやっているウチに、魚が釣れることになります。 

いろんな仕掛けと餌をつかって工夫をするので、結果的に釣れる確率が高くなるので

す。 

 

私の方法は、そんな良く釣れている人の隣に行って、「たくさん釣れてますね。」と声を

掛けて友達になることです。 

誉められて嫌な人はいませんから、ほとんどの人は優しく仕掛けの方法やポイント

（魚が居る場所）など丁寧に教えてくれます。 

大体、教えられたとおりにやると、私だけでなく、釣りの技術の無い人でも釣れます。 

魚釣りは、よく初心者が釣れますが、技術より、良く釣れる場所と仕掛けを知っている

ことの方が大事なのです。 

 

情報収集 

 

ですから、釣りの名人といわれる人は、まめに情報集めをしています。 

情報元は、スポーツ新聞の釣り欄にも載っています。 

「○月○日、熊野の○○磯の釣果、ハマチが１０匹、小アジ多数。」というように、新聞

を見れば、どこでどんな魚が釣れているかすぐに分かります。最近は、釣り人のブロ

グでも釣果が発表されています。 

 

これは、魚釣りの好きな人なら分かることなのですが、ハマチやアジなどの魚は、回

遊魚ですので、一つの場所に落ち着いていません。 

絶えず、広い海を回遊しています。 

魚は、餌を探して常に回遊しているのです。 

 

ですから、良く釣れているという情報があれば、すぐにその場所に行かないと、２、３

日で他の場所に移動してしまうこともあり、釣れないことも良くあります。 

一週間前に釣れていたから、また釣れるという保障はありません。 

 

それどころか、２日前には、針から浮きまでの長さが３メートルだったのに、今日は５メ
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ートルになっていることもあります。 

これは、海の潮の流れによって、水温が変化することによって、魚の好きな温度の深

さに移動するのです。 

 

ほかにも、魚の性質で空腹の時には、水面の近くに浮いて餌をあさりますが、ある程

度、餌を食べると、海底に沈むようです。 

これらの傾向は、魚の種類によってすべて違ってきます。 

このように、自分が釣ろうとするターゲットの魚の性質を研究することも大事です。 

 

魚の性質や、季節のほか、天候や海の潮流を詳しく知っていれば、実際に見えてい

ない海の中がイメージできます。 

海の中を泳いでいる魚が想像できるのです。 

それが、魚釣りの醍醐味なのです。 

 

自分のイメージが当たっていれば、魚が釣れることになるのですから、楽しいわけで

す。 

「魚を釣っているのではなく、見えないものをイメージして予想して当てる。」という男

のロマンかもしれません。 

 

話が長くなってしまいましたが、魚釣りは新鮮で確かな情報を集めることで、釣果の大

半を占めるということです。 

これは、釣りに限らず、どんなビジネスでもそうです。 

もちろん、学校経営でも同じです。 

 

学生募集を行うのに、市場（マーケット）の状況をしらないのであれば、先程の釣りの

初心者のように、偶然だけを頼りにしていることと同じです。 

 

市場（釣りの場合は釣れている場所でした。）だけでなく、ターゲットの特性や趣向な

ど、「何が好き。」で、「何に憧れている。」、「本音と建て前。」など、ターゲットの属性

（魚の種類）を理解していないと、募集コンセプトやオファー（釣りでは餌や仕掛け）が

的外れに終わることでしょう。 

 

一所懸命に学生募集をしているのに、学生が集まらない学校というのは、自校の在

校生や受験生が何を考えて行動しているかを知りません。 

 

知ろうとしていないのかもしれませんが、ターゲットをしらなくては、どんな募集方法を
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して良いのか分かるはずがありません。 

在校生のことをしらなくては、募集どころか、もっと大事な学校経営も空回りになること

でしょう。 

 

 

マーケティングリサーチ 

 

釣り人が情報収集するには、新聞のほかに、釣り人のブログからでも見ることができ

ます。また、釣具店や餌屋、渡船業者に問い合わせれば、親切に、釣れている場所

だけではなく、仕掛けやポイントまで教えてもらえます。 

このようにして、知りたいと思えば調べる方法はいくらでもでてきます。 

 

学生募集でのリサーチも同様です。 

本当に学生を集めたいのであれば、いくらでも方法はあります。 

 

マーケティングリサーチをして多すぎることはありません。 

今までに多すぎるほど、学生に関する情報を持っている学校をみたことがありません。 

マーケティングリサーチで大事なことは、リサーチが目的ではないということです。 

 

あくまでも、リサーチは学生を募集するために必要なことであって、学校経営に重要

なことを忘れてはいけません。 

リサーチ結果を学生募集と学校経営に活かすことこそが重要なのです。 

でないと、情報という宝の持ち腐れになってしまいます。 

 

  

 

なぜ？お客はあなたから買わなければいけないのか？ 

米国のダイレクト・マーケティングの神様と言われるダン・Ｓ・ケネディの言葉です。 

 

「なぜ？お客はあなたから買わなければいけないのか？ 

たくさんの選択肢があるなかで何故あなたを選ばなければならないのか？ 

もちろん、“何もしない”という選択肢があるなかで…」 

 

どうですか？ あなたの学校の学生募集方法を考え直すきっかけになるのではない
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でしょうか？ 

 

受験生に「なぜ？この学校に行かなければいけないのか？」と質問されたら、すぐに

答えることができますか？ 

 

質問をした受験生に対して、すぐに、「ウチの学校に来ればこんな良い事がある。」と

答えられないといけません。 

 

それでも受験生が、「他の学校でも同じようなことをしているのに、どうしてこちらの学

校を選ばないといけないのですか？」と、聞かれたらどう答えられますか？ 

 

ここで、「  … 。」と、黙ってしまうようではいけません。 

受験生に質問されたらすぐに、「ウチの学校では他校にはないこんな素晴らしいこと

があるからだ。」と返答できることが大事です。 

 

それでも、受験生が、「私、進学しようか、辞めようか、迷っているんですが？」と、駄

目押しをしてきたなら、どう答えますか？ 

 

こんな質問は少ないでしょうが、私が申し上げたいのは、受験生の本音の部分には、

こんなことがあるのです。 

 

実際、そうです。学校はあなたの学校だけではないのですから、受験生が広告を見た

だけで入学したいと思うはずがありません。 

体験入学やオープンキャンパスに参加しただけで、その学校に入学したいと思う受験

生の方が少ないはずです。 

 

広告や学校ホームページを見て、そして、学校見学で実際に確かめて、他の学校と

比較して決めているのです。 

 

以前と違って、最近の傾向では、体験入学や学校見学に３～５校ぐらい行くことが普

通です。 

イベントに参加することによって、「どこの学校が良いか？」、 「どの部分が優れてい

るか？」と 比べているのです。 

 

その時に、自信をもってアピールするものが無いといけません。 
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「私の学校に入学してくれば、あなたはこんなふうになれるよ。」 

「ウチの学校に来れば、こんな良い事がいっぱいあるよ。」 

「この教育方法は、他校にはないウチの学校だけのものです。」 

「卒業生の実績は、他校と比較してもダントツです。」 

「わが校の教員は、他にはいない素晴らしい先生ばかりですよ。」 

 

こんなふうに、自信をもってアピールするものがないと、どんなにたくさんの広告を出

したところで結果は期待できません。 

 

最近の受験生は目が肥えていますので、たとえ広告が綺麗で、たくさん掲載されてい

るだけでは、騙されません。 

 

他校にはないものとか、他校より優れているものが、広告にしっかりとアピールしてい

ることが必要です。 

 

これをマーケティング用語では、ＵＳＰ（ユニーク・セリング・プロポジション：独自優位

性）といいます。 

マーケティング戦略では、ＵＳＰ抜きでは語れないほど重要なことです。 

 

ですから、学生募集で成果を生むためには、まず、あなたの学校を見直して、長所や

一番であることを書き出すことから始めることです。 

 

現在、それほど自慢できるものがなければ、今からでも長所や一番になることをつくっ

ていかなければいけません。 

それがなければ、競合に勝てる要素がないのですから、当然のことです。 

 

いろんなことに思い悩むよりも、今、取らないといけない事は、自信をもってあなたの

学校を誰にでも自慢できるようにすることです。 

 

ＵＳＰに関心のある方は、学生を集める学校コンサルタントもご覧ください。 

 

 

 

費用対効果（広告→受験生獲得） 
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学生募集を費用対効果の面から説明します。 

 

学生募集でよくある間違いが、 

   学生募集＝広報  

とおもってしまっていることです。 

 

このように、勘違いしてしまうと、学生募集の中心は広報であるから、とにかく多くの

広告を掲載することによって、受験生があつまることだと思ってしまいます。 

その結果、年々、広告費用ばかり多くなっているのに、受験生は減っているという効

率の悪い学生募集になります。 

 

マーケティングの基本 

 

学生募集に限らず、マーケティングの基本というのは、 

   １、見込み客を集める。 

   ２、コンタクトをとる。 

   ３、信頼関係を構築する。 

   ４、商品を売る。 

 

先ず、広告やダイレクトメールなどで、見込み客を集めます。 

そして、反応のあった見込み客に対して、資料やサンプルを差しあげます。 

ときには、景品やサービス品を安く提供して、見込み客との接触回数を多くもちます。 

その際、見込み客から好感をもってもらうことがポイントです。 
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見込み客の悩みや質問に答えることで、お店（または、会社）の好感度は、一変にあ

がることにもなります。 

そのようにして、見込み客との信頼関係ができれば、その後、商品を買ってもらうこと

が容易になります。 

 

学生募集もこの例とほとんど同じです。 

 

学生募集のステップ 

 

   １、広告や学校ホームページによって告知 

   ２、資料請求 

   ３、学校案内パンフレットやガイドブックを送付 

   ４、体験入学やオープンキャンパス 

   ５、受験 

 

広告の目的は、資料請求させることにあります。 

資料請求者リストを集める目的は、体験入学やオープンキャンパスへ資料請求者を

誘導するためです。 

そして、オープンキャンパスなどのイベントを開催する目的は、参加者を受験に導くた

めです。 

 

ところが、実際の傾向はというと、広告費用に多くを投資して、資料請求者リストを集

めても、そのまま資料請求者をほったらかしにしているケースが多くあります。 

たとえ、ほったらかしにしていなくても、費用対効果の面からいうと、広告費用に偏っ

ている場合が多いのです。 

 

どういうことかと申しますと、 

 

資料請求者→イベント参加 誘導費用 

 

例えば、広告費に１００万円を掛けて、３００名の資料請求があったとします。 

この場合、資料請求リスト１名当たりに掛かった費用は、約３０００円です。 

資料請求リスト１名に３０００円も掛かっているのですから、もっと大切に育てたいもの

です。 

もし、５００万円を広告に投資すれば、１５００名の資料請求リストが得られる計算にな

ります。 
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では、あなたの学校では、体験入学などのイベントに資料請求者を参加させるために、

どれだけの費用を掛けていますか？ 

 

おそらく、広告で集まった資料請求リストに、その後のイベントへの誘導に掛けている

費用は１人当たり３０００円以下である場合がほとんどだとおもいます。（それ以上の

学校では、効果的に募集ができているはずです。） 

広告で３０００円も掛けたのですから、もし、イベントへの誘導に１人当たり５０００円掛

けたとします。 

 

イベントに誘導させるために、１人の参加者に対して５０００円も掛ければ、どんなこと

ができると思いますか？ 

少し、想像してみてください。 

 

計算式 

５０００円×１５００名ですから７５０万円です。 

イベント広告を打って、１００万円。 

ダイレクトメールの場合、５００円×１５００名＝７５万円。 

それらを引いた残りが５７５万円です。 

 

５７５万円÷１５００名＝３８００円 

 

ということは、１人当たり３８００円もつかって、イベントに誘導させるための何かができ

るのです。 

 

想像してみてください。３８００円もあれば、かなり有効な方法があるはずです。 

これだけの費用を掛けて、イベントに誘導したことがありますか？ 

なければ一度実行してみてください。 

今以上に効果があがることは、確かでしょう。 

 

 

イベント→受験 誘導費用 

 

次は、体験入学やオープンキャンパスのイベントの参加者に受験を促すための費用

です。 
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たとえば、イベント参加者数が３００名だったとします。 

イベント参加者１人当たりに８０００円の費用を掛けたとします。 

 

参加者１人に８０００円を掛ければ、何ができると想像できますか？ 

８０００円もあれば、方法はいくらでもあります。 

受験に導くための効果的な方法が、いっぱい考えられることでしょう。 

８０００円で受験してもらえるなら、安いものです。 

この場合でも、８０００円×３００名＝２４０万円です。 

 

イベント参加者を受験に誘導するための投資によって、イベント参加者の受験率が６

０パーセントになったとしたら、３００名×６０パーセント＝ １８０名です。 

 

このようにして、受験生１８０名を獲得するために掛かった広報費の合計はというと、

１４９０万円になります。 

 

受験生１人当たりに掛かった費用が、８２８００円です。 

 

どうですか？ 

あなたの学校では、これよりも高いですか？ それとも低かったでしょうか？ 

 

このようにして、学生募集では広報費をバランスよく投資することで、効果的に受験生

を集めることができます。 

それが、結果的に費用対効果も向上することになります。 

 

学生を集める学校コンサルタントに興味がある方は、こちらのホームページ

もご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

不況時に独り勝ちするユニクロの秘密 
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先日、カンブリア宮殿というテレビ番組で、アパレルメーカー「ユニクロ」の柳井社長が

特集されていました。 

 

ユニクロといえば、みなさんご存知のように、この不況時に毎年売上を倍増している

会社です。２００８年８月期決算の売上が５８００億円（売上総利益が２９００億円）で、

売上高前年比が 107.9％というのですから、驚異的な数字を上げている会社です。 

 

その奇跡的な経営の秘密について話されていましたので、ご紹介したいとおもいます。 

 

 

ＵＳＰ（商品独自優位性） 

 

     

何といっても、ユニクロの強さはＵＳＰにあります。 

 

「フリース」という商品は、今でこそ定番で、誰でも知っている商品で

すが、「軽い、洗える、乾きが早い、安い」という特徴で、爆発的にヒットしました。フリ

ースによって、ユニクロブランドができたといっても過言ではないでしょう。 

 

１９９８年頃からブームになり、ピーク時の２０００年には１２００万枚も販売したそうで

す。 

単純計算で、日本国民の１０人に１人がこのフリースを買ったことになるのですから凄

いヒットです。 

 

 

 



86

今回の気になる！ヒット商品 「ヒートテックインナー（2008 秋/冬）」 

ヒット商品である、ユニクロの「ヒートテックインナー」。スポーツメーカーや下着メーカ

ーの素材に並ぶ高機能素材を使用。発熱・保温・保湿・抗菌・ストレッチの 5 つの機能

を備えた、暖かさを追及した商品。 

 

 

そして、今年秋のＵＳＰであるヒートテックシリーズが店頭に並ぶと、2000 万枚を売上

げて完売。 

これだけの成果を出したにはこんな理由があったのです。 

 

商品企画は 1 年前からスタート。試行錯誤を繰り返し商品はカタチになっていく 

1 年後の発売に向け、各担当者とコミュニケーションを取りながら、ファッショントレンド

やユーザーアンケートをベースに徐々にコンセプトが固めていく。サンプル作成やモ

ニター調査を幾度も重ねる。 

数量計画、生産計画、店舗でのプロモーション企画、発売の日は近づく 

商品を世に送り出すためには、様々なプランニングが必要だ。店舗での販促、全国約

750の店舗に商品を並べるための数量計画、それを実現する生産計画…1人でも多く

の人に商品を届けるビジネス戦略がここにある。 

2008 年 8 月、ついに発売日 

店の前には、ヒートテックを買い求めるお客の列があったのです。 

 

 

 

時代に合わせたコンセプト 

 

ユニクロのサイトを見て驚いたのは、いつのまにかコンセプトが１８０°転換している

からです。 

以前のコンセプトは、「何も足さない。何も提案しない。」というシンプルさをウリにして

いたはずだったのですが、現在は、「組み合わせ」をコンセプトにしているようで、店頭

でも着こなしをイメージできるように陳列されています。 

そして、一つの商品でもカラーバリーエーションを増やし、様々な組み合わせを楽しめ

るようにしてオリジナル性を演出しているのです。 

 

何といってもユニクロが凄いことは、一時期ヒットしたからといって、その手法にこだわ

らずに、時代時代に合わせたコンセプトを打ち出すところです。 
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また、ユニクロが変わることで、社会に新しいニーズ・ウォンツをつくっていることも事

実でしょう。現在人の飽き性というか、新モノ食いという顧客心理をよくつかまえてい

ますね。 

 

 

 

広告戦略 

 

 

 

 

ダンサーの動画が見られるキャンペーンサイト「UNIQLO MIXPLAY」 

キャンペーンに YouTube を活用したり、ダンサーの動画が見られるユニークなブログ

パーツを配布するなど、ユニクロは昨年から、CGM（Consumer Generated Media）を活

用した Web プロモーションに力を入れている。キャンペーンに YouTube を活用したり、

ダンサーの動画が見られるユニークなブログパーツを配布するなど、ユニクロは昨年

から、CGM（Consumer Generated Media）を活用した Web プロモーションに力を入れて

いる。 

 

 

マンネリを打破したい 

 

「商品やプロモーションがマンネリになっていたため、既存顧客はリピートしてくれても、

新しいお客さんはなかなか来ないという状態になっていた。そこでプロモーションの仕

方や商品を変えていこうという方針になった」と同社新メディア情報発信チームの勝

部健太郎リーダーは話す。 

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/06/news053.html 
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仕事というのは、知らず知らずのうちにマンネリ化していくものですが、このマンネリに

気付かないと、顧客のほうが離れていきます。 

顧客を引き寄せるためには、常に新鮮なものを取り入れていく必要があるのでしょう。 

 

 

 

 

商品陳列方法 

 

柳井社長自ら、店頭に赴き商品の陳列方法についてアドバイスするシーンがありまし

た。 

「商品を並べるだけではなく、商品説明のポスターを貼りなさい。」 

 

従業員が、さっそくその指示に従うと、翌日、なんとその店頭の売上が 1.5 倍に。 

柳井社長が言っていたのは、「顧客視点で考えて行なえ。」ということだったのです。 

 

他店が行なっているからという理由だけで、商品陳列をしてはいけない。 

「こうすれば、お客さまに分かりやすい。」 

「こうすれば、お客さまが欲しくなるだろう。」 

 

というように、常に、顧客中心に物事を考えると、ビジネスでは成果がでるのですね。 

 

ビジネスは１勝９敗で成功する 

 

番組の中での柳井社長の印象的なことばです。 

 

実は、今でこそユニクロは躍進していますが、ここにくるまでに多くの失敗を重ねてい

ます。 

 

フリースのヒットの後に、海外進出を試みたものの順調な歩みとはいえませんでした。 

２００１年に華々しくロンドン・デビューし、一時は２１店舗まで拡大したものの、巨額の

赤字を計上し、１５店舗を撤退。リージェント・ストリート店やオックスフォード・ストリー

ト店など６店舗を残すのみとなったのです。 

 

０２年秋に参入した野菜・果物の販売事業も、はじめてからわずか２年で撤退してい

ます。 
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事業に対する見通しが甘く、会員制の宅配で目標の会員数を確保できなく、店舗販

売でも集客が伸び悩んで、黒字転換のめどが立たないと判断したからなのですが、

早い決断です。 

 

これだけではなく、ユニクロの歴史は失敗の連続だったようです。 

 

柳井社長のことばから 

 

「いやいや、私は普通の人間だよ。いつも失敗だらけでたまたま成功しただけだよ。１

０も２０もいろんなことに挑戦してその中で１つ成功したのがユニクロだったんだ。」 

 

そこが柳井社長のすごいところです。 

失敗を恐れない。そしてかつ撤退する勇気を持っている。だから失敗が大きな痛手に

つながらないのでしょう。 

 

もう一つ、柳井社長のことばで印象に残ったのが、 

「早く失敗する。何事も早くチャレンジして失敗することが大事だ。そうすれば、早く成

功できる。そして、９つ失敗したから成功ができた。」 

 

新しいことに取り組むときには、失敗しないように十分に検討に検討を重ねて実行に

移します。 

しかし、100％成功するわけではありません。失敗する可能性のほうが高いかもしれ

ません。それでもチャレンジする勇気が大事ですし、行動に移さないと結果はでませ

ん。 

 

たとえ、それが失敗したときでも、真摯に失敗を認め、大きな痛手になる前に撤退の

決断をする。それが経営者として成功していくひとつの秘訣なのかもしれませんね。 

 

 

ユニクロの成功の秘訣は、学校経営でもたいへん参考になるとおもいます。 

 

 

学生募集など学校コンサルティングに関心のある方はこちらもご覧ください。 
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メリークリスマス 

 

 

保険屋さんから私へのクリスマスカード。毎年、この時期に送られてきます。 

 

 

 

 

出版業者からのクリスマスカードです。 

綺麗だったので、クリスマスまで置いていました。 
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不動産業者からのクリスマスカードです。 

これも毎年送られてきます。 
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これは、行きつけの歯医者さんからのバースディカードです。 

毎年、家族の誕生日になると、親切にカードが送られてきます。 

 

 

 

どれも、心がこもっていて嬉しいものです。 

カードはハガキですから、印刷代を含めても１通あたり１００円以内に収まります。 

これだけ安価でありながら、効果は大です。 

 

それは、わざわざクリスマスや誕生日に自分のために贈ってくるところが少ないからです。 

些細なことですが、こんなことからお客さんに好感をもたれ、お店への信頼度も増していく

のでしょう。 

 

 

さて、貴校では、資料請求者や合格した学生に対して、このようなクリスマスカードは送ら

れていますでしょうか？ 

 

もし、まだであるなら、季節ごとの行事に出してみてはいかがでしょうか？ 
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「嫌、ウチではそんなことまでしなくても…」 

こんなふうに思われているのなら、今以上に学生募集で成果を上げることは厳しいはず

です。 

 

なぜなら、他の学校が努力をしているからです。 

 

アメリカの有名なマーケティングコンサルタントであるダン・Ｓ・ケネディ著「大金持ちをラン

チに誘え」のなかに、こんな一節がありましたのでご紹介します。 

 

 

私は、３０人の新しい患者さんに来てもらう一つのやり方は知りませんが、一人の新しい患者さんに来

てもらう方法を３０通りは知っています。 

そして、私は、その３０通りをすべて実行するのです。 

                             

             ～ある成功した専門医の言葉～ 

 

 

どうですか？ 

マーケティングでも経営でも当てはまることですが、 

大事なことは、良いとおもうことはすべて実行してみることです。 

 

考えるのは、実行した後からということです。 

 

いわゆる、ＰＤＣＡ（プラン・ドゥ・チェック・アクション）です。 

 

成功している企業や学校では、必ずこの行動をとっています。 

 

 

学生募集に関心のある方は、こちらもご覧ください。 

 

 

 

 

マインドセット 
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学校経営の成否は、トップのマインドで決まる 

学校経営の成否を決めるのはマインド（心） 

 

なんだ。精神論か？と思われるかもしれませんが、 

勉強でもスポーツでもビジネスでも、最後は心の状態が成否を決めます。 

 

スポーツの例をとっても、 

どんなに練習していたとしても、試合前に「勝てそうにない。」と思っていたら、 

勝つことはないでしょう。 

練習中でも、「上手くなるはずが無い。」「相手に勝てるはずがない。」と思っていたら、 

モチベーションも下がり、練習にもならないことでしょう。 

このように弱気な心構えで、勝負に勝てるとお思いですか？もし、あなたが監督かコ

ーチなら、そんな弱気な選手を叱るはずです。 

 

学校経営でもおなじです。 

「うちの学校では無理だ。」 

「学生の質をあげることなんか無理だ。」 

「教員に教育への情熱を注ぎ込むことなんて難しい。」 

「学校を繁栄させたいが、現実は…」 

「うちの学校だけでなく、他校でもおなじような経営状態だから…」 

「今の経営状態で満足しているし、これ以上望むこともないよ。」 

「学校経営の理想と現実は違って当然さ。」 

…etc 

 

現在、学校経営がうまくいっている大学、短大、専門学校を調べると、いま上げたよう

なこととは全く正反対な前向きなこころ構えが見受けられます。 

 

成功している学校では、現在、学生募集も好調であるのに関わらず、次から次へと新

しい企画を打ち出し、学生募集に関して貪欲なのです。 

これは、マクドナルドの戦略にも似ています。 

 

マクドナルドの戦略というのは、２週間、１ヶ月単位で新しい企画を打ち出すそうです。 

この戦略によって、消費者にマクドナルドは常に変化しているということをアピールす
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るというものです。 

 

トップのマクドナルドに、これだけ積極的に攻められれば、２番手以降のハンバーガシ

ョップは追いつく事は出来なくなります。マクドドナルドにとっては、それが狙いでもあ

るのです。 

 

マクドナルドのマネなんかとても出来ないと、何も新手を打てないようなハンバーガー

シヨップからは、段々とお客は遠ざかってしまいます。 

 

ところが、 

大資本のマクドナルドをそのまま真似ることは出来ないが、小規模のショップならでは

の戦略があるはずだ。と一生懸命に努力工夫しているハンバーガーショップには、

「一度、入ってみようか？」と、お客も興味をもちます。 

 

お店に一人、二人とお客が来るようになると、「お客がお客を呼ぶ」という格言のとお

りに、そのお店は、将来、繁盛することになっていくことでしょう。 

 

そんな風に、物事を前向きに考えるか考えないかで、経営の結果はまったく違ってき

ます。 

 

先程の学生募集が好調な学校の例とは、まったく反対のケースの学校もあります。 

学生の質は落ち学校は崩壊状態で、教員もやる気をなくしているような学校です。 

誰が見ても、この学校を立て直すことは無理だろうと思っているような学校です。 

 

おそらく、この学校のトップに対しても、学校の理事や周りの人たちは学校を閉校する

ことをすすめられた事でしょう。 

 

そんな経営が行き詰っていた学校が、今では学生募集も好調になり、募集が不調な

競合校を尻目に、学校を繁栄させることを目標にいきいきと経営されているのを見さ

せていただきました。 

 

その学校の変化は、経営戦略とかマーケティングについて無知の人たちから見れば、

奇跡ともとれます。 

それほど、その学校が生まれ変わっているのです。 

 

毎年、多くの学校が閉鎖しているなかで、この生まれ変わった学校には、何があった
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のでしょうか？ 特別なことが起きたのでしょうか？  

 

あったとすれば、それは、学校トップの方のこころに変化が起きたのかもしれません。 

自身の考え方、心構えの持ち方の間違いに気づかれたのかもしれません。 

トップの心の状態が少し変わるだけで、学校経営には大きく影響がでます。 

 

それほど学校トップのマインドセット（経営の心構え）は重要なことです。 

 

「たとえ何が起きようとも、わたしは、この学校でわたしの信じる教育を展開する。」 

「学校経営の上手くいってない原因を見直し、経営を改善すれば必ず立ち直ることが

できる。」 

「自分自身を信じているので、必ずできる。」 

このように、学校のトップであるあなたにマインドセット（経営の心構え）が出来ていれ

ば、組織のなかのリーダーシップも機能します。 

だれでも、積極的で情熱のあるリーダーには、惹かれるものです。 

 

そんな学校のリーダーのもとには、積極的な教職員が集まります。 

そして、積極的な教職員によって、学校を立て直すための前向きな議論が起きます。 

 

教職員自らが、積極的に新しいアイディアを取り入れた学校経営を実践します。 

学校トップだけではなく、そんな教育への情熱をもった教師のおられる学校は、雰囲

気も明るくいきいきと輝いています。 

 

受験生がいくつもの学校のなかから学校を選択するときに、この「学校の雰囲気によ

って」が大きく入学の決定に影響しているのも事実です。 

 

 

わたしが学校コンサルタントをはじめて、今まで以上に学校経営やマーケティングの

ことを研究しはじめると、学校経営やマーケティングに関しての素晴らしいアイディア

を多く発見します。 

それは、図書館や本屋に置かれている本の他、ネットのなかにも数多く存在します。 

 

それほど世の中には、すばらしい知識や情報は溢れています。 

ところが、その知識や情報を使い利用するのは、人間です。 

 

どんなにすばらしいアイディアがあっても、その人間の心構えや思いによっ
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ては、それを生かす事も、無駄にすることにもなってしまいます。 

 

すべてに重要なことは、このマインドセットにあるということなのです。 

学校経営では、学校トップのマインドセットこそが、学校繁栄の鍵を握ります。 

 

この次は、この移りゆく心（マインド）を常に良い状態に保つ方法についてお話しま

す。 

 

 

 

学校の経営トップを操っているのは 

 

学校の経営トップを動かしているのは、他の誰でもなくその経営トップ自身の心です。 

それほど、心のパワーは凄いものです。 

 

人の心ほど落ち着かない者はありません。 

聖人君子であれば別なのでしょうが。 

 

だからといって、学校の経営トップがご自分の乱れた心をそのままにしておくと、 

学校経営まで、乱れる事になってしまいます。 

 

昨日のブログでも、少しお話をしましたが、学校トップにマインドセット（経営の心構え）

ができていないと、学校経営はうまくいかないものです。 

学校経営では、経営のスキルや技術よりも経営トップの方の心構えが重要なのです。 

 

ところが、学校経営のトップといっても生身の人間ですから、心の状態はその日の体

調や仕事の状態、人間関係でのストレス、さらには、家庭の問題などによって、精神

状態は変化します。 

 

嬉しい事があれば、気持ちは高まりますし、 

悲しい事、嫌な事が起きれば気分も落ち込み、ストレスからいらいらとした気持ちにな

るかも知れません。 

 

学校経営トップが、そんな悪い精神状態で、前向きな良い考えなど浮かぶはずがあり
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ません。 

そんな悪い精神状態では、顔も暗くなり、他人を寄せ付けないような雰囲気をかもし

出しているかもしれません。 

 

学校経営のトップがそんな悪い雰囲気では、職場で采配をしても教職員が気持ちよく

受け入れてくれなくなります。 

だれでも、前向きで明るい人が好きですが、暗い人は避けたくなります。 

経営トップがそんな雰囲気では、教職員だけでなく学生からも嫌われることになりか

ねません。 

 

学校のトップが学生から嫌われるような学校経営では、学校を繁栄することからは程

遠くなります。 

このように、経営トップの心の状態が及ぼす影響力は、一般人のそれとは比較になり

ません。 

 

誤解のないように申し上げますが、一般人でも心の状態によって仕事や家庭、友達

関係など様々なところに影響が起きます。しかし、これらは、個人の範囲であるという

ことです。 

 

学校経営のトップでは、自分自身はもちろんですが、学校の教職員、学生、そして、学

校経営へと影響を与えるのです。悪くなると、学校が閉校することさえあるのですから

恐いことです。 

 

ですから、学校経営のトップの方は、学校を繁栄させたいのであれば、このご自身の

心をコントロールすることが重要になります。 

 

自分の心をコントロールすることができれば、どんなことも出来るでしょう。 

そのために、何千年も前から宗教家や哲学家が説かれているのですが、未だ完成さ

れたといえるものが無いようです。 

それほど難しいことなのです。 

 

でも、分かっていることがあります。 

先程、お話ししましたように、心にプラスの思いを入れれば、プラスのことが起きてき

ます。反対に心にマイナスの思いを入れれば、マイナスのことが起きてきます。 

 

この事実は、どの宗教家や哲学家も肯定することです。 
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そして、昨日のブログでもお話しましたように、目の前に起きたことと、それをどのよう

に受け入れるかは違うということが、大事なことです。 

 

これは、たとえ、自身に起きたことが客観的に良くないことであったとしても、あなたが

その事象を頭で噛み砕き、前向き（プラス思考）に捉えれば、それは、心にプラスのこ

とを入れたのと同じになるからです。 

 

心をコントロールするうえで、この考え方（プラス思考）ができることが最も重要なこと

です。 

 

それでも、人の心は日々、移り変わります。 

気持ちが落ち込むのはいけないことですが、気分が高揚しすぎるのも良くないことで

す。 

そんな変化しやすい心を冷静に保つには、心にとって良い環境をつくることが大事で

す。 

 

この心にとって良い環境は、人によって様々でしょう。 

ある人にとっては、良書を読む事かもしれません。 

ある人にとっては、宗教かもしれません。 

また、ある人にとっては、積極的な仲間との関わりかもしれません。 

 

私の場合も、自己啓発の本を読む、積極的な会話を楽しむことが挙げられますが、 

ほかに、いつも自分の目に留められる机の上や壁に、目標や価値観を書いて貼って

います。 

また、このようなブログを書くという他人のために行動することで、心を常に良い状態

に保つこともできます。 

他人のために良い話をする、良い行動をとるということは、プラス思考をするコツのよ

うです。 

 

 

心をコントロールするポイントというのは、 

 

１、正しい認識（人の心は変わるもの） 

２、プラス思考をすれば、プラスなことが起きる。 

３、常にプラス思考できる環境をつくる。 
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学校経営のトップの方の中には、生まれつき心の強い方も多いかもしれません。 

しかし、学校の教職員や学生を指導や教育するときに、ご自身が心をコントロールす

るコツを体験されていると、より説得力のあるものになります。 

 

リーダーシップとは、自分自身をコントロールできる人だけが持っています。 

当然のことですが、自分自身も動かせない人が、他人を動かせるはずがないのです。 

 

ぜひ、リーダーシップを発揮されて、貴校の繁栄に貢献されますよう心よりお祈りして

います。 

 

 

 

 

学校経営者にカリスマ性は必要か？ 

 

昨夜、テレビを見ていると、浦和レッズの藤口光紀社長が特集されていました。 

浦和レッズというと、昨年(2007 年)は、AFC チャンピオンズリーグ初優勝、そして、

FIFA クラブ・ワールドカップでは、アジアチームで最高の 3 位を獲得するなど輝かしい

成績を残したあのチームです。 

 

そして、今シーズンは日本代表の FW 高原直泰選手を獲得するなど、常に話題に事

欠かないチームです。さらにサポーターも熱く、真っ赤に染まったレッズ色のスタジア

ムが揺れているような応援が印象的なあのチームです。 

 

その浦和レッズは、観客動員数でもダントツの１位でした。 

ちなみに昨年の１試合当たりの平均観客動員数は４６,６６７人、年間動員数は７９３,３

４７人でした。 

 

これは、J リーグの平均観客動員数１９,０８１人をはるかに上回る数です。また、２位

のアルビレックス新潟の３８,２７６人よりもはるかに上回っています。 

 

その浦和レッズも２００３年までは、年間平均観客動員数が２万人台を超えることはあ

りませんでした。それが、２００６年に社長が藤口氏に代わってから、観客数が以前よ
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り倍増するほどの人気チームに変身したのです。 

 

番組のなかで、その浦和レッズの藤口社長にインタビューしていたのです。 

藤口社長のコメントで面白かったのが、最初、藤口氏が社長に就任したときに、藤口

社長が、ある事業家の方から「事業家だったら、もっと大きなことをやれ。」と言われた

そうです。 

 

それから、彼は発奮し、浦和レッズを J リーグ１の収益会社に成長させたのです。 

 

これは、コンサルタントのわたし自身にとっても、とても心に響くお話でした。 

日常の仕事に流されていると、当初、事業を始めたときの理想を忘れてしまうもので

す。そして、「何とか会社を経営できているから、あり難いことだ。」と、理想を追うこと

がなくなってしまいます。 

 

生活できているだけで満足してしまうような小さな人間になってしまうのです。 

一般人では、少欲知足という言葉にあるように、こんな考え方も大事かもしれません。 

 

ところが、事業家（学校経営者）にはこれは当てはまりません。 

それは、周りにライバル（競合校）があるからです。 

 

今の学校経営は、昔のようにのんびりとはできません。 

少子化の影響と過剰ともいえる学校の乱立があり、競争が激化しているからです。 

 

弱い学校が、強い学校に併合されるか、閉校に追い込まれていきます。 

現在の学校経営は、弱肉強食の世界なのです。 

 

学校を経営する以上は、学校を学生や教職員に安心して満足する教育の場所にしな

ければなりません。 

 

それには、常に大きな理想が必要となります。 

それは、 

「より立派な教育理念」 

「より大きな学校経営の拡大目標」です。 

 

このように、学校経営者が大きな欲望を抱くことは、周りの人を引きつけます。 

いわゆるカリスマ性と呼ばれるものです。 
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リーダーには、カリスマ性が必要なときが多々あります。 

リーダーが小さな志の人だったら、誰もついて来ないからです。 

 

「青年よ。大志を抱け！」かの有名な言葉です。 

 

学校経営をされる方自身が、大志を抱けないのでは、学生に対しての真の教育を期

待できません。 

 

学校経営者は、小さく収まってはいけないのです。 

 

 

 

良心に基づいた学生募集戦略が大事な理由とは？ 

 

一見すると、中々考えられた戦略計画なのに成果が上がらない。 

こんな経験がおありではないでしょうか？ 

 

著名なコンサルタントのセミナーや出版物で学んだことをそのまま実行しているのに 

どうして、成果が上がらないのだろうか？ 

 

他の専門学校では、わたしと同じように行なって、多くの学生を集めている。 

どうして、このような違いができるのかと、悩まれたことはないでしょうか？ 

 

経営とは面白いものです。 

経営は、マニュアルどおりにいかないから面白いのです。 

 

マニュアルどおり行なえば、上手くいくのであれば 

マニュアルさえあれば、誰が経営者になっても、うまくいきます。 

 

経営、とくに学校経営では、経営者の心が反映されます。 

 

学校を経営されるような方というのは、「世の中のため、国家のために。」という気持
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ちが強くあります。 

 

そのような良心が強い方が、収益だけを目的とする学校経営を行うと、本来ある価値

観との間にギャップを生じます。 

学校経営が収益だけを目的としていなくても、収益を得ることを優先していたら同じ事

になります。 

 

このように、良心が強い方が収益優先の学校経営を行なっていると、学校経営者の

良心が傷むことになります。 

経営者が良心を傷んだ状態では、まともに学校経営ができるはずがありません。 

 

経営者が少しでも悪いことをしていると思っているようでは、どんな経営でも繁盛する

訳がありません。 

 

少し前には、赤副餅など食品偽装事件がマスコミを賑わせましたが、これも、お店が

繁盛していた頃、経営者にも罪悪感が無かったときには、こんな問題も起きませんで

した。（経営者の価値観に合っていたから経営に矛盾がなかったのです。） 

 

ところが、北海道のお土産で有名な「白い恋人」やミートホープ社の食肉偽装が社会

的に問題となり、赤福の社長の心に迷い（社長が今まで持っていた価値観が変わり、

良心が痛みだした。）がでたことから、赤福の社内の様子が変わっていったのです。 

 

経営者に迷いがあれば、組織は崩れていきます。 

その結果が、内部告発ということに繋がっていったのです。 

（もちろん、内部告発が悪いのではなく、賞味期限の偽装行為そのものが悪いのです

が、ここでは、経営者の良心が経営に影響を及ぼしているという事例で、お話させて

もらっています。） 

 

お分かりのように、経営では経営者の価値観（または良心）と経営戦略が一致してい

ないと、正常に機能しません。 

 

 

ジョセフ・マーフィー博士やナポレオンヒルなど多くの成功哲学者が、 

 

「心で思ったことは実現する。」といわれています。 
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この場合の心とは、潜在意識のことであり、顕在意識との一致により心の内外に強く

働きます。 

ところが、健在意識と潜在意識が違う事を考えていて、顕在意識と潜在意識との思い

にギャップがあると、「良心が痛む。」「でも、わたしには出来ない。」などとの思いを生

むことになるのです。 

 

そして、そのマイナス思考がマイナスな現実をつくるのです。 

 

 

ですから、どんなに他の学校が学生募集で効果を上げていようと、その戦略やテクニ

ックが、経営者やそれを実行する教職員の価値観に合っていないと、反って悪い結果

につながることがあります。 

 

ですから、経営戦略を立てる前には、しっかりと経営者の価値観を明確にして学校経

営のビジョン、募集コンセプトを考える必要があるのです。そして、少し動いては立ち

止まり、経営者の価値観から外れていないか、確認することも大切なことです。 

 

私のスクールコンサルティングでは、個々の学校に一番合った学校経営を考えるた

めに、以上のようなことをコンサルティングしています。 

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

 

ジョギングは健康に良くない 

 

 

最近、ウォーキングを始めました。 

えっ？ジョギングではないの？と思われるかもしれないのですが、 

健康のためにウォーキングを始めて、１ヶ月ほど続いています。 

 

実は、タイトルにあるように、当初、ジョギングから始めたのです。ジョギングを始めた
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動機というのは、「東京マラソン、ホノルルマラソンで走りたい。」と思ったからです。 

 

ところが、いきなり年甲斐（５０歳）も無く無理をしたらしく、膝関節痛と腰痛をおこして

しまいました。 

健康のために始めたつもりが、余計に身体を壊してしまい、翌日からは整骨院に通う

はめになったのです。 

 

整骨院の先生からは、私のようにふだんから運動をしていない者は、健康のために

は、無理な運動をするよりストレッチなどの軽い運動のほうが良いと勧められ、「走る

のは諦めて、当分、安静にしなさい。」とのことでした。 

これでは、折角やる気を出して始めたジョギングも三日坊主どころか一日坊主になり

ます。 

 

整骨院の先生から言われ、「私にはジョギングは向いていない。」「余計なことはしな

いで、今までどおり大人しく生活しよう。」と、私の頭のなかで悪魔の声がささやきまし

た。 

もちろん、当初の目標をここで断念しても、身体を壊したという理由もあり、家族に対

しても十分な言い訳もできます。 

 

そして、「ジョギングを諦めよう。」と、思いつつも諦めきれず、公園に散歩に行ったとき

です。 

私の前を足元がふらつきながら歩いてくるかなり高齢の男性がいました。 

ふつうは、誰かが介助しないといけないくらいの高齢者です。その人が、自力で一生

懸命、歩いているのです。明らかに、自分の体力維持のために歩いているようです。 

そして、その高齢者の方にとって、今できることを頑張っているのです。 

 

その隣を６０代後半のグループが、かなり速いペースで走って追い越していきました。 

わたしより１０歳、２０歳以上も年長の人たちが、こんなに元気に走る姿を見て悔しい

思いもしました。 

 

しかし、この二つの出来事から私が学んだことは、「欲張ってはいけない。でも、簡単

に諦めてもいけない。」でした。 

 

