
寺裏　誠司　「講演・セミナー・研修・講義」　実績一覧
実施年 講演・研修 対象学校　セミナー 会合 対象者層 対象人数 講演・研修テーマ

1995 講演 電子開発学園 全国校長会 全国専修学校校長 50 大学の学生募集と広報活動について

1999 講演 大阪経済法科大学 教職員研究会 学生募集担当教職員 30 大阪経済法科大学の魅力と学生募集活動

1999 講演 大阪１２短期大学 研修会 各短期大学学生募集担当者 24 短期大学の魅力作りと学生募集活動

2000 講演 大阪経済法科大学 職員研修会 学生募集担当職員研修会 100 本学の魅力と学生募集活動

2000 講演 近畿大学 大学研究会 学長・副学長・学部長・学科長・部長・課長 120 近畿大学の顔作り

2000 講演 大阪明浄女子短期大学 教授会 教授会・職員 15 大学の生き残り策

2000 講演 大阪女子短期大学 広報研究会 教授会・職員 60 短期大学の魅力作りと学生募集活動

2000 講演 九州１７女子大学 広報研究会 各短期大学学生募集担当者 25 本学の魅力と学生募集活動

2000 講演 大阪17女子大学 広報研究会 各大学学生募集担当者 30 競合優位性の高い大学の魅力作りと学生募集活動

2000 講演 龍谷大学 就職指導 大学３年生 700 自分発見と適職と就職活動

2000 講演 近畿大学 就職指導 大学３年生 400 自分発見と適職と就職活動

2000 講演 大阪青山短期大学 教授会 教授 30 学校改革の方向性について

2001 講演 奈良育英高等学校 進路指導 高校３年生 260 大学の進学と学部選び

2001 講演 奈良育英高等学校 進路指導 高校３年生保護者 100 大学の進学と学部選び

2001 講演 須磨友が丘高等学校 進路指導 高校１年生 360 進路学習の必要性

2001 講演 大東高等学校 ＰＴＡ総会 高校1.2.3年生保護者 60 大きく変わる進路環境

2001 講演 西乙訓高等学校 進路指導 高校３年生 250 高校生を取り巻く社会情勢について

2001 講演 吉野高等学校 進路指導 高校３年生 105 本年の就職事情と就職活動、大学・短期大学・専門学校の相違

2001 講演 追手門大手前高等学校 進路指導 高校１年生 100 Ｒ－ＣＡＰの見方

2001 講演 京都府立高等学校進路指導研究協議会 進路指導部長会 進路指導部長 70
第一部　変革期の「進路指導」を探る-進路指導を取り巻く状況と今後の方向性-　　第
二部　進路指導とキャリアカウンセリング-自ら発見する進路のために-

2001 講演 京都府立田辺高等学校 教職員進路指導研修会 教職員 80 最近の高校生の職業意識について-フリーターの実態と進路指導のあり方について-

2001 講演 滋賀県立長浜北高等学校 ２年生対象社会人講話 高校２年生 280 社会環境の変化を踏まえた進学選択について-高校生活の過ごし方-

2001 講演 奈良県立西の京高等学校 １年生対象 高校１年生 200 社会環境の変化を踏まえたキャリアデザインとは。

2001 講演 大阪樟蔭女子大学 ＡＯ入試講演 教職員 50 ＡＯ入試の現状と考え方

2001 講演 福知山成美高等学校 １年生対象 高校１年生 360 社会環境の変化と職業観の育成

2001 講演 大阪樟蔭女子大学（関屋キャンパス） ＡＯ入試講演 教職員 40 ＡＯ入試の現状と考え方

2001 講演 滋慶グループ マネージャー研修 教職員 120 高等学校現場の変革「さらなるプロフェッショナルをめざして」

2001 講演 泉陽高等学校 ２年生対象 高校２年生 360 社会環境の変化と大学の選び方

2001 講演 奈良県立平城高等学校 ２年生対象 高校２年生＋保護者 500 わくわく進路発見方法

2001 講演 北海道ハイテクノロジー専門学校 教職員研修 教職員 60 高等学校現場の変革「さらなるプロフェッショナルをめざして」

2001 講演 鳥羽高等学校 ２年生対象 高校２年生 120 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 ＣＯＭグループ 教職員研修 教職員 90 高等学校現場の変革「さらなるプロフェッショナルをめざして」

