
年度 回数 研修会名称 会期 会場名 参加者数 研究目標

昭和34年度 第1回 校長 昭和34年4月27日～28日 東京都 千代田区 私学会館 303

昭和36年度 第2回 校長 昭和36年10月29日～30日 東京都 千代田区 私学会館 324

昭和38年度 第3回 校長 昭和38年6月21日～22日 東京都 世田谷区 昭和女子大学 300

昭和39年度 第4回 校長 昭和39年6月28日～30日 群馬県 水上町 水上中学校 196

昭和40年度 第5回 校長 昭和40年6月21日～23日 北海道 札幌市 定山渓ホテル 101 1.校長と教頭の職務と責任、2．私学の教育計画

昭和40年度 第6回 校長 昭和40年9月27日～29日 山口県 長門市 長門高等学校 123

第7回 校長 昭和41年6月27日～29日 東京都 八王子市 私学研修センター 201

第8回 校長 昭和41年10月12日～14日 熊本県 八代市 八代第一高等学校 112

第9回 校長 昭和41年7月7日～9日 東京都 八王子市 私学研修センター 123

第10回 理事長・校長 昭和42年11月22日～24日 島根県 出雲市 出雲市体育館 82

第11回 理事長・校長 昭和43年5月1日～3日 高知県 高知市 土佐女子高等学校 179 私学の教育と経営との近代化の促進

第12回 理事長・校長 昭和44年1月25日～27日 北海道 札幌市 北海道会館 79 私学教育の強化充実

第13回 理事長・校長 昭和44年6月26日～28日 大分県 別府市 明星高等学校 152 生徒減少期における学校管理、私学教育の近代化について

第14回

昭和45年度 第15回 理事長・校長 昭和45年6月10日～12日 愛媛県 松山市 松山東雲高等学校 135 変動期における私学教育の革新

昭和46年度 第16回 理事長・校長 昭和46年12月8日～10日 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島実践高等学校 182 変動期に対応する私学の管理運営

昭和47年度 第17回 理事長・校長 昭和47年10月19日～21日 山形県 米沢市 米沢女子高等学校 198 70年代の私学教育を探る

昭和48年度 第18回 理事長・校長 昭和48年11月16日～18日 愛知県 名古屋市 愛知会館 201 今後の私学教育と経営を探る

昭和49年度 第19回 理事長・校長 昭和49年10月14日～16日 北海道 札幌市 北海道会館 113 変動期に対応する私学教育と経営

昭和50年度 第20回 理事長・校長 昭和50年11月16日～18日 長崎県 小浜町雲仙 雲仙国際観光会館 131 私学教育と経営の未来像を探る

昭和51年度 第21回 理事長・校長 昭和52年1月24日～26日 千葉県 鴨川市 鴨川グランドホテル 167 特色ある私学教育と経営の推進～教育課程改訂に伴う新しい私学教育の展開～

昭和52年度 第22回 理事長・校長 昭和52年10月5日～7日 新潟県 新潟市 ホテルイタリア軒 205 教育の変革と私学の役割

昭和53年度 第23回 理事長・校長 昭和53年10月11日～13日 石川県 金沢市 中小企業会館 182 明日の私学創造へのヴィジョン～教育課程の基準の改善に伴う教育の展開～

昭和54年度 第24回 理事長・校長 昭和54年10月31日～11月2日 高知県 高知市 県民文化ホール 146 明日の私学創造へのヴィジョン～私学経営の計画性をふまえて～

昭和55年度 第25回 私学経営 昭和55年12月1日～3日 沖縄県 那覇市 ホテル沖縄グランドキャッスル 180 80年代の私学経営を考える～日本の教育に活力を与える私学とは～

昭和56年度 第26回 私学経営 昭和56年10月22日～24日 鳥取県 鳥取市 社会福祉会館 186 80年代の私学経営を考える～変動する諸情勢とその対応～

昭和57年度 第27回 私学経営 昭和57年10月4日～6日 岩手県 盛岡市 盛岡会館 193 新時代に即応する私学教育と経営を考える

昭和58年度 第28回 私学経営 昭和58年12月1日～3日 和歌山県 和歌山市他
智辯学園・

白浜温泉ホテル古賀の井 188 明日の私学教育と経営～教育を通しての日本の行方を探る～

昭和59年度 第29回 私学経営 昭和59年11月28日～30日 宮崎県 宮崎市 宮崎女子高等学校 195 「国際青年の年」と私学教育

昭和60年度 第30回 私学経営 昭和60年5月27日～29日 東京都 千代田区 私学会館 218 21世紀を展望する私学教育を考える

昭和61年度 第31回 私学経営 昭和61年9月25日～27日 福島県 郡山市 郡山女子大学・
磐梯熱海一力旅館 160 21世紀を展望する教育～当面する私学教育をふまえて～
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昭和62年度 第32回 私学経営 昭和62年10月29日～31日 岡山県 岡山市 岡山国際ホテル 192 21世紀を展望する教育～当面する私学教育をふまえて～

昭和63年度 第33回 私学経営 昭和63年11月10日～12日 静岡県 静岡市 静岡ターミナルホテル 176 21世紀を展望する教育～当面する私学教育をふまえて～