今、自分にとってできることから始める。そして、それを続ける。 

続けることにより体力（筋力）も向上し、いつか走ることもできるに違いない。 

そう思ってから今日まで１ヶ月、ウォーキングを続けています。お陰さまで歩くスピード
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が日に日に速くなっています。 

毎日、歩くことが楽しいのです。それは、また当初の夢が現実になるかもしれないと思

ってきているからなのです。 

 

 

大事なことは、簡単に諦めることで、最初の思いを無駄にしてはいけないということで

す。 

諦めたら、それですべてが終わってしまいます。 

諦めかけた時でも、今の自分にできることを探し、工夫し努力すれば、必ず、解決の

糸口が見えてきます。 

 

学校経営に限らず、どんなことでも諦めたらだめです。諦めるということは、思考がス

トップしますし、また、努力もしなくなります。 

諦める直前には、マイナス的なことを考えるので、良い方向に進むはずがありません。 

 

ところが、世の中には、困難なことや障害があると、すぐに諦める人と、反対に決して

諦めない人があります。 

すべての成功者は、後者の何が起きても諦めない人です。この人たちは、目標を追う

途中で、多少の困難や障害が起きても屈せず、常に努力をして成功を掴んでいます。

このようにして、成功者というのは、成功するための心構えが備わっています。 

 

成功者となった人たちの多くが、大きな障害を乗り越えてきていることも事実です。 

その中でも、エジソンの話が有名ですので紹介します。 

 

エジソンは、電球を発明するまで一万回失敗したという話は有名です。 

彼の友人は、失敗を繰り返すエジソンに「また失敗したのか。いつまでその失敗を繰

り返せば、あきらめるんだい？」と言ったそうです。 

これに対し、エジソンは「私は１度だって失敗していないぞ。駄目な組み合わせを数多

く発見したことはあったがね」と答えたそうです。 

つまり、他人から見た失敗も、エジソンにとっては、大成功を収めるまでの小さな成功

であったということです。  

 

これこそが、同じ事象に対して、ものの見方や考え方の違いで、大きく変わることの代

表例です。 

 

このように目標を立てたら、何事が起きても揺らいではいけません。 
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予想していない障害が起きるとか、たとえ失敗したとしても、それは、計画を変更すれ

ばいいことであって、目標を断念することではないのです。 

 

学校経営者として大事なことは、何が何でも目標を達成するという情熱です。 

学校創立時や自身が経営トップになられた時に、創業理念や教育理念という大きな

目標を掲げられたはずです。 

それらを実現するために経営者が情熱を注ぐと、学校役員のほか、教職員や学生ま

でが理解を示し目標に向かって動き出します。 

 

トップが弱気であれば、そのまま弱い気持ちが伝わってしまいます。ところが、トップ

が信念をもって学校経営にとりかかれば、リーダーシップが機能します。 

 

経営で大事なことは、経営スキルやテクニックではなく、経営者としての心構えなので

す。 

 

 

 

苦しいとき、何を考えているか？ 

 

 

前回のウォーキングの話のつづきになります。 

昨日が雨のためウォーキングを休んでしまったので、今朝は肌寒く、「雨が降ってくる

かな？」というような曇り空のなかでしたが、ウォーキングを決行しました。 

 

ところが、自宅から公園まで１５分ほど自転車を走らせ、公園に着き歩き始めると、す

ぐに小雨が降りだしたのです。 

「戻ろうかなあ？」と一時思ったのですが、折角ここまで来たのだからと歩きだしたとこ

ろ、雨は、段々と本降りに。 

公園の外周は３キロメートルほどありますので、このまま１周歩くと、雨で濡れた体は

冷えてしまい、健康のためのウォーキングで風邪をひくようなことになれば、家族から

も笑いものになります。 

 

でも、止みそうにない雨に諦めたその時、わたしの心に思ったのは、「速く歩けば、体

も温まるだろう。」でした。 
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体を温めようと、速く歩くことに神経を集中し、雨の中を歩いていると、「寒い。」「辛

い。」ことが苦ではなくなっていったのです。 

 

大発見でした。 

「寒い。」「辛い。」そして、「最悪だ。」と、思ったところで雨が止むわけではなく、余計

に落ち込むだけです。 

何を考えても状況が変わらないのだったら、前向きな考えかたをした方が気持ちも楽

になり、楽しくなります。 

 

そんなことを考えながら歩き出発地点に到着すると、体も温まり口からは白い息も出

ていました。しかし、無常にも雨は本降りになっていたのです。 

 

自転車に乗り帰り道を急ぐと、折角温まった体が、また、冷えてきました。 

今度こそは、最悪な状態です。 

 

何とか考え方をプラスにせねばと横を見ると、喫茶店があります。そのとき、わたしの

脳裏には、「暖かいコーヒーが飲みたい。」そして、「風呂に浸かり温まりたい。」という

想いが浮かんだのです。 

 

これだけ雨で濡れたあと、風呂に浸かり温まった後、コーヒーを飲み、さらに体を温め

るのは、最高の贅沢な気分になれます。 

 

さらに降りつづける雨のなかにも関わらず、わたしの頭の中は「風呂とコーヒー」だけ

がイメージされ、嬉しい気分で自転車をこいでいました。 

今までのわたしであれば、この状態の中、このような気分はあり得ませんでした。 

 

思いを変えただけで、これほど状況が変わったのです。 

今までも、理屈では分かっていたつもりだったのですが、実際に体で体験すると、身

にしみて理解ができたのです。 

 

人生やしごとでも同じですね。 

人生やしごとでは、良いこと、悪いことがサイクルで訪れます。これは誰も避けて通る

ことはできないことだと思います。 

 

でも、そのとき、起きた現実にたいして、「落ち込む。」のか、「前向きに考える。」のか

という選択する自由は誰にもあります。 
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心の内面で暗いことをイメージしていては、状況がよくなるはずがありません。反対に、

心の内面が明るく前向きであれば、必ず状況は好転するはずです。 

 

そのためにも、どんな状況であれ、「前向きに考える。」ことは重要です。 

そして、頭で考えることは、意識的にプラス方向に考えることが必要です。これを放っ

ておくと、マイナスな考えが心を占領するからです。 

 

心を静めて、「プラス思考」と「マイナス思考」のどちらを選択するのかで、将来が決ま

ります。 

 

成功者と呼ばれる人たちは、大事な場面で重要な選択肢が必要なときに正しく選択

できた結果なのでしょう。 

 

 

 

学校経営に「教育への情熱」は必要か？ 

 

いきなり、とんでもないようなタイトルです。 

コンサルタントが避けたい内容かもしれません。 

 

というのは、学校コンサルタントも建て前では、「教育への情熱」を言います。 

ところが、そのコンサルティング内容をみると、経費削減などの会計上のテクニックや

ホームページの SEM 対策など広告テクニックに関するものが多くを占めます。 

これらを見ていると、学校経営で大事なのは会計や広告であり、教育は二の次のよう

にもとれます。 

 

たしかに、これらのことも学校経営では大切なことではありますが、何よりも「教育」が

基本です。商売にたとえれば、「教育」が商品です。 

ですから、そろばん勘定や呼び込み宣伝をいくら上手に行なっても、商品が良くない

とリピートがありません。 

 

商売では、店主がお客さまからのリピートを期待するために常にしていることとは、お

客さまに満足してもらうことです。良い商品を探し仕入れることに力を注ぎます。良い
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商品とは、「買ってよかった。」「美味しかった！」「お得だった。」と、お客さまに喜んで

もらえる商品です。 

 

この時、店主は心の中で何を思っているのでしょうか？ 

ほとんどの店主は、お客さまに喜んでもらえることだけに集中しています。「お客さま

は、どんな商品が好みだろうか？」、「どんなサービスをすれば喜ばれるだろうか？」

と、お客中心に物事を考えます。そんなお店は、たとえ、今流行っていなくても、将来

的に必ず繁栄することでしょう。 

 

このように、繁栄しているお店では、しごとに「情熱」があります。これは、学校でも同

じことがいえます。教育にかける情熱が溢れている学校では、すべてに活気があり募

集活動も順調です。ところが、情熱のない学校では、教職員のモチベーションも低く、

学生にもやる気がみられません。 

 

この元がトップにあるということは、トップご本人が一番ご存知なことです。トップ自身

のモチベーションが高く、毎日、「教育にかける情熱」が保たれていれば、すべて良い

方向に運ぶということは、他から言われなくても、本人がよく分かっておられることな

のです。 

 

ところが、組織のトップだからといっても人間です。常にモチベーションを高く維持する

ことは困難なことです。特に、学校経営で多くの問題があるなかでは、毎日「教育にか

ける情熱」を保つことは、並大抵なことではありません。 

 

それでは、どうすれば情熱を維持することができるのでしょう？ 

 

モチベーションを保つための２つの方法がありますのでご紹介します。 

 

一つは、『見猿、言わ猿、聞か猿』です。 

一般的に人の中に入ってくる情報はマイナス要素が８割以上といわれています。新聞、

テレビなどマスコミからの情報やニュース。職場では教職員や学生の状況。家庭に帰

っても…。マイナス要素を含む情報ばかりです。 

 

一日のほとんどが、マイナスで占められているなかで、それをまともに受け止めてい

たなら、どんなに人格のすばらしい人でも暗くなってしまいます。人間はそれほど強く

ありません。過信することは危険です。自分を守るためには、先ず、マイナス要素を心

の中に受け入れないことが大事です。 
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そのためには、先程申し上げた『見猿、言わ猿、聞か猿』が、活きてきます。 

嫌なものを見たり聞いたりしても、受け流す余裕が必要です。そうすると、自分も腹立

つこともなくなり、愚痴を言わなくなります。 

 

また、他人に消極的なことを言うと、その消極的な言葉は自分が聞くことになります。

ですから、自身が発する言葉ほど自分に影響を及ぼすものはありません。他人に言

葉を発する前には、マイナス的要素ではないかよく見極めることが大事です。 

「天に唾を吐く。」ということわざがありますが、まさにその通りになってしまいます。 

 

わたしも『見猿、言わ猿、聞か猿』を実行しただけで、かなりの効果がでています。 

とり合えず、テレビと新聞のニュースを見なくするだけでも世の中が明るくなります。 

ニュースを見なかったら、世間のことが分からなくなると不安におもわれるかもしれま

せんが、モチベーションを低下させるリスクと比較すると、ずっと大事なことだというこ

とがお解かりになるとおもいます。 

もし、ご心配であれば、軽くニュースを読み流して情報として耳に入れるだけにされ、

まともに受け止めないことです。 

 

いままで、モチベーションを下げない方法についてお話しましたが、もう一つの方法は、

モチベーションが低下してしまっている場合に、モチベーションを上げる方法について

お話します。 

 

モチベーションを上げる方法については、いろんな方法や理論があります。 

たとえば、「早寝・早起き」、「感謝法」、「目標」、「勝利リスト」、「イメージ法」…など、た

くさんのモチベーション向上の手法があります。 

 

でも大事なことは、どんな良い方法や理論であっても実行可能であるか、続けること

が出来るかということになります。 

 

自分にとって何が最良な方法であるかは、他人ではなく自分自身の潜在意識がいち

ばん知っています。いわゆる直感というものです。この直感を信じることはどんな場合

でも大事なことです。でも直感を信じても大丈夫だろうかと疑ってはいませんか？  

自分を信じてください。自分を信じることはとても重要なことです。自分を信じることが

できなくては何もできないからです。 

 

「成功者は自分を信じ、自分の直感を信じました。凡人は他人を信じたから自分の思
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い通りの人生を歩めませんでした。」とよく言われます。 

 

では、どうすれば、直感を引き出せるでしょう？ 

日常の生活でマイナス要素を極力少なくし、心を静かに保ち、「できる。」と、自分に言

い聞かせ、自分を信じていると、心の声が聞こえるものです。 

間違っても、心がマイナス要素で乱れている状態に聞く心の声では、邪念のほかなん

でもありませんので注意してください。 

 

直感により、自分のモチベーションを高める方法が「ウォーキング」ということであれば、

それを取り入れればいいでしょうし、「スポーツジムで体力づくり」であれば、それを実

行すればいいのです。ほかにも、「アファメーション」や「目標」を毎朝、声に出すことが

ベストであると思えば、それを実行すればいいのです。 

 

重要なことは、すべて自分を信じて行動するということです。他人の言葉を聞いても、

最終的には、自分の考えによるのですから、はじめから自分の直感を信じることが大

事なことです。 

 

「できる。」「自分にはできる。」と信じることが、モチベーションを上げる秘訣です。 

 

 

出来ない人に共通する特徴とは 

 

 

すべての事柄において、出来ない人には共通した特徴があります。 

それは、出来ない理由や言い訳が多いということです。 

 

自分を肯定するために、自分が出来ないことの理由や言い訳を 

一生懸命他人や自分自身に言い聞かせます。 

このような人は、いつでもいい訳をしているので、出来ない理由付けや言い訳がたい

へん上手です。 

時には、出来ない理由が巧妙で、正論にも取れます。 
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「なるほど、それでは仕方ないですね。」と、なるわけです。 

 

ところが、そんなことで他人や自分を騙したところで、事態は一向に前に進みません。 

世の中は常に動いているので、 

前に進まないどころか、事態は悪くなることの方が多いものです。 

 

コンサルタントの仕事をしていると、自然と客観的に人をみる癖がついています。 

大学や専門学校でも急激に学生募集状況が悪くなるところでは、この傾向が強く表れ

ています。 

 

たとえば、 

「ウチだけでなく、この状況はどこも同じだから…」 

「少子化、大学全入時代だから募集は厳しいのは仕方ない…」 

「この分野の人気が無くなってきている。高校の先生までが、この分野には行かない

ように生徒に言っているようだ。」 

「小規模の専門学校なので広告予算が取れないから…」 

 

などなど、次から次へと募集定員が集まらない理由が出てきます。 

 

「だから？ あなたは何をしたいのですか？」 

「だから？ あなたはどうなりたいのですか？」 

 

つい心の中で、聞き返してしまいます。 

 

こんなふうに、自分が出来ない理由ばかり探して言い訳を言ったとしても、 

決して事態は良くなりません。 

ところが、どうしてこんな幼稚な発言をしてしまうのでしょう。 

 

それは、習慣性にあります。 

チャレンジしないといけないとか、努力しないといけないなど、今を変えないといけな

い状況がその人の前に起きると、自然と体が拒絶反応をするのです。 

そして、言い訳を言ってしまうのです。悲しい性です。 

 

ところが、成功者と呼ばれる人たちの思考や行動は、これとは正反対です。 

目の前に起きている現実を冷静に受け止め、そして、 

「だから、今、私は何をなすべきか？」 
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「今、私が出来ることからはじめよう！」 

というように、常に積極的思考です。 

 

どうして、このように考えられるかというと、 

成功者の特徴は、「私は何をしたい。」、「私はどうなりたい。」というように 

ビジョンが明確だからです。 

 

将来のビジョンがはっきりとしているので、今やるべきことがはっきりと見えるのです。 

だから、今出来ることから行動できるのです。 

 

そして、行動に移すと、たとえ結果が思わしくなかったとしても、 

反省点がフィードバックされてきます。 

良くなかったところを改善して、成功するまでチャレンジすればいいのです。 

成功者の行動パターンは、決まってこのパターンです。 

成功するまで、あきらめずにチャレンジすることなのです。 

 

成功者の思考と行動は、すべてがこのように積極的です。 

だから成功するのです。 

 

積極的思考の読者のみなさまに、この言葉を贈ります。 

 

「八方ふさがりの中でも、やれることは必ずある。」 

～サム・ゴールドウィン～ 

 

上林厚司郎のコンサルタントに興味がある方は→こちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立高の学区撤廃 
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公立高の学区撤廃、２０都県に…少子化で私立と生徒争奪 

20 年 7 月 28 日 3 時 7 分配信 読売新聞 

 

公立高校普通科の通学区域（学区）の統廃合が全国で進み、２００３年以降２０都県

が学区を撤廃し、９道府県が統合して学区数を減らしたことが、読売新聞の各教委へ

の聞き取り調査でわかった。 

 

 ０９年には北海道と京都が２度目の学区統合を行い、１０年には宮城が撤廃、熊本

が統合を予定している。少子化と私立人気の逆風の中、公立高校が生き残りをかけ

て「住み分け」から「競い合い」へとかじを切っている。 

 学区制は、教育の機会均等を確保し、高校進学率アップを支える仕組みとして長年

機能してきた。進学率が９７％を超えて「高校全入」がほぼ実現し、今は生徒や保護

者の多様なニーズにどのように応えるかが求められている。しかし、学区制のせいで

公立校は選択の幅が狭く、学力の高い生徒らが私立や国立に流れる傾向が進んだ。 

 

 こうした中、０１年度、教育の個性化や多様化などを目指して地方教育行政法の改

正が行われた。学区設置を定めた規定が削除され、都道府県の判断で学区撤廃が

可能になった。０３年に東京（１４学区）と和歌山（９学区）が全国初の学区撤廃に踏み

切り、住んでいる都県内の高校ならどこでも受験が可能になった。 

 

 学区をなくす流れは広がり、０４～０７年に２～４県が撤廃、今春には５県が「全県１

区」を実現。早期に導入した神奈川、埼玉は、東京と同様、私立との受験生争奪戦が

激しく、公共交通網が整っていることが共通点だ。面積の広い自治体では学区統合を

採用するケースが目立つ。北海道は０５年に５５学区を２５学区に統合、０９年さらに１

９学区にする。岩手では学区数をほぼ半数に、長野は３分の１にしている。 

 

 ただ、学区の統廃合で、私立を巻き込んだ学校間の競争は激化した。東京都では、

入試の志願者が定員割れした都立は学区撤廃前の０２年は１９校だったが、０８年に

は３２校になった。高校の序列化や激しい受験戦争が再燃する恐れもあり、こういっ

た問題をどのように防ぐかが課題となっている。  

 

最終更新:7 月 28 日 3 時 7 分  

 

上は、高校の学区撤廃ニュースです。 

 

「学区の統廃合で、私立を巻き込んだ学校間の競争は激化した。 
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高校の序列化や激しい受験戦争が再燃する恐れ」と、募集競争が激化するだろうと

の不安ばかりが強調され、かき立てられています。 

 

こんなニュースが発表されると、すぐに、学校側としても、「とにかく生徒を集めなけれ

ば。」と意識が向けられます。そして、生徒募集にばかり執着してしまうのでしょう。 

このように、ニュースで不安を煽られると、誰でもまともな考え方ができなくなってしま

うものです。 

 

「生徒募集」が、悪い考えではないのですが、このニュースにあるように、 

公立高校が生き残りをかけて「住み分け」から「競い合い」へとかじを切っている。 

この競い合いとは、限られたパイ（受験生）の奪い合いの意味のことです。 

 

これは、自分が生き残るためには、他人のものまで取るということです。 

一般企業のビジネスでは当然のことですが、教育の場である学校では、堂々と言えな

いことです。 

当たり前のことですが、生徒に対して説明できないことです。それを前面に出している

ようでは、学校としても冷静さに欠けていることになります。 

 

冷静に考えれば、学校でなくてもビジネスでも同じなのですが、 

見込み客から顧客になってもらう、さらに顧客を増やそうと思ったなら、売る方法を考

えるより先に、行なわないといけないことがあります。それは、人気ある商品を作るこ

とです。 

「商品」は、学校であれば、教育内容、教育サービス、学校生活、教師ということにな

ります。 

 

商品づくりとは、これら学校としてのウリを充実させることです。 

具体的には、顧客である生徒に対して、 

より良いサービスを「与えて、与えて、与える。」ことになります。 

そのためにも、生徒が本当にしてほしいこと、生徒の将来にためになることをしてあげ

ることが大事なことです。これらを理解していないと、サービスが空回りになってしまい

ます。 

 

学校が与えてくれるサービスに生徒が満足するようになれば、その学校は人気校に

なります。人気校には、生徒が自然と集まってきます。このような学校では、「生徒募

集」という言葉とは無縁になります。そんな学校が実際、存在しています。 

このように、募集テクニックを使わなくとも生徒が集まる学校をつくることが、理想です。
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それを先程のようなマスコミの下品なニュースに煽られて、学校が被害者意識になっ

てはいけません。 

それは、学校は、生徒に教育を施すところです。生徒にとっては、社会の状況がどう

であれ、学校（教師）に自分たちを見守ってほしい、そして、やる気を与えてほしい、時

には、助けてほしいのです。 

そんな「生徒のためになる学校づくり」をすることが大事です。 

この教育者として一番大事なことに学校トップも教職員も全員が目覚められ、 

意識変化をしないといけないでしょう。 

 

このように学校全体の意識が変化することができたなら、募集は効果的にできます。 

なぜなら、ＵＳＰ（学校のウリ、強み）が、強力だからです。 

この時の募集コンセプトは、 

「我々教職員一同が、先ず変わりました！」です。 

 

これほど強い広報のキャッチコピーはないでしょう。 

 

となれば、学校コンセプトは、 

「私たちの学校が変わります！」でしょう。 

 

 

上林厚司郎のサイト「学生を集める学校コンサルタント」もご欄ください。 

 

 

 

決断力がリーダーとしての一番の条件 

 

 

リーダーの条件として必要なものはいくつかあるのですが、その中でも決断力ほど重

要なものはないと思います。 

 

というのは、決断力というのは、本能的なものが強く、知識を学んだりトレーニングを

積んだところで、簡単に身に付くようなものでないからです。 
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たとえば、鳥が群れをなして飛んでいる場合に、一番先頭を飛んでいる鳥がリーダー

だといわれます。先頭を飛んでいる鳥に、すべての他の鳥が後に付いて飛んで行き

ます。鳥の群れが、あちらこちらへと離れて飛ぶことはありません。 

必ず、先頭のリーダーの後ろについて行きます。 

 

この時、リーダーだから、先頭を飛んでいるわけではありません。 

先頭を飛んでいるからリーダーなのです。本当の話です。 

 

鳥の場合は、地上で餌を食べていても、いつも危険と隣り合わせです。 

そんな時に、いち早く危険を察知した鳥が、逃げるために飛び出します。 

他の鳥は、その飛び立った鳥を見て、後を追って飛び立ちます。 

 

危険を感じ、始めに飛び立った鳥がいたから、他の鳥も助かることができます。 

ですから、鳥など動物の場合には、常に生死が隣り合わせですから、本能的にリーダ

ーの存在を感じるのでしょう。 

もちろん、リーダー自身も自分が群れを守るリーダーであると感じているのでしょう。 

 

人間社会の場合も同じです。 

直感を信じて決断し実行するひとに、周りの人たちは付いていきます。これが、中々、

決断できない。行動に移せない優柔不断なひとであれば、誰も信頼しませんでしょう

し、後についていくことなどないでしょう。 

 

この時、リーダーと凡人の違いは、ここが大きく違ってきます。 

それは、リーダーは、いつどんな状況でも、「どうすればできるか？」と前向きに考え

ていますが、凡人では、理屈ばかり言って出来ない理由を並べたて、いわゆる分析中

毒にかかり自身を身動きできなくしてしまいます。 

 

決断できないひとには、誰も魅力を感じませんし、そのひとに付いていこうとも思わな

いでしょう。 

 

では、「決断」とは、何でしょう。 

決断とは、言葉どおりで、決めたなら断固として実行することですが、ただ決めるので

はなく、速く決めることがポイントです。 

 

生死がかかっているようなケースは、少ないかもしれませんが、ビジネスでは、会社
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の生死がかかっているようなこともあります。 

そのような場合に、決断は一瞬を争います。遅くなっては、最高のチャンスも逃してし

まいます。 

生きるも死ぬも素早い決断次第なのです。 

 

素早く決めるには、論理的に考えていては無理です。 

素早く決めることができるには、直感しかありません。直感は一瞬で「良いことと悪い

こと。」や、「安全と危険」を感じることができるからです。 

 

直感で感じたことを後から論理的に証明することで、自分自身も周りのひと達にも、説

明ができます。 

リーダーには、周りの人を納得させることができる説明能力も必要になります。 

それが無いと、現在の人は動きません。 

 

決断が重要なことは、理解できますが、実際は決断するということには、かなりの勇

気を伴います。 

そうなのです。決断には勇気が必要なのです。 

 

この勇気は、どこから出てくるのかというと、「正義」や「大義」というものがあるかない

かなのでしょう。 

あなたが、決断しようとしている事に、「正義」や「大義」がないと、周りにも気をつかい、

「失敗したらどうしょう。」となってしまいますから、自信がなくなって当然です。 

 

普段から、「正義」や「大義」というものを育てていけば、自信がつき、勇気が養われま

す。 

そして、いざ、決断しないといけないときに、その勇気が発揮できるのです。 

 

学校経営に関心のある方は『学生を集める学校コンサルタント』もご覧ください。 

 

 

 

 

ノーベル賞受賞のニュースから成功者の心構えを学ぶ 

勝利者マインド  



120

  

学校経営を行なっていると、いろんな局面に遭遇することがあると思います。 

  

学生募集に行き詰まり、経営の見直しを迫られる。 

新しいプロジェクトを立ち上げたが、順調にいかない。 

または、学生からは、学校に対しての不満が溜まったことが原因から学校への猛反発。 

… 

 

など、想定していない障害が、起きることもあります。 

そのような障害に立ち向かう際に、大事なことがあります。 

 

対応がうまくいかず、自分自身が障害につぶされようとしていても、 

今まで自分が行なってきたことを否定しないことです。 

  

そして、自分が、今、行なっていることが正しいのだと信じることです。 

  

あなたが、今、やっていることが成功するかどうかは、だれにも分かりません。 

明日のことなど、神様にも分からないかもしれません。 

  

明日のことを期待するのも、悪く想像するのも、あなたの勝手です。 

自分の心の中で想像することは、自由なのですから。 

  

ところが、その心で思うことが、将来に大きく影響するのです。 

  

  

  

過去の成功者と呼ばれた人たちと、凡人の違いは、何だったとおもいますか？ 

  

 

先ほどのような、仕事や人生での大きな局面に突き当たったとき、 

凡人の場合には、すぐに自分を責め、そして、すぐに他人を当てにしてしまうのです。 

  

他人を当てにするとは、大事なことを自分で決められない、責任を他人になすり付けようとする行為で

すから、こんな弱気な気持ちでは、大きな局面を乗り越えられるはずがありません。 

  

ところが、成功者と呼ばれる人たちは、こんな場合でも常に、 
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「自分を信じ、明日を信じる。」 

ことを貫いてきたのです。 

  

 

最近、日本人のノーベル賞受賞が話題になっていますが、長い年月の間には、彼らも周りから見たら

失敗の連続で、どんなふうに映っていたのかも知れません。 

  

おそらく、家族や周囲からも、「いつまでやっても駄目なのでは・・」とか、「その考えは間違っているよ。」

とか、いろんなことを耳にしてきたはずです。 

  

それでも、一つのことを貫いてきたのには、 

「自分を信じて、明日を信じる。」 

ことを行なってきたからなのです。 

  

ノーベル賞というのは、その行動の後についてきた結果なのでしょう。 

受賞自体もすごいことなのですが、その心構えや精神力には尊敬します。 

  

私自身も彼等成功者が持っている「成功マインド」を持つことを肝に銘じていこうと思います。 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心のある方はこちらもご覧ください。 

 

 

 

知識は役に立たない 

 学校経営に関するブログで、タイトルが「知識は役にたたない」というのは、おかしな

話です。 

 

実は、知識は大事なことなのですが、「その知識も使わなかったなら、雑学。」というこ

とを言いたかったのです。 

 

 

私の姉の話ですが、昔から姉はとてもアイディアマンで、家庭の収納などを工夫する

ことが大好きでした。 
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押入れやクローゼットの中につかう突っ張り棒なども、自分で考え工夫して、早くから

使っていました。 

 

その後、突っ張り棒が、アイディア商品として大ヒットしたときに、姉が言ったのは、 

「私のほうが、早くから知っていた。」でした。 

 

いくら早くから知っていても、先に特許や実用新案を申請している人に権利がありま

す。 

ご存知のように、突っ張り棒の特許を申請した人は、大変な収入を得ることができまし

た。 

 

姉の場合、このように、後になって悔やむことが何度もあったのです。 

そして、いつも、「特許を申請していたら…」と。 

 

これは、姉に限らず、一般人ではよくあることです。 

 

ところが、「知識を実行する。」ことの大切さを学生に教える学校であっても、これが出

来ていないことがあります。 

 

仕事柄、学校のトップの方や募集担当の方とお話します。 

その中で、マーケティングや学生募集について説明したときに良く言われるのが、 

「そんなこと、言われなくても知っているよ。」なのです。 

 

それでは実際に行なっているのかといえば、何も実行に移せていないことが多くあり

ます。 

 

先程の「知っているけれど、実行していない。」と同じケースです。 

 

どれだけ知識が豊富にあっても、行動に移さなければ、結果はでてきません。 

行動しなければ、良い結果もでませんし、悪い結果もでません。 

 

自分は何も変わらないのですが、周囲や社会は変化しているので、取り残されること

になります。 

 

学生募集で成功し、どんどんと学校が繁栄しているところでは、常に新しいアイディア
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を行動に移しています。 

 

 

学校に限らす、企業でも同様です。 

 

先日のニュースで、アパレル業界売上 1 位にユニクロがなったとの報道がありました。 

不景気な時世にも関らず、凄い利益を上げていました。 

 

何故だと思いますか？ 

 

これは、毎週末に入ってくる新聞折込にあるユニクロの広告を探すと分かるのですが、

必ずといっていいほどに、毎回、新商品が出ているのです。 

 

1 週間単位で、新商品が出ているのですから、商品開発する側にとっては大変な苦労

になります。 

 

でも、購入する側にとっては、新商品に魅力があるので嬉しいことです。 

ですから、服が好きな人は、何度もユニクロに行くのでしょうね。 

ユニクロの店に行くと、毎回、新しい商品が置いてあるので、お客にとっても楽しいは

ずです。 

 

その結果、この不景気に関らず、売上がどんどん伸びているのです。 

 

ところが、このユニクロがとっている戦略を競合が知らない訳がありません。 

ユニクロのように、次から次へと新商品を出せば、店が繁盛することは誰でも知って

います。 

 

競合はユニクロのように、何故しないのでしょう？ 

店が繁盛することがわかっているのに、何故しないのでしょう？ 

 

しないというより、出来ないのかもしれません。 

出来ない理由を一杯並べて、自分で納得しているのでしょう。 

 

そして、その結果、不景気に飲み込まれているのです。 
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ユニクロと全く同じ戦略をとっている会社が他にもあります。 

それは、マクドナルドです。 

 

マクドナルドでは、以前から、毎月のようにいろんな子ども向けのプレゼント企画をし

ています。 

子どもというのは、新しいものが大好きです。 

 

ですから、マクドナルドでは、毎月、新しいキャラクターの玩具をプレゼントすることで、

家族連れを呼び込んでいるのです。 

 

この企画も大ヒットし、マクドナルドは、同じ戦略をずっと続けています。 

戦略は同じなのですが、プレゼント用のキャラクターグッズは、いつも新商品なのです。 

 

その結果、ハンバーガーショップのトップをずっと維持しているのです。 

 

この戦略を他のハンバーガーショップや飲食店が知らないはずがありません。 

でも、行なわないのは、何故でしょう。 

 

「知っていてもできない。」という体質が、あるのです。 

 

行動力というのは、知識とは異なるものです。 

感情脳や心構えなどに影響されることが多いものです。 

 

人は、行動力を勇気とか積極性とか言いますが、ビジネスでは、 

「良いと思ったことは、とり合えずやってみる。」ことが重要なことなのです。 

 

行動しながら、様子をみて検討する。 

良ければ、進み、 

悪ければ、修正する。 

 

いわゆるＰＤＣＡ(プラン・ドゥ・チェック・アクション）というものです。 

 

これが出来るか出来ないかによって、成功する学校と成功できない学校とに分かれ

ていくのでしょう。 
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受験生を引き寄せる法則 

 受験生を引き寄せる法則とは、何だと思いますか？ 

 

学校が受験生を引き寄せるには、引き寄せの法則が関係しています。 

引き寄せの法則とは、心の波動が同じ周波数の物事を引き寄せるというものです。 

いわゆる「思いは実現化する」というものです。 

 

そして、受験生の引き寄せに最も強い影響を与えている「思い」が存在します。 

 

 

一言でいうと、それは、「情熱」です。 

教育への情熱であり、学校経営への情熱です。 

 

学校トップや教職員に、教育への情熱がなければ、受験生からは、何の魅力もありま

せんし、受験生どころか、在校生からも魅力のない学校になります。 

 

反対に、学校トップが、学校経営のビジョンをありありと描き、教職員が学生一人一人

をどんなふうにして成長させようかと、日々情熱をもって行動していたら、学校全体が

活気に溢れます。 

 

学校トップや教員の情熱は、学生にも伝わり、教師との信頼関係も厚くなります。 

その結果、学生の勉強意欲が向上することになります。 

 

こんな学校では、在校生からの口コミもよく、社会からの評価も高いのが普通です。 

そして、学校の中味が良ければ、自然と学生募集に関しても、力が入るのは当然の

流れになります。 

 

誰でも、良いものを紹介したいというのは、良心があれば当然だからです。 

 

「ウチの学校に来れば、こんなに良いことがある。」となれば、 

学生募集担当者としても、学生募集に力が入ります。 
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受験生のためにと、アイディアを練り工夫すれば、学生募集方法も効果があるものが

できます。 

募集に力が入れば、自然と、受験生にも熱意が通じます。 

結果、受験生が増えるということです。 

 

 

こんな事は、誰でも分かることです。 

ところが、いざ、「情熱を持とう。」と思っても、どうすれば良いのかが分からないのが

普通です。 

それは、情熱という言葉自体が、あまりにも漠然としたものだからです。 

 

 

前置きが長くなってしまいましたが、本日のお話は、「情熱を持つ方法」についてです。 

 

情熱の重要性については、誰も否定する人はいないはずです。 

そして、情熱があることで、大きなことも達成できるというのは事実です。 

 

逆にいうと、情熱がないと小さなことしか出来ないということになります。 

このことは、目標に関係しているからなのです。 

 

どこの学校でも、目標はありますし、 

教育目標や教育理念も、どこの学校でもあります。 

 

ところが、目標があるのに、情熱が溢れてこないのはどうしてでしょう？ 

 

「ウチでは、みんな情熱に溢れているよ。」といわれるのなら、 

どうして、受験生や在校生にたいして、その情熱が伝わっていないのでしょう。 

情熱が伝わっているのならば、受験生が殺到しているはずです。 

 

それは、今の目標が建て前の目標のため、「馬の耳に念仏」になっているのです。 

本来、目標を立てる目的というのは、行動する力を出させるためにあります。 

 

今ある目標が、建て前の目標で行動する力が出ないのであれば、学校にとって無意

味かもしれません。 

 

では、どうすれば、行動するエネルギーが生まれるのでしょう？ 
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それは、目標をビジュアライズ（視覚化）することです。 

今ある目標を現実にありありと見えるように、具体化することです。 

 

 

目標をビジュアライズする方法 

 

１、誰が（誰と） 

２、いつ 

３、どこで 

４、何を 

５、どのようにして（障害への対応策） 

６、どうなる 

７、１から６の項目をよりイメージできるように、具体的な文章とイメージ画像で表現す

る。 

８、毎日、目標を見る 

 

 

この時に大事なことは、目標がすでに達成されているように見えていることです。 

そのためには、目標が、現実と区別できないくらいにありありとしたものに作ることで

す。 

 

目標がリアルであればあるほど、心の中でも、目標が達成されると信じられます。 

 

ところが、期限も決まっていないような漠然とした目標では、目標を読んでいる本人も、

内心では、「でも、無理かもしれない…」と、思っている場合があるものです。 

 

これでは、情熱など持てるはずがありません。 

 

目標が、明確になれば、疑いを持たなくなります。 

そして、自分を信じることができます。 

 

自分を信じると、他人に対しての言動や行動にもパワーが生まれます。 

情熱ある行動は、周りのものにも影響を与えていきます。 

あなたの周りの人たちすべてに情熱が広まっていくのです。 
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その結果、受験生から人気ある学校となり、受験生が殺到することになるのです。 

 

このように、情熱は、良いことばかりなのですが、目標をビジュアライズ（視覚化）出来

ないと、情熱は生まれてこないことを理解しておいてください。 

 

 

 

学校経営、学生募集に関心ある方は、 

「学生を集める学校コンサルタント」もご覧ください。 

 

 

もしブランド校だったら、容易に受験生が集まったのに… 

あと少しで、今年度の募集も終わろうとしています。 

ところが、少子化、学校（学科）の増加、不況など様々な悪い影響が重なり、学生を集

めることは困難を極めています。 

そして、あなたは、こんなことを思っていませんか？ 

 

「もし、自校が人気校だったら…」 

「もし、自校がブランド校だったなら…」 

「もし、大規模校のように広告宣伝をいっぱい出せたなら…」 

 

どうして、こんなふうに思ってしまうのでしょう？ 

 

それは、自校が人気ある学校であれば、容易に学生を集めることができると、内心分

かっているからです。 

 

同じように、自校にブランド構築ができていて、ＵＳＰ（学校独自の優位性）を明確にア

ピールできたなら、もっと多くの学生を集めることが出来るということも、分かっている

からなのでしょう。 

 

そして、広告宣伝をすることによって、自校のことを多くの受験生に知ってもらう重要

性も分かっているのです。 
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それなのに、どうして人気校になろうとしないのでしょう？ 

どうして？ブランド構築をしないのでしょう？ 

どうして？効果的なアピールをしないのでしょう？ 

 

こんなことを申しあげると、叱られると思いますが、貴校の発展のためにあえて申しあ

げます。 

大事なことは、「…だったら。」という悲観的な考えをすることではなく、 

「どうすれば良くなるだろうか？」という積極的な自分への質問です。 

 

悲観的なことを考えると、次から次へと悲観的なことしか浮かんできません。 

否定語を話すと、マイナスなイメージしかできません。 

これは、脳の仕組みがそうなっているからだそうです。 

 

反対に、肯定語をしゃべると、プラスイメージが浮かびます。 

だから、前向きな質問をすると、前向きな答えが返ってくるのです。 

 

この方法ができる人とできない人で、後々、大きく結果として出てくるのです。 

 

これが理解できると、はじめの事柄も解決できるようになります。 

 

「もし、自校が人気校だったら…」という考え方ではなく、 

「どうすれば、人気校として受験生に効果的にアピールできるだろうか？」 

と、なります。 

 

試しに考えてみてください。 

「どうすれば、自校を今すぐに人気校にできるでしょうか？」 

 

あなたは、今すぐに人気校にすることなど、不可能だと思っていませんか？ 

不可能だと思った瞬間に、アイディアは出てこなくなります。 

 

それでも頭をひねることが、アイディアをだすためには大切なことです。 

アイディアを出す秘訣は、リラックスしてゲームを楽しむ感覚で行なうことです。 

 

「う～ん。う～ん。」と考えてみても、良いアイディアは浮かんでこないものです。 

楽しく遊び感覚で、「ワクワク、ドキドキ」しながら考えることで、良いアイディアは浮か



130

んできます。 

これが、アイディアを生み出す秘訣です。 

 

話が少しそれましたが、 

「今すぐ自校を人気校にするには？」に対するアイディアは、いろいろあると思います

が、こんなことも考えられます。 

 

それは、自校の長所を発見することです。 

長所をつくることではありません。すでにある長所を見つけるのです。 

 

自校の長所を見つける方法は、簡単です。 

在校生から、自校のいい所を聞けばいいのです。 

 

在校生から、自校の長所を聞き出すにも良いタイミングというものがあります。 

たとえば、卒業式など、感情的にも高ぶっているときが、聞き出すには、もってこいの

タイミングです。 

 

卒業式やその前日に、卒業生からアンケートを取ると、学校への感謝などいいことば

かり返ってきます。 

 

それをすべて書き並べたなら、立派な人気校になります。 

というより、事実です。ふだん、意識していないだけなのです。 

 

その人気校という事実をホームページやダイレクトメール、学校案内資料などの媒体

をつかってアピールします。これだけのことです。 

 

どうですか？ 

これが、貴校が今すぐ人気校になる方法なのです。 

人気校か人気校でないかは、その事実をアピールできているか、できていないかの

差なのです。 

 

同じようにして、他の事柄も前向きに質問することで、良いアイディアがでてきます。 

このことに関しては、また、後日、お話したいと思います。 

 

どうでしたか？ 

「良い方法が思い浮かばない。」と思っていたのは、最初の考え方に問題があったの
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です。 

 

明るい未来をイメージして、楽しく考えてみれば、良いアイディアが浮かんできます。 

 

良いアイディアを出すためにも、いつも貴校の明るい未来を描くことが大切なことです。 

 

学生を集める学校コンサルタントに関心のある方はこちらもご覧ください。 

 

 

 

オバマ米大統領就任演説から学ぶ 

 日本時間２１日未明、オバマ米大統領の就任演説が行なわれました。 

 

テレビのニュースで見ていたのですが、オバマ大統領の演説は熱意に溢れ、迫力があり、

さすが世界をリードするアメリカの大統領だなと、ただただ関心。そして、私も興奮しまし

た。 

我が国の首相とは違いすぎることにも、少しショックを受けています。 

 

そんなオバマ大統領の演説の中に、学校経営者様のためになる文句が多くありましたの

で、抜粋してご紹介します。 

 

 

「我々の能力は落ちていない。だが、過去に固執し、狭い利益しか守らず、面倒な決定は

後回しにする時代は終わった。今日からはほこりを払い、アメリカ再創造の仕事に取りか

からなければならない。 

どこを見回してもすべき仕事がある。経済状況は、大胆で迅速な行動を求めている。我々

は新しい職場の創造だけでなく、成長のため新しい基盤を作らなければならない。」」 

 

「未来の世界に伝えられるようにしよう。…共通の危険に我々が直面し、困難な冬に、こ

れら永遠の言葉を忘れないでいよう。希望と美徳をもって、氷のような冷たい流れに勇敢

に立ち向かおう。そして、どんな嵐が来ようとも耐えよう。」 
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「将来我々が試練にさらされた時に旅を終わらせることを拒み、たじろぐことも後戻りする

こともしなかったと我々の子孫に言われるようにしよう。我々の地平線を見据えた目と神

の恩恵によって、自由の偉大な贈り物を前に進め、それを未来の世代に安全に届けたの

だということを。」 

 

学生を集める学校コンサルタントはこちらです 

 

 

 

 

モチベーション 
 

モチベーションを上げることは簡単！でもモチベーション

の維持は困難… 

 

