
地区名
募集人員

（名）
参加人員

（名）

北海道
地区

100 103

東北
地区

250 195

関東
地区

120 66

中部
地区

600 597

1,070 961

府県名
募集人員

（名）
参加人員

（名）

青森県 250 197

岩手県 150 133

秋田県 200 178

新潟県 200 190

千葉県 320 358

富山県 370 355

山梨県 400 394

長野県 200 133

静岡県 45 53

滋賀県 60 53

大阪府 450 345

和歌山県 100 115

鳥取県 280 286

島根県 100 76

岡山県 130 122

広島県 500 512

山口県 120 　※中止
（台風の為）

100 97

60 50

佐賀県 155 185

40 40

50 43

大分県 200 250

鹿児島県 150 101

4,660 4,448

5,730 5,409

計 (実施22府県) ※

地区別・府県別研修会合計

2018/2/14 一般財団法人日本私学教育研究所

第46回 9月22日(金) 鹿児島市 志學館中等部高等部 時代に即応した私学教育　生徒の自主性と深い理解を促す ～ICTとアクティブラーニングの活用～

雲仙市 雲仙福田屋 〈学校事務部会〉 学校事務職員の資質向上と当面の諸問題について研修を図る

第34回 8月18日（金） 佐賀市 グランデはがくれ 新たな時代の担い手を育成するため、創造性豊かな教育について研究･協議を行い、建学の精神に基づいた特色ある私学教育の充実・発展を期して、私学教職員の資質向上を図る

第46回 7月20日（木）～21日（金） 大分市 大分オアシスタワーホテル 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～

長崎県 第47回
7月31日（月）～8月2日（水） 長崎市

福岡県 第54回
7月27日（木）～28日（金）

福岡市 福岡ガーデンパレス 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
10月13日（金）～14日（土）

第49回 8月7日（月） 山口市 翠山荘 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～

矢太樓 〈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問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共にその向上を図る

8月1日（火）～2日（水）

第50回 8月1日（火）～2日（水） 倉敷市 アイビースクエア 変革の時代を拓く私学教育

第48回 8月22日（火）～23日（水） 廿日市市 山陽女学園中等部高等部 特色ある私学教育の実践を目指して

第28回 8月21日（月） 米子市 米子市文化ホール 外 建学の精神に基づく私学教育の推進 ～広げよう私学の輪～

第37回 10月25日（水） 松江市 松江西高等学校 多様化する生徒への授業のあり方 ～本校の生徒にあった能動的学習方法を求めて～

第48回 11月16日（木）～17日（金） 大阪市 大阪私学会館
①平成29年度で34回（34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まれている教育実践・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

第30回 8月4日（金） 橋本市 初芝橋本中学高等学校 時代を拓く人間教育 ～私学の役割～

第50回 平成30年2月19日（月) 大津市 琵琶湖ホテル 滋賀県私立中学高等学校連合会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

建学の精神に根ざした逞しい私学教育 150 182
11月14日（火）～15日（水）

愛知県 第47回
7月10日（月）

名古屋市 名古屋ガーデンパレス

第45回 10月13日（金） 松本市 松本秀峰中等教育学校 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

第43回 9月21日（木）～22日（水） 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

第36回 8月22日（火） 富山市 富山国際会議場 教育改革に対応した私学教育を目指して

第40回 8月22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～

第42回 8月18日（金） 長岡市 ホテルニューオータニ長岡 更なる魅力ある私学教育を目指して

第29回

10月4日（水）
11月2日（木）
11月10日（金）
11月15日（水）
11月15日（水）
11月17日（金）
11月27日（月）
11月27日（月）

船橋市
松戸市
松戸市
千葉市
市川市

習志野市
船橋市
柏市

千葉日本大学第一中学高等学校
専修大学松戸中学高等学校

聖徳大学附属女子中学高等学校
渋谷教育学園幕張中学高等学校

和洋国府台女子中学校
東邦大学付属東邦中学高等学校

日本大学習志野高等学校
芝浦工業大学柏中学高等学校

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

第47回 9月30日（土） 秋田市 秋田和洋女子高等学校 ２１世紀を「私学の時代」とするために

第49回 8月15日（火）～16日（水） 弘前市 弘前パークホテル 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～

第41回 8月7日（月） 盛岡市 サンセール盛岡 教育の原点は私学にあり ～少子化時代に信頼され選ばれる教育の実現を目指して

計 （4地区）

平成29年度府県別研修会（一般研修会）
回数 会期 開催地 会場 研究目標

第51回 10月5日（木）～6日（金） 橫浜市 橫浜ロイヤルパークホテル 新しい教育と私学経営

第53回 10月5日（木）～6日（金） 金沢市 石川県立音楽堂　外 日本を支える人材を育てる私学教育

第56回 9月14日（木）～15日（金） 札幌市 札幌ガーデンパレス 新しい時代に生きる建学の精神

第55回 8月9日（水）～10日（木） 酒田市 酒田市公益研修センター 外 教育の原点は私学にあり

平成29年度地区別研修会（一般研修会）
回数 会期 開催地 会場 研究目標