2002 講演 北陽高等学校 ３年生対象 高校３年生 120 21世紀の就職－ＩＴ時代を迎えて－

2002 講演 京都府立西城陽高校 教職員研修 教職員 80 社会環境の変化とキャリアデザインの育成

2002 講演 奈良県立高円高校 社会人講和 高校１．２年生.保護者 120 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 愛知県立邨村高校 ２年生対象 高校２年生 300 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 三重県立石薬師高校 ２年生対象 高校２年生 120 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 北陸地区広報連絡協議会 専各広報担当者研修 職員 20 社会環境の変化を踏まえたキャリアデザインとは。
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2002 講演 三重県進路指導主事会 進路指導主事会研修 高校教職員 130 社会環境の変化を踏まえたキャリアデザインとは。

2002 講演 静岡県私学教育振興会 進路指導研修会 高校教職員 40 社会環境の変化を踏まえたキャリアデザインとは。

2002 講演 滋慶グループＣＯＭ 募集広報研修 教職員 170 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 近畿大学附属高等学校 ３年生対象 高校３年生 100 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 大分県山香農業高校 ３年生対象 高校３年生 120 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 奈良県立斑鳩高校 職員研修会 教職員 47 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 岐阜県立可児高校 全職員向け研修会 教職員 60 進路学習の在り方について

2002 講演 静岡私立興成高校 職員研修会 教職員 40 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 常葉学園 職員研修会 教職員 100 社会環境の変化に対応した私立学校としてのキャリアデザイン教育支援とは。

2002 講演 福岡県私立誠修高校 全校生徒講演 全校生徒、教職員全員 1200 進路に関する現状認識と理解を深める

2002 講演 浜松日体高校 １年生対象講演会 1年生、保護者 240 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 大阪府立泉陽高校 進路講演会 2年生 320 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 奈良県立平城高校 進路講演会 2年生 300 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 福知山成美高等学校 進路講演会 1年生、保護者 300 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 京都府立嵯峨野高校 進路講演会 2年生 300 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 香川県立飯山高校 進路講演会 1年生 160 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 兵庫県立柏原高校 進路講演会 1年生 420 社会環境の変化と進路発見方法について

2002 講演 広島女学院大学 研究会 理事長・学長など 40 優良校の本質と募集成功とは。

2003 講演 三重県立飯南高等学校 教職員研修 高校教職員 50 教員の誇りとは、社会の変化にあわせたキャリアデザイン教育とは。

2003 講演 大阪府立千里高校 総合学習コース授業 高校2年生 40 社会環境の変化に対応したキャリアデザインとは。

2003 講演 大阪府立堺東高校 進路指導　社会人講和 高校1年生 280 社会環境の変化に対応したキャリアデザインとは。

2003 講演 大阪府立堺東高校 進路指導　社会人講和 高校2年生 280 社会環境の変化に対応したキャリアデザインとは。

2003 講演 ＣＥＣ ｅスクエアアドバンス成果発表会 小学・中学・高校教員 60 インターネットサイト「リクルート進学ネット」を使った高等学校での授業実践レポート