先日のモチベーションの続きの話をします。 

専門学校などで学生募集をする上で、モチベーションが大事だというお話を前回しま

したが、もっと具体的にモチベーションについてお話しようとおもいます。 

 

と、言っても、モチベーションのことを話すとなると、一ヶ月くらい、こればかりになって

しまうかも知れないくらい、奥が深いものです。 

 

それでも、学校経営、教育、学生募集、など、どんな場面でもモチベーションが必要に

なるなど、モチベーションを外しては、良い成果は期待できません。 

ということで、本題にはいらせていただきます。 

 

 

        やはり、モチベーションを上げることは、簡単だった！ 

 

先週から今週にかけての出来事なのですが、勉強が大嫌いのわたしの三女が、学校

から帰宅するとすぐに、「お父さん、数学１００点とったよ！」と、報告してきたのです。 
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本人も余程うれしかったのでしょう。 

 

現在、三女は高校一年生なのですが、小学校、中学校をとおして１００点を取ったの

は始めての出来事だったのですから、これには、本人だけでなく、わたしも妻も驚きま

した。 

 

          突然、なぜ、娘にこんなことが起きたのでしょう？ 

 

じつは、これには、わたしが深く関わっていたのです。普段、わたしは、娘に対して勉

強についてとやかく言いません。それは、毎日、妻が、「勉強、勉強…」の繰り返しな

ので、その反動かもしれません。 

  

でも、今回は、違いました。試験前に勉強をしないでテレビに夢中になっている娘をつ

かまえて、怠けている態度を注意しました。「アリとキリギリス」のたとえ話を例に出し、

その心構えでは、将来、困るのは自分だと説明しました。この時、決して、「勉強し

ろ。」とは言いませんでした。「何のために勉強することが大事なのか？」「誰のために

勉強するのか？」そういうことを中心に話したのです。 

娘も勉強への強制がないので、心を開いて、わたしの話を聞いていました。 

 

            自信をつけると心構えが変わる 

 

そこで、わたしが取ったテクニックは、モチベーションスキルなのです。 

娘に自信をつけさせるために、過去のテストでの良かった事や、勉強やクラブ活動な

どでの良い結果だけを話し、娘に思い起こさせたのです。それは、娘にとっても事実

ですから、本人も認めざるを得ません。 

 

「過去にもできたことがある。」と話すことで、娘の自信を取り戻させることが狙いだっ

たのです。 

このときに、過去の失敗や悪かったことの話をして、「なんで、勉強しなかったのか？」

と、原因追及ばかりしては、確実にモチベーションは、低下してしまいます。 

 

モチベーションを上げるためには、自信をつけることが大切です。どんな小さなことで

も認め、誉めてあげれば、子供に限らず大人でもやる気がでます。 

 

次に、もう一つ、私が娘に話したことは、２人の姉のことについてです。２人の姉は、

学生時代それなりに成績を出していたので、三女にすれば、姉に対しコンプレックス
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を持っていることは分かっていました。 

 

それで、私がとったのは、「姉２人とおまえは、同じＤＮＡを受け継いでいるので、脳の

出来は同じだ。」と言ったのです。そして、「姉２人とおまえは、何がちがうか分かる

か？」と、質問したのです。娘は、考えていましたが、その答えが分からなかったよう

でした。 

そこで、私は娘にこのように付け加えたのです。 

 

「やれば出来るという能力は、同じかもしれないが、姉達とおまえでは、努力が違う。

そして、心構えが違う。」、「姉たちは、もっと、自分の将来のことを考えて、前向きに努

力している。決しておまえのように怠けなかった。」 

 

これが、娘の心に火をつけたらしく、それからは、一生懸命、テスト勉強をはじめたの

です。娘の心構えが変わったのでした。その行動に胸を打たれた親馬鹿な私は、テス

トの三日前に、「今回のテストで、一科目でも９５点以上取ったら、５０００円あげる

よ。」「他はどうでも良いから、得意な一科目に集中して高得点をあげたら自信もつく

からね。」と、言ったのですが、この時は、私もまさか９５点は取れないだろうとの予測

でいったのでした。 

 

ところが、これが、更に、娘のモチベーションを上げたのでしょう。残りのテストまでの

期間をラストスパートしたのでした。 

そして、先日の結果が、初めに述べたように、「お父さん、数学１００点とったよ！」だっ

たのです。 

 

この体験談は決して、私の自慢話をしているのではありません。このように、誰でも簡

単にモチベーションを上げることが可能だということと、モチベーションを上げることが

できれば、必ず成果がついてくるという例をお話ししたかったのです。 

 

            娘は、またテレビばかり見ています。 

 

そうなのです。あれから娘は、テストで好結果をあげ、気を良くしているはずなのです

が、テストも終わり、ほっとしているのでしょうか、また、以前と同じ生活状態に戻って

テレビばかり見ています。 

テスト勉強の時の、娘のモチベーションは、どこに行ったのでしょうか？ 

 

じつは、これが、モチベーションの姿なのです。 
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良い話を聞いたりすると、一時的にモチベーションが上がります。ところが、次の日に

なると、また、元の状態に戻るというのが、ふつうなのです。 

 

では、どうすればモチベーションを維持できるのでしょうか？ 

モチベーションをコントロールすることは、できるのでしょうか？ 

自分でモチベーションを上げることは可能なのでしょうか？ 

モチベーションって奥の深いものです。 

 

次回もモチベーションについて、さらに、詳しくお話します。 

 

 

 

モチベーションと学生募集の関係 

 

出来ないのは能力の差ではなく、個人のモチベーションにあった 

 

勉強や仕事でもそうですが、個人の能力にはさほど差がありません。あるのは、勉強

や仕事へのモチベーションの違いです。いくら、子供を塾に通わせて勉強を教えたと

しても、勉強をするのは本人ですから、当の本人が勉強に対するやる気がなければ、

伸びないのは当たり前のことです。 

 

当然のことですが、仕事で良い結果を出そうとするのであれば、先ず、心構えをつくり、

モチベーションを高めることが大切です。ところが、イベントが毎年マンネリ化し、受験

効果が上がらないとなげいている学校が多いことは残念なことです。そのほとんどの

原因が、モチベーションの低さにあるのですから。 

 

             わたしの前職はモチベーター 

 

実は、わたしごとなのですが、２０年前に人材育成会社に在籍していたことがあります。

わたしの任務は「モチベーター」という聞きなれない名称でした。今でいうならば、メン

タルトレーナーに近い存在だと思いますが、モチベーターのほうは、メンタル面のケア

よりも「やる気を動機づける」ことにポイントを置いています。当時、多くのクライアント
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さんをモチベートさせていただき、その後、その方たちが大きく成功される姿をたくさん

見させていただきました。 

 

わたし自身も人材育成会社を退職した後、自ら歯科材料販売の会社を興したり、又、

専門学校で学生募集や学生指導の仕事も経験し、そして、今、コンサルタントという職

に就かせていただいておりますが、今、振り返ると、２０年前に学んだモチベーション

アップのスキルがあったからだと思っています。転職する度に様々な困難や障害にあ

いましたが、苦労をしながらも乗り越えることができたのは、そのお陰です。 

 

私やクライアントの方がモチベーションを高めることができたのは、特別な人間だから

できたというものではありません。モチベーションをアップさせるスキルを持った者が、

トレーナーにつけば、ほとんどの人はモチベーションが高まります。 

 

たとえば、はじめて料理をする場合でも、一人で料理を作ろうとすると、中々、上手く

作れないのが普通です。ところが、料理の先生がそばでコーチをしてくれたら、誰でも

上手く作れます。モチベーションでも同じことが言えるのです。あなたをモチベートして

くれるコーチをつければ、これからのイベントは、人を感動させるイベントに変わること

になります。 

 

学生を集める秘訣は簡単です。単純にイベントを成功させればいいだけで

す！ 

 

貴校が、今よりイベントへの参加人数を多く集められて、イベントに参加者した人を

「ワクワク。ドキドキ。はっ！。うんうん。ジーン。やった～。」と、感動させることができ

たとしたら…。  

そして、そのイベント参加者が、入学試験会場に押しかけている姿を想像してください

… 

 

このように受験生を集めることは、実にシンプルなことです。ですから、学生募集で成

功している学校では、このシンプルなことを達成するための方法を徹底的に追求して

います。 

ところが、学生が集まらない学校では、なぜかこの当然すぎるほどシンプルなことが

出来ていません。この違いは何だとおもわれますか？ 

それは、モチベーションの差なのです。 
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手法を教えてもらえれば、モチベーションは関係ないのでは… 

 

わたしの所には、学生募集に関して十分すぎるマニュアルがありますので、コンサル

ティングやセミナーでも、その中の一部をご紹介します。しかし、マニュアルというのは、

一般的なもので、どこの学校にもそのまま応用できることではありません。ですから、

A 校で上手くいったから、B 校でも上手くいくとは限らないのです。大事なことは、マニ

ュアルを貴校にマッチさせ貴校独自のマニュアルに作り変えることなのです。 

 

学生募集で成果を出すには、募集担当者様が頭をひねり、たくさんのアイディアを出

すことができないと上手くいかないことが多くあります。そして、このアイディアを出す

作業で最も必要になるのが、個人のモチベーションの高さです。 

 

担当者様にやる気がみなぎっていると、アイディアはどんどんと溢れてきます。そして、

本当に良いアイディアというのは、担当者様が関わっていないとでてこないものです。

第三者であるコンサルタントが勝手に考えたアイディアでは、実行することが困難だっ

たというのは、よくあることです。 

  

 モチベーションを応用したセミナーやコンサルティングに関心ある方はこちら 

 

 

恐れていることを行なう 

 

 

この写真を見てどう感じられますか？ 

「恐い。」と感じますか？ 

あなたは、「べつに何とも感じない。」かも知れませんね。 

 

そうなんですよね。 

人が頭に描く恐れというのは、イメージなのですから、人それぞれ、感じ方が違って当

然なのです。 

前回のブログでも書いていますが、「恐怖」というのは、「恐い。怖い。」と、思い続けて

いたら、どんどん恐いイメージが膨らんでしまいます。 
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不安に思っていることでも同じで、「大丈夫かな？心配だな。」と思い続けていたら、そ

の不安が、「だから私には出来ない。無理だ。どうしょう。」と、マイナス面が誇張され

飛躍していきます。頭のなかで出来ない理由ばかりつくってしまうのです。 

 

先程の写真でもそうですね。 

「気持ち悪い。」と感じるのも、「何これ？」と気にしないのも、写真を見たその本人の

感じ方であって、事実ではありません。見たとおりの「模様が複雑にできた岩」が写っ

ている写真です。 

 

ところが、その写真を見て「気持ち悪い。恐い。」と感じるのであれば、その写真の場

所に一人で行くのは不安で恐いことでしょう。 

 

不安や恐怖があれば、そのことから避けようとするのが人間の心理です。人間だけで

なく動物の本能かもしれませんね。 

または、人によっては、恐いことから逃げるために抵抗するかもしれません。でも抵抗

し、悩めば悩むほど、そのことが解決せず長引くことがよくあります。ですから、不安

や恐れを解決したいのであれば、不安や恐れていることを直視し冷静になって考える

ことも重要です。 

 

じつは、たいていの人たちが、これと同じ状況を普段の生活や仕事で経験しています。

そして、この不安や恐れのために、無駄に貴重な時間を奪われ余計なエネルギーを

費やすことになっているのです。 

 

これでは、効率的に仕事が進まないばかりか、モチベーションも下がり、良いアイディ

アなんか出るはずがありません。 

モチベーションが下がれば、行動力もなくなるので、どれだけ立派な戦略や計画があ

っても、「絵に描いた餅」になります。 

 

不安や恐れていることを解決する一番の方法は、「恐れていることを行なう。」です。 

ラルフ・ワルド・エマーソンは、「恐れていることを行なえば、その恐れは確実に消滅す

る。」と言っています。 

 

私もまったくそのとおりだと感じています。 

いろいろ考え悩んでいても解決しないのに、勇気をだして電話をかけてお願いしてみ

たら、すんなりと了解されることがよくあります。反対に拒否されたとしても、それで答
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えがでたのですから、次の課題に進めます。 

勇気を出した行動の結果、後になっていつも「こんなことなら、もっと早く行なってみる

べきだった。」と、悔やむものです。 

 

ところが、理解していても、毎回のように同じことを繰り返してしまうのは、なぜでしょ

う？ 

それは、人は間違いを犯すことを恐れているのです。間違いや失敗を犯すことを必要

以上に恐れているのです。 

 

というのは、人というのは、間違ったり失敗する生き物なのに、自分だけは完璧であり

たいのです。 

完璧主義の人の特徴は、完璧な準備ができていないと実行に移せません。結局、問

題が先延ばしになってしまうのです。 

 

『思考は現実化する』の著者であるナポレオン・ヒルは、「計画を立て、その計画に失

敗したら、また別の計画を立てる。人生に失敗する唯一の人間は、あきらめてしまう

人間だ。」と、言われています。 

失敗を恐れていては、何もできない。勇気をだして行動しないと前には進まないという

ことですね。 

失敗を恐れず立ち向かってみてください。必ず、その結果、明るい光が差してきます。 

 

「勇気をもって恐れや疑念に立ち向かったなら、あなたの今の人生はどうなると思い

ますか？」 

 

「あなたが恐れに立ち向かい、克服した場合、２年後にはあなたの人生はどうなって

いると思いますか？」 

 

目標を達成するために、勇気をだして恐れていることを行なってください。 

 

学生募集のほかにモチベーションにも関心ある方は、こちらもご覧ください。 

 

 

そろばん勘定どおりには進まない 
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そろばん勘定どおりには進まない 

 

昔の人は、よく言ったもので、何事も計算どおりには行かないことを 

「そろばん勘定」に喩えたのですね。 

「机上論は、役に立たない。」ということも、同義語になると思います。 

 

話しは変わりますが、現在、オープンキャンパスや体験入学会の真っ盛りですね。 

このイベントの現場でも、「今年は、資料請求が何件あったから、オープンキャンパス

の参加者は何名来るだろう。」、そして、「去年と同じ数の参加者があったから、受験

生は何名あるだろう。」と、そろばん勘定をしています。 

 

確かに、計算上は、そうなると思います。 

ところが、社会情勢は年々変化しています。そして、昨年と、今年では、高校生の志

向も変わってきています。 

 

ですから、オープンキャンパスへの参加者が何名あったからといって、受験生の数ま

で決定することはできません。計算式が機能するのは、何もかもが昨年と同じだった

らのことです。 

そろばん勘定だけで安心していては、大変なことにもなりかねません。 

 

こんな募集難のご時世では、とにかく欲張って、１人でも多く受験生を獲得するために

と行動を起すことが大事です。 

前回のイベント参加者が、３０名であれば、次回は３５名集めるんだという気持ちを持

つことが大事です。 

その心構えがあれば、「３５名集めるには、次は何をすれば良いだろうか？」というア
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イディアも浮かんできます。そうすれば、そのアイディアを行動に移すこともできます。 

結果を出すために大切なことは、実行することです。 

行動がなければ、結果を生むことなど決してありません。いくら小さな行動でも結果を

生みます。 

その積み重ねが、大きな結果につながっていくのでしょう。 

 

 

計画を立てることは、良いことなのですが、数値を当てはめてみたところで、 

計画どおりに結果がでることなんて、稀です。 

そんなに何でも、計画どおりに結果がでれば、これほど楽なことはないですよね。 

 

仕事でも人生でも同じです。 

誰でもはじめは、目標を立て、ある程度の計画を立てます。 

ところが、どこかで想定外のことや障害が起きたりするものです。 

 

いくら、そこまで計画どおりに進んでいても、障害が起きたら、 

計画は、一から作り直さないといけません。 

 

人生でも仕事でも、そういうように、予想できないことが起きるから 

面白いのかもしれませんね。 

予想できないことといっても、悪いことばかりとは限りませんし、 

とてもラッキーなことがあるかも知れません。 

 

どちらにしても、計画というのは、あまり役に立たないというのが、私の考えです。 

だからといって、決して必要がないというのではありません。 

「どこかで、計画を変更しないといけないことが起きるだろう。」と、はじめから想定し

たうえで計画を立案したほうが良いということです。 

 

起業する場合、誰でもはじめに計画を立てるのですが、その時に、 

３月後にいくら収入があり、半年後にいくら利益があがる。そして、１年後、２年後には

… 

というように、夢を描くのですが、そんなに世の中は甘くありません。 

 

でも計画書が好きな人というのは、細かく数値や計算式を入れて計画書を書きます。

そして、理論的に説明します。 

そんなふうに時間を費やしたとしても、想定外なことが出てきたら、計画は一から練り
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直しです。 

計画にエネルギーを費やせば費やすほど、計画がボツになったとき、立ち直ることは

困難になります。 

 

わたしのように、障害が起きるとか、想定外なことは起きるものと決めていれば、精神

的にまいってしまうことは少ないものです。それも想定内のことなのですから。 

 

大事なことは、 

行動を起せば、必ず想定外なことが起きてくるものであり、その時に、「どのように対

処するか？」です。 

 

障害に対してどう行動を起すかで、次の結果が決まります。 

障害が起きたからといって、そこであきらめたら、そこで、計画は終わりです。 

どんなに立派な計画であっても、あきらめたらお仕舞いです。 

 

大事なことは、あきらめないことです。 

あきらめなければ、必ず、道は開けます。 

 

モチベーションをあげるコンサルティングに関心ある方は 

こちらもご覧ください。 

 

 

 

今、全力を出さないで、いつ出すのか？ 

慣性の法則をご存知ですか？ 
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慣性の法則 

 

（物体に力がはたらかないとき、または力がつり合っているとき） 

・静止している物体はいつまでも静止している 

・運動している物体はその速さで等速直線運動を続ける 

物体がその運動の状態を続けようとする性質を慣性といいます。この性質は質量が

大きいほど大きくなります。 

 

もっと簡単に説明しますと、止まっている飛行機を動かすには、とてつもないエネルギ

ーを必要とします。当然ですが、飛行場に停止している飛行機は、そのままが一番安

定しています。 

ほっておくと、動くことは決してありません。 

台風が来たからといって、動くことはないでしょう。 

 

 

 

その飛行機が、一度、空に浮かんだら、安定して飛び続けることも可能です。 

少しばかり、アクセルを離しても落ちることはなく、その状態で飛んでいるはずです。 

一度、大きな力で動き出すと、そのまま動き続けようとする法則が、この地球上に働

いているからなのです。 

 



144

これは、自動車を例に挙げるとよく分かります。 

たとえば、６０キロのスピードで走っている車は、急ブレーキをかけても、すぐに止める

ことは出来ません。 

急ブレーキをかけてから、１０メートルから１５メートルも走り、車はようやく止まること

ができます。 

 

もちろん、走るスピードを１００キロ、２００キロというように上げていくと、遅く走ってい

たときのようにすぐに止まることはできないので、止まるまでの距離が長くなります。 

これが、飛行機のように重い乗り物だったら、動かすのに更にエネルギーが必要にな

るので、止めるときには、それだけエネルギーが必要になるということです。 

 

これが、慣性の法則というものですが、じつは、この法則は乗り物だけでなく、人の行

動にも当てはまるということをご存知ですか？ 

 

何もしないで、じっと寝ていると、立って動きだす行為はおっくうなものです。 

動きだしてしまうと、別に苦にはならないのですが、最初、動きだすときが嫌なのです。 

正に慣性の法則の「静止している物体はいつまでも静止している。」そのものです。 

 

仕事の場合でも同様です。毎日が変化なくマンネリな仕事であっても、いざ新しいこと

を始めるとなったら、「できるだろうか？」と不安を覚えたり、面倒そうに思えて、動きだ

すことに抵抗感があります。 

 

人は新しいことを始める、スタートするときには、大きなエネルギーが必要となることを

本能的に知っています。大きなことを始めようとすれば、それだけ大きなエネルギー

が必要になるだろうということも無意識に感じます。 

 

このように、自然の法則には、体も無意識に反応するのでしょう。この行動は、ある意

味、間違いではないでしょう。 

 

しかし、慣性の法則「運動している物体はその速さで動き続ける。」を理解したなら、こ

の考えは変わってしまうとおもいます。 

 

新しいことを始めるには、エネルギーもお金も必要です。そして、なにより勇気が必要

です。そのためには、大きなリスクも背負うことになります。 

ところが、スタートすることを決心し、いざ動きだすと、最初ほどの力を必要としなくて

も動きつづけることができます。 
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飛行機のように、高い空の上まで浮いてしまえば、悠々と飛ぶことさえできます。 

地上から空高く飛んでいる飛行機を眺めると、不思議に見えるのですが、飛んでいる

飛行機の機長にすれば、自然の法則どおりであり当然のことなのです。 

 

機長は飛行機が飛ぶコツを誰よりも知っています。 

飛行機が、全力を使わないといけないのは、離陸するために走っている今

だということを。 

 

 

 

同じように、わたし達が目的をかなえるためには、今、全力を使うべきなのでしょうね。 

 

 

モチベーションを重視したコンサルタントに興味がある方はこちらもご覧ください。 
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金メダルと、「できる！」と信じたことの関係 

北京オリンピック閉幕  

最後に盛り上がった北京オリンピックもついに閉幕しました。 

 

中でも印象的だったのは、北島耕介選手の２大会連続の２種目金メダルではなかっ

たでしょうか。おまけに世界新記録つきの優勝でしたからテレビを見ていても興奮しま

した。 

 

確かに北島選手の金メダルは、凄いことなのですが、それよりも、当初から日本国民

の期待をまともに受けていたプレッシャーをはねのけての成果でしたから、本当に尊

敬します。 

 

彼を支えてきたのは、誰にも負けない練習にあったようです。 

それは、世界最高の科学を駆使した質の濃いトレーニングです。そして、メンタル面

の強化でした。 

その誰にも負けないトレーニングを積んだことの自信が、あの快挙を成し遂げたので

しょう。 

 

女子ソフトボールでも、日本チームが強敵アメリカに勝って優勝しました。 

アメリカのソフトボールチームは、連続して金メダルをとっており、一方、日本チームは

予選でもアメリカと２回戦って２度とも負けていました。 

それだけでなく、決勝戦前日には、上野投手も２試合に登板し、３００球を越える球数

を投げていましたから、普通の投手であれば限界だったでしょう。 
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それが、周りのだれもが信じられない気力を振り絞った活躍で、あのアメリカチームに

勝ったのです。 

応援している者からみれば、奇跡としかおもえない金メダルでした。 

 

そして、最後が、陸上の４００メートルリレーで男子トラック競技として初めてのメダル

を取ったことです。 

ご存知のように、短距離走では身体能力に勝る黒人が圧倒的に強く、体格面や身体

能力に劣る日本人では、将来的にもメダルの可能性はないだろうと言われていたの

ですから、それをくつがえしての銅メダルは金メダルよりも凄いことです。 

 

凡人では、オリンピックで勝てないことを科学的に実証されたなら、あきらめてしまうの

が普通です。 

ところが、日本チームが取った策は、走力で勝てないのなら、バトンリレーの技術で勝

とうという考えだったようです。 

おそらく、バトンリレーの練習に費やした時間、努力は並大抵ではなかったでしょう。 

でも、その辛い練習を続けることが出来たのは、自分たちの勝てる可能性を信じたか

らでしょう。 

 

銅メダルが決まった後の彼らのインタビューが印象的でした。 

「この成果は、わたし達だけの力ではありません。過去に達成することができなかった

が、私たちにいろんなものを残してくれた先人の結晶です。」（まとめましたが、こんな

意味の言葉でした。） 

 

これは、今の自分たちの力は、個人の力だけでなく、過去に努力された先人の知識

や経験が自分の体に詰まっているのだから、とてつもない力があるのだということでし

ょう。 

それが、彼ら日本チームの自信となり原動力になったのです。 

 

彼らの頑張りを拝見して、目標を実現するのは、最後は、「できる！」と、自分を信じる

ことだったというのをわたし自身、再確認させてもらいました。 

 

わたしも、普段は仕事柄、「できる！」と思うことの重要性をお話しています。 

ところが、この自信は、日々の状況で強く思うことができていると思えば、ある日、急

に自信が無くなったりするものです。 

 

このように、「できる！」の重要性を理解していても、コントロールすることが困難なの
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が、「できる！」と思うことなのです。 

 

次回は、この「できる！」をコントロールする方法をお話したいとおもいます。 

 

モチベーションに興味ある方は、ぜひ、上林厚司郎の『学生を集める学校コンサルタ

ント』もご覧ください。 

 

 

 

毎日モチベーションを維持する方法 

 

前回、オリンピック選手が、多くの障害を乗り越えてメダルを獲得できたお話をしまし

た。 

メダルを獲得できた元となったのが、「私にはできる！」と、選手自身が自分を信じら

れたことでした。 

 

この「できる！」と思うことは、どんなことを実現する上でも大事なことです。 

しかし、「できる！」と思うことが良いと解かっていても、モチベーションスキルがないと、

簡単には、「できる！」と思えません。 

 

もし、仕事も、プライバシーも好調で心身ともに調子が良ければ、少々の困難なことで

もチャレンジしようとおもうかもしれません。 

ところが、最近、仕事で続けて失敗をしてしまっていたり、自分の周りで悪いことが多く

起きていたなら、自信がなくなり、新しいことにチャレンジすることに勇気がなくなり、

不安を覚えるかもしれません。 

 

一般的に人というのは、そんなふうにして、日替わりでモチベーションが上下するもの

です。 

 

そこで、私が実行していて、良い結果を出している方法がありますので、ご紹介いたし

ます。 

 

 「勝利の記録」 
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それは、「勝利の記録」と呼んでいる私自身の成功記録です。 

 

先ず、一冊のノートを準備してください。 

そして、リラックスできる部屋で自分一人になり、目を瞑り過去のことを思い出します。 

 

幼少期の頃、「どんな自分だったか？」その頃、「大人から誉められたことは何だった

ろうか？」また、「達成したことで、自分を誉めてあげたいことは何だろうか？」 

 

どんな些細なことでも、自分の良さを認めることがポイントですから、遠慮なく書きだし

てみてください。 

注意事項として、この「勝利の記録」ノートは、自分だけの秘密ノートにして他人に見

せないことです。 

そうすることで、周りを意識しないで本音の自分を出すことができます。 

 

たとえば、子どもの頃、「跳び箱で５段飛べた。」とします。他人から見れば、普通のこ

とであっても、 

その時、自分だけ５段を飛ぶことができなかったので、「やった～！」と大声をだすほ

ど嬉しかったかもしれません。 

 

また、その頃、嫌々、珠算教室に通っていて、「珠算検定で初段」を取ることができた

とします。その時は珠算に興味もなく、初算をとったことでも感動もなかったかもしれま

せん。 

それでも、今、大人になった自分からみてその時の自分を誉めてあげることが大事で

す。 

 

そんな事を思い出しながら、ノートに書き出して見てください。 

達成した時期を覚えているのであれば、何歳の頃とか、年月日も書いてください。 

日にちや年齢などを記録しておくと、再び見直したときにリアルに思い出します。 

このようにして、中高生の時期、青年期、社会人になってからと、ゆっくり思い出して

書いて見てください。 

 

書きながら、自分のことが不思議と好きになっていきます。 

そうですよね。頑張っていた自分を認識するのですから、自分が好きになって当然で

す。 

 

これが、反対に「失敗の記録」や「思い出したくない暗い過去」であれば、落ち込んでし
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まい、段々と、自身もなくなり自分のことが嫌いになっていくことでしょう。 

 

過去のことを認識することは、これほどモチベーション効果があります。 

 

過去のことを書き出したなら、今日からすることは、その記録ノートの続きを書き足し

ていくことです。 

毎日、「勝利の記録」ノートを開き、何か達成したことがあれば、すぐに記録していきま

す。 

 

これは、本当に些細なことでも構いません。 

一日の目標を達成しただけでも、達成したことは事実です。 

「今日の仕事の計画を達成した。」でも構いません。 

 

書くかどうかの判断は自分の裁量です。遠慮しないで自分を認めてあげることです。 

そんなふうにして、毎日、自分を振り返って見ることで、自分の良さや強さを再認識で

きるようになります。 

 

その結果、「私にはできる！」と、思えるようになれます。 

 

教員自身が、「私にはできる！」と思えないようでは、学生の可能性を伸ばすことは無

理です。 

 

学校という教育現場で働くすべての者が、モチベーションスキルを持つことができれ

ば、今の学校の現状は大きく変わっていくことでしょう。 

 

モチベーションを重視する学校コンサルタントに興味がある方は、『学生を集める学校

コンサルタント』もご覧ください。 

 

 

 

やる気がでないときに行なうやる気アップ法 

こんにちは、お元気ですか？ 

やる気はでていますでしょうか？ 
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どんなに立派な人でも、精神的に調子のいいときもあれば、悪いときもあります。 

そして、その精神的なことが、学校経営に大きく影響してきます。 

  

あなたも、これまでにいろんな自己啓発本やモチベーションセミナーなどに参加されたことで

しょう。 

  

それは、自分が仕事上で成功するためには、自分のやる気が一番重要だということを知って

いたからです。 

  

でも、自己啓発本やセミナーでは、その時だけモチベーションが上がったかもしれませんが、

時間が経つにつれ元の状態に戻ってしまいます。 

  

そのように持続できないのは、あなただけではなく、人とは、そういうものなんです。 

脳の構造が、そのようになっているのでしょう。 

  

１日２４時間、テンションが高くなっていたら、頭が変になるかもしれません。 

反対に、ずっと、何日も落ち込んだままで、やる気が失せてしまったら、 

引きこもりになり精神に異常をきたすか、健康を害するかのどちらかになるでしょう。 

  

だから、人間の脳は、壊れないように保つために上手くできているのだとおもいます。 

どんな人でも、精神状態は上がったり下がったりしているのです。 

  

でも、だからといって、自分のモチベーションをコントロールできなければ、 

仕事で成功することは、困難です。 

  

というのは、どんなに表面上がんばって仕事をしても、やる気があるときとないときでは、結果

に明らかに差がでます。 

  

やる気がないときというのは、想像力も働きません。人間関係もうまくいきません。もちろん、

積極性がないので前に進めません。 

  

しかし、やる気があるときには、なんでもプラス志向に考えられるので、アイディアも次から次

へと沸いてきます。行動力もあるので、周囲の人も引き寄せられます。もちろん、その結果は

目に見えています。 

  

成功者というのは、自分の精神状態をコントロールする方法を身につけています。 
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ですから、どんなに苦境に追い込まれていても、タフな心構えで望みます。 

  

凡人がすぐにあきらめるような障害であっても、成功者には、それを乗り越える精神力がある

のです。 

いや、精神力というより、自分の精神をコントロールする方法をもっているのでしょう。 

それは、たとえ、成功者と呼べる人であっても、精神状態は日々、変化しているからです。 

  

精神をコントロールする方法は、人によって様々です。 

人によっては、それは運動や読書かもしれませんし、自分にプレッシャーをかけることかもし

れません。または、宗教心によるものかもしれません。 

  

精神をコントロールするための決まった方法はありません。 

一番、自分に合った方法が望ましいとおもいます。 

  

その中で、わたしが効果を上げている方法があります。 

それは、「感謝法」です。 

  

昔から、いろんな人から感謝することはいいことだと、教えられてきました。 

しかし、何が、どうしていいのか、具体的に説明できませんでした。 

  

それがようやく分かったのです。 

  

たとえば、困ったときには、「○○してください。」「○○の願いをかなえてください。」と 

神頼みすることがあります。 

  

神頼みが悪いことではありません。 

神様に限らず、人間でも人から頼られて悪い気がしないものです。 

そして、人生に行き詰ったりすると、神様に頼るのは自然な行為でしょう。 

  

ところがです。 

人の心理を分析すると面白いもので、「○○してください。」「○○の願いをかなえてくださ

い。」と思うことは、自分自身にそのことが欠けているという裏返しなのです。 

  

そう願うことで、自分の脳にたいして、「これが無い。」「あれも無い。」と言い聞かせることにな

ります。 

それは、無意識のうちに自分には、足りないものばかりをイメージすることになります。 
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脳の性質上、いつでも理論より感情が勝ります。 

脳で不足をイメージして、楽しく思えるはずがありません。 

これも無い、あれも無いと考えて、嬉しいはずがありません。 

  

楽しくも嬉しくもない状態で、良いモチベーションが生まれるはずがありません。 

不安と緊張から生まれるモチベーションでは、本当の成果が望めません。 

  

反対に、日常すべての事柄に感謝をしたなら、脳はどう感じるでしょう。 

  

「元気な身体で生まれたことに感謝」 

「能力をもっていることに感謝」 

「幸運に感謝」 

「毎日が幸せであることに感謝」 

「行動的である自分に感謝」 

「貯金があることに感謝」 

「いい仲間があることに感謝」 

「仲のいい家族、楽しい家庭に感謝」 

「いい学生に恵まれたことに感謝」 

「いい教員に恵まれて感謝」 

 

…など。 

  

こんな事ばかり考えていると、脳は一度に元気づきます。 

 

楽しくなり、自信がついてきます。 

積極性がでてきます。 

どんどんアイディアが、沸いてきます。 

  

どうですか。イメージできるでしょう。 

これが、感謝の効果なのです。 

  

では、毎朝私が実行している「感謝法」とは… 

  

仕事で使ったＡ４のコピー用紙の裏面に、先ほどのような言葉を 

書き詰めていくのです。 
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この時、どのフレーズにも「感謝」というキーワードを入れることを決まりにしています。 

  

コピー用紙一面に書いた後は、破ってゴミ箱に捨てます。 

でも、脳の中には、きちんと「感謝」が刻まれていくのです。 

これだけの作業で、一日中最高の状態を保つことができるのです。 

  

是非、オススメできる方法です。 

お試しください。 

 

 

日々、高いモチベーションを保つことができれば、学生募集でも積極的なアイディアがでるこ

とでしょう。 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」は、モチベーションを活用したスクール・マーケティングで

す。 

 

 

あなたの学校を改革できるエンスージアズム・パワーと

は 

 学校を改革し永遠に繁栄をさせるという大事業を達成するには、一般の人たちが持

っているようなレベルの想いでは、かなりの無理を生じます。 

 

学校改革という大事業を実行するには、あなたにそれだけの『情熱』がないと、継続

することも困難になります。 

 

今から、あなたが学校を改革するという大事業をはじめられるまえに、 

再度、『情熱』について学ばれてはいかがでしょう。 
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エンスージアズム（enthusiasum） 

 

エンスージアズムとは、魂のこもった熱意といわれます。 

それが、情熱です。 

 

情熱は、だれの脳の中にも潜在しているもので、情熱は育てるものなのです。 

そして、人生やビジネスにおいて情熱なくして成功はないといわれていますが、はたし

て、本当なのでしょうか？ 

 

このレッスンでは、情熱についての知識とスキルを学んでもらおうとおもっています。 

それでは、最初に、あなたが情熱から受けることができる恩恵とは何かを知ってもら

います。 

 

 

情熱から受ける恩恵とは 

 

情熱は、あなたの信念を外に向かって反映させることができます。 

情熱は、あなたの存在を示す指標です。 

情熱は、エネルギーを生みます。 

情熱は、他人に伝染します。 

情熱は、他人を引きつけるパワーがあります。 

情熱は、あなたの究極の目標を今ありありとイメージさせることができます。 

情熱は、積極的な行動を生みます。 

など。 

 

情熱は、このほかにも計り知れないほどの恩恵をあなたに与えます。 

 

この事実については、あなたも良くご存知のことと思います。 

情熱に関しては、日本だけでなく世界中の著名人が名言を残されています。 

 

彼らの名言を読んで、情熱のパワーを再認識してください。 

 

それでは、日本が世界に誇る松下幸之助氏の話からです。 

 



156

 

上甲晃／松下政経塾元塾頭 

松下幸之助の真語真髄「胸に改革の火種を」から 

松下幸之助もまた、指導者の条件のもっとも基本となるものは、 

「情熱」、「熱意」であると断定した。 

頭が良いとか、悪いとか、あるいは人徳があるとかないとか、指 

導者の条件はさまざまに上げられるが、そのどの条件よりも大事な 

条件が「やる気」、「熱意」、そして「情熱」である。 

あふれるような熱意があれば必ずそこに知恵が生まれ、創意工夫 

がなされ、他人を動かし、成功へと導いていくという考え方だ。 

 

 

 

限りない情熱があれば、どんなことにも成功できる。 

チャールズ・シュワブ 

 

 

情熱を持ち続けることさえできれば、チャンスは何度でも訪れます。 

ビジネスに関していえば、特別な才能も資産も必要ない。 

情熱を持ち続けられた人が成功を手にできるのだと思います。 

松田公太（タリーズコーヒージャパン創業者） 

 

 

知恵と情熱が人間のか弱い体の中でせめぎ合えば、 

十中八九、情熱が勝ちを収めます 

シェイクスピア 

 

 

ある人は情熱を 30 分持続できるし、またある人は 30 日持続できる。 

しかし、人生を成功させられるのは、情熱を 30 年持続できる人だ。 

エドワード・B・バトラー（米国の著述家） 

 

 

人生は情熱によらなければ勝負できない事ばかりだ。 

ハズリット（イギリスの批評家） 
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情熱は人を生かし、知恵は人生を生きながらえさせる。 

シャンフォール 

 

 

情熱は人を承服させる唯一の雄弁家である。 

情熱のある朴訥な人が、情熱のない雄弁な人よりもよく相手を承服させるのである。 

ラ・ロシュフコー（フランスの思想家） 

 

 

日本に欠乏しているものは何か。 

それは富ではない。知識ではない。 

才知ある計略でもない。愛国心でもない。道徳でもないだろう。 

日本に欠けているのは「生きた確信」である。 

真理そのものを愛する「情熱」である。 

この確信、この情熱からくる無限の歓喜と満足である。 

内村鑑三 

 

 

自分の情熱に従え。自分の本能に忠実になれ。 

人の群れに惑わされず、いつも自分でいろ。 

マイケル・フックス（HBO 会長） 

 

 

情熱をもって君たちの使命を愛せよ。 

これより美しいことはない。 

ロダン（フランスの彫刻家） 

 

 

私たち一人一人が航海しているこの人生の広漠とした大洋の中で、理性は羅針盤、

情熱は疾風。 

ポープ（イギリスの詩人） 

 

 

才能とは、情熱を持続させる能力のこと。 

宮崎駿（アニメ監督） 
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情熱を持つ１人は、情熱を持たない１００人に勝る。 

ウォルト・ディズニー（ディズニー創業者） 

 

 

情熱は･･･人間という原子を回転させる力であり、他人の家を訪ねたり初めて社会的

に発言するときの抵抗感を克服させる。 

つまりは勢いよく私たちを発進させて、いったん着手したなら容易に続いてゆけるよう

にさせる熱なのだ。 

エマーソン（アメリカの思想家・哲学者・作家・詩人） 

 

 

情熱なくして偉業が達成されたことはない。 

エマーソン（思想家・哲学者） 

 

 

愚かなことをする場合でも情熱を持ってやりなさい。 

コレット（フランスの女性作家） 

 

 

いかなる武力も打ち負かせない力がある。 

その力とは、全民衆の「情熱」と「決意」である。 

クワメ・エンクルマ（ガーナ初代大統領） 

 

 

情熱がなければ、人は単なる潜在力と可能性にすぎない。 

アミエル（スイスの哲学者・詩人・批評家） 

 

 

情熱、それなくして人と呼べようか。 

ホイットマン（アメリカの詩人） 

 

 

偉人も小人も、同じ偶然、同じ不快、同じ情熱にみまわれる。 

だが一方が車輪の端にいるのに対し、一方は車輪の中心にいるから、同じ動きでも
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振り回されることが少ないのである。 

パスカル（フランスの哲学者・数学者） 

 

 

私にとって、詩は目的ではなく情熱である。 

エドガー・アラン・ポー（米国の小説家・詩人） 

 

 

終わりというものはない。始まりというものもない。 

人生には無限の情熱があるだけだ。 

始まりと思うのも自分、もう終わりと思うのも自分。 

フェデリコ・フェリーニ（イタリアの映画監督・脚本家） 

 

 

人間の情熱と、喜怒哀楽の面積は正比例する。 

田村和雄（田村設計社長） 

 

 

稲盛和夫氏の講和から 

人生をよりよく生き、幸福という果実を得るには、どうすればよいか。 

そのことを私は一つの方程式で表現しています。 

それは、次のようなものです。 

 

人生・仕事の結果＝考え方×熱意×能力 

 

つまり、人生や仕事の成果は、これら三つの要素の"掛け算"によって得られるもので

あり、けっして"足し算"ではないのです。 

まず、能力とは才能や知能といいかえてもよいのですが、多分に先天的な資質を意

味します。 

健康、運動神経などもこれにあたるでしょう。また熱意とは、事をなそうとする情熱や

努力する心のことで、これは自分の意思でコントロールできる後天的な要素。どちらも

〇点から一〇〇点まで点数がつけられます。 

掛け算ですから、能力があっても熱意に乏しければ、いい結果は出ません。 

逆に能力がなくても、そのことを自覚して、人生や仕事に燃えるような情熱であたれば、

先天的な能力に恵まれた人よりはるかにいい結果を得られます。 

そして最初の「考え方」。三つの要素のなかではもっとも大事なもので、この考え方次
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第で人生は決まってしまうといっても過言ではありません。 

考え方という言葉は漠然としていますが、いわば心のあり方や生きる姿勢、これまで

記してきた哲学、理念や思想なども含みます。 

 

 

どうでしたか？ 

 

世界中の著名人が、情熱について絶賛しています。 

情熱が人生やビジネスで成功するために大きく関わっていると言っています。 

 

それでは、その情熱とは何なのかを紐解きたいと思います。 

 

情熱は、あなたの学校の職員や学生にあなたを売り込む手助けとなります。 

あなたが真剣に情熱を傾けると、ほかの人たちはあなたの熱意という菌に感染します。 

そして、あなたを信じることになります。 

 

ほかの人たちがあなたを信じると、彼らはあなたの考えを受け入れます。 

なぜ、受け入れるかというと、あなたの言動に熱意に溢れた信念を見るからです。 

 

ほかの人たちがあなたの考えを受け入れると、あなたと同じ恩恵を受けることができ

ます。 

情熱によって、あなたは問題解決に積極的になり、あなたの目標の実現に興奮をもっ

てあたるようになります。 

 

