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平成 30年度事業計画 

一般財団法人日本私学教育研究所 

はじめに 

一般財団法人日本私学教育研究所（以下「研究所」という。）は、わが国唯一の私立学

校の初等中等教育に関する総合研究所として、私立学校の教育及び経営に係る調査・研究

事業並びに教職員の資質向上のための研修事業を実施している。 

近年の急速に変化するグローバル化社会の中で、多様化する学校現場のニーズに対応す

るため、当研究所では平成 22 年度に組織を大幅に改編し、今日的あるいは中・長期的な

視点に立った戦略的な教育政策に資するための研究を推進するとともに、併せて、緊急に

解決が求められている教育政策課題について調査・分析を行い、それらの成果を研修会に

おいて的確な情報・指針として各学校に直接伝達する機能の強化を図ることを基本方針と

した研修事業内容の抜本的な見直しを行っている。 

これを受け、研修事業の要である一般研修事業については、関係諸団体との緊密な連携

の下、全国組織として実施すべき基幹的な研修会を実施しており、前年度に引き続き私立

学校固有の問題で全国的なレベルで解決が必要とされる課題の研修に特化して実施する。

併せて、これら一般研修事業で扱った研究課題を更に深化させ、全国に発信する全国研修

事業を実施する。 

また、国においては、グローバル化への対応の一環として、新学習指導要領の実施に向

け小学校・中学校・高等学校等を通じた抜本的な英語教育改革を推進するとともに、大学

入試の英語についても、4 技能を総合的に評価する出題や民間試験の導入などを予定して

おり、私立学校においてもこれらへの対応は喫緊の課題である。そこで、英語教育担当教

員の指導力強化を図るため、前年度に引き続き英語教育に係る専門家及び文部科学省英語

指導力向上事業「英語教育推進リーダー中央研修」受講者の協力を得ながら、教員が 21

世紀型教育に相応しい最新の教授法等を取り入れるための特別研修事業を実施する。 

一方、初任者・中堅教員研修事業については、新学習指導要領を踏まえてカリキュラ

ム・マネジメントの実践や主体的・対話的で深い学び（アクティブ・ラーニングなど）の

実現に向けた授業改善に係るプログラムを導入し重点事業として実施するとともに、各地

区の初任者研修事業についても、当研究所の方針を踏まえた内容で実施する。 

更に、免許状更新講習事業については、前年度に引き続き「必修領域」の講習（6 時間）

と 2 種類の「選択必修領域」の講習（①「学校を巡る近年の状況の変化」及び「学校にお

ける危機管理上の課題」、②「国際理解及び異文化理解教育」。各 6 時間）を実施する。 

なお、上記各種事業を後押しするため、広報機能の充実を図り、ホームページ等によっ

て各種情報提供等関係方面へのサービスを強化し、「私立学校のシンクタンク」を目指し

た各種取組みを進める。 
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〔１〕学校教育及び学校経営に関する研究 