2003 講演 桜美林大学院 講義 大学院生 6 アドミッションポリシーとプレゼンテーション

2003 講演 徳島県教育研修センター 新人教務主任研修 小学・中学・高校教務主任 80 学校現場の悩みと課題

2003 講演 大分県楊志館高校 講演 高校1.2年生 600 社会に必要とされる人材像と自分の将来について

2003 講演 東京自動車整備専門学校 研修会 教員 35 戦略的高校訪問について

2003 講演 近畿大学附属高校 Ｒ－ＣＡＰ講演 高校１年生 1160 Ｒ－ＣＡＰの見方と社会に必要とされる人物像

2003 講演 明星高等学校 総合学習「進路学習セミナー」 高校１年生 425 社会が必要とする人物像

2003 講演 静岡県私立日大三島高等学校 教員研修会 高校教員 120 社会環境の変化に対応したキャリア教育とは

2003 講演 浜松日体高校 １年生対象講演会 1年生、保護者 240 社会環境の変化と進路発見方法について

2004 講演 大阪工大摂南大学 課題共有会 全経営者　全教職員 200 現状の把握と課題共有

2004 講演 大阪工業大学 改革内容共有会 全経営者　全教職員 400 現状の把握と課題共有　建学の精神再共有、改革の方向性の確認

2004 講演 摂南大学 改革内容共有会 全経営者　全教職員 400 現状の把握と課題共有　建学の精神再共有、改革の方向性の確認

2004 講演 広島国際大学 改革ないよう共有会 全経営者　全教職員 400 現状の把握と課題共有　建学の精神再共有、改革の方向性の確認

2004 講演 大阪工業大学高等学校 改革内容共有会 全経営者　全教職員 400 現状の把握と課題共有　建学の精神再共有、改革の方向性の確認

2004 講演 菅原学園 研修会 全経営者　全教職員 80 学校を取り巻く環境と課題

2004 講演 宮崎大学 講演会 学部長・学科長 20 大学の現状と課題

2004 講演 浜松大学 研修会 全経営者　全教職員 100 大学を取り巻く環境と課題
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2004 講演 富士常葉大学 研修会 全経営者　全教職員 100 大学を取り巻く環境と課題

2004 講演 常葉学園大学 研修会 全経営者　全教職員 100 大学を取り巻く環境と課題

2004 講演 神戸女学院大学 研修会 全経営者　全教職員 100 大学を取り巻く環境と課題　建学の精神と大学の進むべき道

2005 講演 １７大学 京阪神私立大学入試広報懇談会 広報担当者 15 <大学淘汰の時代> 大学を取り巻く環境と 戦略的な募集について

2005 講演 神奈川大学 事務局長会議 事務局トップ 10 大学改革とグランドデザイン

2005 講演 神奈川大学 大学改革推進委員会 経営者　教職員 50 大学改革とグランドデザイン

2005 講演 南山大学 大学協議会 経営陣 50 大学改革とグランドデザイン

2006 講演 追手門学院大学 評議員会 経営者（学長・常務理事・学部長など） 40 大学の改革について

2006 講演 全国専門学校情報教育協会 専修学校フォーラム 専修学校経営者 100 大学法人の改革事例

2006 講演 追手門学院 経営者会議 学長・評議員・理事 40 大学改革とグランドデザイン

2006 講演 岐阜県高等学校総会 岐阜県高等学校教育研究会進路指導部会総会 校長・進路指導部長 120 これからの大学・短大・専門学校

2006 講演 日本工業大学 ２１世紀将来構想委員会 教授・助教授 20 大学改革とグランドデザイン

2006 講演 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2006 講演 専修学校 中野区専門学校協会 経営者（理事長・理事・事務長） 25 学校の好循環経営

2006 講演 大阪工業大学高等学校 授業力強化研修会 教職員 120 理念浸透調査結果報告と職業観の育成について

2006 講演 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2006 講演 トラベルジャーナル 経営者会議 ５学校の経営者 12 大学改革とグランドデザイン

2006 講演 カレッジマネジメントエグゼクティブフォーラム カレマネフォーラム 大学経営者 200 ブランドの構築と内外コミュニケーション

2006 講演 日本電子 経営者研修 経営者・教員 50 大学改革とグランドデザイン

2006 講演 三井不動産株式会社 研修会 経営陣 10 大学全入時代における 大学を取り巻く環境

2006 講演 日本工業大学 教職員研修会 全教職員 100 <大学淘汰の時代> 長期視界のビジョン実現に向けた 大学改革について

2006 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2006 講演 京都府専修学校各種学校協会 京都府専修学校各種学校協会 教職員 120 大学全入時代における 専門学校のあり方