そんなあなたの行動が、周りの者を引き付け、進んであなたに協力的にしていくこと

でしょう。 

情熱をもっていると、いままでより遥かに多くのことを成し遂げることが可能になりま

す。 

 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心のある方は 

こちらもご覧ください。 
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不況ニュースが不況をつくる 

 遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。 

 

年が明け、新しい年になったというのに、昨年からずっと、「不況、不景気、倒産、派遣

切り…」というような暗いニュースばかりです。 

 

相変わらずと言いますか、マスコミも大衆も、こんな暗いニュースが好きです。 

大衆心理というのは、事件や暗いニュースを見て、「自分は幸せなんだ。」と変に納得

するところがあるからでしょう。 

 

でも、こんな暗いニュースばかりを見たり聞いたりして、明るくなれるはずがありませ

ん。 

視聴者も内心、「もしかしたら、今度は自分が…」とか、「会社が不景気なのは、社会

的状況なので仕方ないことだ。」というように思っているはずです。 

 

実は、この考え方こそが危険だということを知らないのです。 

 

 

ナポレオン・ヒルの「思いは実現する」という本がありますが、この「思いは実現する」

という言葉は真実です。 

 

最近では、「引き寄せの法則」によって、「思いは実現する」という言葉が有名になりま

したが、仏教の因縁果の教えは、「心で思っていることは、良いことも悪いことも現実

になる。」ということですし、聖書にも、「もし、あなたが信じて疑わないならば、そのと

おりになるであろう。」とあります。 

現在の哲学や宗教では、この「思いは実現する」は、共通認識された法則です。 

 

この「思いは実現する」、「引き寄せの法則」について、もう少し詳しく説明します。 

 

だれでも、１日中、心の中でいろんなことを考えています。 

それは、意識的であったり、無意識であったりしますが、考えていないということはな

いので、１日に考える（思っている）量というのは膨大な量になります。 

 

そして、その心で思っていることは、いろんな所に影響して現実になるというものです。 
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それが、良い思いであっても、悪い思いであってもです。 

漠然とした思いは、漠然とした結果になります。 

 

さらに悪いことに、一般人が思うことの８割以上が、マイナス的な思考だそうです。 

それでは、現実に起きてくることが、良いわけがありません。 

 

「引き寄せの法則」では、自分が信じて感情的になるものであれば、より実現化され

やすくなるとあります。 

 

そうですよね。いくら理論が素晴らしくても、「自分に出来る」と信じられなくては、行動

にはつながりません。 

 

でも、自分が本当にやりたいことであり、自分にとって実現可能なものであれば、「自

分には出来る。」となり、心がワクワクしてくるものです。 

 

そうすると、自然と行動につながり、その情熱が周囲へも影響を及ぼしていきます。 

そして、縁のある人たちが集まってくるのです。 

自分の心で思っていることが元となって、すべてを引き寄せることになるのです。 

 

 

ところが、学校の現状をみてください。 

 

「少子化、学校（学部）の増加、不況…」というようなマイナスなニュースで洗脳されて

いるのです。 

 

このような暗いニュースをまともに受けて、「入学者が減るのは、だから仕方ない。」、

「何をしても無理だ。」と、自信喪失しているのです。 

 

学校がこんな心理状態では、いくら一所懸命に募集努力をしても、良い結果は望めま

せん。 

最初から勝つことを諦めているのですから、勝てるわけがありません。 

 

勝負をする前に、負けたことを予測して、言い訳を言っているのですから。 

言い訳をするということは、心のなかで、失敗をイメージしているのです。 

 

失敗をイメージして行動すれば、失敗という現実を引き寄せます。 



163

 

どこの学校でも、本当は、入学者を集めたいのですが、このように無意識に失敗を引

き寄せることをしてしまっているのです。 

 

嘘だとお思いならば、周りの人たちの会話を聞いてみてください。 

会話の８割以上が、言い訳、愚痴、他人の悪口、などマイナス的な話が中心なのです。 

これでは、とても現在の状況を変えることは困難でしょう。 

 

 

では、どうすれば… 

 

それは、意識的に、状況を明るく思えるように環境をつくることです。 

 

方法はいくらでもありますが、たとえば… 

・教職員が中心になって積極的に校舎を綺麗にする。 

・毎朝、校門に教職員が立ち、挨拶運動を始める。 

・学生の笑顔、教職員の笑顔を写真に撮り、大きく引き伸ばして、目立つところに貼る。 

・毎朝、職員会議で学生の良いところ、学校のいいところを発表し合います。（間違っ

ても、短所や反省をしてはいけません。暗くなるだけですから。） 

・そして、教職員一人一人が、各自の目標を発表します。 

 

大事なことは、意識的に暗いニュースや消極的な考え（言い訳や愚痴など）を無くすこ

とです。 

 

学校では、失敗や悪いことがあると反省する習慣がありますが、反省をすると失敗や

悪いことに焦点をあわせることになります。 

そうすると、自然と失敗や悪いことのイメージが強くなり、また同じことを繰り返すこと

になってしまうのです。 

 

最近のマスコミのニュースでも、「タクシー運転手に切りつけ強盗」があると、続いて同

じ事件が起きます。 

これは、以前からあることで、「金属バットで父親殺し」が起きたときにも、次々と同様

な事件が起きました。 

 

学生の場合でも、同じことが言えます。 

悪い点を探すと、次から次へと、悪い点がでてきますし、そのことで、教員が振り回さ
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れることになります。 

 

もし、学生を本気で伸ばしたいのであれば、学生の長所を探すべきです。 

一所懸命探せば、誰でも１つや２つ良い所があります。 

それを認めてあげれば、学生も嬉しいものですし、勉学へのやる気も上がります。 

 

学生にやる気が出れば、教員としても嬉しくモチベーションが上がります。 

こんな繰り返しが、学校全体を明るくし、受験生からも関心を持ってもらえるのです。 

その結果、入学者を引き寄せることになるのです。 

 

学生募集で成功を収めたいと、真剣に思われるのならば、決して、暗いニュースに耳

を傾けないことです。 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心ある方はこちらもご覧ください。 

 

 

「出来ない」を「出来る！」に変える方法とは… 

学生募集に限らず、どんなことでもそうなのですが、 

「これをやれば良いと思っていることが、中々できない。」ことって、結構あります。 

 

いつも、そのことを実行できたるどうかで、大きな成果となって分かれていくのでしょう。 

 

 

そのことについて、突っ込んだ研究がありましたので、ご紹介します。 

アメリカのエール大学でのある調査の話です。 

 

ある年のエール大学の卒業式で卒業生に聞いたところ、 

 

 

①84％の卒業生が明確な目的、目標を持っていなかった。 

 

②13％の卒業生は目的、目標を持っていたが筆記していなかった。 
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③3％の卒業生が明確な目的、目標を書きとめ計画を立てていた。 

 

 

  そして、20 年後・・・ 

 

 

③の卒業生（3％）の資産は、①＋②（97％）より、32 倍多かった。 

という結果がでたそうです。 

とても興味深い、調査結果ですね。 

 

 

明確な目標を持つことによって、成功する確立は、目標が明確でない者より３２倍資産が

増えた（成功した）ということです。 

 

それは、目標を明確にすることで、行動力が発揮できたから、「出来た！」のでしょう。 

このように、目標力をつけることで、今まで出来なかったことも出来るようになります。 

 

この他にも、「出来ない」を「出来る」に変える方法があります。 

 

 

何らかの理由があり、「今は出来ない。」という場合に、どうすれば出来るようになると思

いますか？ 

 

それは、夢や目標を持続し、行動し続けることです。 

今は出来ないと、そのまま諦めてしまっては、永久に、それを行なうことはないでしょう。 

 

そんな時こそ大事なのは、「続ける」ことなのです。 

「継続は力なり」という言葉がありますが、 

何ごとでも、続けていれば、いつかは出来るようになります。 

言い訳を言わないで、行動することが大事なことなのです。 

 

それが、「行動力」なのです。 

 

 

次に、「この方法では出来ない。」という場合が、あります。 
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このような場合には、どうすればいいでしょうか？ 

 

この答えは簡単です。 

今の方法を変えればいいだけです。 

方法を変えて、出来るように工夫すればいいだけです。 

 

本当に出来ない人というのは、こんな理由でも簡単に諦めてしまいます。 

だから、成功しないのでしょうね。 

 

アイディアを出し、工夫することで目標を達成することも、ビジネスでは大事なことです。 

これが、いわゆるビジネス IQ というものです。 

 

 

そして、最後に、「一人ではできない。」場合には、どうすればいいか？です。 

 

このような場合には、先程よりも理屈はもっと簡単です。 

一人で出来ないのなら、他の人と、多くの人たちと、協力してやればいいのです。 

 

一人で出来ないことでも、多くの協力があれば何でも出来るものです。 

ところが、理屈では簡単なことですが、いざやろうとすると、いろんな障害がでてきて、こ

れ程難しいこともないのです。 

 

ですから、ここで必要になるのは、人とのコミュニケーション能力です。 

人との信頼関係や他人から協力を得るなどのスキルもないといけないのです。 

このことは、ビジネス EQ とも言われています。 

 

このような能力を高めることは、ビジネス（学生募集）の可能性を高める上で重要なことで

す。 

 

 

以上の４つのポイント（目標力・行動力・ビジネス IQ・ビジネス EQ）を磨き高めることで、今

までできなかったことが、可能になるのです。 

 

このことは、ビジネスや学生募集だけではなく、学生への教育にも当てはまることです。 
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学生募集で成果を上げる方法などについて、もっと、詳しく知りたい場合は、こちらも参考になります。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

 

 

 

学校コンサルタント 

 

専門学校生のやる気の元とは？ 

やる気のない高校生に嘆く 

 

＜国際学力調査＞「理科に関心」最下位 数学的活用力も低下 

12 月 4 日 18 時 25 分配信 毎日新聞より 

 

 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は４日、５７カ国・地域で約４０万人の１５歳男女（日本

では高１）が参加した国際学力テスト「学習到達度調査」（ＰＩＳＡ）の０６年実施結果を

発表した。学力テストで、日本は数学的活用力が前回（０３年）の６位から１０位となり、

２位から６位に下げた科学的活用力と併せ大幅に低下した。また、理科学習に関する

アンケートで関心・意欲を示す指標などが最下位になり、理科学習に極めて消極的な

高校生の実態が初めて明らかになった。 

 

このほかに、実は、白紙回答が一番多かったのが、日本だったそうです。 

わたしが、この記事で最も驚き嘆いたのが、このことです。 

 

なんと、やる気のない姿でしょう。 

なんと、教育のできていない子どもなのでしょう。 

 

でも、今の教育界の現状をみると、やはりとも思ってしまうところです。 
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高校生に限らず、専門学校生や大学生など若者に実際に対応すると、やる気のなさ

に愕然とするものです。 

 

学生のやる気のなさは、勉強意欲だけでなく、就職活動にもあらわれます。 

 

専門学校というと、就職するための学校とおもうのですが、本心から目的を持って入

学してきたものがすべてではないからです。 

 

目的がなく、どこにも行く当てもなかったので、とりあえず専門学校に入学してきた。そ

ういう学生がいるのです。 

 

それでは、就職意欲がなくても当然のことでしょう。 

 

しかし、１年～２年も専門学校で勉強したり、現場で実習することで興味・関心も高ま

り将来はその道で働こうと意欲が出てくるものなのですが、実際は、年年、このやる気

のない学生が増えてきています。 

 

なぜだと思いでしょうか？ 

このことを真剣に考えることで、学生募集や学校経営のヒントにもなります。 

 

 

学校での顧客満足とは 

 

 

『顧客満足度』ということばがあります。 

 

学校の場合、顧客は学生です。 

 

教育内容が良くないと学生は満足しません。 

 

教師の教え方や学生への接し方が下手だと学生は満足しません。 
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学生のニーズを理解していないと、学校側がどんなにサービスしているとおもってい

ても、空回りです。 

 

学生のニーズは、アンケートや個人面談などから本音の部分を聞き出さないと出てき

ません。教員が勝手に学生のニーズを判断したら駄目なんです。 

 

 

 

「うちの専門学校だけではない」なんと多くの経営者がそ

う思っているだろうか 

「うちの専門学校だけではない」 

 

なんと多くの経営者がそう思っているだろうか 

 

そのように思われるのは勝手なのですが、その前に次の表をご覧ください。 

専門学校の入学者数の推移の表です。 
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  ついでに、もう一つご覧ください。 

大学への進学率は、年々伸びているのですが、専門学校と短大は、年々減ってきて

います。 
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お解かりのように、これからは、もっとこの傾向が進んでいくことでしょう。 

理由はいくつかありますが、これが現実です。 

 

あなたが専門学校だけをみていたら、タイトルのように「うちの専門学校だけではな

い」となってしまいます。 

そんなのん気なことをいっていたら、他の専門学校と共倒れになるのは間違いありま

せん。 

 

すでに定員割れの専門学校も多くでてきています。 

同じく短大も定員割れの学校が続出しています。 

 

生き延びるために、短大は、４年制大学へと移行しつつあります。 

 

それでは、定員割れの専門学校は、どんな戦略をとっているのでしょう？ 

「うちの専門学校だけではない」などと、のんきなことを仰っている場合ではないでしょ

う。 

 

こんな喩え話をご存知でしょうか？ 
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鍋に水を貯め、カエルを入れると元気よく泳ぎます。 

次に、コンロに火を付け弱火にして、鍋を乗せます。 

時間とともに、鍋の水は、少しずつ温まっていきます。 

すると、ぬるま湯のなかで、カエルは気持ちよさそうに手足を広げて浮いています。 

時間とともに鍋の水は高温になり、カエルは「熱い！」 

「逃げなくては。」と思うのですが。 

カエルが気づいたときには、体中火傷をしていて、鍋から飛び出る体力は、すっかり

無くなっているのです。 

そして、カエルは鍋のなかで死んでしまうのです。 

 

今、このブログをお読みになられているあなたは、決してそんなことは無いはずです。 

学校というぬるま湯の中で、周りとの比較だけで、じっくり考えていては駄目です。 

 

誰よりもあなただけが、速く行動してください。 

 

そして、行動しながら考えてください。 

そうしないと、鍋のカエルになってしまいます。 

 

ここ数年で、競合の専門学校は、かなり減少するはずです。 

貴校がこの厳しい時期を乗り越えると、競合校も少なくなり、 

学生募集も、今よりも楽になることでしょう。 

 

そのためにも、今こそ、他より一歩前を行く戦略を練ってください。 

そんなやる気のある学校を応援したいと思っています。 

 

 

 

 

学校コンサルタントなんかに言われなくても、分かってい

る 
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学校コンサルタントなんかに言われなくても分かっている 

 

そうなのです。 

わざわざ、学校コンサルタントにアドバイスを受けなくても 

学校の教員にとっては、分かっている事って多いものです。 

 

わたしの場合もそうでした。 

以前、専門学校に勤務していたときの話です。 

このまま専門学校生の質を上げようとしなければ、これからもずうっと、 

自分たちの学校を変えることはできないだろうと、悩んでいたことがあります。 

 

ある日、進路情報誌の営業マン氏が私の専門学校に訪れ、学校改革の話になりまし

た。 

わたし自身も今の状況を変えなければと思っていたので、学校改革の話が盛り上が

りました。 

 

ところが、その時です。 

営業マン氏「学校（学生、教員、教育など）の質を上げないといけません。」 

「そのためには、ここを・・。ここを・・。」 

と、営業マン氏から私の学校の弱点を突かれたのです。 

 

もちろん営業マン氏にすれば、私の学校のことを思いやって、 

学校改善のアドバイスしてくれたのでしょうが…。 

 

しかし、思わず私の口からでた言葉は、 

「そんな事、君から言われなくても分かっている。」 

 

そう言い放ちました。 

彼にそのように言ってしまったことには理由があります。 

わたし自身、学校改革の重要性も私の学校の変えなければいけない点も分かってい

ます。しかし、それが実行出来ないことへの苛立ちがあったからなのです。 

 

わたし自身が分かっていても、率直に校長に対して言えないことも原因でした。 

また、わたしだけでなく他の教員も同じ思いをしていたようです。 
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現実問題としては、重要なことであればあるほど、本音で言えないことが多いもので

す。 

それを言ってしまう事で、人間関係が崩れるのではとか、今後、相手から自分のこと

をどのように思われてしまうだろうかとの不安があります。 

そんなことから、会議などでも建て前論が多くなるのです。 

 

ですから、実際は、担当者が原因や解決方法が分かっていても、実行に移せないこと

のほうが多くあるのです。 

 

私があの営業マン氏に大きな声を出した後、冷静に考えてみました。 

それではと、反対に営業マン氏に協力を要請したのです。 

 

わたし「校長も、わたし達教員から意見を言われたりすると、嫌な気持ちになるだろう

し、教員からアドバイスをされても、プライドがあり聞く耳を持たないだろう。そこであな

たにお願いがあるのですが、校長へは、あなたの口からあなたからのアドバイスとい

うことで言ってもらえないだろうか？」 

 

営業マン氏「了解しました。」 

 

そんな経緯があり、後日、校長には営業マン氏（第三者）から、競合校などの実態と

我校の違いを説明してもらいました。 

その上で、我が校の教育改善のためのアイディアを話してもらったのです。 

 

もちろん、彼が話したそのアイディアは、 私が提案したアイディアだったのです。 

 

その後、営業マン氏からその話を聞くと、校長も良く理解してくれたとのことでした。 

校長からもわたし達にその事を話され、教育改善のための指示がありましたので、上

手く事が運んだというわけです。 

 

この時から、学校を変えるには外部の力が必要なのだと思うようになったのです。 

 

組織の内部の人間だけで物事をすすめていると、よほど組織の人間関係が良好であ

れば良いのですが、お互いの信頼関係が取れていないと、「そんな事、あなたに言わ

れなくても分かっている。」と実行に移せない事のほうが多いのです。 

 

また、「どうせ言っても、聞き入れられないのだったら…」とか、お互いの関係に亀裂
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が入る不安から率直的に言えないことが多くあります。 

 

教員だけでなく校長の側にしても、教員にたいしては良い顔をしたいものです。 

それが人情です。 

 

そんな時に、第三者（コンサルタント）が中に入れば、先程の営業マン氏のようにクッ

ションの役割を果たす事もできます。 

 

わたしは、コンサルタントの役割とは、そういうものだと自覚しています。 

 

学校の問題は、学校内部の人が一番よく分かっています。 

また、自分の学校に起きている問題の解決方法も、学校の教職員が一番知っていま

す。 

ところが、「どうせ、解決できないのなら…」と、心の隅に隠れてしまっているのです。 

 

教職員の一人一人の心の隅に隠れているものを、表面に出させるためにサポートを

することが、学校コンサルタントの大きな役目だと思います。 

 

 

 

教育問題の 81％はこれで解決できる 

 １１月２２日の『たけしの日本教育白書２００８』のビデオを昨日見ました。 

遅くなったのですが、この番組をご覧になった方も多いと思われますので、コメントを書き

たいと思います。 

 

有名人知事３名も参加し、豪華な顔ぶれで、番組的にはおもしろおかしく構成されて、テ

レビ局としては予想通りの視聴率も取れたのではと思います。 

 

しかし、テレビ番組ではいつものことなのですが、視聴率を気にするあまり偏った内容に

なっていました。 

 

取り上げられる例も、問題となるケースばかりで、成功しているケースは本の一部しか紹

介されていません。 
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このような討論番組では、失敗している学校が半分、成功している学校が半分登場する

必要があります。 

世の中には、失敗しているケースばかりではありませんし、失敗している学校やクレーム

のケースばかりを見ても、嫌な雰囲気になるだけで、何の参考にもならないからです。 

 

できない人たちが集まって、失敗例をたくさん挙げて、 

「自分たちだけではないんだ。」と 

傷の舐めあいをしているだけなのですね。 

 

この番組も、結局は結論もなく終わったのですから、無責任なものです。 

 

これでは、何の解決にもならないどころか、余計に問題を複雑にしてしまいます。 

 

 

では、どうすればいいのだと思われますか？ 

 

１つには、上手くいっているケースの学校の校長、教員、生徒、保護者を集めて 

意見を聞けば、上手くいく理由が分かります。 

 

たとえば、保護者からのクレームの問題にしても、番組のように保護者のクレームだけを

ピックアップすれば、保護者が一方的に悪いようにとれますが、保護者からクレームが出

てくる前には、何らかの原因があります。 

 

クレームの元となった教員が、保護者に対しての配慮が足りなかったかも知れません。 

また、教員とそのクレーム保護者の子どもである生徒との信頼関係にヒビが入っている

のかも知れません。 

 

どちらにしても、問題となる教員が、生徒や保護者との信頼関係をつくってなかったことが

原因なのです。 

 

どんなに一生懸命に努力をしていても、クレームは起きるものです。 

それは、人間がすることですから、失敗もあるからなのです。 

 

ところが、そのクレームの相手が、日頃から気に入らない人であれば、問題は大きくなっ

てしまうでしょう。 

反対に、クレーム相手との仲が良ければ、「少しくらいのミスは許してあげよう。」と思うの
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が、人情です。 

 

 

私が専門学校に勤めていた時の話です。 

学習態度が悪く、先生からも問題にされていた学生がいました。 

ある日、その問題児の生活相談をして、「どうして、きちんと授業を受けないんだ？」と、理

由を尋ねたときのことです。 

 

彼が言った言葉は、 

「同じことを言われても、先生だったら腹も立たないが、あの先生に言われたらムカつくん

や。」 

でした。 

 

ご想像のとおり、その教員は、自分中心で学生への思いやりに欠ける人でした。 

教員と学生との信頼関係が崩れているのですから、何をやっても上手くいくはずがないの

です。 

 

 

もう１つ、こんな事もありました。 

元気が良すぎるというか、乱暴で、気に入らないことがあると直ぐにキレてしまい、建物を

蹴ったり殴ったりして物を壊す問題児がいました。 

 

その日も、暴れていたので、私に連絡が入り現場に直行しました。 

体も大きく腕力も強い学生でしたので、まともに相手をしたら、こちらも怪我をさせられる

かもしれません。 

それでも、立場上、「こっちへ来い！」といって、相談室に連れて行く途中に、彼が私に言

った一言は、 

「先生、今日だけは無理や。自分を止めることができん。先生に何をするか分からんから、

今日だけ許してくれ。」と言ったのです。 

その日は、彼の言うとおりにしたのですが、翌日、彼の方から謝罪に来たのです。 

 

どういうことか、お解かりですか？ 

 

普段から学生との間に信頼関係が出来ていたから、あの場面でも学生の方が私を怪我

させないように気を使ってくれたのです。 

学生との間に信頼関係が出来ていなかったら、あの時、病院送りにさせられていたかもし
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れません。 

余談ですが、その後、彼は更生し、福祉の施設に就職し模範の職員として頑張っていま

す。 

 

こんなことは、私に限らず、学校現場ではよくあることです。 

そして、毎日、どの先生もギリギリの危ない橋を渡っているのです。 

 

そこで、問題を大きくしてしまう先生と、問題を解決する先生に分かれていくのです。 

 

実は、このコミュニケーションの問題は、学校経営では重要です。 

 

いくら学校トップが、物分りがよく、コンサルタントの提案を理解してくれても、コンサルタン

トが提案することを実践するのは、当然ながら学校教職員です。 

 

教職員が、動かないようでは、どんなに素晴らしい企画であっても、「絵に描いた餅」にな

ります。 

 

反対に、教職員のモチベーションが高いと、コンサルタントが１つ言ったことが膨らんでい

き、実現可能な素晴らしいアイディアへと発展していきます。 

 

 

この違いは、何にあると思われますか？ 

 

そうです。 

学校トップと教職員との間に、信頼関係が構築されているかどうかなのです。 

 

学校トップと教職員の信頼関係ができていると、学生から学校を見た場合でも、学校が統

一されていていい雰囲気に映ります。 

 

そんな学校では、学生も落ち着き学習意欲も沸いてきます。 

もちろん、学生と教員との信頼関係も良好になっていきます。 

 

 

では、学校トップが教職員との信頼関係を構築するにはどうすればいいのでしょう？ 

 

それは、 
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学校トップの教育への信念を明確にすることから始まります。 

 

信念が明確になれば、次は教職員に対して、自分の信念を伝えることが大事です。 

何度も何度も、自分の信念を理解してもらえるまで、教職員に話すことです。 

 

学校トップの信念が教職員に理解されれば、必ず、教職員も学生に対して、それを伝えて

いきます。 

 

教職員のあらゆる行動によって、学校トップの信念が伝わっていくのです。 

 

それこそが、学校繁栄への道だと信じています。 

 

 

 

 

学校改革 
 

学校改革を邪魔するもの 

 

学校改革をすることを決断し、いざ行動に移そうと思っても 

学校改革を実行する本人に原因がある場合があります。 

 

一つは、学校停滞の原因を自分以外に求めるケース。 

もう一つは、先延ばしをするケース。 

 

専門学校に定員が集まらないのは、募集担当者の実力がないからだと言っていては、 

いつまでたっても受験生を増やすことはできません。 

 

専門学校に受験生が集まらなくなったのは、ほかにもっと大きな原因があります。 

 

教育レベルが低い、学校の社会的評価が悪い、学生が満足していない、卒業しても就職

できない、就職出来たとしても専門学校で学んだことが生かされない、など。学校自体に

原因があるからです。 
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ところが、学生募集の仕組みを知らない人たち（驚きますが一部の経営者や教員のなか

にもいるのです。）は、自分たちに原因があることを言わないで、学校に定員が集まらな

い理由を学生募集の担当者に押し付けているのです。 

 

これでは、トップがいくら学校を改革しようとしても、肝心な根の部分を治療しないで表面

だけを治療しようとするので、いつまで経っても治ることはありません。 

 

むしろ、学生募集の担当教員だけが学生募集の本質を分かっているので、欲求不満が

蓄積し、モチベーションが下がってしまいます。これでは、募集成果も期待できなくなりま

す。 

 

そんなことは無いだろうと思われるかもしれませんが、このような状況はどこでも見られる

はずです。 

 

「あの学生は、何度注意しても言う事を聞かない。（なんて悪い学生だ。）」 

「授業をさぼる学生が多いのは、この学校のせいだ。」 

「本当に授業態度が悪い。」（学生の私語が多く、私の講義を聴かない。） 

 

どうですか？ 

どこの学校でも教員仲間の日常的によく聞く会話です。 

 

学生が言う事を聞かないのではなく、その教師に学生を理解させる技術がないということ

です。 

同じように、学生が授業をさぼったり、私語が多く教師の話を聞こうとしないのは、その教

師の授業に魅力がないからでしょう。 

 

教師自身に人間的魅力があり、講義も工夫され面白いものだと、同じ学生でも熱心に授

業を受けます。そんなすばらしい先生をたくさん知っています。 

 

ところが、教師というのはプライドが高く、自分の非を認めたがりません。そのために、同

じような被害？に合っている教員に共感を求めるのです。 

 

これでは、学生にとってはやりきれません。加害者にされているのですから。 

次からは、その教師を今まで以上に嫌うことになり、その教師の授業をさぼる、授業を妨

害するという行動にでてもなんらおかしくないことです。 
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このように、学校に少し悪い芽が出てきたときに、学校が正しい対処をできないと、学校

の悪い状況は輪を掛けて大きくなっていきます。 

たとえ、悪い原因の一部が他方にあったとしても、変えられるのは自分にあることを教員

が知らなければ、改革や改善ということからは程遠くなります。 

 

自分から変える事は、簡単なことですが、他人を変えるということは困難なことです。 

トップが学校を改革しようとおもったら、先ずは自分自身を変えることから始めることが先

決です。 

自分自身の心構えが変わり、生活態度が変われば周りが気づくことでしょう。 

トップの本気さが、次第に周囲にも影響を与えていきます。 

そうなると、リーダーシップも発揮でき、改革が順調に運び出すのです。 

 

 

先延ばし 

 

目標を達成できないことの大きな要因に「先延ばし」があります。 

学校のトップであれば、学校のほかいろんな役職も兼務されており、時間がないというの

が本音でしょう。 

 

時間というのは、誰もが１日２４時間、１年３６５日、決まった時間しか与えられていません。

たとえ、お金をつぎ込んでもこの時間だけは増やすことはできないのです。 

 

ビジネス学では、必ず「時間管理」を学びます。 

この決められた時間をどれだけ有効に使うかによって、よりビジネスの成果をあげられる

ようにするというものです。 

 

「時間管理」についてお話すると、１日喋っても説明できないくらい深いものですので、今

回は、ビジネスを効率よくするための「時間管理」についてお話します。 

 

ビジネスを効率よく進めるには、「どうでも良いような仕事」は、当然ですが、しないことで

す。このどうでも良いような仕事をしている方があまりにも多いのです。 

 

人というのは、重要なことから避けたいという意識がはたらき、このどうでも良いことをす

ることで、つじつまを合わせようとしているのでしょう。 
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このどうでも良いことは、自分がするのではなく、誰かに依頼することが大事です。 

仕事を誰かに任すことで、時間に余裕ができてきます。 

 

次に多いのが、急ぎの用です。この中には、電話が掛かってくることもあります。 

出てみると、セールスマンから営業の電話だったりします。 

他にも、仕事上の緊急を要するものもあります。ほとんどの場合、どの仕事よりもこの急

ぎの用を優先してしまいがちです。 

 

ところが、学校を将来的に繁栄させるんだという大目標を立てたのなら、この目標を達成

することを最優先事項におかないといけません。 

 

実際には、毎日想定外のいろんなことが起きてきます。しかし、貴方様がもし何がなんで

も学校を改革し将来必ず繁栄させる決心をされているのであれば、何かを犠牲にしなけ

ればなりません。 

 

目標が大きければ大きいほど、犠牲を伴うものです。 

これは、過去の歴史が実証しています。過去にいろんな分野で成功された人たちは、そ

れぞれが大きな犠牲を伴っています。 

 

反対に、この犠牲を恐れて大事にしている人たちというのは、ほとんどが何も達成できな

い人たちなのです。 

 

時間を先延ばしすることは、大事なことを実行しない言い訳になっています。 

 

目標を実現するためには、先延ばしはいけません。 

何がなんでも最優先事項を行なうことが、成功への秘訣です。 

 

 

 

学校改革の抵抗勢力 

 

「改革」「変える」「チェンジ」どれも心地よい響きの言葉です。 

 

ところが、いざ物事を変えようとすると、必ずと言っていいほど抵抗勢力が表れてきます。 



183

人というのは、本能的に防御するようになっているのでしょう。 

 

たとえば、ホームレスであっても、保護され施設に収容される事を嫌います。それは、環

境が変わるからです。 

ホームレスが健康を害したりしたときは、施設に入る事も止むを得ないのですが、少し、

体調が良くなるなど状況が改善されると、もとのホームレスの生活に戻ってしまうそうです。 

 

ホームレスではない人たちから見れば、寒い公園で野宿をするよりも冷暖房完備で衣食

も提供される施設に入るほうが、幸せに思えます。 

 

でも、ほとんどのホームレスにとっては、今の生活環境が変わることのほうが辛いような

のです。信じがたいことなのですが、本当だそうです。 

 

このように現状を変えることは、人にとって苦痛を伴うことなのです。たとえ、それが今より

も良くなることであっても、そのための努力や将来どうなるのか分からない不安などを考

えると、それ自体がストレスになるのです。 

だったら、余計なことを考えないで、今のままの方が良いということなのでしょう。 

 

第三者的に他人のことを見ると、なんでも良く解かります。 

 

わたしも、そのような経験を何度もしたことがあります。 

以前に勤務した専門学校の会議で、わたしは良く新しいアイディアを提案しました。 

その時、いつも決まって抵抗されたものです。 

 

今では当たり前のように誰もがパソコンを使っていますが、 

パソコンが普及しだした頃、 

「これからはパソコンの時代なのでうちの専門学校でもワープロからパソコンに変えるべ

きですよ。」 

 

会議中に、わたしがこの発言をしただけで、たいへんなブーイングが起きたのを覚えてい

ます。 

特にご年配の教員からの反対が多くありました。 

パソコンを変えるということで、いろんな事務のシステムが変わります。 

そうなると、ワープロしか使えないご年配の教員にとっては、自分が職場から追い出され

るくらいに思ったのかもしれません。 

私にとっては、「ワープロをパソコンに変えるだけ」としか思っていない事が、猛烈に反対
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をされたので驚いたものです。 

 

今も職場でワープロを打っている教員が二人いるようですが、若い教員からは相手にさ

れていないそうです。事務処理の役にたたないのですから当然かもしれません。 

また、ワープロが故障したときに電気店に問い合わせをしたところ、「修理部品がないの

で、修理できません。」と言われたそうです。 

 

どうですか？ 

これが、抵抗勢力のなれの果ての姿なのです。 

厳しいお話をしましたが、自身のリスクばかり考えずに、冷静になって、将来、何をするこ

とが得策なのかをしっかりと考えれば、こたえは出てきます。 

 

 

 

学校改革 

 

学校改革でもおなじです。 

学生も保護者も、教員も、校長も理事長も、みんな、学校を改革することは良いことだと

思っています。 

 

ところが、いざ学校の今の状態を変えることになると、実行に移せません。 

 

学校改革が実現すれば、学生には、学校がいくら自分たちのために変わると言っても、

今より管理や教育が厳しくなるのではとの不安があります。 

学生の保護者にしても、自分のこどもの意見に同調します。 

 

教員にしても、学校改革が良いことは望ましいと思っているのですが、いざ学校改革が実

現すれば、上司から今までのような教育水準では駄目だと言われるかもしれない。また、

給与に関しても勤務評価が取り入れられ、減額されることもある。 

 

そんな自分自身にとって不安だらけの学校改革では、しない方が良いとなります。 

だったら、今のままで充分だとなってしまいます。 

 

校長や理事長にしても、同じです。学校改革をすれば、将来、学校が繁栄の道を進んで

いけるだろうとの期待があります。 

しかし、先程説明しましたように、学生や教員からの反対が起きるかもしれないとの不安
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があります。 

もし、不安に思っているようなことになったら、その混乱を収めることに余計な労力がかか

るだろう。と思ってしまいます。 

「だったら、余計なことをしないでそっとしておく方がいい。」 

となってしまうのです。 

 

ところが、学校のこの状態をそのまま、そっとしておいて、この将来、どうなると思いでしょ

う？ 

先程のワープロ教員とおなじ結果が待っているだけです。 

 

時代は常に進んでいます。時代についていけない学校が生き残れるはずがありません。 

時代にマッチしているということが、社会のニーズにマッチしているということなのですか

ら。 

 

 

不安 

 

不安、心配、恐怖 

 

これらは、実際、存在するものではありません。 

人が人の心のなかに、創った形のないものです。 

 

将来のことなど、だれも分かりません。 

将来の予想というのは、予言や占いと大差がないとおもいます。 

未来のことなど分かるはずがないのですから。ただ、言えることは、その方向に行く確立

が高いというものであって、必ず当たる訳ではないのです。 

 

誰もがご存知のように、自分の未来をつくるのは自分の脳（心）だからです。 

脳が指令を出して自身の方向性を決めているのです。 

 

以前にもブログでお話しましたが、「その人の未来は、その人が心で思ったようになる。」

ということです。 

 

物事をプラスに考えれば、プラスの方向にいく。マイナスに考えればマイナスの方向にい

ってしまう。というあの話です。 
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だとすれば、不安に思えば、不安の方向にいってしまうということになるのです。 

問題なのは、そのことなのです。 

不安な心をプラスに置き換えられるようになると、恐いものがなくなります。 

 

しかし、いつまで経っても不安や恐怖を引きずるようであれば、不安に思うことはやらない

ほうが良いかも知れません。なぜなら、不安は的中しやすいからです。 

でも、それでは、いつまで経っても学校改革はできないのです。 

 

その前に、いつでもプラス思考で物事を考えられるように、自分自身を変える必要があり

ます。 

 

 

専門学校の就職率は学生募集に影響するが、それ以上

に重要な… 

 

ご周知のように、専門学校の就職率が良ければ、学校の評価も高くなり入学を希望する

受験生が増えます。 

 

反対に就職率が低いようですと、その専門学校に入学しても就職が出来ないかもしれな

いとの不安から入学を希望する受験生が減ってしまいます。 

 

このことは、誰でも知っておられることです。 

そのために、どの専門学校でも就職率をあげるために、就職試験対策に力を入れていま

す。 

 

これら就職に向けての専門学校の努力は、良いことです。 

ところが、この就職試験対策以上に重要なことがあるということを、ほとんどの専門学校

が忘れてしまっているのです。 

 

就職試験以上に重要なこととは何でしょう？ 
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実は、専門学校生の就職後の定着率が年々下がっていることにあります。 

就職してから１年以内に退職する者が、年々増えているのです。 

 

それどころか、就職内定後の研修中や就職１ヶ月以内に辞めてしまう者までが、続出して

いるのです。 

 

こんな状態が増えると、専門学校卒業生の就職受入れ先では、予定していた新人社員の

枠が不足してしまい、困ってしまいます。 

 

突然、新人社員に退職された企業からは、就職辞退者やすぐに辞めた者への不満が起

こります。そして、その不満から出た怒り矛先が、その卒業生を送りだした専門学校へと

向けられます。 

 

「もう二度と、あの専門学校からは、就職を受け入れられない。」 

 

このようなことがあると、学校と企業との信頼関係は、一変に崩れることになってしまいま

す。 

 

それどころか、「あの専門学校は程度が悪い。」と、 

社会に悪い口コミまで流されることになってしまいます。 

悪い口コミの影響は、今後の就職への影響だけでなく、学校のブランド価値をも下げてし

まい、入学希望者まで減ることにつながってしまいます。 

 

このような事にならないようにするためにも、就職内定先のドタキャン（突然のキャンセ

ル）や就職１年以内の退職などが、起こらないようにすることが重要です。 

 

ところで、そのようなドタキャン組が、どうしてドタキャンするのかをご存知ですか？ 

 

実は、彼ら（彼女達）ドタキャン組には、ドタキャンをする共通の理由があります。 

それは、「自信のなさ。」です。 

 

就職後に、その会社で勤める自信がないのです。 

自分には、「同期の者や先輩と同じように働ける能力がない。」との自信の無さからくる不

安によって、会社への拒絶反応を示すのです。 

 

実際、彼らでも、そこで少し辛抱すれば、それなりに力は付いていくものです。 



188

しかし、彼ら（彼女達）には、そこまで辛抱する精神力もないのでしょう。 

 

折角、専門学校を卒業し就職まで決まったのに、可愛そうな話です。 

なにが、そこまで彼らの自信を無くしたのでしょうか？ 

 

と言うよりも、専門学校では、彼らに「社会で通用できる。」と思わせるだけの教育をしな

かったことが大きな原因です。 

もちろん、専門学校だけでなく、それまでの高校、中学校、小学校にも原因があります。 

 

ところが、最終責任は最終的に学生を受け持った専門学校にあるはずです。 

専門学校を希望して入学した学生にしても、専門学校で学べば資格を取得するだけでな

く、就職出来、社会人として頑張れるとの期待感から入学してきたからです。 

 

彼らのその純粋な気持ちに報いることが出来なかった専門学校の責任は大でしょう。 

 

専門学校といえば「就職」というほどに、専門学校では「就職」が大きなウリです。 

このことを疎かにしていては、競合校との競争で必ず負かされます。 

 

他の専門学校だけでなく、短大、大学を相手に競争しても、この「就職」をウリにできる専

門学校は、学生募集競争でも大いに有利です。 

 

「就職」は、社会的ニーズによって学校ブランドをつくります。 

そして、「就職」は、専門学校のコンセプトとしての本来の差別化戦略でもあります。 

 

このように、ただ就職するだけでなく、その後も専門学校で学んだことに自信を持って、専

門職で働けるような人材育成をするシステムづくりが、今後、専門学校が生き残る道では

ないでしょうか。 

 

 

 

中学生逮捕は、他人事ではなくなるかもしれない 

 

いきなり、「学生逮捕は、他人事ではなくなるかもしれない。」というタイトルですが、 

学校を経営されていると、こんなことも想定する必要があります。 
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と申しますのは、今からお話することは、氷山の一角だからです。 

まずは、このニュースをご覧ください。 

 

 

＜校内暴力＞福岡・田川の中学生２人を逮捕 [ 03 月 14 日 21 時 09 分 ]  

毎日 JP 

 福岡県田川郡内の中学校で男子生徒８人が授業妨害を繰り返し、校長と教頭が休職・

自宅療養となっている問題があり、県警田川署は１４日、グループの３年生（１５）と２年生

（１４）を暴力行為等処罰法違反容疑で逮捕した。２年生は校長室の湯飲みを割り、３年

生は校長用ロッカーをけって損壊した疑い。２年生は容疑を認めているが、３年生は「（扉

が）開いていたロッカーを足で閉めただけ」と否認しているという。 

 

 

１週間前のニュースですが、どのニュースを見ても中学生が事件を起こし逮捕されたとし

か書かれていません。 

実は、この逮捕された中学生が、事件を起こすきっかけになったのには経緯がありました。 

毎日新聞によると、彼ら不良グループは授業をまともに受けない、授業を妨害することの

繰り返しだったので、空き部屋になっている美術室に不良生徒を集めて自習させていた

そうです。（毎日、勝手に遊ばせていたと言う方が正しいかも。） 

 

学校に来ても、毎日が自習で退屈になった不良生徒のグループは、ゲームや足温器を

持ち込むなどして、美術室はたまり場に変わったようです。 

 

その状態を放置していた学校側が、このままでは駄目だとおもい、彼らの持ち物であるゲ

ームなどを無断で片付けたために、不良生徒が逆切れを起こし校長に暴力行為を働いた

というわけです。 

 

似たようなケースは、どこにでもあります。 

 

以前にわたしの娘が通う中学校でも、一人の男子学生が野球バットを振り回し、教室の

ガラスを割るなどして逮捕されたことがありました。 

これは、前日に中学生の友人が、テニスラケットを持って校長室に乱入したことで、学校

側がすぐに警察に連絡しました。 

その学校側の行為に対して、その中学生の友人が学校側に抗議（暴力的ですが）をした

ことが発端でした。 
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この事件に至った経緯も、先程の福岡の中学校のケースと同じように、不良の生徒が、

いつも授業を受けずに校内を俳諧していたようです。 

そして、その状況を教師も無視していたのです。 

 

どうして無視したかというと、彼らが授業中の教室内にいないほうが、教師としては良かっ

たのです。 

 

逮捕された生徒いわく、 

「どうして、すぐに警察を呼ぶんや。俺らは先生に正面から叱ってほしかった。」 

とのことでした。 

 