１ 研究事業 

別紙（8 ページ）の通り、学校教育及び学校経営に資するための調査・研究事業

は、専任の研究員及び委託研究員により、年度当初に定める研究題目に則り実施す

る。 

また、専任の研究員の主宰により、学校現場の教職員と共同で研究会を組織し、学

校における今日的課題についての研究等を行う。 

なお、研究事業（委託研究員研究費・調査旅費、紀要・調査資料刊行費等）に対し

ては、国庫補助対象事業として文部科学省から補助金（平成 30 年度予算 4,505,000

円）が交付される。 

２ 研究成果報告会 

委託研究員の研究結果については、「紀要」に掲載する外、年度末に「委託研究員 

研究成果報告会」を開催し、委託研究員本人が発表を行う。 

また、当該報告会が私立学校の教員の校外研修の場として活用されるよう、周知を

図る。 

〔２〕学校教育及び学校経営に関する研修並びに相談 

１ 一般研修会 

一般研修会については、全国組織として実施すべき基幹的な研修会と位置付け、私

立学校固有の問題で全国的なレベルで解決が必要とされる課題の研修に特化するとの

基本方針の下、今年度も①喫緊の重要課題を扱う研修会として「私学経営研修会」を、

②継続的に検討が必要な課題を扱う研修会として「私立学校専門研修会」（課題毎に

①教育課程、②法人管理事務運営、③イノベーション教育（グローバル・ICT 活用）

研究、④次世代リーダー育成の 4 部会を設置）をそれぞれ実施する。 

また、上記各研修会の企画立案及び運営は、所長直轄組織の「研究・研修統轄会議」

の下に置かれた 5 つの「専門委員会」（①私学経営、②教育課程、③法人管理事務運営、

④イノベーション教育（グローバル・ICT 活用）研究、⑤次世代リーダー育成）にお

いて行う。 

更に、各地区及び各府県の私学協会の協力の下、各地域の私学教育の活性化及び教 

職員の資質向上に資するための「地区別・府県別研修会」を実施する。 

(1) 私学経営研修会 

別紙（9 ページ）の通り、私学経営研修会は、学校管理者向けに喫緊の重要課題を扱

う研修会として「新たな教育の潮流と私学の針路～教育と経営の課題解決に向けて

～」を研究目標に掲げ、石川県私立中学高等学校協会の協力を得て、石川県及び金沢

市等の後援の下、平成 30 年 6 月 7 日・8 日の 2 日間、ANAクラウンプラザホテル金沢

（金沢市）を会場に、120 名の募集人員で実施する。 
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(2) 私立学校専門研修会 

別紙（9 ページ）の通り、私立学校専門研修会は、継続的に検討が必要な課題を扱う

研修会として課題毎に 4 部会（①教育課程、②法人管理事務運営、③イノベーション

教育（グローバル・ICT 活用）研究、④次世代リーダー育成）を設置して、計 280 名

の募集人員で実施する。 

(3) 地区別研修会 

別紙（9 ページ）の通り、地区別研修会は、各地区の実情を踏まえた内容で、計

1,060 名の募集人員で実施する。 

(4) 府県別研修会 

別紙（9 ページ）の通り、府県別研修会は、各府県の実情を踏まえた内容で、計

4,400 名の募集人員で実施する。 

２ 全国研修会 

前述の一般研修会で扱った研究を更に深化させ、全国に発信する研修会として「全

国私学教育研究集会」を実施する。 

別紙（9 ページ）の通り、平成 30 年度（第 6        6  回）全国私学教育研究集会鹿児島大会

は、実施団体である九州地区私立中学高等学校協議会及び鹿児島県私立中学高等学校

協会と当研究所の実質的な連携体制により、「新時代に向けたさらなる私学の躍進」

を研究目標に掲げ、鹿児島県及び鹿児島市等の後援の下、平成 30 年 10 月 25 日・26 

日の 2 日間、城山ホテル鹿児島（鹿児島市）を会場に、6部会（①私学経営、②教育課程、③

法人管理事務運営、④進路指導、⑤生徒指導、⑥国際教育）を設置して、600 名の募集人員 

で実施する。 

３ 特別研修会 

前述の通り、国においては、グローバル化への対応の一環として、新学習指導要領

の実施に向け小学校・中学校・高等学校等を通じた抜本的な英語教育改革を推進する

とともに、大学入試の英語についても、4 技能を総合的に評価する出題や民間の検定

試験の導入などを予定しており、私立学校においてもこれらへの対応は喫緊の課題で

ある。そこで、英語教育担当教員の指導力強化を図るため、英語教育に係る専門家及

び文部科学省英語指導力向上事業「英語教育推進リーダー中央研修」受講者の協力を

得ながら、教員が 21 世紀型教育に相応しい最新の教授法等を取り入れるための「私

立学校特別研修会・外国語（英語）教育改革特別部会」を、別紙（10 ページ）の通り、

東日本及び西日本の 2 会場において、計 120 名の募集人員で実施する。 

また、上記研修会の企画立案及び運営は、所長直轄組織の「研究・研修統轄会議」の

下に設置した「外国語（英語）教育改革特別委員会」において行う。 

４ 初任者・中堅教員研修会 

教員の育成に係る研修事業としては、教員のライフステージに応じた資質の向上を

図る観点から、教育公務員特例法の規定に準じた研修会として、「私立学校初任者研

修会」及び「私立学校中堅教員研修会」をそれぞれ実施する。 
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このうち、私立学校初任者研修地区研修会については、各地区の「私立学校初任者