2006 講演 大学実践ソリューションセミナー 内田洋行 大学教職員 100
大学のブランディング戦略　 ブランド力を高めるための学内 学外コミュニケ ション
～

2006 講演 New Education Expo2006 内田洋行 大学教職員 100 大学のブランド力を高めるために

2006 研修 リクルート 制作研修 大学担当制作リーダー 10 建学の精神とコンセプトの差別化と募集戦略策定について

2006 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2006 講演 大阪府専修学校各種学校連合会 大阪府専修学校各種学校連合会 教職員 150 大学全入時代における 専門学校のあり方

2006 講演 芝浦工業大学 経営研修会 経営者 12 大学のブランディング戦略

2007 講演 日本フラワーデザイン専門学校 経営者研修会 経営者 8 大学全入時代における 専門学校のあり方

2007 講演 大阪保健福祉専門学校 教職員研修会 教職員 50 今後の日本と専門学校経営について

2007 講演 鹿児島大学 教職員研修会 経営陣・教職員 100 大学を取り巻く環境を俯瞰し 大学広報のあり方を考える

2007 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2007 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2007 講演 東京家政学院大学 教職員研修会 全教職員 150 今、大学に求められるもの  ～未来予測を踏まえ～

2007 授業 中京大学 社会人基礎力講座 大学生 80 授業４回

2007 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2007 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2008 講演 東京家政学院大学 将来構想提言 教職員 50 将来の可能性と募集戦略について

2008 講演 龍谷大学 将来構想委員会 経営層 40 将来構想に資する現状分析と提言
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2008 講演 宮城県高等学校教育研究会進路指導部会 総会 高校教員 250 高等教育機関の現状　キャリアデベロプメント

2008 講演 南山大学 数理情報学部改組会議 教授会・職員 20 学部改組マーケット調査分析

2008 講演 常翔学園高等学校 教職員研修会 教職員 120 各種調査分析共有と今後の高校のあり方について

2008 講演 龍谷大学深草キャンパス 現状分析共有会 教職員 160 将来構想に資する現状分析とご提言

2008 講演 龍谷大学瀬田キャンパス 現状分析共有会 教職員 100 将来構想に資する現状分析とご提言

2008 講演 龍谷大学大宮キャンパス 現状分析共有会 教職員 80 将来構想に資する現状分析とご提言

2008 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2008 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 250 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2008 講演 放送大学 環境情報共有会 経営陣 80 本学を取り巻く環境と将来構想

2008 講演 産業能率大学 募集戦略会議 募集責任者 15 本学を取り巻く環境そしてこれから(未来予測を踏まえて)

2008 講演 流通科学大学 学生募集情報共有セミナー 経営陣、募集関係教職員 30 国内における私立大学マーケット等の現状

2008 授業 中京大学 各特別講座 大学生 25 「総合政策学部」夏期集中４日間講義２単位

2008 講演 人間総合科学大学 勉強会 募集関係教職員+経営陣 60 大学を取り巻く環境と他大学事例を共有し、これからの本学を考える

2008 講演 京都橘大学 学習会 経営陣+教職員 50 本学を取り巻く環境を踏まえたミッション・ビジョン構築に向けて

2008 講演 京都文教大学 研修会 理事長+経営陣+改革委員会 15 学部改組に関するカレマネ講演会

2008 講演 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 大学・高校の教職員 100 高校・大学そして高校生・大学生のこれから