教育を知らない人たちからみれば、事件を起こした生徒の勝手な言い分にとれます。 

ところが、ここに事件に至るまでの真相があります。 

 

落ちこぼれというのは、いつでも、誰からも見放されます。 

親からは、 

「又、お前か。」「やっぱり、お前か。」「何度、言ったら分かるの。」「お前なんかいない方

が。」… 

 

そして、学校に行けば、先生から 

「又、お前か。」「やっぱり、お前か。」「何度、言ったら分かるの。」「お前なんかいない方

が。」… 

 

どこに行っても彼らの想像どおりに周りの大人が反応します。 

そして、彼らの頭のなかには、「やっぱり、みんな俺のことをそんなふうに思っているん

だ。」と、なります。 

 

そして、先生への信頼関係は崩れていき、学校に対しても敵意を持つようになっていくの

です。 

 

学校に敵意を持っている生徒に対して、彼らを逆なでする行為をするとどうなるでしょう。 

答えは決まっています。 

 

専門学校では、この事件のようなケースは稀です。 

しかし、授業中に学生の雑談が多くて、まともに授業が出来ないことが多々あります。 
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そんな時に、教師が学生に対し感情的になって、「出て行きなさい。」ということがあります。 

さらに、状況がエスカレートすると、先程の中学校のように講義の途中で抜け出す学生を

放置する教師があります。 

 

さらに状況がエスカレートすると、「やる気のあるものだけ授業をします。」と、他の学生が

校庭でサッカーをしていても、何食わぬ顔で授業を続ける教師もでてきます。 

 

その場面だけをみると、授業を妨害する学生に非があるようにとれます。 

ところが、このような教育方法をとると、事態は悪くなるばかりです。 

決してよくなることはありません。 

 

学生の教師に対する信頼はなくなり、学校に対しての不信を抱かせるからです。そのよう

になると、その授業だけでなく、ほかのどの授業や教師に対しても悪く影響していきます。 

 

「教育」をしらない教師になると、迷惑学生を無視することが良い方法だと勘違いし、真似

する者まで出てきます。本当の話です。 

 

学生を教育するには、教師の根気が必要です。 

根気を持って学生に対応するには愛情が必要です。 

学生に愛情を持つには、教師の教育にかける情熱が不可欠になります。 

 

当然のことです。 

ところが、人間の心理というのは、努力することよりも楽な方法を選択します。 

 

毎日、困難な学生に振り回されるよりも、そんな学生を無視して楽な授業を行いたいとお

もってしまうのです。 

 

そのような教育をしている学校に将来はありません。 

事件を起こさないまでも、教師が学生をほったらかしにしている学校に誰が行きたいとお

もうでしょうか？ 

 

学校が繁栄するためには、その学校に行きたいと思わせる学校にしないといけません。 

学生募集の基本は、「学生が行きたいと思う学校づくり」からです。 

 

 



192

 

次から次へとアイディアを生むことで学校改革が進む 

 

学校改革を進めるには、良いアイディアを次から次へと生むことは大事なことです。 

 

本日の話は、次から次へと良いアイディアを生む方法についてです。 

 

何かを企画する、何かを始めようとするときに、良いアイディアが中々、浮かんでこない。 

そのような経験が、ありませんか？ 

 

わたしが、このコンサルタントの仕事をしていても、クライアント様自身で考えず、一方的

にアドバイスを求められることもあります。 

 

ところが、本来、アイディアや質問に関する答えは、それを必要としている人の頭の中に

あることが多くあります。 

 

ですから、コンサルタントの仕事というのは、クライアント様からより多くの情報を聞き出し、

クライアント様自身の中に眠っている答えを導きだすことにあります。 

 

コンサルタントが、相手のために良かれと思い一方的にアドバイスしても、それは、クライ

アント様にとっては、「価値観が合わない。」「費用が掛かる。」「人材がない。」などの理由

から出来ないことがあります。 

 

そのように様々な条件は、学校によって違って当然ですし、細かな内情を知っているのは、

クライアント様自身なのです。 

 

このことを踏まえて、コンサルタントは、いかに上手にクライアントの頭脳を働かせる、多く

を聴きだせるかで、良い答えを見つけることができるのです。 

 

これは、クライアントとコンサルタントの場合の話でしたが、学校内の会議などの場合はど

うでしょうか？ 

 

大体、日本人の習性というのでしょうか？ 建て前が先行する会議になってしまいます。 

そして、そのような会議では、たとえ出席者の頭の中に良い案が浮かんでも、「どうせ、認
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めてもらえないだろう。」「反対されるだろう。」「それなら、黙っていよう。」と、なってしまい

ます。 

 

これでは、良いアイディアを望むことは困難です。 

 

では、どうすれば良いでしょう。 

 

それは、会議の出席者全員が思っていることを堂々と発言でき、それをみんなが抵抗なく

聞くことも大切なことです。いわゆるブレーンストーミング法という会議の方法です。 

 

ブレーンストーミング法とは、会議（または、グループ会議）の中で、みんなが自由に思い

つくまま発言・意見することが基本です。 

 

そして、その時、誰かが出したアイディアについて、否定や批判をしないことで多くのアイ

ディアが出ることが期待できます。 

そのために考えられたアイディア発想法です。現在、この方法は大企業などで多く取り入

れられています。 

 

ブレーンストーミング会議では、話の質より量を重視します。 

とにかく多くの意見やアイディアを出し合って、後から、それを煮詰めていくことがこのブレ

ーンストーミング法の考え方なのです。 

 

普通、アイディアというのは、一人で悶々と頭を悩ましていても、中々、良いアイディアが

出てきません。しかし、一人より二人、二人より三人と話す相手が増えると、話し相手の

言葉に対して考えるようになります。 

 

そして、相手の話（考え）に対して、自分の考えを述べる。すると、また違う人が、あなたの

考えに対して、自分の考えを述べる。このようにして、次から次へと新たな考えが浮かぶ

ことになります。 

 

重要なことなので繰り返しますが、この時、決して相手の話を否定してはいけません。ま

してや批判などもってのほかです。 

このようなことが起きれば、会議はまた以前のような建て前論だけの会議に戻ってしまう

からです。 

 

会議が自由に発言でき、また、どんな発言でも聞き入れてもらえるような会議になれば、
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組織の雰囲気もよくなり、常に前向きな意見が飛びだします。 

そして、何より、今までは、禁句であったような本音の部分もでてくることになります。 

 

そうなれば、占めたものです。 

学校の問題を根底から改革することに取り掛かることができるからです。 

学校改革では、表面上の問題をいくら解決しても、根っこの部分が変わっていなければ、

将来、何度でも同じような問題が起きてきます。 

 

そのためにも、教職員の本音を出させるような雰囲気づくりが重要になります。 

文章で書くと、簡単なようですが、では実際、ブレーンストーミング法を取り入れるとなると

難しいものがあります。 

 

それは、今まで行なってきたこととあまりにも違いがあり、戸惑うからでしょう。 

こんな時、コンサルタントのような第三者が中に入りアドバイスすると、受け入れがスムー

ズになります。 

 

これも学校改革でコンサルタントが必要な理由の一つです。 

 

 

学校経営を成功させるには、成功事例を真似れば良い 

 

当然なことなのですが、成功を望むのであれば、成功者の真似をするのが一番の近道で

す。 

 

出来る人の真似をすれば、出来るようになる。 

出来ない人の真似をしていれば、いつまで経っても出来ません。 

 

これは、学校経営でも当てはまります。 

学校経営で成功するには、成功している学校の「どこが良いのか？」を分析する。そして、

そのいい所をモデリング（真似る）することで、成功に近づきます。 

 

ところが、学校経営で失敗した学校というのは、この単純な原則を無視した行動をとった
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ことが原因だったりします。 

「わたしは違う。」「わたしだから出来る。」など、自分に自信があり過ぎることに原因があ

ったのでしょう。 

 

他にも、成功している学校の表面だけをとらえて、しっかりと内面を分析していなかったこ

とから、このような間違った行動をとってしまったというものもあります。 

 

このような失敗事例を学ぶことは、参考になりますのでいくつか例を挙げたいと思います。 

 

反面教師という言葉がありますが、成功例だけでなく失敗例を参考にすることは、これか

らスムーズに成功の階段を登るためには、大事なことです。 

 

以前、わたしが勤めていた専門学校で失敗した例なのですが、「入学者が減ってきたの

で、男女共学にすれば、受験生が増えるだろう。」という単純な発想から、共学を取り入れ

ました。 

 

結果、どうかというと、確かに男子学生が入学してきましたが、目に見えるほどの募集効

果はありませんでした。 

それ以上に、共学になったことで起きたことは、「程度の低い学生が増えた。」、「今まで以

上に躾けが難しくなった。」ことです。 

 

誰からみても、共学にした場合には、「募集が厳しくなったから、男子も受け入れるん

だ。」、「誰でも入れるんだ。」と、学校の体制を甘く見られてしまいます。 

そうなると、入学者のレベルが下がるのは当然です。 

 

ですから、共学にするには、「なぜ共学にするのか？」、「共学にすることで、今後、教育

方針はこうなる。」ということを明確に出来ていないといけません。 

そして、それをきちんと、受験生に説明できていないと、こんな問題が起きてきます。 

 

こんな失敗事例もあります。 

「あの学科が人気あるから。」という理由で今までの学科をやめて、新しく学科を設立する

ケースです。これも先程のような短絡的な発想です。 

 

以前の学科が人気が無くなり、学生募集がうまくいかなくなった原因をきちんと把握して

いないと、学科を変えたことで一時期学生が集まったとしても、また同じことを繰り返すこ

とが多くあります。 
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どうしてかというと、学生が集まらなくなったのは、外からの影響より、内部に問題がある

ことの方が多いからです。 

 

将来もずぅっと学校を繁栄させる目的であるのならば、学生が集まらないという問題の本

質を調べて改革することが大事なことです。 

 

こんな失敗のケースもあります。 

「中味が良ければ、自然と学生が集まる。」 

確かに、先程も申しましたように、中味が良いことは大事なことです。しかし、いくら良い商

品を開発したとしても売れないモノは、世の中にいっぱいあります。 

それどころか、ヒットしている、売れている商品が良いものと社会は評価します。 

 

学校でも同じです。学生が良く集まる人気ある学校が良い学校と評価されます。 

反対に集まっていない学校は、「何か問題あるのだろうか？」と、不信感を持たれるので

す。 

 

ですから、学生募集に力を入れることは、学校経営の基本中の基本です。 

 

こんなケースもあります。 

「門戸を広くして多くの学生を集める。」これによって、「とにかく定員を確保する。」、「学生

を多く集めれば上手くいくだろう。」という考え方によるものです。 

 

門戸を広くするとは、言葉を変えれば誰でも入学できるということです。 

確かに誰でも入学できれば、受験生は集まるかもしれませんが、そんなレベルの低い学

生が卒業まで授業についていけるわけがありません。 

 

授業についていけない多くの学生は、途中でリタイアしていきます。 

ところが、ついていけない学生は、リタイアするまでの期間、いろんな問題を起こします。 

学校への反抗、学校の悪口などです。 

 

もちろん、教員にしても、自分の教えている学生がリタイアすることを良く思う者はありま

せん。 

普通の教員であれば、学校の教育方針に疑念を持つようになっていきます。 
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このような理由から、募集でいくら成果をあげていても、「退学率が高い」学校は、学生が

集まらなくなっていくのです。 

 

こんな失敗事例もあります。 

「教師にやる気がない。」、「教師があきらめムード」という最悪なケースです。 

 

これは、学生の集まりも悪い、学生のレベルが低い、学校のビジョンが明確でないことが

原因である場合が多くあります。 

 

教師にやる気がなければ、学校を良くすることは不可能です。 

では、このような教員をどうすれば良いのでしょう？ 

 

一つは、教員採用の時に、コネによる採用などではなく、採用する本人を厳密に調査、評

価して、この人物であれば、「立派な教育ができる。」という人を採用しないといけません。 

教師は、だれでも出来る職業ではないということを肝に銘じる必要があります。 

 

もう一つは、やはり、校長のリーダーシップにあります。 

教職員の意識を高め、教育者として、人間として、育てることは校長の責任です。 

このことを出来る校長が存在する学校は、繁栄しています。 

 

こんな失敗事例もあります。 

「すべて顧客（受験生）中心に物事を考えれば、学生が集まる。」というものです。 

 

確かに顧客のことを理解することは、マーケティングでは重要なことです。 

しかし、顧客（受験生）というのは、先日もお話しましたが、「自分が欲しいものが分かって

いない。」のです。 

 

受験生中心という解釈を間違えてしまうと、受験生が望んでいるのが、「楽しい学校生活」

や「楽しい仲間」となるのです。 

これをそのまま募集コンセプトに落とし込むとどうなるでしょう？ 

 

集まってくる学生は、自由で遊びを満喫するためにくるものばかりになります。 

これでは、いくら学生を集めたとしても、学校としての体裁が成り立ちません。 

そのような学校が、いつまでも続くほど社会は甘くありません。 

 

など、失敗事例を挙げましたが、では、学校経営で成功している学校の共通している特



198

徴には、どんなことがあるでしょう。 

 

 

「定員を満たしている。」 

募集が上手いことです。常に学生募集に力を入れています。 

入学者を選抜できる環境をつくっているので、学生のレベルを上げています。 

 

「ミッション、ビジョン、教育方針、教育コンセプト、募集コンセプトのすべてが一貫した学校

経営となっている。」 

嘘、偽りがないので広報でも受験生に伝わりやすくなります。 

また、在校生も教職員も、一貫した学校経営に対して絶大な信頼を寄せ、尊敬を持って

いるので、学校にオーラを感じることができます。 

 

「教育に情熱を注ぐ教師が多い。」 

学校では、教師が看板です。その教師に情熱があることは大きな宣伝効果を生みます。 

また、そんな情熱教師から教育を受ける学生は、幸せです。 

教師が教育（又は学生）に対して情熱をもっていれば、学生に対して、なんとか分かりや

すく教えようと工夫します。それが、学生からは「面白い授業」と評価されるのです。 

面白くない授業からは、決して学生にやる気は生まれません。 

 

「学校のブランドが確立されている。」「ポジショニングが出来ている。」 

自校の優位性が明確で、他校と差別化されているので、競争の必要がありません。 

競争の必要性がないということは、広報にかける経費も少なく済むということです。 

学生募集での最終目標が、このブランドとポジショニングの確立です。 

 

「学校の存在が、社会のニーズ、ウォンツと合致している。」 

社会は時代とともに変化するものです。この変化に対応していないと時代遅れとなり、学

生が集まらなくなります。 

成功している学校は、常に時代を先読みし、対応が早いことが特徴です。 

 

「就職企業との強い関係を築いている。」 

最近は、専門学校だけでなく大学でも、「就職」は、募集上大きなキーワードです。 

いかに、多くの求人を集めるか。どれだけ就職率を高めるか。どれだけ就職企業からの

評価を高めるか。が、ポイントです。 

就職実績（単純な就職率などではなく、即戦力となる人材を就職させる）を上げる学校は、

それだけで大きな学校優位性があり、そして、学校ブランドとなっています。 
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「校長のリーダーシップが発揮されている。」 

「企業はトップできまる。」「校長が変われば学校が変わる。」といわれます。 

それほど、リーダーの役割は大きなものです。 

 

「学校全体が明るく雰囲気がいい。」 

学校は、教職員にとっては職場です。また、学生にとっては学ぶ場所です。 

その場所の雰囲気がいいことは大事なことです。その雰囲気をつくる大きな要因はコミュ

ニケーションにあります。 

教職員どうし、学生どうし、そして、教師と学生とのコミュニケーションがとれていることが

大切です。 

気持ちよく仕事ができる、気持ちよく勉強に励めるのは、互いにコミュニケーションがとれ

ているからなのです。 

「学生が直ぐに切れる。」というのは、教師と学生のコミュニケーション不足が原因である

ことが多くあります。コミュニケーションが取れていれば、教師の嫌な注意も聞けるもので

す。 

 

などが主だった特徴です。 

これを読むだけで、なるほど、やはり成功している学校では、これをやっていたのだと思

われたことでしょう。 

 

遅くはありません。 

学校経営を成功させるには、成功した学校の特徴をモデリングすることです。 

さっそく、行動に移してみませんか。 

 

 

 

学校経営では学費滞納は大きな問題 

「学費滞納４億５９５５万円」 

 

今朝の毎日新聞の一面記事に載っていました。 

全国の都道府県立高校で０６年度の授業料・入学金の滞納が総額４億５９５５万円に上

ることが毎日新聞の調査で分かった。（大阪府が最も多く２億２９２１万円）督促強化や条
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例・規則改正で出席停止・退学の措置をとれるようにするなど対策強化に乗り出した自治

体も多い。調査では、入学金を滞納している都道府県は、４府県（大阪、埼玉、岐阜、富

山）だけだった。 

余談ですが、文部省の発表している調査結果では、滞納、退学率の多いのは、学力が低

い学校に多いという結果報告もあります。 

 

この記事は、専門学校だけでなく短大、大学でも興味深い内容です。というのは、他人事

では無くなってきているからです。 

 

私学においては、入学金、学費の収益で学校経営が成り立っています。この収益が学費

滞納という行為で減ってしまったら、いろんな弊害がでてきます。 

 

また、学校の収益という観点からだけでなく、学校という教育現場で社会ルールを守らな

い者を野放しにしておくと、学校のモラル低下や、校則の権威がなくなることにもつながっ

てしまいます。 

 

もちろん、学費滞納には学生個人やその家庭の経済状況など様々な問題があることでし

ょう。それでも、育英会などの奨学金制度を利用することもできます。おそらく、経済状況

が良くない家庭の場合は奨学金を利用していることの方が多いはずです。それなのに、

入学金や学費を滞納しているのが実体です。 

 

この理由で多いのは、「自分だけでない。」という理由なのです。 

これは、初めにご紹介した記事を詳しく読むと、滞納者が多いのは一部の都道府県（大

阪府では全体の滞納額の半分）に偏っているという事実から判断できます。反対に滞納

者が少ない都道府県（秋田、石川、京都、愛媛、長崎、熊本、大分、沖縄）では、滞納が０

といことからも分かります。 

 

やはりと思ってしまうのですが、この「自分だけでない。」「周りもやっている。」という人間

心理が、このような結果を招いているのです。 

ですから、学費滞納を無くすには、減らす努力ではなく「滞納０」にしないといけないという

ことでしょう。 

 

下手に善良人ぶって、「学生が可愛そう。」というのは誰でもできますが、最後までその学

生の経済上の面倒まで出来ないのがふつうです。 

 

最初、入学金の滞納を認めてしまうと、その学生（学生の保護者）は、その後の学費納付
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に関しても、困ると又、「学校が学費の納付を待ってくれる。」と思ってしまいます。そうな

ると、悪循環になります。 

 

学校が特例で学生一人を助けると、次から次へと他の者も認めないといけなくなります。

特例を出したその時から、特例は特例でなくなります。学校の秩序や威信は、とたんに崩

れていきます。 

 

校則が無視されると、他の真面目に校則を守っている学生からは、「いい加減な学校」と

いうレッテルを貼られ、学校に対する不満も増えていきます。 

ですから、たとえ学生１人の入学金や学費の滞納を許す行為が、これほど大きなリスクを

負うということを想定していないと、後々、取り返しのつかないことになってしまいます。 

 

では、反対に学校が、「徹底的に学費滞納を許さない。」という行動をとったとしたなら、ど

んなリスクが予想されるでしょう？ 

 

１つは、単純に「入学金を準備できない学生」が入学してこないので、その分、入学者が

減るのでは？という不安がでてきます。 

もちろん、そのような「入学金を準備できない学生」は、減りますが、そのことと入学者の

増減は別の問題です。 

入学者を集めることは、正しい募集戦略とそれを効果的に実行したことで、成果が上がる

からです。 

 

他の努力をしないで、「入学金を準備できない学生」を多く集めたいのであれば、規則を

甘くすることも必要だということでしょう。 

 

２つ目のリスクは、「学費滞納者の進学を認めない」ということを実行することで考えられ

ることは、「留年するなら退学しよう。」という学生が増えて、結果的に学生数が減る（収益

も減る）のではという不安でしょう。 

 

しかし、これも、学校側の勝手な思い込みであって、実際、それを徹底的に実行すると、

ほとんど（他から学費を用立てられる）の学生は期限どおり納入します。 

 

これは、以前、私が勤めていた専門学校でのことなのですが、進学時の学費滞納を許し

てしまい、かなりの人数の学生が滞納のまま２年次に進級していました。そのまま卒業を

迎えると、卒業時には１年次と２年次の学費がたまっているのですから、進級時の時より

もはるかに大変なはずです。 
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ところが、その学校では卒業時の滞納は一切認めていませんでしたので、毎年、そんな

状況にも関わらず、ほとんどが学費の未納分をきちんと納付して卒業式に間に合ってい

るのでした。 

 

しかし、学生（保護者）にすれば、このように卒業前にまとめて大きな金額を準備するより

も分割して、支払っている方が楽にちがいありません。 

当の本人も分かっているのですが、「先伸ばしの心理」や、進級・卒業できない場合に学

費未納のまま退学したほうが得だという「駆け引き」があるからなのです。 

 

この場合、学生（保護者）には、「ふつうに真面目にやっていれば進級や卒業できる。」こ

とをきちんと説明してあげることが必要です。その上で、「進級・卒業の条件で不足してい

るのは学費だけ」なのだということを言ってあげると、「何をすることが得策か？」は、誰で

も理解できます。 

 

３つ目のリスクは、「厳しすぎるのでは？」というのがありますが、これは、厳しくすることで

学校への反抗などトラブルが増えるのではとの不安からです。 

確かに、そのことで、「この学校は厳しい。」と思われますが、それがそのまま学校への反

抗やトラブルへと繋がることはありません。 

 

どうしてかと申しますと、学生が学校への反抗心を持つ、学校（教師）とトラブルになると

いうのは、「規則を守る」ということと別の問題であるからです。そのような問題が起きるの

は、ほとんどが、はじめに教師と学生のコミュニケーションがとれていない、学校が学生を

理解していないことから起きているがからです。 

 

ですから、規則を厳しくすることで入学者が減る、退学者が増えるという不安リスクよりも、

学内や学外から「規則が徹底したきちんとした学校」という良いイメージを持たれるメリット

の方が多くなります。 

 

このようなことを書くと、単純に「学生に督促を出す」という教職員がでてきますが、これは、

学校を尊厳あるものにしたいならば、してはいけない行為です。 

 

なぜなら、学校は企業ではありません。また、社会でもありません。「学校は、企業や社会

に送り出すために学生を養成している教育機関」です。 

いくら社会通念で督促行為が認められていても、教育の場で「学生に督促を出す」ことは、

学生（保護者）への配慮に欠けます。 
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教育現場で督促行為を行なってしまうと、学生（保護者）や世間からは、「金儲け主義の

学校」というレッテルを貼られます。 

こんなレッテルが一度でも貼られてしまうと、後からどんなに努力しても、その学校にはブ

ランドや威信からはほど遠い「金儲け主義の学校」になるのです。 

 

では、どうすれば、学校は督促もしないで学費滞納を減らすことが出来るでしょう。 

 

先ずは、入学時に徹底的に規則を守らせることです。そのためには、学校説明会の場や

学生（保護者）からの問合せの時に、はっきりと規則について説明してあげることが大事

なことです。ここで、あやふやな表現で答えてしまうと、トラブルを生むことになりますので

気をつけてください。 

 

どこの学校でも、入学後直ぐには校則を学生に配布し、その説明も丁寧にします。ところ

が、ほとんどの学校では、その後、そのような機会がないのです。 

もちろん、時間がとれないという理由がありますが、一度の説明で頭に入っている学生の

方が少ないのが現状です。 

それに、卒業までに校則を見直す学生が、どれくらいいることでしょう？ 余程の理由が

ない限り、ほとんどが見ないことでしょう。 

 

ですから、一度だけの説明や校則を渡しただけでは、「学費滞納を無くす」ことにはつなが

りません。 

本気で「学費滞納を無くす」のであれば、本気でそのことに取り組まないといけません。 

 

そのためには、時間をつくり、校則（学費納付）説明の機会を数回設ける、また、保護者

へも同じように「学費納付」についての案内を定期的に送るべきです。これは、入学後直

ぐに続けて行なわないと、進級前や卒業前では意味がありません。 

 

「学費納付」の説明する手紙に関しても、「学費納付」のことだけに集中して書く必要があ

ります。そのようにしないと、学校が何を言いたいのか伝わらないからです。 

また、手紙の内容では、相手の立場を配慮していることも重要なことです。それによって、

学校の立場も理解してもらえることになるのです。 
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創業理念を前面に出せば学生が集まらないのは、な

ぜ？ 

ビジネスを起業して失敗するケースで、もっとも多いのが、 

「自分の売りたい商品（サービス）に関するビジネス」だそうです。 

 

反対に起業で成功するケースというのは、 

「お客が欲しいものを探してはじめたビジネス」だそうです。 

 

この話を聞くと、納得してしまいます。 

 

私もそうだったのですが、ビジネスを起すときには、 

「お客さまにこんなサービスで喜んでもらいたい。」と、思ってはじめました。 

 

でも、実際に営業をしてみると、自分が与えたいと思っていたことと、 

お客さまのニーズ・ウォンツが違っていることに気がつきました。 

 

それでは、営業がうまくいくはずがありません。 

 

こんなふうにして、起業したときには、自分の思い込みが強いために、 

「自分の商品は良い商品（サービス）なので必ず売れるはずだ。」となるのですが、 

お客には受け入れてもらえません。 

 

ビジネスで失敗する場合というのは、自分の思いとお客の思いにギャップがあるので

す。 

できれば、自分の思いがお客と一致しているのがベストなのでしょうが… 

 

 

実は、学校経営や学生募集でも同じことが言えます。 

 

学校側が考えていることと、受験生との間に考え方のギャップが大きいと、 

応募が少なくなって当然です。 

 

学校側が考えていることと、学生との間に考え方のギャップがあれば、 
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学生の満足度が減って当然です。 

 

 

それでは、どうすればいいのでしょうか？ 

 

学生募集で効果をあげるためには、受験生のニーズ・ウォンツを調査することが必要

です。 

そして、受験生のニーズ・ウォンツに合わせた教育内容や学生生活を計画しアピール

することです。 

 

受験生というお客さまに来てもらうためには、受験生が望むモノを売ることしかありま

せん。 

こんな簡単な道理なのですが、頭が固くなると、中々実行できないものです。 

 

これから学校を繁栄させることを優先させるのであれば、 

時代の流れを察知して、柔軟に対応することが大事なことです。 

 

時代とともに、若者の考えや嗜好、生活すべてが変化しています。 

いつまでも、創業時の考えを貫ける良き時代は、終わりました。 

 

現在の社会のニーズ・ウォンツに合わせた教育サービスによって、 

学生を満足させることで、学校経営は、安定することでしょう。 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心ある方はこちらもご覧ください。 

 

 

学校改革のアイディアを簡単に出す方法 

昨晩、某テレビ局番組の「カンブリア宮殿」（司会：村上龍）に、品川女子学院の漆校

長が 

出ていましたので、ご紹介します。 

 

品川女子学院といえば、わずか７年で偏差値が 20 ポイント以上アップし、 

入学希望者数も６０倍に跳ね上がった凄い学校です。 
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昨日のテレビをご覧になることができなかった方のために、 

カンブリア宮殿ＨＰより抜粋しましたので、お読みください。 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

2008 年 11 月 24 日放送（ＴＶ東京） 

「やる気のスイッチを入れる極意！教えます。」  

ゲスト：漆 紫穂子（うるし・しほこ）氏  （品川女子学院 校長） 

【放送内容】  

 

「時代の変化に対応させる、組織改革」 

それを、教育業界で実現させた人物がいる。 

80 年以上の歴史を持つ中高一貫教育の女子校、 

品川女子学院の６代目校長 漆 紫穂子（うるし・しほこ）だ。 

 

 

80 年代中ごろ、この学校の偏差値は平均以下、また受験生たちには不人気で 

１学年の生徒数が「わずか 5 人」という、廃校寸前の危機に陥った。 

 

 

漆は、学校の校名、校舎、校則、制服など、あらゆるものを大改革した。 

さらに、生徒のモチベーションを上げるために 

自主性を重んじた、ある仕掛けを作り出した。 

 

 

これで品川女子学院は、わずか７年で偏差値が 20 ポイント以上アップし、 

入学希望者数も６０倍に跳ね上がった。 

 

 

品川女子学院はいま、生徒が「ヤル気のスイッチ」を入れる、ある取り組みをしている。 

その名は「２８プロジェクト」。 

「２８プロジェクト」とは、大学入試を生徒の目標にさせるのではなく、 

28 歳をゴールにして、将来の目標を据え、逆算して必要な教育を受けさせる 
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品川女子学院オリジナルのライフデザイン教育。 

 

 

漆は、この「28 プロジェクト」に、ビジネスも持ち込んだ。 

企業とのコラボレーションによる新商品開発、株主総会、企業体験… 

こうした実践的なビジネスを通し、生徒の「ヤル気のスイッチ」が入る。 

生徒たちに将来の夢を尋ねると 

「科学捜査研究所勤務」「再生医療の道に」「裁判官に」と 

具体的、かつ多彩である。 

 

 

生徒のモチベーションを高め、潜在的な能力を引き出す術に、迫る。  

-------------------------------------------------------------- 

（日経ビジネスから） 

漆さんが品川女子学院の教師になったのが 1989 年、その後わずか 7 年余りで次々

に大胆な改革を行った。 

 例えば「品川中学、高校」から「品川女子学院」へ校名変更、セーラー服からかわい

らしいチェックのプリーツスカートの制服への転換、漆家が借金の個人保証をしたとい

う校舎の全面改装。北品川駅前の校舎は茶色の壁で外界と隔てられ、セキュリティー

も万全だ。構内にはおしゃれなカフェテリアもある。しかし、それらは少子化時代に生

き残ろうとする私学なら、どこでも考えつきそうなことだ。 

 「見た目の改革は、氷山の一角に過ぎません。1990 年から、中と外の改革を 7 年ほ

どの間に一気に進めました」。中の改革とは、進路指導の充実などカリキュラムを変

えることはもちろん、広報の見直し、教員採用の充実などを含む。現在、品川女子学

院は TOEIC を指標とした英語教育や、企業とのコラボレーション教育でも知られてい

る。高校 2 年の時点で TOEIC990 点中 830 点をマークした生徒もいるという。 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

どうですか？ 

 

あなたの学校のこれからの戦略の参考になるとおもいます。 

 

漆校長のお話のなかで、特に印象的だったのが、 
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「教師としての経験しかなかったのですが、学校改革という情熱のために 

学校経営に無我夢中で取り組みました。」ということです。 

 

学校改革では、良いと思ったことは、とにかく取り入れ実行していったそうです。 

ところが、うまくいったのは、１０の内、１つか２つ。 

 

周囲からの反対や不評も多かったそうですが、 

成功が１つ２つと増えていき、学校改革の成果がでてくると、 

状況は一変していったのです。 

 

学校改革に限らず、会社でもお店でも同じことが言えます。 

 

戦略計画を立てても、すべてがうまくいくことなど稀です。 

品川女子学院のように、１０の内１ついけば、いい方です。 

 

改革で重要なことは、前向きにチャレンジする精神です。 

実行力にあります。 

 

そして、漆校長もおっしゃっていましたが、チャレンジしてみて、 

うまくいかなかったときには、直ぐに中止する勇気です。 

 

この柔軟性も大事なことです。 

上手くいかなかった。失敗したときに、直ぐに見極めて方向転換することも大事です。 

 

でないと、どんどんと、深みにはまっていくからです。 

 

品川女子学院の結果だけ見ていると、凄いアイディアを取り入れているように 

思うかもしれないですが、どこの学校でも、それくらいのアイディアはあります。 

 

ただ、違うことは、「実行力」です。 

 

どうして、実行力に差がでると思いますか？ 

 

それは、学校トップのモチベーションにあります。 

学校トップに迷いがなくなり、教育への情熱を取り戻すことができれば、 

モチベーションは、高まります。 
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学校トップに積極性がでれば、やる気は教職員へも伝達していきます。 

学校全体のモチベーションがあがれば、学校改革のアイディアなどは、 

自然とでてくるものです。 

 

それは、「ウチの学校ならできる。」という自信からなのです。 

学校トップのモチベーションを上げることができれば、教職員は自校の可能性を信じ

るようになります。 

 

よく、「良いアイディアは無いですか？」と尋ねられる方がおられますが、 

アイディアは、自分の頭の中で寝ていることが多いものです。 

 

学校改革で重要なことは、良いアイディアを出すことができるように、 

学校全体のモチベーションを上げることにあります。 

 

 

『学生を集める学校コンサルタント』に関心ある方はこちらもご覧ください。 

 

 

基本を制する学校が繁栄する真実 

 勉強でもスポーツでもビジネスでも上手くなる１番のコツは、「基本」に忠実なことです。 

 

勉強の場合、いきなり応用問題を解く練習ばかりやっていても、本当の学力はつきま

せん。 

スポーツの場合でも、たとえオリンピックで金メダルをとった選手にしても、毎日の基

礎練習は欠かしていません。 

 

同じように、経営であっても、基本が出来ているから、景気不景気に左右されず繁盛

していけるのです。 

 

経営の基本とは、何だと思いますか？ 

 

それは、じつにシンプルなものです。 
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経営の基本 

 

１、ニーズのある商品を売っている 

２、集客力がある 

３、リピートが多い 

４、顧客からの信頼がある 

５、利益が上がる 

 

 

他にもありますが、以上のことができていると、経営は繁盛し存続します。 

これは、誰も否定できないことです。 

 

「なんだ、そんなこと誰でも知っているよ。」 

と仰られるかもしれませんが、経営の基本とは、それくらいシンプルなことです。 

 

ところが、いつも繁盛している会社もあれば、倒産する会社もあるのは何故でしょう。 

 

知識としては、経営の基本を知っているのですが、実行していないのです。 

実行していなければ、知らないのと同然です。 

 

会社の経営状態が悪くなってから、「何が悪いのだろうか？」とか、「どうすれば経営

が上向くのだろうか？」と悩んでしまうのです。 

 

そして、これと全く同じことが、学校経営でも起きる場合があります。 

そんな時には、先程の経営の基本に照らし合わせて考えると答えがでます。 

 

 

学生が思うように集まらない場合に、考えられる原因として 

 

１、学生や受験生が、本当に学びたいカリキュラムであり、授業内容、教育方針であ

るか？ 

 

２、学生募集テクニックを駆使しているか？ 
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学生募集テクニックとは、もう少し詳しくいうと、「適切なメッセージを適切なメディアに

載せ、適切なマーケットに届けること。」です。 

 

３、毎年、同じ高校からの受験生があるか？無いとすれば、何故無いのか理解してい

るか？ 

 

４、顧客である在校生やお得意先の高校から、自校への信頼度調査を行なっている

か？不満点について改善しているか？ 

 

５、募集計画を綿密に立てているか？そして、計画の見直しをしているか？ 

 

 

当然すぎるほど、当然なことなのですが、実際、学生募集でつまずくケースでは、この

学校経営の基本ができていないことが多くあります。 

 

ですから、これらの一つでも、思い当たる点があれば、そこが問題箇所であり、改善さ

れるべきなのです。 

 

これら基本をはずれて、戦略を練ったり奇襲戦法をつかっても、一時しのぎであり、本

当の意味での学校繁栄を確立することは困難になります。 

 

 

 

学生満足度が大学の生き残りを左右する 

 「大学、定員割れ」というキーワードで検索をしてみたところ、興味のあるタイトル名の

サイトが多く検索されました。 

 

中でも、「教授はホームレス予備軍、大学が危ない！」（NEWS WEB JAPAN)は、特に

興味あるタイトル名でしたので、すぐに拝見させてもらいました。 
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日本私立学校振興・共済事業団の冠地和生・財務相談支援センター主任研究調査

員の談話が掲載されていましたが、やはりという内容でした。 

（下にご紹介します。） 

 

「欠員率が高いから、その大学が危ないというわけではない。問題なのは、大学が学

生に満足感を与えられるかどうかです。 

ウチには、全国の私大から相談が寄せられるのですが、その件数が飛躍的に増えて

いるし、中身も深刻になっている。 

真剣に悩み改善し充実させたうえ、受験生や学生に支持されたところは生き残るし、

そうでないところは淘汰される。 

著名か著名でないか、偏差値が高いか低いかはあまり関係ありません。 

大学が偏差値で受験生を振り分けていた時代は終わった。受験生が大学を選択する

時代だが、その選択の基準である「満足度」は、ある程度、明確である。」 

 

 

学生満足度に関しては、私のブログやホームページでも何度となく、お伝えしているこ

となのですが、やはりという感じですね。 

 

学校側が学生を選ぶ時代が終わり、学生側が学校を選ぶようになると、当然、マーケ

ティング理論が成り立っていきます。 

 

顧客は、顧客が満足できる商品またはサービスを買い求めるからです。 

学校においても、同じように、受験生（学生）が満足できる教育が受けられるところを

受験するというのは、当然すぎるといえば、当然の流れです。 

 

このような記事が発表されれば、すぐに、「満足度、満足度」と、言葉だけが先走りす

るのでしょうが、 

では、「学生の満足度」とは、何でしょう？ 

 

学生の満足というのは、ある一人の学生がその教育に満足していることが分かったと

しても、そのまま、別の学校に当てはまるわけではありません。 

 

「えっ？」と思われるでしょうが、 

じつは、学校それぞれのコンセプトが違うからです。そして、ターゲットも違うからです。 

 

ターゲットが違うのですから、他の学校のターゲット（受験生）の「満足」が、そのまま
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当てはまらないということになるのです。 

 

では、どうすれば、自校の「満足」を探すことができるでしょうか？ 

 

それは、自校の学生に聞くしかないのです。 

いくら、教職員が頭をひねっても、本当の答えはでてきません。 

 

「学生の満足度」は、学生でしか分からないのです。 

 

「それじゃ、学生からアンケートをとればいいんだ。」というようなものでもないのです。 

もちろん、学生からアンケートをとることは、大事な作業ですが、 

もっと大事なことがあります。 

 

それは、学生から本音を聞くことです。 

アンケートでは、ある程度、表面的なことは調べることができても、学生の本音という

ことに関しては、どうしても調べられません。 

 

そのためには、学生個人と面接して、学校の良いところ、悪いところ、直ぐに改善しな

ければいけないところを聞かないといけません。 

 

そのように、学生から本音を聞きだすには、普段からコミュニケーションが良く取れて

いて教員と学生との信頼関係がないと、難しいものです。 

 

でも、教員に信頼があると、学生は、いろんなことを教えてくれるものです。 

そうすると、「あの先生が嫌いだ。」とか、悪口にとれるものも出てきます。 

 

ところが、その本音が、重要なのです。 

ただ、学生から「不満足点」を教えてもらっただけで終わってしまったなら、同じことで

す。 

 

大事なことは、改善箇所を改善することなのです。 

その一つ一つの改善の積み重ねによって、「学生満足度」が向上するのです。 

 

そのようにして、調査結果を改善行動に移すことができる行動力のあるところが、最

終的には、生き残っていくのでしょうね。 

 



214

学校コンサルティングに関心のある方はこちらも参考になります。 

ご覧ください。 

 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

⇒『学生を集める学校コンサルタント』 

 

 

 

学生募集 

 

確実に入学者を増やす方法はあるのか？ 

確実に入学者を増やす方法はあるのでしょうか？ 

 

こたえは、「ＮＯ」です。 

 

えっ？と思われるかもしれませんが、 

「確実に入学者を増やす方法」は存在しません。 

 

確実に入学者を増やす方法があるとすれば、専門学校の学生募集担当教員のやる

気だけです。 

と申しますのは、「入学者を増やすための方法」は、いくらでも存在しますが、 

その方法を実践するのは、募集担当教員だからです。 

 

専門学校の募集担当教員に 

何がなんでも、学生募集の目標を達成するという意気込みがあれば、 

入学者を増加することは、可能です。 

 

学生募集担当教員の熱意だけで、はたして入学者は増加するだろうかと、 
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専門学校のトップのあなたは、不信感を持たれているのでは？ 

 

では、 

 

具体的に専門学校の入学者を増やすための方法とは 

 

学生募集には、マーケティングごとにステップがあります。 

 

入学者を獲得するための学生募集のステップとは、 

資料請求→（問い合わせ）→オープンキャンパスなどのイベント→受験→入学 

 

具体的作業手順 

 

１、貴校の今年度分の学生募集での各ステップの数値を明確にする。 

 

２、次に各ステップで、具体的にしたことを紙に書きだす。 

  この作業で、何が良くて、何が悪かったのかが、見えてきます。 

 

３、来年度の入学者と受験生の数値目標をたてる。 

  目標の受験者数から逆算して、学生募集の各ステップの数値目標をたてる。 

 

４、学生募集の各ステップでに数値目標を達成するために、何を実行すれば 

良いのかアイディアを出す。 

 

５、今年度の結果を検証して、反省点を改善した来年度の学生募集計画を立てる。 

 学生募集計画を立てるときには、必ず、期限を設けること。 

 期限の無い目標や計画では、学生募集担当教員のモチベーションが下がってしまう

からです。 

 

６、学生募集計画にたいして、学生募集担当教員みんながコミットメントする。 

 （ コミットメントとは、各自担当者が責任を負った必達目標のこと。） 

 

７、学生募集計画を実行しながら、常にＰＤＣＡサイクルを行なう。 

 （ＰＤＣＡサイクルとは、計画→実行→評価→改善→実行のことです。） 
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ＰＤＣＡサイクルは、現在、世界中のどこでも取り入れられている理論です。 

 

理論という言葉が、ミソです。 

いくら実証されている理論であっても、それを実行するのはあなたです。 

 

「忙しい」「面倒くさい」「うちでは…」「時間が無い」「人材が無い」etc 

 

あなたが、このように言い訳をすることで、行動しなかったら 

どんなにすばらしいアイディアでも机上論で終わってしまいます。 

 

だからこそ、アイディアを実行する人のやる気をあげることが重要です。 

ところが、人間だれでも弱気になり消極的になりこともあります。 

そんな時、専門家からサポートしてもらえば、安心です。 

 

上林厚司郎のスクールコンサルティングでは、 

学生募集効果を上げるなど経営改善のアイディアがいっぱいあります。 

それだけでなく、あなたさまのやる気をサポートするシステムもあります。 

 