研修運営委員会」等が主体的に企画立案・運営する。 

また、私立学校初任者研修全国研修会、私立学校中堅教員研修会及び後述の免許状

更新講習についての企画立案は、所長直轄組織の「研究・研修統轄会議」の下に置か

れた「私立学校初任者研修等事業検討委員会」において行い、その運営は、「私立学

校初任者研修等運営委員会（東日本及び西日本）」が行う。 

なお、私立学校初任者・中堅教員研修事業に対しては、国庫補助対象事業として文

部科学省から補助金（平成 30 年度予算 15,349,000 円）が交付される。 

(1) 私立学校初任者研修会 

① 地区研修会 

別紙（11 ページ）の通り、私立学校初任者研修地区研修会は、私立小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校の新任教員を対象として、各地区の実情を踏まえた内容

で、全国 13 地区及び小学校 2 地区において、計 1,380 名の募集人員で実施する。 

② 全国研修会 

別紙（11 ページ）の通り、私立学校初任者研修全国研修会は、私立小学校・中学

校・高等学校・中等教育学校の新任教員を対象として、秋季に東日本及び西日本の 2 

会場において、計 120 名の募集人員で実施する。 

(2) 私立学校中堅教員研修会 

別紙（11 ページ）の通り、私立学校中堅教員研修会は、私立小学校・中学校・高等

学校・中等教育学校の中堅教員を対象として、夏季に東日本及び西日本の 2 会場にお

いて、計 200 名の募集人員で実施する。 

５ 免許状更新講習 

別紙（11 ページ）の通り、私立学校教員に求められる知識・技能の習得を目的とし

て、「必修領域」の講習（6 時間）及び 2 種類の「選択必修領域」の講習（①「学校

を巡る近年の状況の変化」及び「学校における危機管理上の課題」、②「国際理解及

び異文化理解教育」。各 6 時間）を夏季及び冬季にそれぞれ東日本及び西日本の 2 地

区において、計 800 名の募集人員で実施する。 

６ 学校教育及び学校経営に関する相談 

学校教育及び学校経営等についての相談は、主として専任の研究員がこれに当たる

とともに、併せて、各種研修会において、専門家による説明等により対応する。 

また、国の教育制度改革に関する諸情報については、必要に応じて説明会等を開催

し、各私立学校に伝達する（別紙（12 ページ）「大学入試における英語資格・検定試

験に関する説明会」）。 
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〔３〕教育情報の収集及び提供 

１ 教育情報のデータベース化 

学校教育及び学校経営に係る各種情報の収集を行うとともに、それらをデータベー 

ス化し、関係者に供覧する。 

また、各学校の沿革史誌、研究所の「紀要」及び「調査資料」を中心に私学教育 に

特化した所蔵資料をデータベース化し、関係者に供覧する。 

２ ホームページの運営 

ホームページにおいて、各学校及び関係方面に対し、各種研修会の実施案内及び成 

果報告等を中心に教職員採用情報等私学教育に関する諸情報の提供を行う。 

〔４〕諸外国との教育の交流及び情報交換 

一般研修会の「私立学校専門研修会・イノベーション教育（グローバル・ICT 活用）

研究部会」の企画立案及び運営を行う「イノベーション教育（グローバル・ICT 活用）

研究専門委員会」が、諸外国のイノベーション教育の現状について研究を行う。 

〔５〕教育に関する図書及び印刷物の作成・頒布 

１ 紀要及び調査資料の刊行 

研究員の研究結果については、「紀要」及び「調査資料」として刊行し、全国の私 

立小学校・中学校・高等学校・中等教育学校を始め各都道府県私学協会等関係方面に

配付する。 

２ 研修会報告書の刊行 

全国私学教育研究集会の結果は、「研究集録」として刊行し、全国の私立中学校・ 

高等学校・中等教育学校を始め各都道府県私学協会等関係方面に配付するとともに、

ホームページに掲載する。 

また、私学経営研修会、私立学校専門研修会・各部会、私立学校特別研修会・外国

語（英語）教育改革特別部会、私立学校初任者研修会全国研修会及び私立学校中堅教

員研修会の結果も「報告書」として刊行し、各都道府県私学協会等関係方面に配付す

るとともに、ホームページに掲載する。 

３ 初任者研修用資料の作成 

私立学校初任者研修の手引き（ブックレット）等を作成し、全国の私立小学校・中

学校・高等学校・中等教育学校に配付するとともに、私立学校初任者研修会等で参加

者に配付する。 

また、校内研修用に当該資料を必要とする学校には、廉価で頒布する。 
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〔６〕広報活動の展開 