2008 講演 全国幼稚園教員養成機関連合会 平成２０年秋季総会・研修会 全国35専門学校の経営陣 50 大学との競争の中で今後の生き残りの方向を考える

2008 講演 明治学院大学 社会福祉学科改組勉強会 教職員 20 大学を取り巻く環境と学科改組の方向性

2008 講演 東京情報大学 全教職員研修 全教職員 100 大学を取り巻く環境と改革に向けて

2008 講演 追手門学院大学 改革意識研修 全教職員 150 カレマネより改革推進のための意識改革講演

2008 講演 日本臨床検査学教育協議会 日本臨床検査学教育協議会 各校担当者 150 高等教育機関を取り巻く環境と今後

2008 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 150 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2008 研修 リクルート ミッション・ビジョン研修 専門学校営業マン 10 未来予測、ビジョンメイク研修、建学の精神、ミッション策定研修

2008 研修 リクルート 高校渉外研修 高校渉外担当者 80 教育を取り巻く環境と大学マーケット、高校教員の意識改革について

2008 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 250 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2009 講演 筑波学院大学 教職員研修会 全教職員 100 大学改革に向け、今大学に求められているもの

2009 講演 横浜美術短期大学 大学新設勉強会 教職員幹部 20 大学化に向けた新増設マーケティング

2009 講演 高校進路指導教諭 キャリアガイダンスセミナー 東京・名古屋・大阪 250 主体性を醸成するワーク事例

2009 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2009 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2009 講演 青山学院大学 経営執行会議 経営陣 10 大学の改革の方向性について

2009 講演 戸板女子大学 広報戦略会議 広報担当者 10 大学を取り巻く環境と募集について

2009 講演 横浜美術短期大学 大学新設勉強会 教職員幹部 20 大学化に向けた新増設マーケティング

2009 講演 大手企業人事 新卒採用総括セミナー 一部上場大手企業人事担当者 200 大学を取り巻く環境と採用に向けて

2009 講演 東名阪大手大学 リクルートカレッジマネジメント学生募集戦略セミナー 募集責任者 300 学生募集戦略

2009 講演 神奈川大学 募集広報について 工学部教授会 50 募集戦略と新増設について

2009 講演 神奈川大学 募集広報について 理学部教授会 30 募集戦略と新増設について

2009 研修 成蹊学園 職員ビジョン研修 30代職員 22 100周年事業に向けた主体的協働体制の構築

2009 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2009 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ
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2009 講演 南山大学 教職員入試説明会 教職員 100 募集の現状課題と広報戦略

2009 講演 青山学院 経営幹部改革委員会 理事会 10 大学改革の評価と改革案の提示

2009 講演 青山学院女子短期大学 経営幹部短大改革委員会 学長・経営幹部 10 短大の現状と改革の方向性について

2009 研修 リクルート 企画研修 事業企画、商品企画担当者 20 教育を取り巻く環境と大学マーケット、事業戦略について

2009 研修 リクルート 制作研修 大学担当制作担当者 20 建学の精神とコンセプトの差別化と募集戦略策定について

2009 講演 愛知県私立大学広報連絡協議会 愛知県私大広報連絡協議会 私立大学広報責任者 100 学科トレンドと募集課題と募集戦略について

2010 講演 龍谷大学 全教職員 全教職員 300 大学課題と龍谷長期計画の浸透共有

2010 講演 三井住友海上学校セミナー 私学の強みを生かしたブランド力アップセミナー 大学関係者 100 大学のブランディング～独自性ある魅力を学内、学外にコミュニケーションする～

2010 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2010 研修 リクルート プレミアムケーパビリティ研修 リクルートトップ営業マン 20 企業トップとのコミットのための研修

8～2012 講演 リクルート トップガンゼミ リクルートトップ営業マン 500 トップ営業マンのためのプレミアム研修

2010 講演 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 大学関係者 100 大学改革とブランディング～ミッション・ビジョン型エンロールメント・マネジメント～

2011 研修 東京未来大学 担任職員研修 担任教職員 30 プレミアムコミュニケーション研修

2011 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2011 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅰ

2011 研修 三幸学園 サマーセミナー 経営陣、教職員 400 主体的にチャレンジする組織へ～互いを尊重し、自ら考え行動する集団へ～

2012 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2012 研修 三幸学園 リーダー研修 役職者 20 リーダー層に対して将来構想が検討できる能力を育成する研修

2012 研修 リクルート 制作研修 大学担当制作担当 20 大学経営改革　経営課題の共有

2012 研修 リクルート 営業研修 大学担当営業マン 20 好循環大学　エンロールメント・マネジメント　大学経営

2012 講演 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 内田洋行　大学・高校実践ソリューションセミナー 大学関係者 20 学生の成長を第一義とした全学一致の大学改革

2012 研修 辻学園 教職員研修会 全教職員 50 主体的にチャレンジする組織へ～互いを尊重し、自ら考え行動する集団へ～

2013 授業 明治大学 キャリア講座 大学生 200 情報サービス産業とキャリアについて　講義Ⅱ

2013 ::研修 リクルート 営業研修 大学担当営業マン 50 大学課題抽出方法と募集戦略の策定研修

2013 研修 三幸学園 リーダー研修 役職者 20 リーダー層に対して将来構想が検討できる能力を育成する研修

2013 講演 21世紀大学経営協会 U-MA21 学校法人研究会 大学改革関係企業 20 「大学課題と改革の実際」 大学外部視点と内部視点から見える改革

2013 講演 大学広報連絡懇談会「首都圏私立17大学」 :研修会 大学入試広報関係者 50
大学職員の今置かれている環境と取り組む課題
大学外部視点と内部視点から見える大学

2013 講演 日経ビジネススクール これからの若手人材の採用・育成を考える研究会 企業人事、大学関係者 120 大学の人材育成の現状と課題

2013 研修 小田原女子短期大学 アクティブラーニング研修 全教職員 50 大学を取り巻く環境とアクティブラーニングを授業に導入する研修

2013 講演 私立大学庶務課長会 12月分科会 私立大学庶務課長 60
学外・学内の両面の視点から見える大学の課題と今後
～大学を取り巻く環境の変化を踏まえた大学の在り方とは～

2014 研修 リクルートコミュニケーションズ 制作ディレクター研修 中堅制作ディレクター 20 理事会ファシリテーション講座

2014 研修 神奈川歯科大学 FD研修会
教員 事務員 附属病院医師 臨床研修医
等 100 学生の成長こそが我々教職員の明日へのエネルギー

2014 講演 駒澤大学 管理職研修 経営層、管理職 50 学外・学内の両面の視点から見た大学の課題と教育の質的転換

2015 研修 リクルートマーケティングパートナーズ 営業研修 大学担当営業マン 20 大学の取り巻く環境理解と大学経営、大学改革について

2015 講演 徳島健祥会福祉専門学校 教職員研修会 全教職員 50 入学生の質の変化を踏まえた これからの学校教育と入学時導入教育例

2015 研修 徳島健祥会福祉専門学校 新入生導入研修 作業療法学科、理学療法学科新入生 85 新入生導入２日間研修

2015 研修 リクルートコミュニケーションズ 制作プランナー研修 新人制作プランナー 20 学校組織理解と学校を見るメガネ研修

2015 講義 東京未来大学 「企業と事業創造」科目 学部生 15 「企業と事業創造」

2015 研修 リクルートマーケティングパートナーズ 専門学校ビジネスカレッジ営業研修 営業マン 20 エンロールメント マネジメントの実践

http://i-manabi.co.jp/


寺裏　誠司　「講演・セミナー・研修・講義」　実績一覧 株式会社学び ホームページへ 
2015 講義 明治大学　中野キャンパス 学部間共通総合講座　業界理解ワークショップ型キャリア支援講 中野キャンパス大学生 130 未来の社会を見据えたキャリアデザイン