試しに一度、上林厚司郎のサイトを覗いて見ていただければ幸いです。 

 

 

 

 

全員卒業できる学校は良い専門学校？ 

 

卒業式前になると、専門学校のなかでは、いろんな思いが交錯します。 

教員 A「全員無事に卒業できて良かったな。」 

教員 B「えっ？あの学生でも卒業できるの？（こんな学生を卒業させて良いのだろう

か？）」 

 

どちらの意見も正論です。 

どういうことかと申しますと、入学者全員が留年や中途退学をすることなく 

全員卒業するということは、学生にとっても専門学校にとっても嬉しいことです。 
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また、学業をしっかりと修めない者を卒業させて良いのだろうか？と、教員が学校の

社会的責任を感じることは大事なことです。 

 

ところが、学校経営の視点から考えると、退学者を出すということは、収益に関してデ

メリットになります。 

学費収入に関しては、一人の退学者は、一人の入学者の分に該当します。 

ですから、募集経費をつかって、折角、入学してもらった学生は大切に育てる必要が

あります。 

 

専門学校で学生が退学するということは、金銭面のデメリットだけでなく、他の学生に

も悪い影響を与えます。 

 

退学した学生の友達を中心に学校への不信感が募っていくからです。これは、その

退学した学生の母校である高校の先生も同様で、自校の卒業生が専門学校で挫折

したことに不快感を持つことにつながります。 

 

学生を送り出した側の高校の先生にすれば、専門学校で育ててもらえるとの期待感

をもって学生を送り出したわけですから、「退学」は、専門学校側の裏切り行為ととら

えられてもしかたありません。学生の側にいかなる退学理由があっても、高校の先生

には決して良いようには理解してもらえません。 

 

 

・学生が退学する前に、専門学校の教員からのフォローが無かったのだろうか？ 

・その学生に専門学校の学業についていく能力が不足しているのだったら、なぜ入学

を許可したのだろうか？ 

・もし、その学生の能力が低いのならば、それを補助して育てられる仕組みが、その

専門学校にはなかったのだろうか？ 

 

このように、結局は、専門学校側に学生を育てる力が充分に備わっていないと、捉え

られてしまいます。 

高校の先生にそのように思われては、以後、高校生を送ってくることは無くなるでしょ

う。 

 

今後の学生募集を考えれば、学生が退学することで起こるデメリットは、収益よりも大

きいものがあります。 

学生募集担当者が、何年もかけて高校訪問し築いた信頼関係が、一瞬でなくなるの
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ですからかなりの損失です。 

 

学生募集担当教員が、真面目に高校訪問をしていていても、募集効果があがらない

理由の裏には、こんな事情が隠れているケースが多くあります。 

 

中途退学の理由には、授業や実習についていけないというのがありますが、これは、

先程、お話しましたように、入学時点で学業についていける学生を入学させることが

基本です。 

 

いくら定員を割るようでも、学業についていけない学生を入学させてはいけないことで

す。 

当然のことなのですが、この基本的なことができていない学校が多いのです。 

 

ですから、どんな学生でも、入学させると決定したのであれば、専門学校側がその学

生を何がなんでも育てて卒業させるというコミットが必要です。 

それだけ、学生を受け入れる専門学校には責任があるのです。 

 

入学時点で学生を卒業させるコミットメントがあれば、その学生をどのようにして卒業

まで育てていくかという計画が明確になってくるわけです。 

 

このように専門学校に入学してくる学生に対して、専門学校側が明確に責任をもって

いる学校では、学生だけでなく学生を送り出す高校側からも信頼を寄せられます。 

 

当然ですが、そんな学校では学生募集が楽にできています。また、退学者が少ないと

いうことは、学生募集の無駄もありません。 

 

何よりも入学してきた学生が卒業できることは、学生自身が幸せなことです。 
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今、介護福祉の専門学校が危ない 

 

介護福祉の専門学校では、全国的に定員割れや募集停止という状況が増えていま

す。 

 

その理由はというと、福祉の現場は、「仕事がきつい」、「給料が安く、結婚後の生活

が心配」というのがあります。 

 

また、福祉施設の経営者側からは、「報酬が低く、人件費を抑えないとやっていけな

い」、「施設を開所したが、職員が集まらない」という声が聞こえてきます。 

どれも切実な問題です。 

 

他にも、厚生労働省が介護福祉人材の補完策としてフィリピン人介護福祉士の受入

れを表明しています。それに伴い、国家試験制度もすべての人が国家試験を受けな

いといけなくなるようです。 

 

ところが、その国家試験に落ちた人には「准介護福祉士」という１ランク下の資格が与

えられるなどと言われていますが、度々、国の方も決めていた計画が変わるので、福

祉を希望する人たちからは、国に対して不信を持たれている感があります。 

 

仕事がきつい、辛い、安い、上に、このように、将来が不安であれば、高校の先生に

限らず、保護者や知人なども、人情的に「福祉はやめた方がいいよ。」となります。 

 

この状況を逆なでするように、マスコミもマイナス要因をピックアップして視聴率をあげ

ようとします。 

 

介護福祉の専門学校が、この現況をしっかりと認識しないで他の分野の専門学校や

短大と同じ戦略をとっていたら、この分野の３分の１程度の学校が募集停止や閉校に

追い込まれるでしょう。 

 

どうして、３分の１程度なのかというと、いくら福祉の人気が無くなってきたからといっ

ても、介護福祉の社会的ニーズは、それなりにあるからです。 

 

専門学校が、ここで我慢をして学校を存続できれば、将来的には、必ずいい日がやっ
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てくることでしょう。 

 

実は、福祉関係のみなさんが一番良くご存知のように、今後１５年から２０年後に介

護福祉関係のピークが訪れます。これは、団塊の世代が、介護を必要とするようにな

るからです。 

 

その団塊の世代が介護を必要になったときのために、法的に介護福祉関係が整備さ

れました。介護保険制度や、介護福祉士（国家資格）などです。そして、時代のニーズ

によって介護福祉士を養成する専門学校や短大の設立も国から要請されたのです。 

 

日本や地球に想定外の異常事態が起きない限り、１５年から２０年後には介護福祉

のニーズがピークを迎えます。 

 

それは、突然に来るのではなく、序序に増えていきますから、施設や事業所もその時

までには、かなりの数に増えていく事でしょう。 

 

これは、今、専門学校に入学した者が、３５歳から４０歳になったときの出来事です。 

 

福祉の現場で、３５歳から４０歳というと、職場では一番油ものっており、その時には

主任や課長の役職についていることでしょう。 

中には、施設長などトップになっている人が居られても不思議ではありません。 

 

とにかく、介護福祉の現場でその年代まで頑張った人たちが、その現場でリーダーシ

ップをとっていると予想できます。 

 

これほど、自信をもって予想できる職種が、ほかにあるでしょうか？ありません。 

 

現在、どれだけ景気がよく好調に収益をあげている企業であっても、明日、どうなるか

分かりません。 

福祉の分野でも、同じだろうといわれるかも知れませんが、この分野は別です。 

 

というのは、介護福祉の分野（社会福祉）は国家が推し進める事業です。つぶす訳に

はいきません。 

 

景気が悪いからといって、介護福祉の施設や事業所を簡単につぶしていては、利用

者に悪影響がいきます。 
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民主国家の日本が、そんなことはできません。 

国民の信頼がなくなり、政権を維持できなくなるからです。 

 

日本という国は、団塊の世代がベビーブームで生まれたときから、日本の経済、政治、

などを主導しています。 

その延長が、今後１５年からの介護福祉分野なのです。 

ですから、多くの企業もこの介護福祉分野に参入してきています。 

 

「その流れに乗ることが、これからの若者の賢い選択だ。」 

 

ということを、学生募集のあらゆる機会にアピールしないといけません。 

介護福祉分野の専門学校や短大が、学生を集めたいのであれば、 

このことを大きな声で言わないといけません。 

 

このことを、高校生だけでなく、高校の進路の先生もほとんどが知りません。 

おかしな話ですが、福祉の現場で働く人たちも、この話を聞くと、モチベーションがあ

がります。 

 

現場の職員でも、マンネリ化で忘れているのかもしれません。 

養成校の知っている人たちが教えてあげないと、知る機会もないのです。 

 

私は、福祉の専門学校の将来は、明るいと予想していま

す。 

 

ただし、この厳しい時を乗り越えるために、一歩先を行こうという勇気のある専門学校

ならではのことです。 
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介護福祉士４年制大学８割定員割れ 

遅くなったのですが、こんな記事を発見したので参考までに掲載します。 

 

（2008 年 5 月 4 日 読売新聞より） 

介護福祉士、養成大８割定員割れ…低賃金などで敬遠 

 介護福祉士を養成する全国の４年制・短期大学で、養成課程入学者の定員割れが

相次いでいることが、読売新聞の全国調査でわかった。回答のあった大学の８割で今

春入学者が定員割れとなり、ほぼ半数で定員充足率が５０％を下回っていた。 

 各大学は、介護職が「低賃金・重労働」といわれることや、コムスン問題の影響を指

摘。養成課程から撤退する学校もあり、介護保険を支える人材の不足が深刻化しそ

うだ。 

 介護福祉士は、高齢者や障害者の介護を行う国家資格で、全国で約６４万人いる。

介護保険の導入に伴って各大学が介護福祉士の養成課程を開設し、国の指定養成

施設の大学は全国で約１５０校にのぼる。調査は４年制・短期大学計８０校を対象とし、

うち５１校が回答。５１校の同課程入学者は２００５年春の３２７３人をピークに３年連

続で減少し、今春は０５年より３０％少ない２２６６人。４２校で定員割れが生じ、２５校

で定員充足率が５０％以下となった。 

 九州のある大学では定員４０人に対し入学者はわずか４人で、近畿の短大も定員５

０人に入学者は７人。今春の定員充足率が７割の北海道の大学は、来年度の募集中

止を検討している。 

 各大学は定員割れの理由について、「社会的地位が低い」「コムスン問題で業界イ

メージが悪化した」とし、奨学金を受けた学生が「介護職の賃金では返還できない」と

いう理由で一般企業に就職した大学もあった。日本福祉大（愛知県）の担当者は「高

校の進路指導の選択肢から介護福祉士が除かれつつある」と嘆く。 

 危機感を抱く４年制大学は年内にも、「介護福祉士養成大学連絡協議会（仮称）」を

発足させるが、厚生労働省は「養成施設対策は手つかずで、今後取り組むべき問題」

としている。 

 

やっぱりという感じですね。 

これは、４年制大学を対象にしたアンケート結果ですが、専門学校でもおそらく同様の

結果となるでしょう。 

 

ただ問題なのは、このような結果をみて暗くなるのではなく、「だめになる学校では何

が駄目だったのか？」とか、「今、努力をすれば逆にチャンスなのでは？」というように
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前向きに考えることが大事なことです。 

 

前向きに考えるヒントはこちら→ http://ueb-a.com/ 

 

 

はじめに学生募集ありき 

 

どんなに立派な理想をいったとしても学生が集まらなくては、学校としての体裁が保

てません。 

学校を繁栄に導くためには、募集定員を確保することは最低条件になります。 

ところが、多くの学校がこの大事な募集ということに力を入れないで疎かにしています。

このように申しますと、「ウチの学校では、○千万円も広報につぎ込んでいる。」と、お

っしゃることでしょう。 

 

私が申したいのは金額のことではなく、「重要ポイントにどれだけ労力を集中して注ぐ

か？」ということです。 

たとえ、広告にいくら経費をつぎ込んでも、その見返りは、「資料請求」だけになります。

資料請求がたくさん来たからといって満足していても、それが、そのまま受験につな

がる保障はありません。後々、資料請求者へのフォローをほっておいたら、ほとんど

の受験生が他校へ流れてしまうことでしょう。 

 

多くの学校が見落としがちなのですが、受験率にもっとも影響する募集活動というの

は、体験入学や学校見学会など、受験生が直接学校に来た時です。 

体験入学や学校見学会に来る受験生というのは、学校にかなり関心があるから訪れ

たのです。この最も入学見込みのある受験生に対して、強くアプローチをしないようで

は、今まで広告にかけた多額の費用が無駄になってしまいます。 

 

学生募集で戦略を考えるときには、広告と体験入学（または見学会）のバランスが重

要になります。まったく広告を出さないようでは、資料請求もあつまりません。しかし、

広告だけに頼っていても受験生は集まらないということを理解する必要があります。 

 

さらに付け加えると、永続的に定員を集められるような繁栄する学校をつくるには、教

育の中味が充実していて、教職員、学生ともに明るくやる気に満ちた学校でなければ

なりません。 
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当然のことなのですが、中味がいい加減であれば、たとえ２～３年の間、学生を集め

られたとしても、それが、いつまでも続くことは決してありません。 

 

昔と違い、情報が簡単に入る時代ですから、受験生や保護者の目も肥えています。

受験生にすれば、何年もの時間と○百万円ものリスクを背負うわけですから、少しで

も、「自分にとっていい学校を選ぶ。」ことに必死になります。 

 

ですから、体験入学や見学会では、受験生に保護者も同伴してくるケースが増えてい

ます。以前のように、「受験前に、一度見ておこうか。」というような軽いノリではなくな

っています。 

 

「この学校に入学して、本当に大丈夫だろうか？」 

「悪いところは、無いだろうか？」 

 

このように、一つ一つ、学校のあら探しをしてチェックをしているのです。何か一つでも

気に入らないことがあれば、他の学校に変えようと思っているのです。 

 

ですから、学校側としても、このことを十分理解して気を引き締めてから取り掛からな

いと、折角のチャンスを取り逃がすことになってしまいます。 

 

 

イベントを成功させるための最低限の注意事項として、 

 

１、学校周辺の道路の清掃 

校門前にタバコのポイ捨てや空き袋が落ちているようでは、それだけで、かなりの受

験生を逃がすことになるでしょう。 

 

２、校内の清掃 

校内が清潔かどうかで、その学校の日常の様子が想像できてしまいます。特に、下

駄箱やトイレを綺麗にしていると好感度が上がるので、丁寧にすることです。 

 

 

３、体験入学などで、協力してもらう在校生の人選 

在校生は見た目がポイントです。参加者からは、在校生の内面までは分かりません。

ですから、容姿、服装、態度がチェックされます。体験入学から受験につながる率が

低い学校では、この「在校生の人選」がおろそかにされており、やる気がなく態度の悪
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い在校生が原因で、学校の評価を下げることが多くあります。 

 

４、体験入学などで、協力してもらう教員の人選 

これも先程の在校生の場合と同じ理由です。チェックをするのは、受験生ですから、

受験生の目線でイベントを考えることが重要になります。 

間違っても、まだ入学もしていない参加者に向かって、上から目線で話すような教員

は外すべきです。体験入学の参加者は、将来教えてもらうかも知れない相手に対して

緊張しています。参加者の緊張感を和らげるためにも「優しく親切に」が、対応の基本

になります。 

体験入学での募集効果を狙うのであれば、顧客満足度を上げることを徹底するべき

です。 

 

以上が、体験入学で最低限行なわないといけない注意事項ですが、もちろん、他にも

努力することで、効果が上がることはたくさんあります。でも、これだけ実行するだけ

でも効果はあります。 

 

 

イベント参加者の感情を動かす 

 

体験入学などのイベントで効果をあげるには、いろんな方法が考えられますが、大事

なことは、参加者を中心に考えたイベントにすることです。 

また、イベントを行なう目的というのは、参加者を受験させることが狙いですから、そ

のことを頭に入れて計画することも大事です。 

 

参加者に、「この学校に入学したい！」と思わせるには、どうすればいいか？このこと

を常に念頭においてアイディアを練れば、素晴らしい計画ができるはずです。 

 

参加者が、「この学校に入学したい！」という体験入学とは、どんなイベントでしょう

か？ 

 

それは、「わくわく！」、「ドキドキ」、「ハッ！と気付き」、「ウンウンとうなずき」、「ジーン

と感動し」、「ヤッタ～」と、参加者の心に感じるものがあるイベントです。 

 

人の行動心理というのは、はじめは理論で納得するのですが、最後は感情が行動を

決定します。この感情を揺さぶるイベントができれば、受験率は跳ね上がることでしょ

う。 
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学校経営で重要なのは、教育内容と学生募集のどち

ら？ 

 

学校経営を考える際に、「教育」を離して論じることは不可能です。 

当然すぎるほど、当然のことです。 

 

たとえば、お店を経営していて、販売するための商品がなければ話になりません。 

販売する商品があっても、偽装や賞味期限切れの食品を売って、そのことが、お客に

知れてしまえば、お店の信用はなくなり、お客は来なくなるでしょう。 

 

同じことが、学校経営でも言えます。 

どんなに大金を使い広告を打ち、学生を集めたとしても、 

教育内容がいい加減であれば、世間の評判も悪くなり、段々と学生が集まらなくなり

ます。 

逆に、学生のためになる良い教育をしている学校というのは、口コミも広がり、人気の

学校となることでしょう。 

 

しかし、 

この常識的な考え方が、今の学校経営を苦しめている原因の一つでもあるのです。 

 

というのは、お店を例に挙げた場合に、どんなに美味しく、お値打ちである食品を仕入

れたとしても、お客を呼び込めるスキルがなければ意味がありません。 

お客が来ないお店では、商品は売れないからです。 

 

お店の主人が、どんなに自分の店の商品を自慢したところで、お客が集まらず、商品

が売れなければ、お店としては成り立ちません。 

 

では、繁盛しているお店が、共通して取り組んでいることとは何でしょう？ 

それは、一貫して、「どうすれば、お客を集めることができるか？」、「どんな方法をと

れば、もっと多くのお客を集められるか？」に集中していることです。 

 

お客を集める手段の一つに、「美味しい食品」や「お値打ち商品」があるのです。 

お店の経営では、このマーケティングの順序を間違えてはいけません。 
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先にお客を集めることなのです。 

 

学校経営でも同じことです。 

学生募集に集中することが重要なことなのです。 

そして、「学生を集めるために何をすれば良いだろうか？」、「学生から学校の人気を

得るためには何をすればいいのだろうか？」と考えることなのです。 

 

そのように、順序立てて考えていけば、自ずと答えが出てきます。 

 

 

実際の学生募集現場での勘違い 

 

始めの説明でお解かりになったとおもいますが、学生募集の現場では、こんな初歩的

な勘違いが多いものです。 

 

勘違いは、学校ホームページ、広告、学校案内パンフレット、ダイレクトメール、体験

入学などの見学イベント、会場説明会にも見られます。 

 

たとえば、学校ホームページの場合、最近はどちらの学校でもホームページ業者に

作成を依頼し、見栄えの良い学校ホームページが多くあります。 

学校職員が手作りで作成したホームページの方が珍しいくらいです。 

 

ところが、このデザイン的にも構成も立派な学校ホームページを折角作成したのにも

関わらず、インターネット上ではほったらかしになっているのです。 

どういうことかといいますと、インターネット上には、学校に関する情報というのは、何

百万件、何千万件という数が存在します。 

学校のホームページは、その中の１つなのですから、あなたの学校ホームページに

偶然当たる確立は、宝くじ以上に困難です。 

 

それでも、インターネットに詳しくない担当者であれば、学校の名前で検索するとか、

アドレスを入力して、ホームページを見てくれるものと勘違いしているのです。 

たとえ、そんな学生がいたとしても、ほんのわずかです。 

 

学生が、インターネットを使って学校情報を調べるときには、一般的には、自分が悩

んでいる事や不安な事、または、将来に希望する事が多いものです。 
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たとえば、そんな学生がキーワード検索をするときには、「友達関係がいい 大学」だ

とか、「やりがいがある 専門学校」で調べたりします。 

実際に、このキーワードで検索すると、「友達関係がいい 大学」が、１4,800,000 件、

「やりがいがある 専門学校」が、1,590,000 件ヒットします。すごい数です。 

 

ですから、学生ホームページを学生募集に利用しようとするのならば、ターゲットのこ

とをもっと深く調べて、「どんな方法を行なえば、もっと効果的に学校ホームページを

見てもらえるだろうか？」と、頭に汗をかく必要があります。 

 

学校ホームページへのアクセスが増えて、はじめて、学校ホームページが活きてきま

す。そして、そこから、資料請求や体験入学などを促す学生募集に活かすことができ

るのです。 

 

体験入学などのイベントでも同じことが言えます。 

どちらの学校も体験入学の企画や準備の段階では、かなりのエネルギーを使い、準

備万端で当日に望みます。 

 

しかし、何か忘れていませんでしたか？ 

体験入学に呼び込むための企画は万全でしたか？ 

昨年以上に参加者を集めるためのアイディアはありましたか？ 

昨年以上に参加者を集めるために、お金と労力を使いましたか？ 

 

これらが無いと、折角準備していた立派なイベント企画も成功できません。 

 

もうお解かりのように、学校ホームページや体験入学だけではなく、広告、学校案内

パンフレット、ダイレクトメール、会場説明会などすべてのことに以上のことが当ては

まるのです。 

 

結論として、タイトルの「学校経営で重要なのは、教育内容と学生募集のどちら？」の

答えは、売るものを用意しただけで安心していてはいけないということです。 

 

それ以上に大事なのは、商品を売るためのアイディア、企画、資金投資、労力、そし

て、やる気です。そのことを理解している学校経営者が繁栄する学校をつくっている

のが現状です。 

 

『学生を集める学校コンサルタント』に興味がある方はこちらもご覧ください。 
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学生募集ー読んでもらえるＤＭの作成方法 

 

このタイトルをご覧になられて、「えっ？」と思われるかもしれません。 

ところが、ダイレクトメールの実体というのは、ほとんどがゴミ箱への直行だからです。 

 

ほとんどというと、曖昧ですが、半分以上は確実に捨てられています。 

今、このブログを読まれているあなたの場合はいかがですか？ 

きちんと、送られてくるすべてのダイレクトメールに目を通していますか？ 

 

たいていの人は、宛名の部分だけを外して、ゴミ箱に捨てます。 

たとえ、開けたとしても中味を確認しないで捨てることでしょう。 

 

ダイレクトメールが、たまに来るようなものだったら、読みたくなるかもしれません。 

しかし、毎日毎日、いろんな所からダイレクトメールが送られてくると、 

実際、迷惑になります。 

「また、送ってきた！」と怒りながらダイレクトメールを捨てるひともいるようです。 

 

ダイレクトメールを送る側は、読んでもらえるとおもって送っているのですが、 

あまりにもギャップがありすぎます。 

 

これは、学生募集でのダイレクトメールでも同じことが言えます。 

だいたい、ダイレクトメールを送る時期というのは、どこの学校も似たような時期になり

ます。 

 

ですから、受験生のお家には、重なってダイレクトメールが送られてくるのですから、 

送られる側の受験生やその家族の方にとっては、迷惑なことが多いものです。 

それで、先ほどのようにして、簡単に捨てられるのでしょう。 

 

学校がお金も手間も掛けて送ったダイレクトメールがいとも簡単に捨てられるのです

が、 

具体的な金銭リスクはというと、 

 

体験入学案内のリーフレット（両面カラー刷り）の一部当たり単価が９０円、 

学校案内パンフレットと募集要項の単価が５００円、 
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中に入れる手紙の印刷単価が１０円、 

封筒印刷代単価が２０円、 

そして、メール便の送料が、２００円、掛かったとして、 

 

ダイレクトメール一部当たりの合計金額が、８２０円も掛かります。 

（学校案内パンフレットを入れない定型外のＤＭの場合でも約２５０円掛かります。） 

 

８２０円が、いとも簡単に捨てられているのです。 

普通では考えられないことですが、 

これはどこの学校でも行なわれている事実です。 

 

どうすれば、ダイレクトメールの無駄を無くし、読んでもらえるでしょう？ 

 

答えは、簡単です。 

「読みたくさせる。」ことです。 

 

ダイレクトメールのデザインが綺麗ということと、読みたくなることは別です。 

綺麗なデザインで、宛名が印刷されていれば、ダイレクトメールということが誰の目に

も一目りょう然です。 

 

そんな手紙より、リサイクルした紙でつくられた封筒で、宛名も手書きで丁寧に書かれ

たものであるほうが、興味も引き好印象をもってもらえます。 

 

大学や専門学校でも、授業のなかで学生に封筒づくりや、手紙のなかに入れるプレ

ゼントを作らせれば、学生にとっても楽しい勉強になりますし、ほとんどお金も掛かり

ません。 

 

また、手紙のなかに入れるプレゼントも学生の手作りで、かさばるようなものであれば、

たとえダイレクトメールであっても、受験生でなくても開けたくなることでしょう。 

 

このようにして、ダイレクトメールの１番の関門は、開封してもらうことです。 

そして、手紙を開けた時に、あなたの学校にたいして興味を引き付けることが重要な

のです。 

 

現在の受験生は、クラブ活動や塾、アルバイトと掛け持ちで忙しく生活しています。 

余程、目を引き付けるものがないと、立ち止まってくれません。 
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そして、現在っ子の特質でしょうか、既製品にはなれ過ぎているのですが、 

手作りのものほど新鮮さを感じるようです。 

 

この現在の受験生の心理を理解できると、いろんな所で応用できます。 

わくわくライブなどのような会場説明会でも、説明会ブースを学生の手作りで、 

楽しく飾ることができます。 

この学生目線でつくることが、受験生にもストレートに伝わります。 

 

どんなに業者が綺麗に飾りつけをしても、学生の手作りには負けます。 

これは、わたしの経験からもはっきり言えることです。 

 

ダイレクトメールでも会場説明会でも、マーケティングの観点からはっきり言えること

は、 

ダイレクトメールを送っただけで安心していてはいけない。 

会場説明会に参加しただけで、安心していてはいけない。 

ということです。 

 

学生募集を一貫したプロセスととらえると、一つ一つの行動に無駄がなくなります。 

いまから行なう活動を、次のステップにつながるようにすることで、 

確実に募集成果は、向上していきます。 

 

「今の仕事は、次の仕事のために行なう。」 

 

『学生を集める学校コンサルタント』に興味がある方は、こちらもご覧ください。 

 

 

学生募集で効果をあげるための電話応対の方法 

 

学生募集では、「電話応対」が重要な位置を占めます。 

ところが、ほとんどの学校では、この電話応対に関して 

おろそかにしています。 

 

「いや、ウチでは、きちんと受付の者がおるので大丈夫。」と言われるかもしれません。 
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でも、電話というのは不思議なもので、電話が掛かってきて応対している時に限って、

また掛かってくるものです。 

電話ではなくても、来客中や急ぎの仕事で、受付の職員が手を離せない時もあります。 

 

そんな時、他の職員が代わって直ぐに電話に出る必要があるのですが、 

普段、電話に出たことがないものは、職員同士で譲りあい、中々、電話にでようとしま

せん。 

 

電話を掛けた相手からすれば、直ぐに電話に出てもらえないと、嫌な感じがするもの

です。 

電話を待っている間に、いろんなことを想像します。 

 

「ここの学校、どうなっているのかな。」 

「職員が少ないのかな。」 

「電話にも直ぐに出ないような、いい加減な学校なのかな。」… 

 

もし、電話を掛けてきた相手が、受験生からの問合せであったなら、 

このように思われたなら最悪です。 

 

受験生が直接、学校に電話を掛けてくるということは、かなり、入学に関して 

関心を持ってのことです。 

 

そこまでに至るには、高額な広告費用を掛け、資料を送り、ダイレクトメールを送り、 

やっと、学校に関心をもってもらったのですから、並大抵の努力ではないはずです。 

 

というよりも、受験生に電話を掛けさせる、学校見学に来させるために、広告やダイレ

クトメールを打っているのですから、すべてを無駄にするような悪い電話対応は考え

ものです。 

 

このように、結構、電話応対に対しての重要性を認識していないケースは多いもので

す。 

 

ですから、折角、他の職員が電話に出られたとしても、すぐに入試担当に電話を回す

こともあるわけです。 

電話を受けた職員にすれば、自分より詳しい入試担当者に回したほうが親切だと思
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われているのでしょうが、電話を掛けた相手にすればいい感じを受けないものです。 

 

電話を掛けた受験生にすれば、 

「そんな難しいことを聞くのではないのだから、電話に出た人が答えられないのだろう

か？」 

「勇気をだして電話を掛けたのに、対応が悪いなあ。」 

と、とられてしまいます。 

 

学校事務では、電話対応はとても重要です。 

特に、学生募集に関しては重要です。 

 

事務室におられる全教職員が、受験生からの電話に対して、 

積極的に対応できないといけません。 

電話が掛かってきたなら、我さきに電話に出ようとする姿勢が大事なのです。 

その行動によって、学生募集にたいする心構えが違ってくるのです。 

 

そんな教職員が電話に出られると、掛けた相手にも気持ちが伝わるものです。 

その時、電話を掛けた受験生にすれば、好感を持ち、一度、学校見学に行こうとなる

ものです。 

 

ところで、どうして電話に出ることから避けようとしているのかといえば、 

一つは、学生募集に無関心のため、入学試験や、体験入学、募集に関することを聞

かれたなら、答えられないのではという不安があるからです。もう一つは、教職員にや

る気がないかのどちらかです。 

 

教職員にやる気がないのは別問題ですから、ここでは説明を省きますが、 

もう一つの、教職員が学生募集に関することを知らないということは、変えることはで

きます。 

 

常勤職員には、全体で学生募集に関して勉強会をする必要があります。 

学生募集は教職員一人一人が、責任を持って取り組むことであることを理解してもら

う必要があります。 

 

そして、「電話応対方法」も指導する必要があります。 

この時、「電話応対」のマニュアルを作ることです。 
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ここに「電話応対」のアイディアをご紹介しますので、ご参考にしてください。 

 

電話に出たときの記入用紙を用意します。 

 

記入用紙の内容 

 

受験生の質問に回答した後、 

 

○○さん、本校にお電話いただき、大変有難うございます。 

本校の校長が、感謝のしるしとして、お電話いただいた受験生の方全員に、 

高校生に人気の○○を送らせていただいております。 

 

つきましては、お名前と住所を教えていただけないでしょうか？ 

 

住所は                                  

郵便番号は                               

 

お名前は、○○ ○○様で間違いありませんでしょうか？ 

名前は                              

 

最後に、お尋ねしてもよろしいでしょうか？ 

本校のことを、どこでお知りになられたでしょうか？ 

 

（貴校のケースに合わせて修正してください。） 

 

 

そして、 

「お電話有難うございました。今度の入学説明会では、交通費と昼食費をご用意して

お待ちしております。」 

 

 

いかがでしょうか？ 

こんなマニュアルがあれば、誰でも気分よく電話対応ができるはずです。 
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受験生が勇気を出して電話を掛けてきた場合は、かなり、入学への関心度が高まっ

ているものです。 

そんな受験生を大切に扱うことは、大事なことです。 

 

ところが、学生募集が何かを理解していない学校では、電話がかかってきても、すぐ

に出ない事もあるわけです。 

 

 

学生を集める学校コンサルタントに関心がある方はこちらもご覧ください。 

 

 

学生募集で効果をあげるための資料請求の方法 

 

資料請求という方法は昔から使われているもので、 

学生募集では、一番オーソドックスな方法かもしれません。 

 

そして、どこの学校も資料請求の方法に関しては、何の特徴も見えてきません。 

というのは、「資料請求」イコール「学校案内パンフレット」のようになっているからです。 

 

この資料請求のアクションに関しても、ガイドブックの広告に「資料請求はがき」をつけ

るか、広告欄にバーコードを掲載して携帯で読み取り、「資料請求フォーム」へ誘導す

る。 

または、学校ホームページのメニューに「資料請求リンク」を貼ったり、「資料請求フォ

ーム」を設置している。というのが一般的です。 

 

この何十年も変わっていない方法をそのまま使ってきて、資料請求の数が減ってきた

と嘆くのは、おかしな話です。 

 

時代が変わればニーズも変化していきます。 

受験生のニーズや生活嗜好に対応することも学生募集では大事なことです。 

 

ガイドブックや新聞の広告では、資料請求方法にも制限があるかもしれません。 
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しかし、最近の傾向では、受験生の資料請求方法も携帯電話でインターネットに接続

し、学校ホームページを閲覧する受験生が増えてきています。このインターネットを使

った資料請求方法では、いろんなことが可能になります。 

 

たとえば、「学校案内」の資料請求があったときでも、従来どおり学校パンフレットを郵

送したとしても、直ぐに見たい受験生のために、PDF ファイルをダウンロードできるよう

にすれば、受験生にとっても便利になります。 

 

また、受験生が資料請求というアクションを起した時が、最も感情も高ぶっているはず

ですから、直ぐに対応することが重要です。 

 

そして、何より、インターネットでは資料請求方法が簡単にできます。 

今までのように、住所や電話番号など個人情報を聞かなくても、メールアドレスを聞く

だけで、メールに PDF のダウンロード先を知らせることも可能です。 

 

これは、資料請求をする受験生にとっても、行動を起しやすくします。 

誰でも、個人情報を他人に教えるというのは抵抗があるものです。 

 

学校としても、受験生のメールアドレスを教えてもらうことができれば、今後、インター

ネットを通じて資料請求のあった受験生に対して、体験入学や入学試験の連絡など

送ることができるようになります。 

 

ダイレクトメールでは、中々、読んでもらえないことでも、メールというのは結構、読ん

でもらえるものです。なんでも携帯やメールを使うというのが、現在の学生のスタイル

ですから当然かもしれません。 

 

また、この E メールの利点は、経費の面から考えても大きなメリットになります。手紙と

は違い、0 円に近い費用ですみます。ですから、この方法を使わない手はありません。 

 

 

資料請求は、学校案内パンフレットでなくても良い 

 

 

資料請求というと、「学校案内」を連想するのですが、一度、学校案内を送ってもらうと、

再度、資料請求をすることはないはずです。 
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ところが、資料請求をする受験生にとっては、その学校に関心があり、もっと他の事も

知りたいはずです。ですから、そのニーズに応えることで、更に関心度を高めることが

できます。 

 

そのために行なう資料請求の方法として、「無料レポート」を差し上げるという方法が

あります。 

 

たとえば、この「無料レポート」に書く内容ですが、 

１、学生が欲しいもの 

２、他では売っていない、手に入れることができないもの 

３、受験生の将来のために役に立つ 

４、勉強になる 

５、学生生活をするために参考になる 

６、先輩の成功体験レポート 

７、就職した先輩の現況レポート…etc 

 

などがあれば、どれも受験生にとって関心があり、欲しいものです。 

このような資料請求欄があれば、受験生が競合校のホームページと比較したときに

優位に立てます。 

 

アクセスを呼ぶホームページにするには、決してデザイン的に綺麗なホームページに

することが大事なのではなく、ユーザーにとって役に立つ造りにすることです。 

 

そして、先ほども申しましたように、資料請求（レポート請求）によって集めることがで

きた受験生リストは、大切に扱うことが重要です。 

 

もちろん、メールアドレスなど個人情報を集めるときには、個人情報の使用目的・使用

方法について詳しく説明をします。 

そして、重要なのは、集めたリストをそのままにしておくのではなく、繰り返してフォロ

ーすることです。 

 

資料請求があった受験生にたいして、繰り返しフォローをすることで、より関心を深め

てもらうことができます。 

それは、元々、自校に関心があった受験生だからです。 

その受験生をほっておくと、他の親切にフォローをしてくれる学校にいってしまうことに

なるでしょう。 
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学生募集では、常にターゲットである受験生に関心を持ち、受験生の身になってアイ

ディアをだすことが重要になります。 

 

学生を集める学校コンサルタントに関心のある方はこちらもご覧ください。 

 

 

リスク・マネージメントを行なっていますか？ 

「 リスク・マネージメント」について大辞泉で調べてみました。  

リスク‐マネージメント【risk management】 

経営活動に生じるさまざまな危険を、最少の費用で最小限に抑えようとする管理手法。危機管理。危

険管理。  

 

とありました。 

 

学校経営では、様々な場面でのリスクが予想されます。 

そして、そのための危機管理がされています。 

 

では、学校経営でもっとも大きなリスクである学生募集に関しては、どうでしょうか？ 

 

「もし、今年度、定員が集まらなかったら…」 

 

学校経営で、これほど大きなリスクは無いはずです。 

定員を満たすことは、学校経営の最低条件だからです。 

 

ところが、実際は、優先事項のトップであるはずの学生募集に、学校の意識が集中さ

れていないのが現状です。 

 

このリスク・マネージメントでも、優先順位のトップである学生募集ではなく、 

それ以下の学生指導や教職員の雇用にエネルギーが注がれていることが多くありま

す。 
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もちろん、学生指導や教職員雇用に関しては重要なことですが、それも、学生が集ま

って 

学校経営が成り立っての話です。 

 

ですが、学生募集が順調にいっていない学校でも、教職員には危機感が見られない

場合があります。 

トップが思っているほど、教職員には危機感がないことが多いのです。 

トップと教職員の思いには、かなりのギャップがあるのです。 

 

危機感のない教職員では、昨年と今年の同時期の募集状況の違いがわかっていな

いことさえあります。 

 

こんな状態で、この厳しい学生募集の状況を勝ち抜くのは困難になります。 

 

では、どうすれば良いのでしょうか？ 

 

それは、勇気をだして、「今年度、学生が集まらなかったら、来年以降はこうなる。」と、

教職員にはっきりと、説明することです。 

 

その後、「どうすれば、学生を集められるだろうか？」と、教職員に問うことです。 

 

さらに、「今、すべきことは何だろうか？」と、教職員に問うことです。 

 

教職員に問うことで、教職員に危機感がでてきます。 

危機感がでて、はじめて危機管理ができるのです。 

 

学生募集で重要なことは、テクニックではなく、 

学生募集に対する教職員全体の意識にあります。 

 

全体の意識が学生募集に集中することで、多くの学生を集めることが可能になります。 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心がある方は、こちらもご覧ください。 
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自校に関心のなかった受験生を獲得する方法 

 いきなり凄いタイトルですが、これは、アメリカの有名なマーケッターであるアン・グエ

ット氏の著書「成功するインターネット・マーケティング－疑い深い人に売る 11 の方法」

に述べられてるものを学生募集に当てはまればこうなるだろうということで、ネーミン

グしたからです。 

 

----------------------------------------------------------------- 

「成功するインターネット・マーケティングー疑い深い人に売る 11 の方法」 

アン・グエット著 

 

* 商品やサービスについてよく知る 

* 顧客についてよく知る 

* 商品やサービスを信じる 

* 魅力的になる 

* 顧客のニーズを大切にして信頼を得る 

* 特典を提供し、インセンティブを出す 

* 競争相手の中で目立つ 

* 商品ではなく自分を売り込む 

* メリットと価値に焦点を当てる 

* 顧客のニーズを分割する 

* 必死さは売れない 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

この本に書かれていることを学生募集に当てはめて解説すると… 

 

 

「商品やサービスについてよく知る」 

学生募集担当者は、常に自校の教育内容やサービスの弱点と強みを抑えておくこと

が大事です。 

自校の学部学科の需要と供給に影響する要因を理解することも大切です。 

そして、受験生からの 授業内容や学校の様子、就職状況、将来予測などに関する質

問に対して、いつでも明確に答えられるようにしていないといけません。 
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「顧客についてよく知る」 

常に今の受験生のニーズを知っておかなければならないでしょう。 

体験入学や学校見学など訪問してくる受験生の習慣や動機を知ることも大事です。 

多くの受験生について理解すれば、他の受験生にも自校に関心をもってもらうために、

どのように長期プランを作ればよいかがわかってきます。 

 

 

「商品やサービスを信じる」 

もし、自分が自校の教育内容やサービスを信じていなければ誰も信じないでしょう。 

良い学生募集担当者が、受験生に信じてもらえる理由の一つは、情熱です。 

学生募集担当者だけでなく、教職員みんなに情熱があれば、学生の信頼の基盤がで

きるのです。 

 

 

「魅力的になる」 

受験生に対して、自校のことや進路に関することなど、より多くの情報を提供できれば、

学校紹介の最後に「イエス」と言ってもらう可能性が高くなります。 

受験生により多くの情報を無料で提供すれば、受験生が学校訪問してみようという気

持ちをつかむチャンスが増えます。 

 

 

「顧客のニーズを大切にして信頼を得る」 

有名な人の推薦の言葉は、対象にしている受験生の間にすぐに広まるものです。 

良く知られていることですが、関心のない受験生は、たいてい推薦の言葉に基づいて

決定するのです。 

学校ホームページや学校案内資料でも、常に尊敬され信頼されている人たちや会社

と提携して、推薦文を掲載しましょう。 

 

 

「特典を提供し、インセンティブを出す」 

常に学校訪問や受験を促すようにオファーを形作りましょう。 

多くの保証をつけると、無関心な受験生でもオファーを受け入れるものです。 

ディスカウントや特典も無関心な受験生に入学を考えさせるいい方法です。 

無料サービスや無料の商品は、いつも受験生の疑いを和らげ、自信を持っている印

象を与えます。 
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「競争相手の中で目立つ」 

競争相手の長所と短所を知りましょう。 

自校のサービスには、独自性があるか？ 

常に競争相手と比べた自校の教育内容やサービスの優れた点に集中することが重

要です。 

 

 

「商品ではなく自分を売り込む」 

どんな場合でも受験生や高校の進路担当者との人間関係を作るのは、いい方法です。 

それによって、繰り返し受験生を推薦してくれたり、ネットワークが作りやすくなります。 

人間関係はいつも信頼を作ります。 

究極的には学生募集にとっても最も大切な要因と言えます。 

 

 

「メリットと価値に焦点を当てる」 

常に自校の教育内容やサービスが、受験生のニーズをどのように満足させるかに焦

点を当てましょう。 

受験生に、自校の教育内容やサービスが、どのように利益になるかを気付かせましょ

う。 

 

 

「顧客のニーズを分割する」 

ほとんどの受験生にとって、最大のチャレンジの一つは、賢い決定をすることです。 

受験生により多くの情報を提供すれば、受験を決定する準備ができます。 

常に受験生が自分に同意するようにうまく扱う必要があります。 

 

 

「必死さは売れない」 

学生募集担当者は、 決して努力を見せてはいけません。 

必死になっている営業マンを気に入る人はいないからです。 

人は、お金を必要としていない人によりお金を払う傾向にあります。 

豊かな心情で学生募集を行うことが大切です。 

学生募集にとって、自信は常に最もよい戦略になります。 

高校の進路担当者にも余裕を見せることが、大事です。 
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ぜひ、ご参考にしてください。 

必ず、募集成果がアップするはずです。 

 

 

 

「学生を集める学校コンサルタント」に関心ある方は 

こちらもご覧ください。 

 