各種研修会等の実施案内及び成果報告等を中心に、調査・研究内容等の諸情報を広く 

関係者に提供するため、「私学時報（日本私立中学高等学校連合会機関紙）」、「全私

学新聞」及びホームページ等を活用して積極的な情報発信を行う。 

また、当研究所の役員が私学代表者として参画している中央教育審議会の初等中等教

育に係る分科会・部会等及び文部科学省の調査研究協力者会議等の審議状況やこれに係

る私学団体の対応状況等を各種研修会で紹介する。 

〔７〕関係諸団体との連絡提携 

日本私立中学高等学校連合会を始め、各都道府県私学協会との緊密な連携により各種

研修会を実施する外、文部科学省、一般財団法人私学研修福祉会及び日本私立小学校連

合会など、各種機関と連携を取り事業を実施する。 

〔８〕諸会議の開催                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

１ 理事会 

○第１３回：平成３０年５月１５日（火） 

○書面表決：平成３０年６月５日（火） 

○第１４回：平成３１年３月１２日（火） 

２ 評議員会 

○第７回：平成３０年６月５日（火） 

３ 監事会 

○決算：平成３０年４月２４日（火） 

○中間決算：平成３１年２月中旬 

４ 研究・研修統轄会議 

○第１８回：平成３０年１１月１９日（月） 

○第１９回：平成３１年２月中旬 

５ 専門委員会 

■私学経営専門委員会 

○第２７回：平成３０年５月１５日（火） 

○第２８回：平成３０年９月１１日（火） 

○第２９回：平成３１年１月中旬 

■教育課程専門委員会 

 ○第２９回：平成３０年６月５日（火） 

○第３０回：平成３０年９月１１日（火） 

○第３１回：平成３１年１月中旬 
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■法人管理事務運営専門委員会 

 ○第３１回：平成３０年７月１０日（火） 

○第３２回：平成３０年９月中旬 

○第３３回：平成３１年１月中旬 

■イノベーション教育（グローバル・ＩＣＴ活用）研究専門委員会 

 ○第１９回：平成３０年９月中旬 

 ○第２０回：平成３１年３月中旬 

■次世代リーダー育成専門委員会 

 ○第１２回：平成３０年４月１７日（火） 

６ 全国私学教育研究集会実行委員会 

   ○２０１９年度（第６７回）栃木大会第１回：平成３０年５月１５日（火） 

   ○２０１９年度（第６７回）栃木大会第２回：平成３１年３月１２日（火）  

７ 特別委員会 

■外国語（英語）教育改革特別委員会 

○第６回：平成３１年３月上旬 

８ 私立学校初任者研修等事業検討委員会 

○第１７回：平成３０年５月１４日（月） 

○第１８回：平成３０年１０月５日（金） 

○第１９回：平成３１年３月１日（金） 

９ 私立学校初任者研修等運営委員会 

  ○第５回東日本：平成３０年５月１８日（金） 

○第５回西日本：平成３０年５月１９日（土） 

10 私立学校初任者研修地区運営委員全国会議 

○平成３０年度：平成３０年１０月５日（金） 

 

 

(平成 30 年 6 月 28 日現在) 

 

 

 



