
　【A.紹介受信】 第22期エデュバイトプロジェクト  進捗管理/報告書

no エリア エリア塾長 教室名 教室長 教室リーダー PJ数 PJリーダー① PJリーダー② PJリーダー③ PJリーダー④ 区分(本部使用欄)
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! ー

【PJリーダーが記入】 ● プロジェクトの活動計画と進捗報告…教室リーダーサポートの元、KPI達成のための計画の詳細。 <進捗>:〇(完了)、△(途中)、×(未着手)

■KGI（当教室の重点達成項目・PJ終了時の在りたい数値） ④設定するKPIとその根拠となるデータ ⑥KPIを達成するためにこのプロジェクトで実行すること ⑦各月の実行項目 予定スケジュール

完了確認項目 目標数値 昨年実績 項目 目標数値 数値算出の根拠 予定月 項目 準備 納期

A

紹介受信
(友人・兄弟・従業員・元会

員) #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!

■11月のアクション ■12月のアクション ■1月のアクション ■2月のアクション

no 実行項目 担当 行動期間 納期 完了 no 実行項目 担当 行動期間 納期 完了 no 実行項目 担当 行動期間 納期 完了 no 実行項目 担当 行動期間 納期 完了

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
11 11 11 11
12 12 12 12
13 13 13 13
14 14 14 14
15 15 15 15

■11月振り返り（PJリーダーが記入） ■12月振り返り（PJリーダーが記入） ■1月振り返り（PJリーダーが記入） ■2月振り返り（PJリーダーが記入）

■11月振り返り ■12月振り返り ■1月振り返り ■2月振り返り

継続していく点と改善努力すべき点 評価A-C 継続していく点と改善努力すべき点 評価A-C 継続していく点と改善努力すべき点 評価A-C 継続していく点と改善努力すべき点 評価A-C

教室リー
ダー

教室リー
ダー

教室リー
ダー

教室リー
ダー

教室長 教室長 教室長 教室長

エリア塾長 エリア塾長 エリア塾長 エリア塾長



↓教室名を選択してください

教室情報

No エリア エリア塾長 教室名 教室長 教室リーダー PJ数 A. PJリーダー B. PJリーダー C. PJリーダー D. PJリーダー Last Updated: 2022/03/31 06:26:41

#REF! #REF! #REF! 選択してください #REF! < 入力 > < 入力 > < 入力 > < 入力 > < 入力 > < 入力 >

A. 紹介受信プロジェクト B. 媒体受信プロジェクト C. 退会防止プロジェクト

経営数値
現状把握

紹介発生数 入会数 入会率 学年 紹介発生数 入会数 入会率 受信発生数 入会数 入会率 経路 受信発生数 入会数 入会率 退会発生数 理由:成績不振 理由:SCG内転籍 理由:その他 comment
5月 小学生 5月 塾ナビ 5月
6月 中学生 6月 HP 6月
7月 高校生 7月 チラシ・SNS 7月
合計 合計 合計 その他 合計

合計

①KGIに基づく実績数値の内訳 ②実績数値の考察・仮説 ①KGIに基づく実績数値の内訳 ②実績数値の考察・仮説 ①KGIに基づく実績数値の内訳 ②実績数値の考察・仮説

課題の特定

③戦略-strategy- ④戦術-tactic- ③戦略-strategy- ④戦術-tactic- ③戦略-strategy- ④戦術-tactic-

ターゲットを
絞る

アプローチ 母数に対するアプローチ アプローチ アプローチ

主目的/ターゲット 主目的/ターゲット 主目的/ターゲット

⑤目標となる数値 ⑥具体的な取り組み項目 ⑤目標となる数値 ⑥具体的な取り組み項目 ⑤目標となる数値 ⑥具体的な取り組み項目

KGI 紹介受信数 媒体受信数 退会者数

算出根拠

KPI <項目を入力> <項目を入力> <項目を入力>

no 役割 氏名 月 主な事項項目 no 役割 氏名 月 主な事項項目 no 役割 氏名 月 主な事項項目

メンバー
実行項目

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

10 10 10

5月度

実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足

PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り

当月活動の評価 当月活動の評価 当月活動の評価

役職 comment 評価 役職 comment 評価 役職 comment 評価

教室リーダー 教室リーダー 教室リーダー

教室長 教室長 教室長

エリア塾長 エリア塾長 エリア塾長

6月度

実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足

PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り

当月活動の評価 当月活動の評価 当月活動の評価

役職 comment 評価 役職 comment 評価 役職 comment 評価

教室リーダー 教室リーダー 教室リーダー

教室長 教室長 教室長

エリア塾長 エリア塾長 エリア塾長

7月度

実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足 実行項目 担当 期間 納期 補足

PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り PJリーダーによる当月活動の振り返り

当月活動の評価 当月活動の評価 当月活動の評価

役職 comment 評価 役職 comment 評価 役職 comment 評価

教室リーダー 教室リーダー 教室リーダー

教室長 教室長 教室長

エリア塾長 エリア塾長 エリア塾長

PJ実績

①計画評価 ③実績評価 ①計画評価 ③実績評価 ①計画評価 ③実績評価

観点 評価 点数 KGI項目 紹介受信数 観点 評価 点数 KGI項目 媒体受信数 観点 評価 点数 KGI項目 退会者数

KPI設定 目標 KPI設定 目標 KPI設定 目標

月次行動計画 実績 → 点数 - 月次行動計画 実績 → 点数 - 月次行動計画 実績 → 点数 -

メンバーエンロール メンバーエンロール メンバーエンロール

KPI項目 <項目を入力> KPI項目 <項目を入力> KPI項目 <項目を入力>

②実行力評価 目標 ②実行力評価 目標 ②実行力評価 目標

対象月 評価 点数 実績 → 点数 - 対象月 評価 点数 実績 → 点数 - 対象月 評価 点数 実績 → 点数 -

5月 5月 5月

6月
評価対象

合計 0.0 /85
6月

評価対象
合計 0.0 /85

6月
評価対象

合計 0.0 /85
7月 7月 7月

振り返り

3か月間の活動と目標の達成度に関する振り返り(達成要因・未達成要因) 3か月間の活動と目標の達成度に関する振り返り(達成要因・未達成要因) 3か月間の活動と目標の達成度に関する振り返り(達成要因・未達成要因)