 

学生募集で結果を出すマーケティングの秘密 

 「学生が集まらない…」と嘆く前に、学生を集めるための方法を学び、スキルを磨く必

要があります。 

 

学生募集と言っても、ある意味マーケティングだからです。 

マーケティングに関する知識が疎かであっては、学生募集効果が上がらなくても当然

です。 

 

今回は、学生募集をマーケティングの観点からお話します。 

 

 

 

     学生募集で結果を出すマーケティングの秘密 

 

１、競合校の弱みに対する貴校の強みを強調する。 

 

 学生募集では、必ず、競合があるわけですから、競合校に勝つための戦略を打ち

出すことが大事です。 

 競合校と同じことを行なっていたとしたら、良くても競合校と討ち死にすることになり

ます。 

 市場での競争は、食うか食われるかです。（共存というのは、需要・供給が安定して

いて、はじめて成り立ちます。） 
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 ですから、競合校にないものや優れているものをどんどんとアピールすることが大

事になります。 

 そして、それらの強みを徹底的に広告や学校案内資料、ダイレクトメール、見学会な

ど、あらゆる場面で表現しないといけません。 

 

 

２、精神と感情をコントロールする。 

 

 学生募集の場面では、常に学生募集担当者は、自身の精神を安定させ、モチベー

ションを高めることも大事です。 

 受験生や高校の進路担当者と面会したときに、活気がありやる気に満ち足りている

と、相手を引きつけることが可能になるからです。 

 そのためには、自分の学校を好きであり、自信をもって勧められるようにしていない

といけません。 

 さらには、受験生や進路担当者の感情をも高ぶらせることも重要なことです。 

それは、人が決定する段階では、感情によることが多いからです。 

 

 

３、診断し、カスタマイズし、処方する。 

 

 見込み客である受験生は、みんな同じではありません。一人ずつ、欲求も悩みも異

なります。 

 これからの学生募集では、これら異なるニーズ・ウォンツに対応できるようにするこ

とも重要なことです。 

 一人一人の受験生に適した対応ができるようになると、今までより、ずっと受験生か

らの反応がよくなることでしょう。 

 

 

４、高校から、その道の専門家として信頼できるアドバイザーとして招待されるように

なる。 

 

 顧客である高校に対して、いつも「受験生をご紹介ください。」では、ただの営業マン

になります。ところが、逆に高校に対しても、「無償で教えてあげます。」というようにな

れば、立場が逆転できます。 

 高校側にしても、大学や専門学校の教員は、その道の専門家ですから、進学説明

会などで専門家の立場から説明してもらえれば、嬉しい限りです。 
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 高校と、そんな良好な関係ができれば、学生募集は安定していきます。 

 

 

５、ダイレクトメール、ホームページ、広告を自力で書けるだけのセールスレタースキ

ルを身につける。 

 

 学生募集では、ダイレクトメール、ホームページ、広告など利用することは欠かせま

せん。 

 そして、これらを使うことでの成果は、すべてセールスレターの出来次第になります。 

 ところが、学生募集担当者に、このセールスレタースキルが無いことが多いもので

す。 

 すべて、業者任せになっているところが多いのです。でも、業者にもセールスレター

スキルが無い場合が多いのです。彼らのウリは、学生を集めるためのものではなく、

ホームページや印刷物のデザインや美しさなどなのです。 

 資料請求や体験入学者、受験生を増やすには、セールスレターの力如何によるも

のが大きいのです。 

 

 

６、ベネフィット（利益、恩恵）を使う 

 

 受験生にとっては、入学してから学ぶ内容や方法などよりも、自分にとってどんな利

益・恩恵があることの方が重要です。 

 ところが、学校のホームページや学校案内をみると、どれも入学してからの内容や

方法が優先されているのです。 

 受験生と学生募集の側では、かなりのギャップがあるのですから、募集効果が低く

なっても仕方ないことでしょう。 

 学生募集では、常にベネフィットを一貫して使うように努めることです。 

 ベネフィットによって、受験生にとっても貴校をイメージしやすくなることでしょう。  

  

 

７、リード・ジェネレーション広告を使った戦略をとる。 

 

 看板広告などのイメージ広告では、広告効果が測定できませんし、最近では、広告

を見て受験する学生は皆無に近くなっています。 

 また、新聞やホームページなどの広告でも、体験入学や進路説明会へ多くの参加

者を呼び込むことは困難です。 
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 そんな時、資料請求や問合せなどで知る事ができたリストであれば、その後、メルマ

ガやダイレクトメールなどいろんな方法でコミュニケーションをとり、信頼関係を構築す

ることもできます。 

 信頼関係ができていれば、その後の体験入学や進路説明会、そして、受験を勧め

るダイレクトメールの効果も高いものになります。 

 （リード・ジェネレーション広告：資料請求や無料小冊子などで住所、名前、アドレス

をア集める手法） 

 

 

８、広告の最大の武器である証拠をつかいこなす。  

 

 ご存知のように、通販などでは購入客の感想文が、広告の大半を占めています。こ

れは、一般客が広告を疑って見ることを通販の会社が、よく理解しているからなので

す。 

 そのために、営業行為よりも顧客の生の声を多く掲載しています。 

 もちろん、顧客にしても販売会社のセールストークよりも、顧客の声を信じるのです。 

 たとえ、学生募集であっても、これは同様な効果があるのです。ですから、大手塾や

予備校の新聞折込広告では、この手法がよく使われているのです。 

 

 

９、見学会や進路説明会では、価値のある自信のもてるプレゼンテーションを行なう。 

 

 見学会や進路説明会に来るほとんどの受験生にとっては、貴校と接する機会は、こ

の 1 回だけです。 

 ですから、たった 1 回の機会を大切にする必要があります。 

 そのためには、見学会や進路説明会の前には、充分な時間をかけて準備してから

本番に臨むべきです。 

 成績の良いセールスマンと、売上の上がらないセールスマンの違いは、この準備が

充分であるかどうかなのです。 

 

 

１０、優先事項に対して時間を賢く使う。 

 

 学生募集の仕事は、結果を出すことが最も重要なことです。 

 結果とは、１に入学者を増やすこと。 ２に体験入学や見学者を集めること。です。 

 この 2 つが、学生募集では最も重要なことは、誰もが認めることです。 
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 ですから、何度も優先事項を確認し、入学者を増やすためと、体験入学者や見学者

を集めることだけに集中しないといけません。 

 

 

１１、学生募集テクニックでは、感情を揺さぶる。 

 

 直接学生に会って話す場合でも、セールスレターの内容であっても、学生募集で効

果があるのは、相手の感情を揺さぶることです。 

 そのためには、営業の場面での人間心理を学ぶことも大事なことです。 

 上っ面だけのセールストークより、感情に訴える話の方が、受験生を引きつけること

は明らかです。 

 

 

１２、受験前の時と同じように在校生にも出来る限りの注意を払う。 

 

 受験前だけ受験生に対して丁寧に営業するのではなく、入学してからも同じように、

気を使うことは大事なことです。 

 入学後も在校生に関心を払うことで、在校生との信頼関係をより強くできます。その

結果、口コミも期待できるでしょう。 

 逆に、入学前と入学後に差があると、学生の学校への信頼を無くすことにつながる

のです。 

 

 

１３、何事も真摯な情熱をもって取り組む。 

 

 昨日のブログにも書きましたが、情熱があれば、不足しているものを補充する力が

生まれます。 

 情熱があれば、障害を乗り越えることもできます。 

 情熱があれば、多くの前向きなアイディアが生まれます。 

 そして、積極性が生まれます。 

 大事なことは、情熱を育てることにあります。 

 

  

  

まだ他にもありますが、特に重要なことを挙げました。 

これらの点に気を付けて学生募集をすることで、成果は見違えたものになることでしょ
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う。 

 

学生募集方法に関心ある方はこちらもご覧ください。 

 

  

 

効果的な高校訪問の方法 

 効果的な高校訪問の方法について、どれくらいご存知ですか？ 

 

考えてみてください。 

 

 

１、自校の卒業生の写真を持っていく。 

２、自校の卒業生の現在の状況を伝える資料を持っていく。 

３、在校生の様子が分かるイベントの写真など。 

４、就職状況や退学率などのほか、資格取得状況などの資料。 

５、体験入学や説明会などイベントの案内チラシ 

６、事前にアポイントを取る。 

７、約束の時間どおりに到着するように心がける。 

８、事前に高校の資料やホームページを研究して話題にする。 

９、高校の長所を誉めるよう心がける。 

…など。 

 

と、お答えされるようでは、募集効果は期待できません。 

 

もちろん、上記に挙げたような高校訪問テクニックは大事です。 

というより、広報担当者としては、上に挙げたことは基本的なことです。 

 

今どき、こんな基本的なことが出来ていない広報担当者が、高校訪問されているよう

では問題です。 

 

どこの学校でも行なっていることですから、同じように出来ていて当然なのです。 

高校の先生にしても、特に私学では、生徒募集のために中学校に訪問しているので
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すから、自分とも比較します。 

 

その時に、募集担当者の出来が悪いと軽蔑されることにもなります。 

だからこそ、高校訪問前には、充分過ぎるほど準備が必要になるのです。 

 

 

ところがです。 

はたして、高校訪問が果たす募集効果はいくらほどあるでしょう。 

 

現在の高校生は、インターネットの普及などで、情報を多く集めることができることや、

先生との信頼関係も希薄なために、先生に頼らず生徒自身の意思で進路を決めるケ

ースが増えているからです。 

 

さらに、進路担当の先生や担任も、昔のように一方的に高校生に進路を決めることは

無くなりました。 

それは、先生の考えを押し付けると、後々、問題になることが多いからです。 

 

ですから、進路の先生や担任が行なう生徒への進路指導での役割も、生徒の希望を

聞いた上で相談があれば、アドバイスするという形が一般的です。 

 

生徒にとっては、この先生からのアドバイスが貴重な情報源であり、最終決定すると

きの参考材料になることが多いものです。 

 

生徒も先生から一言、「あぁ、この学校なら、○○で先生からも推薦できるよ。」と言っ

てもらえれば、安心して受験を決定できます。 

 

反対に、先生から、「う～ん。この学校よりも、他にこんな学校もあるよ。」と言われれ

ば、不安になり、志望校を変えることにもなります。 

 

このようにして、先生からのアドバイスによる進路決定効果は、少なからずあります。 

ですから、高校訪問は、まだまだ学生募集の重要な方法になります。 

 

 

では、高校訪問で効果を上げるために大事なこととは、何でしょう？ 

 

それは、マーケティングで効果を上げるための基本は、売り方よりもコンセプトにある
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ということです。 

コンセプトとは、簡単にいうと、「競合にはないもの」であり、「競合より優れているも

の」です。 

 

いくら高校訪問の回数を増やしても、学校に切り口がなければ、訪問される高校にす

れば、興味がなく、かえってうっとおしいものです。 

 

商売に例えればよく分かります。 

お客はいくつかのお店を比較して、自分にとって価値のあるお店に買い物に行くはず

です。 

 

自分にとって価値があるお店とは… 

１、家から近い 

２、サービスがいい 

３、商品が安い 

４、たくさんの品揃えがある 

５、高いけれど、良い商品を置いてある 

６、そして、この店にしかない商品があるから 

…などでしょう。 

 

じつは、これが、ＵＳＰ（ユニーク・セリング・プロポジション）で、独自優位性というもの

です。 

この優位性がないと、お客がお店に集まることは期待できません。 

 

学生募集でも同じです。 

このＵＳＰがないと、入学の決め手にはなりません。 

 

当然ですが、高校生が進路を決めるときには、複数の選択肢がある中で決めるので

すから、他より、何か優れているものがあるからこそ興味がでるのです。 

 

ですから、ＵＳＰがないと、いくら募集テクニックを磨いても、ＵＳＰのある学校には勝つ

ことができません。 

厳しいですが、これが真実です。 

 

高校訪問でもそうです。 

先ず、貴校のＵＳＰを明確にすることです。 
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目だったものがなければ、急いでＵＳＰをつくることです。 

 

そして、ＵＳＰを言葉や文章にして、高校の進路担当者に伝えるのです。 

それが、募集コンセプトです。 

 

募集コンセプトがあると、高校訪問の効果は跳ね上がります。 

しかし、募集コンセプトのない高校訪問では、先生に対して好感を持ってもらうことが

できるだけで、受験生を増やすことにはつながらないのです。 

 

高校訪問に限らず、学生募集では、このＵＳＰと募集コンセプトがあるかどうかで、成

否が決定されるのです。 

 

このことを理解している学校が、どれだけあるのか疑問なところです。 

現状で募集効果が上がっていないのであれば、このＵＳＰを見直しをする必要があり

ます。 

 

 

もし、貴校のＵＳＰや募集コンセプトを見直したいとお思いでしたら、下記アドレスまで

ご連絡ください。折り返しアドバイスを差し上げます。 

    ⇒ school@ueb-a.com 

 

 

 

間違いだらけの学生募集方法 

 「こんなに一所懸命努力しているのに、募集成果がでない…」 

 

その一方では、同じ努力でも大きく成果を上げている学校があります。 

それは、何故でしょう？ 

 

理由はいくつかあるのですが、一所懸命努力しているにも関らず、成果が上がらない原

因は、最初の考え方が間違っているからなのです。 

 

「えっ？そんなことはない！」 
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「本校では、教職員みんなが真面目に取り組んでいるんだ！」 

と、仰られることでしょう。 

 

それでも、あるのです。 

「学生募集をはじめる前の考え方が、間違っているのです。」 

 

決して、あなたが間違っているのではなく、間違った考え方が業界の中に蔓延していると

言った方がいいかも知れないですね。 

 

というのは、進学情報誌など広報関係の営業マンから、間違った知識を吹き込まれたこと

が原因なのです。 

時には、コンサルタントでさえ、学校（教育）という特殊な業種を知らないために、間違えて

いるのです。 

 

 

それでは、間違いだらけの学生募集方法とは… 

 

１、広告を増やせば、受験生が増えるという間違い  

 

→広告を増やせば、受験生が増えるというほど甘くありません。 

新聞広告や看板広告、学校情報サイトに広告を掲載したところで、受験生が増えると考えるのは

妄想に近いものです。たとえ、広告がどんなに目に付く場所にあってもです。 

嘘だと思うのでしたら、一度、自校の広告から受験に結びついた数字を調べてみてください。 

 

このようなことの原因は、何だと思いますか？ 

すべて、広告業者の甘いトークに乗せられたからなのです。 

 

 

２、資料請求が増えれば、受験生が増えるという間違い 

 

→資料請求が多いと嬉しいものです。 

資料請求件数＝受験者数 のように思ってしまうからなのでしょう。 

でも、これも妄想です。広告業者の「この広告を出せば資料請求がこれだけ増えますよ。」という

甘いトークにまんまと乗せられたのです。 

 

あなたも本当は知っているはずです。募集で大事なことは、資料請求数よりも受験者の数を増や
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すことを…。 

 

それなのに広告に頼るのは、楽な方法だからです。 

 

 

３、高校訪問をすれば、受験生が増えるという間違い 

 

→高校訪問をするだけで学生を集めることができたのは、８年前までです。 

当時はまだ学校バブルが続いていましたので、学生募集といえば、高校訪問をするだけで受験生

を送ってもらえたものです。 

 

ところが、少子化、学校過多の時代になり、そんな良き時代は終わりを告げました。 

あなたが、まだ、そんな過去の良き時代の方法を信じていれば危険です。 

 

 

４、ホームページを設置すれば、見てもらえるという間違い 

 

→YAHOO!検索で「専門学校」というキーワードを入力すると、80,300,000 件ヒットしました。 

貴校のホームページは、その中の一つなのです。 

80,300,000 分の 1 を見つけるというのは至難の業です。 

 

すべての受験生が、「○○学校」というように貴校の学校名を入力して検索していると思っている

のなら、あなたの学校は、多くの受験生を取りこぼしていることになります。 

 

 

５、自分なりに頑張れば、受験生は増えるだろうという間違い 

 

→もし、あなたが本気でそう思っているのなら、かなり危険です。 

今、あなたが行なっている募集方法が正しい方法かどうか分かりません。 

学校コンサルタントは、こんな無責任なことをいえません。 

どうして受験生が集まるかどうかも分からないことに、あなたの大切な時間や労力、そして、資金

を投資するのですか？ 

今すぐやめてください。 

 

学生が集まるかどうかは、募集をする前にすでに決まっています。 

受験生のニーズとウォンツによってすべてが決まっているのです。 
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６、社会状況が悪いので我慢するしかないという間違い 

 

→このように考えているほとんどの学校が、募集停止、廃校という手続きを踏んでいきます。 

無意識に誰でも真実からは目を背けてしまうものです。 

だから、言い訳に目がいき悪いスパイラルに入っていくのです。 

本気で学生を集めたいのであれば、目を見開き、現実を直視することが必要です。 

 

確かに、状況は厳しいのですが、それでも、募集努力をして学生を集めることに成功している学校

がいくつも存在します。 

私が、閉校寸前の状況から２年で募集定員を復活させることが出来たのは何故でしょうか？ 

 

それは、学生募集はマーケティングであり、商品が「教育」だからということを知っていたからです。 

我慢することではなく、正しい方法で努力することが大事です。 

そのためには、正しい方法を知ることなのです。 

 

 

如何でしたか？ 

あなたの学校では、このような間違いはありませんでしたか？ 

 

一つでもあれば、それが、一所懸命に努力しているにも関らず、募集成果が上がらない原因なの

です。 

 

もっと、詳しく知りたい場合は、こちらも参考になります。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 
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組織の改革 

 

専門学校の教職員組織を活性化するには 

専門学校の教職員組織を活性化する 

 

専門学校を経営指導するコンサルタントが、口を揃えていわれる言葉です。 

 

教職員一人一人が、情熱をもって教育に取りかかることは大事ですが、専門学校の

教員組織のなかでメンバー相互の協力体制がとれていないと、専門学校全体の目標

達成は難しくなります。 

 

教員間にコミュニケーションがとれていない専門学校では、暗い雰囲気が漂っていま

す。 

暗い雰囲気の専門学校では、入学者も定員割れを起こし、経営不振へと負のスパイ

ラルに 

入っていきます。 

 

また、教員間にコミュニケーションがとれていない状態は、専門学校の学生にも伝わ

り、 

学生の学校不信へとつながっていきます。 

専門学校生の学生不信は、授業の崩壊から学校崩壊へと進むことさえあります。 

 

では、そのような最悪な状態にならないようにするために、 

専門学校で教員を団結させ教員のモチベーションを高めるには、どうすれば良いと思

われますか？ 

 

専門学校の教員は想像以上にプライドが高く、専門学校の校長が指示されても、素

直に行動に移すことは少ないものです。 

プライドが高いために、上からの指示にたいして心から動くことが少ないためです。 

 

そのためには、ミッションやビジョンを明確にすることが効果的だと、一般的な専門学

校のコンサルタントは、よく言われます。 
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しかし、実際では、上から押し付けられたミッションやビジョンでは、たとえ、専門学校

の朝礼で校長が毎日唱えたとしても、プライドの高い教員にとっては「馬の耳に念仏」

になってしまいます。 

 

専門学校での目標や計画というのは、教職員みんなが目標や計画立案に参加するこ

とで、 

自分たちの専門学校だとの自覚を持つようになります。 

専門学校を活性化するには、教職員みんなが自分たちの専門学校であると、自覚を

もつことが最も大事なことです。 

 

また、専門学校では、校長と教職員がお互いを理解しあい、目標達成のための意思

を統一することも大事なことです。 

 

校長と教職員、そして教職員同士もコミュニケーションが取れ、お互いが協力できるこ

とで専門学校の目指す目標に向かう力は倍増していきます。 

 

専門学校の経営を改革するには、学校組織のなかのコミュニケーションがとれるよう

にすることが基本です。学校組織の中から専門学校は活性化され、学校経営も改革

されていくことでしょう。 

 

 

 

もしブランド校だったら、容易に受験生が集まったのに… 

あと少しで、今年度の募集も終わろうとしています。 

ところが、少子化、学校（学科）の増加、不況など様々な悪い影響が重なり、学生を集

めることは困難を極めています。 

そして、あなたは、こんなことを思っていませんか？ 

 

「もし、自校が人気校だったら…」 

「もし、自校がブランド校だったなら…」 

「もし、大規模校のように広告宣伝をいっぱい出せたなら…」 

 

どうして、こんなふうに思ってしまうのでしょう？ 
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それは、自校が人気ある学校であれば、容易に学生を集めることができると、内心分

かっているからです。 

 

同じように、自校にブランド構築ができていて、ＵＳＰ（学校独自の優位性）を明確にア

ピールできたなら、もっと多くの学生を集めることが出来るということも、分かっている

からなのでしょう。 

 

そして、広告宣伝をすることによって、自校のことを多くの受験生に知ってもらう重要

性も分かっているのです。 

 

それなのに、どうして人気校になろうとしないのでしょう？ 

どうして？ブランド構築をしないのでしょう？ 

どうして？効果的なアピールをしないのでしょう？ 

 

こんなことを申しあげると、叱られると思いますが、貴校の発展のためにあえて申しあ

げます。 

大事なことは、「…だったら。」という悲観的な考えをすることではなく、 

「どうすれば良くなるだろうか？」という積極的な自分への質問です。 

 

悲観的なことを考えると、次から次へと悲観的なことしか浮かんできません。 

否定語を話すと、マイナスなイメージしかできません。 

これは、脳の仕組みがそうなっているからだそうです。 

 

反対に、肯定語をしゃべると、プラスイメージが浮かびます。 

だから、前向きな質問をすると、前向きな答えが返ってくるのです。 

 

この方法ができる人とできない人で、後々、大きく結果として出てくるのです。 

 

これが理解できると、はじめの事柄も解決できるようになります。 

 

「もし、自校が人気校だったら…」という考え方ではなく、 

「どうすれば、人気校として受験生に効果的にアピールできるだろうか？」 

と、なります。 

 

試しに考えてみてください。 

「どうすれば、自校を今すぐに人気校にできるでしょうか？」 
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あなたは、今すぐに人気校にすることなど、不可能だと思っていませんか？ 

不可能だと思った瞬間に、アイディアは出てこなくなります。 

 

それでも頭をひねることが、アイディアをだすためには大切なことです。 

アイディアを出す秘訣は、リラックスしてゲームを楽しむ感覚で行なうことです。 

 

「う～ん。う～ん。」と考えてみても、良いアイディアは浮かんでこないものです。 

楽しく遊び感覚で、「ワクワク、ドキドキ」しながら考えることで、良いアイディアは浮か

んできます。 

これが、アイディアを生み出す秘訣です。 

 

話が少しそれましたが、 

「今すぐ自校を人気校にするには？」に対するアイディアは、いろいろあると思います

が、こんなことも考えられます。 

 

それは、自校の長所を発見することです。 

長所をつくることではありません。すでにある長所を見つけるのです。 

 

自校の長所を見つける方法は、簡単です。 

在校生から、自校のいい所を聞けばいいのです。 

 

在校生から、自校の長所を聞き出すにも良いタイミングというものがあります。 

たとえば、卒業式など、感情的にも高ぶっているときが、聞き出すには、もってこいの

タイミングです。 

 

卒業式やその前日に、卒業生からアンケートを取ると、学校への感謝などいいことば

かり返ってきます。 

 

それをすべて書き並べたなら、立派な人気校になります。 

というより、事実です。ふだん、意識していないだけなのです。 

 

その人気校という事実をホームページやダイレクトメール、学校案内資料などの媒体

をつかってアピールします。これだけのことです。 

 

どうですか？ 



259

これが、貴校が今すぐ人気校になる方法なのです。 

人気校か人気校でないかは、その事実をアピールできているか、できていないかの

差なのです。 

 

同じようにして、他の事柄も前向きに質問することで、良いアイディアがでてきます。 

このことに関しては、また、後日、お話したいと思います。 

 

どうでしたか？ 

「良い方法が思い浮かばない。」と思っていたのは、最初の考え方に問題があったの

です。 

 

明るい未来をイメージして、楽しく考えてみれば、良いアイディアが浮かんできます。 

 

良いアイディアを出すためにも、いつも貴校の明るい未来を描くことが大切なことです。 

 

 

 

学生を集める学校コンサルタントに関心のある方はこちらもご覧ください。 

 

 

オバマ米大統領就任演説から学ぶ 

 日本時間２１日未明、オバマ米大統領の就任演説が行なわれました。 

 

テレビのニュースで見ていたのですが、オバマ大統領の演説は熱意に溢れ、迫力が

あり、さすが世界をリードするアメリカの大統領だなと、ただただ関心。そして、私も興

奮しました。 

我が国の首相とは違いすぎることにも、少しショックを受けています。 

 

そんなオバマ大統領の演説の中に、学校経営者様のためになる文句が多くありまし

たので、抜粋してご紹介します。 
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「我々の能力は落ちていない。だが、過去に固執し、狭い利益しか守らず、面倒な決

定は後回しにする時代は終わった。今日からはほこりを払い、アメリカ再創造の仕事

に取りかからなければならない。 

どこを見回してもすべき仕事がある。経済状況は、大胆で迅速な行動を求めている。

我々は新しい職場の創造だけでなく、成長のため新しい基盤を作らなければならな

い。」」 

 

「未来の世界に伝えられるようにしよう。…共通の危険に我々が直面し、困難な冬に、

これら永遠の言葉を忘れないでいよう。希望と美徳をもって、氷のような冷たい流れ

に勇敢に立ち向かおう。そして、どんな嵐が来ようとも耐えよう。」 

 

「将来我々が試練にさらされた時に旅を終わらせることを拒み、たじろぐことも後戻り

することもしなかったと我々の子孫に言われるようにしよう。我々の地平線を見据えた

目と神の恩恵によって、自由の偉大な贈り物を前に進め、それを未来の世代に安全

に届けたのだということを。」 

 

学生を集める学校コンサルタントはこちらです 

 

 

  

間違いだらけの学生募集方法 

 「こんなに一所懸命努力しているのに、募集成果がでない…」 

 

その一方では、同じ努力でも大きく成果を上げている学校があります。 

それは、何故でしょう？ 

 

理由はいくつかあるのですが、一所懸命努力しているにも関らず、成果が上がらない

原因は、最初の考え方が間違っているからなのです。 

 

「えっ？そんなことはない！」 

「本校では、教職員みんなが真面目に取り組んでいるんだ！」 

と、仰られることでしょう。 
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それでも、あるのです。 

「学生募集をはじめる前の考え方が、間違っているのです。」 

 

決して、あなたが間違っているのではなく、間違った考え方が業界の中に蔓延してい

ると言った方がいいかも知れないですね。 

 

というのは、進学情報誌など広報関係の営業マンから、間違った知識を吹き込まれた

ことが原因なのです。 

時には、コンサルタントでさえ、学校（教育）という特殊な業種を知らないために、間違

えているのです。 

 

 

それでは、間違いだらけの学生募集方法とは… 

 

１、広告を増やせば、受験生が増えるという間違い  

 

→広告を増やせば、受験生が増えるというほど甘くありません。 

新聞広告や看板広告、学校情報サイトに広告を掲載したところで、受験生が増えると考えるのは妄想

に近いものです。たとえ、広告がどんなに目に付く場所にあってもです。 

嘘だと思うのでしたら、一度、自校の広告から受験に結びついた数字を調べてみてください。 

 

このようなことの原因は、何だと思いますか？ 

すべて、広告業者の甘いトークに乗せられたからなのです。 

 

 

２、資料請求が増えれば、受験生が増えるという間違い 

 

→資料請求が多いと嬉しいものです。 

資料請求件数＝受験者数 のように思ってしまうからなのでしょう。 

でも、これも妄想です。広告業者の「この広告を出せば資料請求がこれだけ増えますよ。」という甘いト

ークにまんまと乗せられたのです。 

 

あなたも本当は知っているはずです。募集で大事なことは、資料請求数よりも受験者の数を増やすこ

とを…。 
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それなのに広告に頼るのは、楽な方法だからです。 

 

 

３、高校訪問をすれば、受験生が増えるという間違い 

 

→高校訪問をするだけで学生を集めることができたのは、８年前までです。 

当時はまだ学校バブルが続いていましたので、学生募集といえば、高校訪問をするだけで受験生を送

ってもらえたものです。 

 

ところが、少子化、学校過多の時代になり、そんな良き時代は終わりを告げました。 

あなたが、まだ、そんな過去の良き時代の方法を信じていれば危険です。 

 

 

４、ホームページを設置すれば、見てもらえるという間違い 

 

→YAHOO!検索で「専門学校」というキーワードを入力すると、80,300,000 件ヒットしました。 

貴校のホームページは、その中の一つなのです。 

80,300,000 分の 1 を見つけるというのは至難の業です。 

 

すべての受験生が、「○○学校」というように貴校の学校名を入力して検索していると思っているのな

ら、あなたの学校は、多くの受験生を取りこぼしていることになります。 

 

 

５、自分なりに頑張れば、受験生は増えるだろうという間違い 

 

→もし、あなたが本気でそう思っているのなら、かなり危険です。 

今、あなたが行なっている募集方法が正しい方法かどうか分かりません。 

学校コンサルタントは、こんな無責任なことをいえません。 

どうして受験生が集まるかどうかも分からないことに、あなたの大切な時間や労力、そして、資金を投

資するのですか？ 

今すぐやめてください。 

 

学生が集まるかどうかは、募集をする前にすでに決まっています。 

受験生のニーズとウォンツによってすべてが決まっているのです。 

 

 



263

 

６、社会状況が悪いので我慢するしかないという間違い 

 

→このように考えているほとんどの学校が、募集停止、廃校という手続きを踏んでいきます。 

無意識に誰でも真実からは目を背けてしまうものです。 

だから、言い訳に目がいき悪いスパイラルに入っていくのです。 

本気で学生を集めたいのであれば、目を見開き、現実を直視することが必要です。 

 

確かに、状況は厳しいのですが、それでも、募集努力をして学生を集めることに成功している学校がい

くつも存在します。 

私が、閉校寸前の状況から２年で募集定員を復活させることが出来たのは何故でしょうか？ 

 

それは、学生募集はマーケティングであり、商品が「教育」だからということを知っていたからです。 

我慢することではなく、正しい方法で努力することが大事です。 

そのためには、正しい方法を知ることなのです。 

 

 

如何でしたか？ 

あなたの学校では、このような間違いはありませんでしたか？ 

 

一つでもあれば、それが、一所懸命に努力しているにも関らず、募集成果が上がらない原因なのです。 

 

もっと、詳しく知りたい場合は、こちらも参考になります。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

 

  

「出来ない」を「出来る！」に変える方法とは… 

 学生募集に限らず、どんなことでもそうなのですが、 

「これをやれば良いと思っていることが、中々できない。」ことって、結構あります。 

 

いつも、そのことを実行できたるどうかで、大きな成果となって分かれていくのでしょう。 
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そのことについて、突っ込んだ研究がありましたので、ご紹介します。 

アメリカのエール大学でのある調査の話です。 

 

ある年のエール大学の卒業式で卒業生に聞いたところ、 

 

 

①84％の卒業生が明確な目的、目標を持っていなかった。 

 

②13％の卒業生は目的、目標を持っていたが筆記していなかった。 

 

③3％の卒業生が明確な目的、目標を書きとめ計画を立てていた。 

 

 

  そして、20 年後・・・ 

 

 

③の卒業生（3％）の資産は、①（97％）より、32 倍多かった。 

という結果がでたそうです。 

とても興味深い、調査結果ですね。 

 

 

明確な目標を持つことによって、成功する確立は、目標が明確でない者より３２倍資

産が増えた（成功した）ということです。 

 

それは、目標を明確にすることで、行動力が発揮できたから、「出来た！」のでしょう。 

このように、目標力をつけることで、今まで出来なかったことも出来るようになります。 

 

この他にも、「出来ない」を「出来る」に変える方法があります。 

 

 

何らかの理由があり、「今は出来ない。」という場合に、どうすれば出来るようになると

思いますか？ 

 

それは、夢や目標を持続し、行動し続けることです。 

今は出来ないと、そのまま諦めてしまっては、永久に、それを行なうことはないでしょう。 
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そんな時こそ大事なのは、「続ける」ことなのです。 

「継続は力なり」という言葉がありますが、 

何ごとでも、続けていれば、いつかは出来るようになります。 

言い訳を言わないで、行動することが大事なことなのです。 

 

それが、「行動力」なのです。 

 

 

次に、「この方法では出来ない。」という場合が、あります。 

このような場合には、どうすればいいでしょうか？ 

 

この答えは簡単です。 

今の方法を変えればいいだけです。 

方法を変えて、出来るように工夫すればいいだけです。 

 

本当に出来ない人というのは、こんな理由でも簡単に諦めてしまいます。 

だから、成功しないのでしょうね。 

 

アイディアを出し、工夫することで目標を達成することも、ビジネスでは大事なことです。 

これが、いわゆるビジネス IQ というものです。 

 

 

そして、最後に、「一人ではできない。」場合には、どうすればいいか？です。 

 

このような場合には、先程よりも理屈はもっと簡単です。 

一人で出来ないのなら、他の人と、多くの人たちと、協力してやればいいのです。 

 

一人で出来ないことでも、多くの協力があれば何でも出来るものです。 

ところが、理屈では簡単なことですが、いざやろうとすると、いろんな障害がでてきて、

これ程難しいこともないのです。 

 

ですから、ここで必要になるのは、人とのコミュニケーション能力です。 

人との信頼関係や他人から協力を得るなどのスキルもないといけないのです。 

このことは、ビジネス EQ とも言われています。 

 



266

このような能力を高めることは、ビジネス（学生募集）の可能性を高める上で重要なこ

とです。 

 

 

以上の４つのポイント（目標力・行動力・ビジネス IQ・ビジネス EQ）を磨き高めることで、

今までできなかったことが、可能になるのです。 

 

このことは、ビジネスや学生募集だけではなく、学生への教育にも当てはまることです。 

 

 

学生募集で成果を上げる方法などについて、もっと、詳しく知りたい場合は、こちらも参考になります。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

 

 

 

学生満足度が大学の生き残りを左右する 

 「大学、定員割れ」というキーワードで検索をしてみたところ、興味のあるタイトル名の

サイトが多く検索されました。 

 

中でも、「教授はホームレス予備軍、大学が危ない！」（NEWS WEB JAPAN)は、特に

興味あるタイトル名でしたので、すぐに拝見させてもらいました。 

 

日本私立学校振興・共済事業団の冠地和生・財務相談支援センター主任研究調査

員の談話が掲載されていましたが、やはりという内容でした。 

（下にご紹介します。） 

 

「欠員率が高いから、その大学が危ないというわけではない。問題なのは、大学が学

生に満足感を与えられるかどうかです。 

ウチには、全国の私大から相談が寄せられるのですが、その件数が飛躍的に増えて

いるし、中身も深刻になっている。 

真剣に悩み改善し充実させたうえ、受験生や学生に支持されたところは生き残るし、

そうでないところは淘汰される。 
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著名か著名でないか、偏差値が高いか低いかはあまり関係ありません。 

大学が偏差値で受験生を振り分けていた時代は終わった。受験生が大学を選択する

時代だが、その選択の基準である「満足度」は、ある程度、明確である。」 

 

 

学生満足度に関しては、私のブログやホームページでも何度となく、お伝えしているこ

となのですが、やはりという感じですね。 

 

学校側が学生を選ぶ時代が終わり、学生側が学校を選ぶようになると、当然、マーケ

ティング理論が成り立っていきます。 

 

顧客は、顧客が満足できる商品またはサービスを買い求めるからです。 

学校においても、同じように、受験生（学生）が満足できる教育が受けられるところを

受験するというのは、当然すぎるといえば、当然の流れです。 

 

このような記事が発表されれば、すぐに、「満足度、満足度」と、言葉だけが先走りす

るのでしょうが、 

では、「学生の満足度」とは、何でしょう？ 

 

学生の満足というのは、ある一人の学生がその教育に満足していることが分かったと

しても、そのまま、別の学校に当てはまるわけではありません。 

 

「えっ？」と思われるでしょうが、 

じつは、学校それぞれのコンセプトが違うからです。そして、ターゲットも違うからです。 

 

ターゲットが違うのですから、他の学校のターゲット（受験生）の「満足」が、そのまま

当てはまらないということになるのです。 

 

では、どうすれば、自校の「満足」を探すことができるでしょうか？ 

 

それは、自校の学生に聞くしかないのです。 

いくら、教職員が頭をひねっても、本当の答えはでてきません。 

 

「学生の満足度」は、学生でしか分からないのです。 

 

「それじゃ、学生からアンケートをとればいいんだ。」というようなものでもないのです。 
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もちろん、学生からアンケートをとることは、大事な作業ですが、 

もっと大事なことがあります。 

 

それは、学生から本音を聞くことです。 

アンケートでは、ある程度、表面的なことは調べることができても、学生の本音という

ことに関しては、どうしても調べられません。 

 

そのためには、学生個人と面接して、学校の良いところ、悪いところ、直ぐに改善しな

ければいけないところを聞かないといけません。 

 

そのように、学生から本音を聞きだすには、普段からコミュニケーションが良く取れて

いて教員と学生との信頼関係がないと、難しいものです。 

 

でも、教員に信頼があると、学生は、いろんなことを教えてくれるものです。 

そうすると、「あの先生が嫌いだ。」とか、悪口にとれるものも出てきます。 

 

ところが、その本音が、重要なのです。 

ただ、学生から「不満足点」を教えてもらっただけで終わってしまったなら、同じことで

す。 

 

大事なことは、改善箇所を改善することなのです。 

その一つ一つの改善の積み重ねによって、「学生満足度」が向上するのです。 

 

そのようにして、調査結果を改善行動に移すことができる行動力のあるところが、最

終的には、生き残っていくのでしょうね。 

 

学校コンサルティングに関心のある方はこちらも参考になります。 

ご覧ください。 

 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

⇒『学生を集める学校コンサルタント』 
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学生募集のアイディアを出す方法 

 どうすれば、学生募集で成果を出せるだろうかとか、学校経営戦略を考えることは、

重要なことなのは、誰でも分かっていることです。 

 

ところが、そのアイディアが中々出てこない。 

考えれば考えるほど、アイディアに詰まってしまうものです。 

 

いいアイディアがあれば、競合校との差別化も可能になります。 

いいアイディアがあれば、費用効率が良い学生募集ができるでしょう。 

いいアイディアがあれば、教育の向上もできます。 

いいアイディアがあれば、教員のモチベーションも上げることができます。 

いいアイディアがあれば、効果的な学生募集ができるはずです。 

 

こんなふうに、いいアイディアがあれば、すべてが可能になります。 

 

今回は、アイディアを出すためのヒントをお教えいたします。 

 

１、同業種または、同じ分野の学校に限定しないで、自分とは無関係なことを観察し、

それを上手く応用する能力の重要性。 

 

自分と同じ業種（または同じ分野校）だけに限定して考えていては、視野が狭くなって

しまい、決していいアイディアは浮かんできません。 

 

「リサイクル業界のことなど、いくら儲かっていても、ウチとは関係ない。」 

このような考え方では、狭い範囲からしかアイディアを得られないでしょう。 

たとえアイディアがでたとしても、所詮、人並みの粋を越えられないものです。 

 

もっと柔軟になり外を見渡すと、いいアイディアというのは、たくさんあるものです。 

いいアイディアというのは、一から考えなくても、すでに成功しているアイディアが世の

中には多く存在しています。 

 

それらを自分の状況に応用する能力が必要になるのです。 
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大きく飛躍するには、内部だけで考えるのではなく、外部の思考を取りいれる積極性

も大事なことです。 

 

 

２、素晴らしいアイディアを考えるのに、何か目新しく跳びぬけた工夫は必要ない。 

 

アイディアというと、「特許」や「実用新案」が思い浮かびます。 

「特許」と「実用新案」の違いは、何かご存知ですか？ 

 

実際、この２つには、大きな違いはないのです。 

じつは、「特許」というのは、過去にあった「特許」や「実用新案」を応用して、新しい価

値を生み出すことができるアイディアのことです。 

 

簡単にいうと、古くからある複数のアイディアを足したり掛けたりして創ったアイディア

なのです。 

ですから、特許は、全く新しいアイディアでは無いのです。 

世界中の特許は、すべてこの方法で考えられています。 

全く一から生み出したアイディアなど、皆無だと思います。 

誰かのアイディアを使って、応用しただけなのです。 

 

お分かりのように、特許級のアイディアを生むには、すでにある特許級の成功してい

るアイディアを利用することなのです。 

 

 

この２点が、いいアイディアをだす秘訣です。 

 

成果を出すことができるいいアイディアを出すためには、狭い視野で物事を見ないで、

外にいいアイディアを求めることです。 

 

そして、柔軟に考え、積極的に自分に取り入れる勇気が必要なのです。 

 

そのためには、いつも、自分のモチベーションを高めておくことが大事ですね。 

 

学生募集に関心がある方はこちらもご覧ください。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 
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学生募集で成功するためには、どの数に焦点を合わせ

るかが重要！ 

 早いもので、もう３月ですね。 

今年度の学生募集の成果が表れる月でもあります。 

 

昨年よりはるかに募集人数を増やした学校もあれば 

定員割れで困っている学校もあります。 

 

さて、貴校ではいかがでしょうか？ 

 

もし、現在、あなたの学校が、思うように学生が集まらず困っているのであれば 

何が原因だと思われますか？ 

 

あなたの答えは、多分、学生募集方法や広報、学校のウリ、社会状況…などでしょう。 

たしかに、これらも募集が不調だった原因でしょう。 

 

しかし、学生が集まらなかったのは、他にもっと大きな原因があったのです。 

 

それは、 

 

「募集定員に○人不足したのは、なぜだろう？」 

「学生が集まらないのは、どうしてだろう？」 

 

ということにばかり焦点を合わしているからなのです。 

 

一見、失敗したときには、その原因を究明することは、いいことのように思われますが、 

マイナスなことばかりが心に焼きつき、潜在意識にイメージされていきます。 

 

マイナスイメージが強くなると、表面上でどんなに頑張っても、心の内面では、 

「来年もまた、学生が減ったらどうしょう。」 
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と不安が先走るのです。 

 

こんな弱気な精神状態では、積極的なアイディアも出ませんし、当然ながら積極的な

行動もできません。 

 

もちろん、それに見合った結果しか出ないのです。 

 

学生募集が年々不調になっている場合には、このように問題に対する焦点の合わし

方を間違っていることが多くあるのです。 

 