平成30年度研究員一覧
No 研究員氏名 所　　　属　　　名 都道府県 研　　究　　題　　目

山 崎 吉 朗 一般財団法人日本私学教育研究所 － 国の教育政策と私学

1 村 山 一 将 札幌創成高等学校 北海道 高等学校理科「科学と人間生活」におけるＡＬ型授業の展開

2 菅 野 智 子 聖ウルスラ学院英智中学校 宮　城 英語でディベートをする力を身につけるための言葉の教育

3 成 瀬 政 光 早稲田大学本庄高等学院 埼  玉 高等学校数学科にて深い学びを促すためのアクティブラーニング教材に関する研究・実践

4 佐 藤 貴 明 聖光学院中学高等学校 神奈川 ＩＣＴ機器を用いた海外大学進学サポートの効率化

5 小 川 輝 光 神奈川学園中学高等学校 神奈川 高校新設科目「歴史総合」の教科内容論的検討と新しい学習方法の構築

6 大島 三奈子 七沢希望の丘初等学校 神奈川 本学園の幼稚園と初等学校の連携における児童の「個の確立」と「共生」

7 中田 奈穂美 香蘭女学校中等科高等科 東　京 社会科地理歴史分野におけるシティズンシップ教育の授業研究

8 長谷川 宏一 駒澤大学高等学校 東  京 地理・地学が連携した野外実習における主体的学習を促す教材開発

9 藤 山 由 彦 駒場東邦中学高等学校 東  京 中等教育における主権者教育・国際理解教育の授業実践

10 雨 宮 啓 太 工学院大学附属中学高等学校 東  京 運動動作の可視化

11 山 中    明 桜美林中学高等学校 東  京 中学校・高等学校における漢字・漢語・漢文の学習方法

12 林 　 圭 介 法政大学中学高等学校 東  京 「考えること」を基軸にした教育の方法

13 立石 喜美子 北陸学院小学校 石  川 言語感覚を養う小学校の英語教育

14 五十嵐 真人 愛知中学高等学校 愛  知 アカデミックライティング・アカデミックプレゼンテーション指導

15 川 島 啓 一 同志社中学高等学校 京  都 「歴史的思考力」を深める「アクティブラーニング型」世界史授業の開発

16 中 村 憲 幸 東山中学高等学校 京　都 英語４技能を向上させるアクティブラーニング型授業

17 住 森 広 平 大阪高等学校 大  阪 参加型授業における「見える学力」「見えない学力」向上の実践

18 宮 崎 亮 太 関西大学中等部高等部 大  阪 デザイン思考を取り入れた歴史学習における「問い」を立てるための工夫

19 萩 原 ゆ か 関西大学第一中学高等学校 大  阪 即興的Speaking能力を高める英語授業研究

20 米 田 謙 三 関西学院千里国際中等部高等部 大  阪 オリンピック・パラリンピックをテーマにしたアクティブラーニング型授業

21 成 田 裕 政 四天王寺学園中学高等学校 大　阪 社会科授業におけるＩＣＴ活用

22 谷 口  　理 松蔭中学高等学校 兵  庫 「Blue Earth Project」の意義と私学教育における汎用性

23 森 田 剛 志 滝川第二中学高等学校 兵  庫 自己肯定感を育み、社会性を伸ばす道徳教育の研究

24 長谷川 成実 育英西中学高等学校 奈  良 問題発見力・解決力を身に付ける授業（シナジータイム）の体系化

25 和 田  　誠 愛光中学高等学校 愛  媛 ＩＣＴを活用した教科横断型授業

26 吉 松 信 幸 東明館中学高等学校 佐  賀 学習意欲を活性化させるアクティブラーニングを活用した教育手法とその評価方法の開発

27 溝 口 政 志 宮崎学園中学高等学校 宮  崎 主体的・創造的・協同的学習（探究活動）を通した課題解決能力の育成

28 片 岡 伸 児 都城東高等学校 宮  崎 専門教育活動におけるディープアクティブ・ラーニング

29 吉田 美和子 鹿児島育英館中学高等学校 鹿児島 ＣＬＩＬ要素を取り入れたアクティブラーニングの充実

30 下入佐 宏美 鹿児島修学館中学高等学校 鹿児島 学校全体で取り組む課題研究の実践
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募集人員
（名）