平成元年度 第34回 私学経営 平成元年11月15日～17日 熊本県 熊本市 鎮西学園・
熊本キャッスルホテル 227 新時代の私学教育と経営を考える

平成2年度 第35回 私学経営 平成2年11月15日～17日 香川県 高松市 高松国際ホテル 165 90年代の私学教育を考える

平成3年度 第36回 私学経営 平成3年10月2日～4日 北海道 札幌市 ホテルノースシティ 165 90年代の私学教育を考える

平成4年度 第37回 私学経営 平成4年10月14日～16日 神奈川県 横浜市 インターナショナルブラザ 204 21世紀の私学教育を考える

平成5年度 (第38回) 私学経営 平成5年10月13日～15日 福井県 福井市 福井ワシントンホテル 135 21世紀の私学教育を考える

平成6年度 (第39回) 私学経営 平成6年6月8日～10日 京都府 京都市 京都私学会館 171 21世紀の私学教育を考える

平成7年度 (第40回) 私学経営 平成7年5月31日～6月2日 山口県 山口市 ホテルニュータナカ 186 私学教育の原点をみつめて

平成8年度 (第41回) 私学経営 平成8年5月29日～31日 愛知県 名古屋市 名古屋ガーデンパレス 177 私学教育の原点をみつめて

平成9年度 (第42回) 私学経営 平成9年5月28日～30日 長野県 長野市 ホテル国際21 138 私学経営冬の時代を長野で考える

平成10年度 (第43回) 私学経営 平成10年6月3日～5日 福岡県 福岡市 シーホークホテル 162 新しい私立学校の創造

平成11年度 (第44回) 私学経営 平成11年6月2日～4日 徳島県 徳島市 徳島プリンスホテル 132 新しい私立学校の創造Ⅱ

平成12年度 (第45回) 私学経営 平成12年5月31日～6月2日 秋田県 秋田市 秋田ビューホテル 115 私学教育の独自性を目指して

平成13年度 (第46回) 私学経営 平成13年6月6日～8日 岐阜県 岐阜市 岐阜グランドホテル 131 伝統と改革～多様化する社会に対応する私学経営～

平成14年度 (第47回) 私学経営 平成14年5月29日～31日 広島県 広島市 リーガロイヤルホテル広島 92 伝統と改革Ⅱ～学びの場の創造を求めて～

平成15年度 (第48回) 私学経営 平成15年6月4日～6日 富山県 富山市 富山全日空ホテル 91 伝統と改革Ⅲ～転換期の私学経営を考える～

平成16年度 (第49回) 私学経営 平成16年6月3日～4日 北海道 函館市 函館ハーバービューホテル 92 私学経営の原点を考える～更なる挑戦と新たな使命～

平成17年度 (第50回) 私学経営 平成17年6月2日～3日 奈良県 橿原市 橿原ロイヤルホテル 86 私学の挑戦と新たな使命～いま直面する課題を考える～

平成18年度 (第51回) 私学経営 平成18年6月8日～9日 青森県 青森市 ホテル青森 82 私学の挑戦と新たな使命Ⅱ～多様性と独自性を展望する～

平成19年度 (第52回) 私学経営 平成19年6月7日～8日 熊本県 熊本市 尚絅学園・鎮西学園 外 169 今、私学の前にある“危機”～私たちは何をなすべきか～

平成20年度 (第53回) 私学経営 平成20年6月5日～6日 東京都 新宿区 リーガロイヤルホテル東京 201 私学の未来～変革期に対応する私学教育（私学力）～

平成21年度 (第54回) 私学経営 平成21年6月4日～5日 三重県 鳥羽市 鳥羽国際ホテル 77 私学の未来～私学力の向上に向けて～

平成22年度 (第55回) 私学経営 平成22年6月3日～4日 宮城県 仙台市 仙台ガーデンパレス 143 政策転換期を拓く私学経営と教育

平成23年度 (第56回) 私学経営 平成23年6月2日～3日 兵庫県 神戸市
ANAクラウンプラ
ザホテル神戸　外

187
混迷の時代に期待される教育と私立学校
－私学に求められる教育力・経営力・教員力の強化－

平成24年度 (第57回) 私学経営 平成24年6月7日～8日 茨城県 水戸市
ホテルレイク

ビュー水戸 外
145

明日へと向かう私学の教育と経営の展望
－困難に打ち克つ教育・募集対策・人材育成－

平成25年度 (第58回) 私学経営 平成25年6月6日～7日 広島県 広島市
ANAクラウンプラ
ザホテル広島 外

163
変革の時代を拓く私立学校
－社会と教育の潮流を読み、私学の進路を探る－

平成26年度 (第59回) 私学経営 平成26年6月5日～6日 沖縄県 那覇市
ホテル日航那覇

グランドキャッスル 外 123
グローバル化時代の教育と経営
～経営者・教職員はいかに対応すべきか～

平成27年度 (第60回) 私学経営 平成27年6月4日～5日 山形県 山形市
ホテルメトロポリタン

山形
166

私学振興と教育の未来
～私立学校振興助成法40年 新時代の経営を探る～

平成28年度 (第61回) 私学経営 平成28年6月2日～3日 滋賀県 大津市 大津プリンスホテル
(募集)
120

制度改革と私学のミッション
～新しい教育を実現する人財と経営を考える～

  （注）平成27年度まで実績、28年度は開催計画 2016/2/16・一般財団法人日本私学教育研究所･一般研修担当

第1回副校長・教頭研修会に代替

私学経営研修会・年度別実施状況一覧
開催地

開催地

私学教育の自由とその限界～ILＯユネスコ共同提案に
よる教員の地位に関する問題をめぐって～

昭和41年度

昭和42年度

昭和43年度

昭和44年度

変革期における私学教育の方向を求めて
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