では、どうすれば問題に正しく焦点を合わせられるでしょう？ 

 

それは、 

 

「来年度の学生募集の目標は、今年より何名増やした何名にする。」 

と、目標を立てて職員に宣言することなのです。 

 

目標を実現するためには、秘訣があります。 

 

目標を立てても、実現できない人の場合、ほとんどが、こっそり自分だけの目標にして

います。目標を本気で遂行するためには、他人に宣言することが重要です。 

 

そして、その目標を達成できなかった時には、責任を取ることも大事なことです。 

責任のない目標というのは、いい加減になりやすいものです。 

ところが、自分に責任が掛かってくるのであれば、人というのは一生懸命に動くもので

す。 

 

さらに、目標を達成するためにモチベーションをあげる方法があります。 

それは、「報償」です。 

目標を達成したときには、それに見合った報償を貰えるようにすることです。 

人は、報償があれば、確実にモチベーションがあがります。 

 

目標を立てる時に、これらのことを取り入れることができれば、達成率ははるかに向

上します。 

 

そうすることで、「今年より何名増やば、こんな報償がもらえる。」と、イメージできます。 
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このときのイメージは、すべて前向きです。 

 

「今年より来年は、何名増やしている。」 

「目標を達成し、校長はじめ学校から自分が認められている。」 

というイメージで、心が満たされるのです。 

 

すると、頭の中では、自動的に、 

「今年より○名増やすには、何をすればいい。」というアイディアが出されるのです。 

 

そして、達成イメージに向けて行動することになるのです。 

 

このようにして、物事を達成するには、何に焦点を合わせるかということが大事になっ

てくるのです。 

 

学生募集で上手くいっている学校というのは、前向きな数字に焦点を合わしています。 

反対に、学生が集まらないと嘆いている学校の場合、上手く行かない理由ばかりに目

がいっているのです。 

 

戦略や方法の前に、学生募集でもっとも大事なのは、物事をどのようにとらえるかと

いうことにあります。 

 

 

学生募集に関心がある方はこちらもご覧ください。 

 

⇒『学校コンサルタントが教えるコンサルティング・マニュアル』 

 

 

 

貴校を差別化するアイディア捻出方法 

 いくら少子化が進み、学生募集が困難になったといっても、進学する者がなくなること

はありません。 

それどころか、全体としては進学率は上がっているはずです。 

 

個々の学校で入学者が減っている理由というのは、競合が増えているからなのです。 
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入学者を増やす簡単な方法は、この競合に勝つことです。 

 

競合と協力して、全体の希望者の数を増やすことも大切ですが、現実的に困難なこと

です。 

ですから、どこの学校でも競合に勝つ方法を知りたいのです。 

 

それが、競合との差別化です。 

自校に跳び抜けたＵＳＰ（自己優位性）があれば、学生を引きつけることは容易です。 

 

ですから、どこもかしこも、「差別化、差別化」と言うのでしょうが、いざ差別化を考える

段階になると、中々、アイディアが出ないものです。 

 

今回は、特別にアイディアの捻出方法をご紹介します。 

下図は、私がコンサルティングで使う方法です。ご参考にしてくだされば幸いです。 

 

 

 

学校を差別化する方法というのは、大きく分類すると、教育面での差別化、学費面、

キャンパスライフ、施設・設備の面のいずれかです。 
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たとえば、貴校が教育面での差別化を図りたいのであれば、 

教員の差別化、教育内容の差別化、カリキュラムの差別化、資格の差別化、就職の

差別化のどれかを差別化することになります。 

 

そして、教員を差別化するのであれば、 

教員の技術面なのか、人柄なのか、またはカリスマ講師なのか… 

 

これらのどれかを差別化することになります。 

 

教員の技術を差別化するために考えられることは、 

 

技術のある教員の採用方法をどうするか？ 

今ある教員の技術を向上するために、研修制度を充実する方法をどうするか？ 

学生から評判のいい教員とは？どうすれば評判のいい教員を揃えられるか？ 

 

…というようにして、どんどんと突っ込んで考えていきます。 

そして、現実的に自校でできる可能ある方法を選ぶのです。 

 

そして、後はそれを実行することになります。 

真の差別化ができれば、学生は面白いように集まるはずです。 

 

その前に、脳みそを酷使してでもアイディアを出すことが重要です。 

 

もっと、差別化戦略について知りたい方は、こちらも参考になります。 

下をクリックしてご覧ください。 

 

⇒学生を集める学校コンサルティングマニュアル 

 

学生を集めたいのなら学生の立場から考える 

マツダスタジアム 

 

今季からプロ野球・広島東洋カープの本拠地となる広島市民球場「マツダスタジアム」

が広島市内に完成し、４月１０日にこけら落とし（中日戦）が行なわれます。 



276

 

広島カープといえば、地元ではすごい人気ですが、全国的には今一つの人気のため

経営難の球団です。 

 

何とかファンを集めるための策として考えついたのが、今回の「マツダスタジアム」で

す。 

今までの広島市民球場を単に建て直しただけではなく、多くのファンを球場に呼び込

むためのアイディアが沢山盛り込まれています。 

 

これからお見せする写真をご覧いただければ、今後、多くの広島ファンがマツダスタ

ジアムに訪れるだろうと納得されることでしょう。 

 

それが、こちらです。
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ピクニック感覚で楽しめる「寝ソベリア」 
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見晴らしの良い「コカ・コーラテラスシート」 

 

 

西部劇の雰囲気を漂わせる「ウッドデッキ席」 
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バーベキューを楽しめる「びっくりテラス」 

野球場でバーベキューなんて考えたことがありませんでした。 
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282

「ゲートブリッジ」に設置されたテーブル 

友達と気楽に食べたり飲んだりしながら野球観戦！ 

野球は見るだけではなく、こんなことも楽しみの一つです。 
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団体客を対象にした「パーティフロア」 

団体で騒ぐのも野球の楽しみ！ 

 

 

 

 

そして、こちらがファンにはたまらない砂かぶり席！ 

内野席に飛び出しているので、迫力あります。 

野球好きには、たまらない設計です。 

 

球場の地下にあります。バットの窓を覗くと、右のような状況が。 

 

（左）「のぞきチューブ席」全景                （右）窓から見えるフィールド 
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いかがですか？ 

今までの球場の概念を変える画期的なアイディアがいっぱい取り入れられています。 

 

赤字の広島球場が行き着いたのは、マーケティングの基本に戻って 

ファンの立場に立った考え方だったのです。 

 

よくマーケティングは、魚釣りに例えられます。 

釣れない魚釣り師は、自分の都合で魚を釣ろうとします。 

そして、名人の釣り師は、何を置いても魚を中心に考えているので、当然、沢山の魚

を釣る事ができます。 

 

お店でも同じで、閑古鳥が鳴いているような店の方針、方法というのは、すべて、店側

の考え方によるものです。 

 

材料費が高くなったので、商品価格を上げる。 

人件費が高いので、安いパートに店を任せる。 

不景気なので、店の改装ができない。 

利益が少ないので、たとえ質が落ちても仕入原価の安いものに変える。 

…などです。 

 

これらは、お店にとっては重要なことかもしれないのですが、お客にとっては、一切関

係のないことなのです。 

 

お客にとって重要なことは、安くて美味しいものが食べたい。 

店がセンスよく綺麗で、店員の愛嬌がよく、サービスをしてくれる、そんなところが一番

理想なお店なのです。 

 

もし、あなたの近くで繁盛しているお店があれば、リサーチしてみてください。 

必ず、これらの条件が当てはまっているはずです。 

 

どうして、こんな話をするのかと申しますと、学生募集にも当てはまるからです。 

 

今から、申しあげる点をチェックしてみてください。 
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１、将来（就職してから）、本当に学生のためになる授業をしているか？ 

 もし、ためになる授業をしているのなら、そのことが、受験生（在校生）に伝わってい

るか？ 

 

２、学生のやる気（学習意欲）を引き出す授業をしているか？ 

 教師中心や、学校経営中心の授業や教え方では、学生のモチベーションは下がる

だけです。 

 学生の意欲のなさを一方的に学生の責任に押し付けていては、学生のモチベーシ

ョンを上げるこ   とは不可能です。学生のレベルを上げるためには、モチベーション

を上げることは必須です。 

 その上で、学生のやる気（生の声）を広報に活かせていますか？ 

 

３、学生の学校生活を有意義なものにしていますか？ 

 学生が学ぶ場は、授業だけではありません。学校生活のいろんなところでも多くを

学びます。 

 その中でも、学校行事は学生にとって大きな学びの場であり思い出づくりにもなりま

す。 

 どこの学校にも負けない学校行事を複数行なっていますか？ 

 そして、それを広報で効果的にアピール出来ていますか？ 

 

４、受験生が減少しているので、広報費を減らしていませんか？ 

 確かに、広報費は経費の中でも人件費に次ぐ大きなものですから、コスト削減の対

象になります。 

 しかし、学生募集で重要なことは、経費削減ではなく広告の効率（効果）を上げるこ

とです。 

 費用対効果を明確にしていますか？ 

 

…など、貴校に当てはまる箇所はありませんでしたか？ 

 

あれば、本来、集まるはずの受験生（入学者）が、思うように集まらなかった原因です。 

これらを見直すことで、学生募集の成果は大きく変わることでしょう。 

 

しつこい様ですが、もう一度申しあげます。 

 

学生募集は、お店のお客を集めることと同じ原理です。 

学生募集は、魚釣りの考え方とも同じです。 
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それは、学校（経営者）側の都合を優先する考えかたでは、受験生（入学者）は寄って

こないということです。 

 

受験生（入学者）に寄ってきてもらうには、学生は何を好きで、何を望んでいるかを把

握し、それを学生に与えることしかありません。 

 

そして、そのことを広報によって、いかに効率よくアピールできるかで成果が決定され

るのです。 

 

もっと、学生募集について、学びたい方は、こちらも参考にしてくだされば幸いです。 

 

       ⇒ http://school.okoshi-yasu.com/ 

 

学生を集める学校コンサルタントは、こちらです。 

        

       ⇒ http://ueb-a.com/ 

 

あなたの学校は攻めの経営？守りの経営？ 

 あなたのビジネスは、攻めるタイプですか？ 

それとも守りのタイプでしょうか？ 

 

あなたの答えが、はじめの攻めるタイプであれば、今後も発展する可能性が大です。 

しかし、後の守りのタイプであれば、将来的に危険です。 

 

 

        攻めこそ最大の防御 

 

ビジネスを戦に例えると、分かり易くなります。 

昔も今も、戦（ビジネス）では、先手必勝が定石です。 

 

そして、「攻めこそ、最大の防御」という言葉もあるほどです。 

攻め続けていくことで、勢いが生まれます。 
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いわゆる兵士のモチベーションがあがるわけです。 

戦では、どれだけ兵士の意気を高めるかによって、勝敗が決定されます。 

ですから、攻め続けることは、戦ではとても重要なことです。 

 

ところが、殿様が反対に城を守ることに全力を傾けていれば、 

自軍が弱いことを敵だけではなく、味方にも教えているようなものです。 

当然、昼も夜も見えない敵に怯え、不安との戦いが始まるのです。 

 

城を頑丈にしていくら守っていても、 

敵に攻め続けられたなら、いつか砦は崩れます。 

そうなると、雪崩のように敵に攻められ、城は落ちるのです。 

 

 

      弱気になると経費削減をしたいもの 

 

何で、こんな話をしたかと申しますと、 

学校経営でも同様だからです。 

 

弱気な経営者では、コンサルティングを依頼するときには、 

必ずといっていいほど、会計士に頼みます。 

 

それは、最近、収入が減っているので、経費を削減することで 

なんとか、経営を維持しようとの思惑があるからなのでしょう。 

 

経費削減ですることとは、教員や事務員の給与のカット、事務費のカット、そして、広

報費の削減…などです。 

 

経費削減を行なうと、確かに、一時的には、利益は上がるかもしれません。 

が、しかし、教職員のモチベーションが下がり、宣伝力は弱まってしまうのです。 

 

そんなことで、学生募集が上手くいくはずがありません。 

現に、このようなやり方を行なった学校では、悪循環にはまってしまい、 

立ち直りができないのが実状です。 

 

経営というのは、良いことも悪いことも循環（スパイラル）によって、 

結果が大きく左右されます。 
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学校経営で成功するには、良い循環（スパイラル）を作ることに徹しなければいけませ

ん。 

一時の利益を考えていては、将来的には必ずと言っていいほどしっぺ返しを受けてし

まいます。 

 

 

     攻めの姿勢を貫く 

 

大事なことは、攻める姿勢です。 

常に攻めて攻めていくことです。 

 

学生の一人でも増やすことができれば、関ったすべての教職員に還元するぐらいの 

懐の大きさを見せることもリーダーシップでは、重要なことです。 

 

「海老で鯛を釣る」という諺がありますが、 

それをケチ根性で、ゴカイを餌にしていては、一生、鯛を釣る事など不可能です。 

 

攻める姿勢を貫いていれば、考え方も積極的になります。 

「どうすれば、学生を１０人増やせるだろうか？」 

となるわけです。 

 

これが、守りのタイプでは、 

「どうすれば、経費を１０万円減らせるだろうか？」 

というように、セコい考え方になるのです。 

 

 

    攻めの姿勢は、勝っているとの錯覚を引き起こす 

 

じつは、攻め続けていると、こんなことが起きることを知っていたでしょうか？ 

 

それは、攻め続けることで、味方自身が、「勝っている。」と錯覚を起すのです。 

その思いが、世間にも通じることになり、受験生も、 

「あそこの学校は、伸びている学校だ。」 

との錯覚を生んでしまうのです。 
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もちろん、受験生が選ぶ学校というのは、勢いのある学校です。 

 

コンサルティングを選ぶときに、こんな重要なことを忘れているものです。 

「学生を集める学校コンサルタント」は、学生募集で結果をだすための 

コンサルティングです。 

 

 

「学校コンサルティング・マニュアル」を手に入れて、自身で学校経営を改革したいと 

思われる方は、こちらも是非ご覧下さい。 

 

 

 

秘密の学生募集その１、「新規校開拓の罠」 

 秘密の学生募集 その１  

新規校開拓の罠 

  

いつも、ご熱心にこのブログをお読み下さり有難うございます。 

そんな読者様だけに、「成果を出した学生募集の秘密」をこっそりとお教えしたいと思います。 

  

決して、ほかには教えないでください。 

それほど、効果のある方法だからです。 

  

マーケティングというと、新規顧客は欠かせません。 

新規に顧客を増やさないことには、売上が伸ばせないからでしょう。 

  

そして、学生募集に関しても、 

今まで以上に学生募集で成果を出さないといけないという場合、 

必ずといっていいほど思いつくのが、新規校の開拓になります。 

  

それが、一般的な考え方ですし、誰もが普通に行なう方法です。 

  

ところが、実際では、 

顧客数＝売上 にはなりません。 
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周りのお店や企業を見回してください。 

といっても、コンサルタントでもないあなたには、容易ではないのですが…。 

  

わたしの知っているＡ社と同業のＢ社では、新規顧客１人あたりの初回平均売上は、どちらも 4,900 円でした。 

  

ところがです。 

両者の、その後１年間の顧客１人あたりの平均売上高はというと、一方は 2,000 円。 

そして、他方は、３万円だったのです。 

その結果、１年間の売上では１０倍以上もの差ができたのです。 

  

さらに、ここで意外な結果があったのです。 

それは、１年間の新規顧客数に関して、両者には大きな違いはなかったということです。 

  

このシンプルで確実に売上を上げる方法を知ったわたしは、学生募集にこの戦略を使ったのでした。そして、募集

成果を２００％アップする道を開くことができたのです。 

 

その方法とは… 

  

その前に、この方法には、次のようなルールがあります。 

１、    一人の顧客が何度でも購入する。 

一般の商売の場合、一つ商品を購入してくれた顧客というのは、２つ、３つと商品を買う傾向が強いもので

す。 

それは、学生募集でも同じで、一人の学生を送ってくれた高校では、２人、３人と後輩を送ってくれるもので

す。 

  

２、    最初に売るときよりも、２回目の方が簡単に売れる。 

 

初めて訪問する高校へのアプローチというのは、信頼もなく困難なものですが、２回目、３回目と訪問すること

で、信頼関係も構築でき容易に営業を受け入れてもらえるものです。 

  

３、    顧客獲得コストの大部分を初回販売時に吸収できれば、その後の販売では前回の販売よりも収益性を高め

ていくことができる。 

 

ターゲット校から、出来るだけ早く一人でも入学者を送ってもらうことができれば、２人目、３人目の入学者獲
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得が容易にできるようになるので、営業コストや広報コストを下げることが可能になり、効率よく収益性を高め

ることにつながります。 

  

４、    最も無視されている高確率のターゲット・マーケットは、過去と現在の顧客ベースである。 

 

効率の悪い新規校の獲得にエネルギーを費やすのではなく、現状の顧客ベースを見直し、そこに注力するこ

とが最も賢い選択です。なぜなら、その顧客こそ、あなたの学校を気に入ってくれている高校だからです。 

  

５、    顧客は頻繁な接触とコミュニケーションを歓迎する。 

 

募集担当者のよくある間違いが、頻繁に同じ高校を訪問することで嫌われるのではないかという心配です。 

新しい情報やためになる情報を教えるために高校を訪問するのであれば、それに対して憤慨することはな

いのがふつうです 

嫌われるとすれば、他に原因があるのです。 

  

６、    このターゲット・マーケットには、セールスツールに入っているどんなツールでも使うことができ、そこから得ら

れる効果と収益は他のどんなターゲット・マーケットよりも高い。 

 

いわゆるファン層である顧客に対しては、一般的などんな営業方法をつかったとしても効果が表れます。それ

は、相手が受け入れ態勢で望んでいるからなのです。 

  

７、    他社にはない隠れた強みは、顧客との継続的関係の質にある。 

 

どんな営業テクニックやどんな募集戦略にも勝ることができるのは、顧客との濃い信頼関係です。 

これを作ることができれば、募集は安定し、来年の入学者予測が容易になるのです。 

  

  

いかがでしたでしょうか？ 

これが、秘密の学生募集その１です。 

  

さらに、わたしが、もう少し具体的にとった方法をお話すると… 

  

現状の顧客データを洗い出し、募集担当者の頭の中を鮮明にしました。 

そうすると、自校のすぐ近くの学校のどことどこが、上得意さま校だということが再認識できたのです。 

  

そこで、わたしが取った戦略とは… 
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その上得意さま校に出向き、進路の先生に、「進路選択のために、貴校の生徒だけの体験入学を受け入れ

ます。授業の一環にしませんか？」と提案したのです。 

 

もちろん、その提案は高校側に快く受け入れられ、毎年の行事になりました。 

この体験入学に参加された生徒の何名かは、その後、他校を交えたオープンキャンパスや進路説明会にも

参加され受験につながっていきました。 

  

そんな簡単な方法を繰り返したことで、毎年、４～５校の高校が、我が校の提携校のような感じで行事参加さ

れ交流できることになったのです。 

  

もちろん、お得意さま校にはこれだけではなく、次から次へとしつこいくらいの策をうったのですが、嫌われる

どころか、反対にいい関係を構築できていったのです。 

  

どうでしたか？ 

ご参考になることが多かったのではないでしょうか？ 

  

是非、今一度、貴校のお得意さま校を見直してみては。 

最も手っ取り早く、効果の高い方法です。 

  

学校コンサルタント上林厚司郎が、実際に使っている『学校コンサルティング・マニュアル』をお譲り

いたします。手に入れたいと思われる方は、こちらもご覧ください。 

  

秘密の学生募集その２、「結果がついてこない高校訪問

をしていませんか？」 

 秘密の学生募集その２ 

もしかして、結果がついてこない高校訪問をしていませんか？ 

 

昔から、学生募集といえば高校訪問というくらい、学生募集活動では常套手段になっ

ています。 

そして、相も変わらず募集担当教員がパンフレット片手に、地方まで飛び回ります。 
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過去、私もそんなふうにして高校訪問を続けていたものです。 

 

理由は、「他も高校訪問をやっているから。」 

ただ、それだけの理由だったのです。 

 

情けないくらい消極的な理由です。 

他校と同じことをやって、効果が上がるはずがないことは、誰でも分かるはずです。 

 

それでも、やらない訳にはいかない。 

「他がやっているのに、やらなければ取り残されるから。」 

不安と恐怖が、その時、私達募集担当者のモチベーションだったのです。 

 

そんな動機でしたから、結局、１時間も２時間もかけて車を走らし、目的の高校につい

ても、 

進路担当の先生からは、「パンフレットだけ置いておいてください。」と、相手にされな

いこともしばしばでした。 

 

これでは、我が校の将来も危ない。 

そう気付いたのが、１０年前のことでした。 

 

だのに、１０年たった今でも、同じことを行なっている大学、専門学校がどれだけ多い

ことなのでしょうか？ 

 

お得意様校だけ訪問していては、先が見えます。 

現在の厳しい募集状況では、新規校を訪問し学生を獲得することが必至です。 

…。 

 

 

        戦略的な高校訪問 

 

それでは、どんな高校訪問をすれば効果的なのでしょうか？ 

 

それには、戦略が必要なのです。 

マーケティングというのは、ただ、闇雲に営業すれば良いというものではありません。 

 

石器時代の営業方法というのは、「歩け！歩け！１件でも多く門を叩け！」だったかも
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しれません。 

石器時代の営業は、はるか以前に終焉を遂げました。 

 

インターネットによって、欲しい情報が簡単に手に入りますし、欲しいものがあれば、

こちらから申し込むことも容易にできます。 

 

ですから、飛び込み営業は、昔のようにうまくいかなくなっています。 

それなのに、学校の募集活動では、依然として昔ながらの飛び込み営業的な手法な

のです。 

 

募集担当教員が、目的の高校を訪問をしたときに、快く受け入れてもらえる。 

もっと欲を言えば、相手の方から、「会って下さい。」と言わせることができれば、尚

good でしょう。 

 

 

      高校訪問前にちらつかせるモノとは？ 

 

高校訪問する前に、相手の進路担当者に手紙（セールスレター）を送ることによって、

関心を引かないといけません。 

送ったセールスレターが、相手の興味を引けば、あなたに「会って下さい。」と言わせ

ることも可能です。 

たとえ、相手が、「会って下さい。」と言わなくても、会った時の印象が全然違うものに

なるはずです。 

 

 

それでは、相手の高校が、あなたの学校に対して関心を持つものとは何でしょう？ 

 

第１に、それは、あなたの学校の強みです。 

ＵＳＰ（ユニーク・セリング・プロポジション：学校独自のウリ）というものです。 

このＵＳＰがないと、訪問される高校の担当者にとっても、「どこも同じでつまらない学

校だ。」としか映らないのです。 

 

ですから、貴校のＵＳＰを探し（または新しく創る）、訪問する高校の担当者に、「ウチ

の学校のウリは○○ですが、詳しく聞きたくないですか？」と、アプローチかけることで、

大いに関心を持ってもらえるのです。 
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第２に、教育研究の充実度です。 

これも、先程のウリと重複しますが、学校として「教育内容」、「教育研究」が、どれだ

け充実しているかは、とても重要なことです。 

 

教育研究について自信をもってアピールできなければ、学校として先が思いやられま

す。 

この最も大事なことをアピールしないで、何を宣伝するのでしょうか？ 

 

他にはない教育研究、教育内容をアピールすることは、大事なことです。 

これこそが、真の意味の差別化です。 

 

 

第３に学生の成長ぶりです。 

高校側が知りたいのは、事実です。 

どんなに奇麗事を並べても、「本当のところはどうなんだろう？」ということだと思いま

す。 

 

そのためには、先に挙げた理想も大事ですが、「実際に自校に入学してきた学生は、

こんなに成長した。」という真実を教えてあげることです。 

 

そして、「卒業してからこんなに活躍（頑張っている）している。」ということも知りたいこ

となのです。 

 

 

第４に挙げるとすれば、伸び悩んでいる学生へのフォローアップの取り組み 

でしょう 

。 

教え子を送り出す側の高校の先生にすれば、教え子を受け入れる大学・専門学校が、

どれだけ責任をもって学生を教育するかを知りたいものです。 

 

この大事なことを忘れて、理想ばかり言ったとしても、相手には気持が伝わらないの

です。 

「ウチの教員は、伸び悩んでいる学生にたいして、こんなことをしている。」という事実

を伝えるだけで、大きく心を開いてくれるものです。 

 

高校の進路担当者は、この４つのことに大きな関心を示します。 
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本気で成果を出したいのなら、がむしゃらに訪問するという方法は、今すぐやめて戦

略的な募集方法をとらないといけません。 

 

もっと、戦略的な募集方法を知りたいという方には、「学生を集める学校コンサルティ

ング・マニュアル」が効果的です。 

是非ともご覧下さい。 

 

 

秘密の学生募集その 3 間違った差別化をしていません

か？ 

 秘密の学生募集その 3 

 

間違った差別化を行なっていませんか？ 

 

 

        真の差別化戦略とは 

 

いくら努力してみても、他と同じようなことを行なっていては、良い結果は期待できま

せん。 

そのために、行なうのが差別化というものです。 

 

ところが、この差別化を正しく理解していないために、無駄な努力をしている学校が多

いのです。 

あなたの学校では、どうでしょうか？ 

 

「ウチは、差別化している。」 

 

そのように、仰られるのらば、結果は出ているでしょうか？ 

それが問題なのです。 

 

偉そうに言って申し訳ありません。 

しかし、結果がでて、はじめて真の差別化といえるからです。 
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差別化とは 

 

差別化で成功した例で有名なのが、「ドミノ・ピザ」でしょう。 

ドミノ・ピザが、今までのピザ屋と違うことをしたこととは、 

「焼きたての熱々のピザを３０分以内にお届けします。遅れたら代金はいただきませ

ん。」でした。 

 

これは、現在では当たり前の事かもしれませんが、この時は、他のどのピザ屋も行な

っていなくて、又、出来なかったことだったのです。 

それが、ユーザーに受けて大ヒットし、世界的チェーンと発展したのですね。 

 

差別化を理解する上で重要なポイントがあります。 

 

１、他のだれも同じ事をやっていない。 

２、直ぐに真似ができない。 

３、ユーザーに対して、ニーズ・ウォンツがある。 

そして、差別化したことをきちんとユーザーに宣伝広告している。 

 

以上が、真の差別化です。 

このうちのどれが欠けていても、結果は付いてきません。 

 

もう一つ、身近な例を挙げます。 

 

じつは、私事なのですが、やはり５１歳という年齢なのでしょうか。 

歯槽膿漏になり、歯茎が腫れてしまったのです。 

私の住まいが大阪市内ということもあり、歯医者さんを探すことには困らないくらい多

くの医院が建ち並んでいます。 

おそらく、日本でもトップレベルの歯医者さんの過当競争地域でしょう。 

 

直ぐに、インターネットで調べてみたのですが、あるのは、今はやりの「インプラント」

や「審美歯科」ばかりでした。 

私が探していた歯医者さんは、「歯周病・歯槽膿漏」専門の医院なのですが、全くとい

っていいほど、無かったのです。 

 

あっても良いそうなのに、歯周病専門の歯医者さんというのは、意外とないものだった
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のです。 

 

それでも、一生懸命ネット検索で調べていると、あったのです。 

「歯周病を薬で治療する歯周病治療専門の歯科医院」でした。 

 

従来の歯周病の治療といえば、炎症をおこしている歯肉を切開して膿を出したり、神

経を抜いたり、最悪、抜歯までされることがあります。 

 

それが、この歯科医院では、そのような外科的治療をほとんど行なわずに、最新の顕

微鏡検査により口腔内最近の種類を調べて、細菌にあった薬剤を塗ることと飲むこと

で、治療するというものでした。 

 

ですから、患者さんにとっても優しく、「こんな治療があったらいいのになあ。」とずっと

思っていたものでしょう。 

 

今日も、今からその歯科医院に行ってきますが、当然ながら、競合医院が建ち並ぶな

かで、良く流行っている医院です。 

 

はじめに挙げた「インプラント」の場合、今から３０年前には最新治療でしたので、イン

プラント治療を行なう歯医者さんは、日本中を探しても数えるほどでした。 

 

ところが、現在では、歯科医院の２件に１件はインプラント治療を行なうくらい一般的

になっています。 

２０～３０年前だったなら、インプラント治療も差別化と呼べたのでしょうが、現在では、

インプラント治療は差別化でかなく、出来ないほうが不自然なくらいです。 

 

どうですか？ 

少しは、差別化について分かったきたでしょうか？ 

 

ここで、真の差別化のポイントを付け加えます。 

 

差別化ポイント→ 専門的であり、容易に真似ができないこと。 

 

ただ他と違うことを行なうことは、差別化にはならないのです。 

たとえ、他と違うことをやっても、それによって人気がでれば、必ずと言っていいほど、

競合はあなたが行なっていることを真似してきます。 
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多くの競合が、あなたと同じことを行なうようになった時、それは、「インプラント治療」

と同じようにすでに差別化と呼べないものになっているのです。 

 

このことが分かっていないと、差別化！差別化！とやっきになっていても、成果は期待で

きません。 

 

それでは、実際に学校の場合の差別化を考えてみたいと思います。 

 

あなたの学校（または学部・学科）が、幼稚園教諭を養成するコースだったとします。 

 

この時、この幼稚園教諭のコースに保育士資格や小学校教諭免許を取得できるよう

にすることは、差別化でもなんでもありません。 

 

そのことが、良いとか悪いとかではなく、どこでも行なっていることなので、差別化には

ならないということです。 

 

先程から、口をすっぱく申しあげていますように、他がまったく行なっていないことで、

容易に真似ができない専門的なこと。さらに、ユーザーに対してニーズ・ウォンツがあ

ることが差別化です。 

 

だとすれば、どんなことが考えられるでしょう。 

一緒に考えてみてください。 

 

たとえば、通信教育にして、インターネットを利用しパソコン授業を主体に行なう。 

ところが、幼稚園教諭資格を取得するには、実習を行なうことが必須条件ですし、実

習をしっかりとマスターすることで、就職してからも即戦力となり、就職の際にも実習を

しっかりと履修できているかどうかが問われます。 

 

ですから、元々ある実習先を活かし、通信教育でありながら、「実習がメイン」であるこ

とをウリにしては、いかがでしょうか？ 

 

 

こんなアイディアは、いかがでしょうか？ 

 

たとえば、今までの２年制の学校を３年間教育にします。 

それは、英語や体育など基礎教育カリキュラムがあるので、現在の２年間教育では、



301

就職後に即戦力となるために必要な専門的教育まで、教えることができないのが現

状だからです。 

 

かといって、４年制大学にして、保育士資格や小学校教諭免許を取れるようにしても、

就職先の選択肢が増えただけで、専門的スキルが向上するわけではありません。 

 

就職してから学生にとって大事なことは、大学や専門学校で学んだことが、現場で活

かせられるかどうかです。 

 

そのためには、カリキュラムを出来る限りシンプルにして、現場で働くようになったとき

に、３～４年目の教諭が行なわないといけないレベルのスキルを身につけさせること

です。 

採用する側の幼稚園や保育園だけではなく、学生にも、このことを望んでいる人たち

が多いのものです。 

 

資格だけとらせる学校というのは、どこにでもあります。 

 

ところが、このようなレベルの高い実践的なカリキュラムを取り入れている学校という

のは、幼稚園教諭養成の学校では無いに等しいのです。 

 

そのように無い理由は、レベルが高い教育を行なうには、学校側にそれだけの器が

必要だからなのです。 

だから、良いと分かっていても出来ないのです。 

 

発想を変えると、だからこそ差別化するチャンスなのです。 

競合が真似できないことを行なうことで、一人勝ちできるからです。 

 

一人勝ち出来ないタイプには、大きな特徴があります。 

それは、「誰かが成功した後に真似をする」です。 

 

その時には、多くの同じタイプの人たちが参入することになるので、先程の「インプラ

ント治療の参入失敗」と同じことになるのです。 

 

一人勝ちするには、ある程度のチャレンジも必要になります。 

そのためには、モチベーションを上げて勇気を振り絞らないといけないのです。 
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何度も申しあげますが、真の差別化とは、一人勝ちできるアイディアとプランでないとい

けません。 

この最も重要なことが分かっていないで、「差別化！差別化」といっていても、無駄な

努力にしかならないのです。 

 

そんなことのないように、今すぐ、「学生を集める学校コンサルティング・マニュアル」

で、学んでみませんか？ 

 

 

 

秘密の学生募集その４ ホームページから何名集まりま

したか？ 

今回のお話は、ブログでここまで言ってしまうのかというくらい、価値のあるインターネ

ット戦略の話です。 

実際、私自身もこの方法で最小限の努力で最大効果を上げていますし、 

ホームページ作成や SEO 対策だけを専門に請け負っている業者もあるのです。 

 

余談ですが、このようなＳＥＯ対策の専門業者に依頼すると、何十万円、何百万円す

ることも知っておいてください。 

 

ですから、本当に経費削減して募集効果を上げたいのなら、これからの話を読まれ実

践することを是非お勧めします。 

 

 

                 秘密の学生募集その４ 

 

   貴校のホームページから何名受験生を獲得できましたか？ 

 

このようにご質問すると、 

「うーん。何名獲得できたか分からない…。」 

 

こんな学校さまが多いのではないでしょうか？ 

ホームページというのは、学生募集では大きな威力を発揮する宣伝媒体です。 
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そして、インターネットの良さというのは、 

いつ、だれが、どんな方法で、どこから、どのページを見たかが分かることです。 

いわゆるアクセス解析というものです。 

 

このアクセス解析を使えば、先程のように、「ホームページを見た生徒が、何名応募し

たか？」どうかが分からないことなどないのです。 

 

さらに、どのページのアクセスが多いか少ないかも分かりますので、アクセス数が少

ない場合には、アクセスが少ない理由があるのですから、そのページのキャッチフレ

ーズや内容を変えることになります。 

 

効果が変わらなければ、もう一度、キャッチフレーズ、内容を見直します。 

 

すべてのページをそのようにして改善することで、アクセス数は今までより確実に伸び

ます。 

 

 

        サイトはアクセス数が多いだけでは駄目！ 

 

学校サイトで重要なことは、生徒に行動を起させる仕組みが備わっていることです。 

 

どれだけあなたの学校サイトに生徒がアクセスしても、オープンキャンパスに来てもら

えなければ、サイトを掲載している意味がありません。 

同じように、受験してもらえなければ、学校サイトの意味が無いのです。 

 

学校サイトを掲載する目的は、一つです。 

サイトにアクセスした生徒が、入試に申し込むことです。 

 

サイト内で、オープンキャンパスや体験入学、説明会などへ誘うこともすべてが、受験

してもらうための導線なのです。 

 

とすれば、学校サイトの仕組みは、このようにしないといけません。 

 

１、どのページからも、オープンキャンパスなどの行事ページへ誘導する仕組みがあ

る。 
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２、行事参加が容易にできる申込み欄を作る。 

  記入欄が多ければ多いほど、申込み数は減ってしまいます。 

 

３、ページからページへ容易に渡っていけるように、ステップを低くしないといけない。 

  行動を促す基本は… 

  興味を引く→関心をもつ→欲求をもつ→不安材料を取り除く 

 

４、ページの文章が、行事に参加したくてムズムズするような説明になっているか。 

  参加者を引きつける行事内容であることは、当然ですが、それを効果的にアピー

ルするためには、キャッチコピーとコピー文章によるところは大でしょう。 

 

５、最終的には、サイトに訪れた生徒に受験してもらえるように、いつも考えながらサ

イト作りをすることです。 

 

 

 

 

初めの質問をした時に、良くこんなお答えが返ってきます。 

 

「ウチの学校のホームページは、ホームページ作成業者に作ってもらっているので、

いつでも検索上位に表示されている。」 

 

そのとおりです。 

サイトを掲載したときに重要なことは、YAHOO!や Google でキーワード検索したときに、

１ページ目に表示されることです。 

 

それくらい重要なことですから、私のサイトも対策をしています。 

試しに、YAHOO!で、「学校コンサルタント」とキーワード検索してみてください。 

 

学生を集める学校コンサルタントが１位に表示されるはずです。 

学生を集める学校コンサルタントのブログも２位に。 

 

 

キーワード検索をした時に、たいていの人は、１ページしか見ません。 

良く見た場合でも２ページでしょう。 
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３ページ以下では、９０％以上の人は見ないという結果がでています。 

 

それどころか、たとえ１ページに表示されたとしても、その時、パソコン画面に表示さ

れていなくて、画面をスクロールしないと出てこないようでは、そのサイトを見てもらえ

る率はかなり低くなります。 

 

さて、あなたの学校サイトは、いかがでしょうか？ 

ご確認ください。 

 

これが、いわゆる一般的なＳＥＯ対策というものです。 

「えっ？一般的？」 

と、思われたことでしょう。 

 

そうなのです。 

ホームページ製作業者やＳＥＯ対策業者が行なうＳＥＯ対策とは、キーワード検索し

たときに、上位表示させるだけなのです。 

 

もう一度、思いだしてください。 

マーケティングの目的は、サイトが検索で上位表示することではありません。 

重要なことは、サイトにどれだけのアクセスを集め、一度、訪問した客が、何度も訪問

してくる。 

そして、最終行動（行事参加や入試への申込み）をさせることなのです。 

 

検索で上位表示されても、サイトへのアクセスが少ないようでは意味がありません。 

また、たまたま、アクセスしてサイトを見てもらうことができても、２度、３度と見てもらえ

ないようでは、行事参加や入試申込みは期待できないでしょう。 

 

では、どうすれば、あなたの学校サイトに多くのアクセスを増やし、一度訪問した生徒

を２度、３度と呼び込み、貴校のサイトのファンに育てることができるでしょうか？ 

 

それは、今、このブログを読まれているあなたの行動を振り返れば理解できます。 

 

おそらく、初めは、キーワード検索からアクセスされたのでしょうが、学生を集める学

校コンサルタントを読まれたり、学校コンサルティング・マニュアルに関心を持たれたり

して、段々と、このブログのファンになってくれている方が、ほとんどなのです。 
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学校ホームページで成果を上げるには、このようにしてファン作りをする仕組みを作ること

が絶対条件なのです。 

 

それでは、ファンを作る具体的な仕組みとは？ 

それは、こちらに詳しくご説明させてもらっていますので、参考にしてもらえればと思い

ます。 

こちら⇒学校コンサルティング・マニュアル 

 

 

秘密の学生募集その５ モチベーションの重要性は知っ

ているはずなのに… 

 秘密の学生募集方法その５ 

モチベーションの重要性は知っているはずなのに… 

 

誰でもモチベーションが大事なことくらい知っています。 

教職員のモチベーションが高いと、それが学生に良い影響をもたらします。 

 

教師が教育に対して情熱を持つようになると、 

いかにして、学生を伸ばそうと知恵を絞り努力します。 

 

反対に、教師のモチベーションが低い場合はというと、 

いかにして、教師が自分の持ち時間を終わらせようかと、それだけしか考えなくなりま

す。 

あなたの学校にはそんな教師はいないでしょうが、他ではそんな最低な教師があるこ

とも事実です。 

 

モチベーションは、教師だけではなく、学生募集の担当者の仕事にも大きく影響しま

す。 

学生募集担当者のモチベーションが高いと、常に、 

 

「どうすれば、高校生の関心を引き付けられるだろうか？」 

 

「どこを工夫すれば、もっと成果を上げれるだろうか？」 
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と、アイディアを練ることになるでしょう。 

 

ところがです。 

 

反対に、学生募集担当者のモチベーションが低いと、どうなると思いますか？ 

 

「どうせ無理だ。」 

「ウチの学校では無理だ。」 

「自分だけ頑張っても、他の教員が協力しないから…無理だ。」 

 

などと、言い訳や愚痴ばかり言って、自分が行動しないことを正当化することになるの

です。 

これでは、定員を集めることなど、夢のまた夢です。 

 

何故？ すでにあなたが知っているこんな当たり前なことを再度申しあげるかと言うと、 

それは、 

 

モチベーションの重要性を良く知っているはずなのに、 

 

実際は、教職員のモチベーションを下げるようなことを行なっている場合が多いからで

す。 

 

 

教職員のモチベーションを下げる代表的な行為とは、 

 

１、教職員の行動を管理する。 

 

２、上からの命令が多い。 

 

３、教職員に自己反省を促す。（自己評価表への記入など） 

 

４、人件費の削減 

 

５、広報費の大幅削減 
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６、経営が下向きであることを再三言う。 

 

７、愚痴や否定語を多用する。 

 

…など。 

あなたの学校では、いかがでしょうか？ 

 

これらのうち、２つ当てはまる事柄があれば、黄色信号です。 

注意してください。 

そのことによって、何名かの教職員のモチベーションが大きく下がりはじめているから

です。 

 

嘘だと思うのなら、教職員に聞いてみてください。 

間違っても、上のことを行なうことで、モチベーションが上がると答える人はいないでし

ょう。 

 

教職員のモチベーションが下がれば、学生のモチベーションも下がりますし、 

もちろん、学生募集にも悪影響がでます。 

大変なことです。 

 

これが、モチベーションの正体なのです。 

 

モチベーションを無視していると、よかれと思ってしたことが裏目に出てしまうのです。 

 

 

では、どうすれば、貴校の教職員のモチベーションを上げることが出来るでしょうか？ 

 

一度、考えてみてください。 

 

いくつか思いつくはずです。 

でも、その方法は実行可能な方法でしょうか？ 

そして、効率的なモチベーション向上の方法でしょうか？ 

 

それが問題です。 

コンサルティングというのは、理屈だけはなく、誰もが容易にできて効率よく成果を上

げることが、大事なのです。 
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モチベーションを無視して、学生募集で効果を上げることは困難ということが理解でき

たでしょうか？ 

 

学生を集める学校コンサルタントのコンサルティングのＵＳＰが、「モチベーション」で

ある理由が、そういうことなのです。 

 

学校コンサルタントのホームページ 

http://ueb-a.com/ 

 

学校コンサルティング・マニュアル 

http://school.ueb-a.com/ 

 

ホームページもご覧くだされば幸いです。 

 

 

 
最後までお読みいただき有難うございました。 

貴方様のお役に立てるアイディアがあれば、ご利用いただければ幸いです。 

 

貴校のご繁栄をお祈り申しあげます。 

 

 

スクール・マーケティング実践会 

コンサルタント 

上林厚司郎 

 

電話：080-3133-4460 

ご質問→ school@ueb-a.com 
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HP：http://ueb-a.com/ 

 

 

   