120

募集人員
（名）

120

60

50

50

280

地区名

北海道地区

関東地区

中部地区

四国地区

府県名

青森県

岩手県

秋田県

山形県

新潟県

千葉県

石川県

山梨県

長野県

静岡県

滋賀県

大阪府

和歌山県

島根県

岡山県

広島県

山口県

佐賀県

大分県

募集人員
（名）

600

教育課程部会 6月22日（金） 東京都・渋谷区

私学経営研修会（一般研修会）

平成30年度一般研修会・全国研修会実施計画

私立学校専門研修会（一般研修会）
名称 会期 開催地 会場/視察校 研究目標

名称 会期 開催地 会場/視察校 研究目標

私学経営研修会
6月7日（木）
～8日（金）

石川県・金沢市 ANAクラウンプラザホテル金沢/
星稜中学高等学校･北陸学院中学高等学校 新たな教育の潮流と私学の針路～教育と経営の課題解決に向けて～

TKP渋谷カンファレンスセンター/
青山学院中等部高等部

研究目標
募集人員

（名）

1,060

地区別研修会（一般研修会）
回数 会期 開催地 会場 研究目標

募集人員
（名）

自立を促すフレキシブルな教育課程の実現に向けて
～新・学習指導要領と高大接続の観点から授業改善と評価を考える～

法人管理事務運営部会 8月8日（木） 東京都・千代田区 主婦会館プラザエフ

第57回 9月20日（木）～21日（金） 小樽市 グランドパーク小樽 未定 100

計

イノベーション教育
（グローバル・ICT活用）研究部会

11月（予定） 未定 未定 未来の学びを思考する～21世紀型教育を目指して～（仮）

次世代リーダー育成部会 12月7日（金）
京都府･

京都市､長岡京市
京都大学吉田キャンパス/

立命館中学高等学校
未来と夢を、私学に託す～未知の時代に躍動する学校の創生～

進展する働き方改革を見据えて
～学校現場における高齢者･障害者雇用、パワハラ、セクハラを考える～

私立学校専門研修会

教育活動の推進と私学人としての意識の高揚及び資質の向上を図る 200

第50回 8月20日（月）～21日（火） 青森市 ホテル青森

変化する時代をリードする私学～地域に根差しグローバルに活躍する～ 260

第54回 10月18日（木）～19日（金） 富山市 富山国際会議場　外 未来に向けた私学教育の指命 600

第30回 11月1日（木）～2日（金） 徳島市 徳島文理中学高等学校

計 （3地区）

府県別研修会（一般研修会）
回数 会期 開催地 会場

愛知県

8月21日（火） 甲府市 山梨学院大学 新時代を拓く魅力ある私学～挑戦、研鑽、そして発展～ 400

第44回 9月12日（水）～13日（木） 掛川市 つま恋リゾート彩の郷
〈教職経験5年教員研修会〉教職経験5年の実践を踏まえて、①教師としての確固たる教育観を確立する、②学校運営に積極的に

参画する態度を身に付ける、③教科指導力の更なる向上を図る 45

第41回

名古屋ガーデンパレス名古屋市

10月12日（金） 松本市 松本第一高等学校 県民の期待に応える安心と信頼に裏打ちされた魅力ある私学教育の充実を目指して 180

第48回

第46回

平成30年度（第66回）全国私学教育研究集会鹿児島大会
10月25日（木）
～26日（金）

鹿児島県・鹿児島市 城山ホテル鹿児島 新時代に向けたさらなる私学の躍進

計 （22府県） 4,400

全国私学教育研究集会（全国研修会）
名称 会期 開催地 会場 研究目標

7月23日（月）～24日（火） 日田市 マリエールオークパイン日田

第51回 平成31年2月中旬 大津市

8月3日（金） 諫早市 長崎日本大学中学高等学校

大阪私学会館

第49回 広島市 ノートルダム清心高等学校

琵琶湖ホテル

7月26日（木）～27日（金）

山口市第50回

和歌山市

益田市

8月21日（火）～22日（水）

第38回 10月19日（金）

グローバル時代に輝く私学教育～個性を伸ばし学び続ける力の育成～

11月13日（火）～14日（水）
150建学の精神に根ざした逞しい私学教育

200

第49回

第31回

①平成30年度で35回（35年間）の調査・研究を行ってきた大阪府内私立高等学校における「退学生・留年生の調査」を本年度も行い、その結果につ
いて報告する、②大阪府内の私立中学校・高等学校を対象とした生徒指導上の調査・研究や各支部・各学校で日々取り組れている教育実践・指導