2015 講義 明治大学　文学部 文学部「キャリア・デザイン」 文学部大学生 100 これからの社会とこれからのキャリアを考える

2015 講義 明治大学　和泉キャンパス 学部間共通総合講座 和泉キャンパス大学生 130 未来の社会を見据えたキャリアデザイン

2015 講演 第9回 全国アドミニストレーター交流大会 大学職員研修 大学若手職員 80 『学生のモチベーションを引き出す職員になるためには～職員が創る学生の夢中～』

2015 研修 アクティブラーニング協会 第１回　アクティブラーニング実践スキル研修　Ⅰ 小・中・高・専門・短大・大学教員 20 アクティブラーニングの実践スキルを修得する研修

2015 研修 アクティブラーニング協会 第2回　アクティブラーニング実践スキル研修　Ⅰ 小・中・高・専門・短大・大学教員 20 アクティブラーニングの実践スキルを修得する研修

2015 研修 茨城県立下妻第一高等学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 研修 茨城高等学校・茨城中学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 70 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 研修 茨城県県西教務主任会AL研修セミナー アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 研修 茨城県立水戸第二高等学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 研修 川崎市立川崎高等学校・附属中学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 中学高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション東京　1 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション東京　2 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション東京　3 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション大阪　1 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション大阪　2 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション大阪　3 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション名古屋　1 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション名古屋　2 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 講演 カンコースクールソリューション名古屋　3 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2015 研修 茨城県立並木中等学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 60 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 アクティブラーニング協会 第3回　アクティブラーニング実践スキル研修　Ⅰ 小・中・高・専門・短大・大学教員 20 アクティブラーニングの実践スキルを修得する研修

2016 研修 私立創成館高校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 70 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 千葉県立八千代高等学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 川崎市立川崎高等学校・附属中学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 中高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 立正大学淞南高校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 枚方立杉中学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 中学教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 久米田中学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 中学教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 アクティブラーニング協会 第4回　アクティブラーニング実践スキル研修　Ⅰ 小・中・高・専門・短大・大学教員 20 アクティブラーニングの実践スキルを修得する研修

2016 研修 下館第一高校AL講演 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 丸幸様　展示会でのAL講演(カンコ―取引先) アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 学研　AL研修 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 塾講師 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 尾道中学校・高等学校 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 中高校教諭 50 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 アクティブラーニング実践スキル研修 アクティブラーニング概要理解と実践スキル 小・中・高・専門・短大・大学教員 20 アクティブラーニングの実践スキルを修得する研修

2016 研修 徳島健祥会福祉専門学校 オリエンテーションプログラム導入研修 教職員 50 オリエンテーションプログラム導入のための教職員研修

2016 研修 徳島健祥会福祉専門学校 TCIコーチング研修 教職員 50 TCIパーソナリティ゜・コーチング研修

2016 研修 穴吹スクールカレッジ アクティブラーニング概要理解と実践スキル 教職員 60 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 敬心会グループ オリエンテーションプログラム導入研修 教職員 40 オリエンテーションプログラム導入のための教職員研修

2016 研修 敬心会グループ アクティブラーニング概要理解と実践スキル 教職員 40 アクティブラーニングの概要理解と実践スキルを修得する研修

2016 研修 大東文化大学 オープンキャンパススタッフ研修 学生スタッフ 100 オープンキャンパススタッフ強化研修

http://i-manabi.co.jp/


寺裏　誠司　「講演・セミナー・研修・講義」　実績一覧 株式会社学び ホームページへ 
2016 講演 京滋私立大学学学長懇談会 京都府・滋賀県所在大学の学長懇談会　大学中期改革講演 学長 40 大学の未来予測を踏まえた大学の将来課題と大学改革に関する講演

2016 講演 私学経営研究会　夏季特別講座 私学における経営課題と改革の方向性 学長・理事長・理事 40 大学の未来予測を踏まえた大学の将来課題と大学改革に関する講演

2016 研修 全国専門学校教育研究会 教育改革とアクティブラーニング 教職員 40 教育改革とアクティブ・ラーニング

http://i-manabi.co.jp/
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