事例を報告する、③上記の事柄について研究・協議を行って、生徒指導に対する認識をより深め、今後の指導に資する
45011月15日（木）～16日（金） 大阪市

加盟校の組織運営を支える管理職にある教職員が教育の諸施策や課題、私学を取り巻く状況等について認識を
深める 60

時代を拓く人間教育 ～私学の役割～ 100

第51回 8月2日（木）～3日（金） 岡山市 メルパルク岡山 新しい時代に求められる私学教育を目指して

8月7日（火）

第47回

〈学校事務部会〉学校事務職員の資質向上と当面の諸問題の研修を図る 50

福岡県 第55回 事務職員の資質の向上と当面の諸問題について研修を図る

長崎県 第48回

建学の精神に基づく特色ある私学教育の推進～未来を切り拓く人間力の育成～ 185

8月1日（水）～8月3日（金） 長崎市

第35回 8月17日（金）

ホテルニュータンダ
〈教員研修〉私立中学高等学校の教師が学校運営及び教育に関する諸課題について研究を深め、私学教員として

の自覚を高めるとともにその向上を図る

佐賀市 グランデはがくれ

40

10月19日（金）～20日（土） 60

100

200

7月10日（火）

8月3日（金）

特色ある私学教育の実践を目指して 500

特色ある私学教育の創造 ～魅力と活力あふれる学校づくりの推進～ 120翠山荘

明誠高等学校

近畿大学附属和歌山中学高等学校

130

21世紀の教育改革における地方発信型事業の展開 100

教科に関する教員の研修を通じ、教員の資質の向上を図り、学習指導の強化・研究に資する 360

8月24日（金） 小松市 石川県こまつ芸術劇場うらら 未来に向けた私学教育の使命 300

10月上旬～11月下旬 千葉県内 八千代松陰中学高等学校　外

福岡ガーデンパレス

ホテルニューガイアオームタガーデン

福岡市

大牟田市

第43回 8月16日（木）～17日（金） 湯沢町 ナスパニューオータニ 新しい時代に輝く私学教育

第44回

第30回

第52回 10月4日（木）～5日（金） さいたま市 浦和ロイヤルパインズホテル 凶悪犯罪の多発、倫理の荒廃の中で、現代の私学教育が目指すもの 100

第41回 8月17日（金）～18日（土） 鶴岡市 湯野浜温泉満光園 魅力ある私学教育を目指して 120

少子化時代に選ばれる私学を目指して～魅力と活力あふれる学校づくり～ 200

第42回 8月10日（金） 盛岡市 サンセール盛岡 未来を拓く私学教育を目指して～魅力ある人材を育成する私学教育～ 150

第48回 9月29日（土） 秋田市 国学館高等学校
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平成30年度特別研修会実施計画

区分 会期 開催地 会場 募集人員（名）

東日本エリア
5月11日（金）
～12日（土）

千葉県・市川市／
東京都・千代田区

市川中学高等学校／
上智大学四谷キャンパス

80

西日本エリア 未定 未定 未定 40

120計

私立学校特別研修会・外国語（英語）教育改革特別部会

-10-



平成30年度初任者研修会・中堅教員研修会・免許状更新講習実施計画

　

No 名称
募集人員

（名） 会期 《担当都道府県等》会場 参加対象都道府県等

1 北海道地区 40 ８月１日（水）～８月３日（金） 《北海道》札幌ガーデンパレス（札幌市） 北海道

2 東北地区 70 ７月２３日（月）～７月２５日（水） 《青森》八戸プラザホテル（八戸市） 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

3 北関東地区 80 ６月２０日（水）～６月２２日（金） 《茨城》ホテルレイクビュー水戸（水戸市） 茨城、栃木、群馬、新潟

4 関東地区埼玉県 150 ７月２３日（月）～７月２５日（水） 《埼玉》埼玉県県民健康センター（さいたま市） 外 埼玉

5 関東地区千葉県 70 ６月４日（月）～６月６日（水） 《千葉》ホテルグリーンタワー幕張（千葉市） 千葉

6 関東地区神奈川県 110 ８月１６日（木）～８月１７日（金） 《神奈川》神奈川県私学会館（横浜市） 神奈川

7 関東地区東京都 120 ８月２１日（火）～８月２４日（金）
《東京》かずさアーク・オークラアカデミア
パークホテル（木更津市）

東京
（注:外に十数回の日帰り研修等あり）

8 北陸地区 40 ８月１日（水）～８月３日（金） 《福井》福井パレスホテル（福井市） 富山、福井、石川、長野

9 中部地区静岡･山梨県 80 ８月６日（月）～８月７日（火） 《静岡》御殿場高原時之栖（御殿場市） 静岡、山梨

10 中京地区 100 ８月２２日（水）～８月２4日（金） 《愛知》名古屋ガーデンパレス（名古屋市） 外 岐阜、愛知、三重

11 近畿地区 160 ８月１６日（木）～８月１７日（金） 《京都･滋賀》大阪ガーデンパレス（大阪市） 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

12 中国･四国地区 110 ７月３１日（火）～８月２日（木） 《高知》土佐塾中学高等学校（高知市） 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知

13 九州地区 150 ７月４日（水）～７月６日（金） 《福岡》福岡ガーデンパレス（福岡市） 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

14 小学校（東日本地区） 50 ７月３０日（月）～８月１日（水） 《東初協》アルカディア市ヶ谷（千代田区） 北海道、東北、関東、東京の各地区内の小学校

15 小学校（西日本地区） 50 ８月１日（水）～８月３日（金） 《西私小連》大阪ガーデンパレス（大阪市） 西日本、九州の各地区内の小学校

合　　計 1,380

No 名称
募集人員

（名） 会期 会場 参加対象学種

1 東日本会場 60 １０月１２日（金）～１０月１３日（土） 主婦会館プラザエフ（千代田区）

2 西日本会場 60 １０月１９日（金）～１０月２０日（土） 京都ガーデンパレス（京都市）

合　　計 120

No 名称
募集人員

（名） 会期 会場 参加対象学種

1 東日本会場 100 ７月２５日（水）～７月２６日（木） 主婦会館プラザエフ（千代田区）

2 西日本会場 100 ８月１日（水）～８月２日（木） 京都ガーデンパレス（京都市）

合　　計 200

No 名称
募集人員

（名） 会期 会場 受講対象者

1
夏期東日本

（必修）
100 ７月２３日（月） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

2
夏期東日本

（選択必修A）
50 ７月２２日（日） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

3
夏期東日本

（選択必修B）
50 ７月２２日（日） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

4
夏期西日本

（必修）
100 ７月３０日（月） 京都ガーデンパレス（京都市）

5
夏期西日本

（選択必修A）
50 ７月２９日（日） 京都ガーデンパレス（京都市）

6
夏期西日本

（選択必修B）
50 ７月２９日（日） 京都ガーデンパレス（京都市）

7
冬期東日本

（必修）
100 １２月２６日（水） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

8
冬期東日本

（選択必修A）
50 １２月２５日（火） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

9
冬期東日本

（選択必修B）
50 １２月２５日（火） アルカディア市ヶ谷（千代田区）

10
冬期西日本

（必修）
100 平成３１年１月６日（日） 京都ガーデンパレス（京都市）

11
冬期西日本

（選択必修Ａ）
50 平成３１年１月５日（土） 京都ガーデンパレス（京都市）

12
冬期西日本

（選択必修Ｂ）
50 平成３１年１月５日（土） 京都ガーデンパレス（京都市）

合　　計 800

免許状更新講習

私立学校初任者研修地区研修会

私立学校初任者研修全国研修会

私立学校中堅教員研修会

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の教諭免
許または養護教諭免許を持つ現職教員、採用内定
者、過去に教員として経験がある者
（注:選択必修Aは「学校を巡る近年の状況の変化」及
び「学校における危機管理上の課題」、選択必修Bは
「国際理解及び異文化理解教育」）

全国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校

全国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
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平成30年度説明会実施計画

区分 会期 開催地 会場 募集人員（名）

東日本 6月30日（土） 東京都・墨田区 KFC Hall & Rooms 400

西日本 7月7日（土） 大阪府・大阪市 大阪コロナホテル 300

700

大学入試における英語資格・検定試験に関する説明会

計
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