
令和３年度 全国私立中学高等学校 

私学経営研修会 
実施案内 

主催 一般財団法人日本私学教育研究所 

後援 高知県、高知市、高知県私立中学高等学校連合会、日本私立中学高等学校連合会 

〈研究のねらい〉 

ニューノーマル時代を切り拓く私立学校 
～激動の 2020年を未来へのチャンスに変える！～ 

新型コロナウイルス感染症感染拡大という未曾有の事態によって社会が急激に変化する中、私学は 

いち早くオンライン教育を取り入れ、生徒の学びの継続に力を尽くした。同時に新たな形での学び

の実践に伴い、教育における様々な課題も浮き彫りとなった。 

今回の体験を、直面する課題を克服するために、私学として新たな挑戦をしていく好機と捉え、 

今年度当研修会は「ニューノーマル時代を切り拓く私立学校～激動の 2020 年を未来へのチャンスに 

変える！～」を研究のねらいとした。 

研修プログラムでは、喫緊の課題を総括すると共に、全国の私学人が多様な視点と経験、知見

を共有し、リフレクションにより効果を高めることで、私学教育の更なる進化へとつなげたい。 

 

会  期  令和３年６月３日（木）～６月４日（金） 

会  場   ホテル日航高知旭ロイヤル （高知県高知市） 
〒781-0832 高知県高知市九反田 9-15  TEL.088-885-5111 

〔空港から連絡バス｢菜園場駅｣下車（30 分）・徒歩３分〕 

募集人数   120 名 

参加対象   理事長、校長、副校長・教頭、事務長またはこれらに準ずる管理職の方 

      ※参加対象校は、都道府県私学協会加盟の私立中学校・高等学校・中等教育学校 

参 加 費   33,000円（昼食費（2 回）・教育懇談会費・視察費を含む。宿泊費別） 

基調講演  演題 ｢地域まるごと販売術｣ 

           講師 松﨑 了三 高知県公立大学法人高知工科大学地域連携機構特任教授 

 

2021.5 

☆基調講演講師プロフィール☆ 

松﨑 了三（まつざき りょうぞう）高知県公立大学法人高知工科大学地域連携機構特任教授  

 1955 年高知県生まれ。1977 年八幡大学経済学部経済学科卒業。株式会社アークデザイン 

研究所専務取締役（1985 年～）、松崎地域計画本舗代表（2000 年～）、田舎まるごと販売 

研究家、高知工科大学特任教授（2009 年～）を務める。馬路村を“ゆずの村”として浸透させた、 

高知県馬路村ブランド商品の仕掛け人。 

 

https://www.nikko-kochi.jp/access.html


 

☆ 基本日程   

   

 

私学経営研修会は喫緊の重要課題を扱う研修会です。 

令和３年度私学経営研修会では、 
激動の 2020年に直面した課題を新たな挑戦への好機と捉え、 
私立学校がニューノーマル時代を切り拓くヒントを探ります。 

 

2019（令和元）年度私学経営研修会の様子と参加者の声 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初日の様子 

 意見交換会 

 

パネル・ディスカッション 

 
○パネル・ディスカッション 

本音が聞けて面白かった。企業の方の 

意見も非常に参考になった。 

 

○講演 

私学を取り巻く課題が再認識できた。 

。 

 

○基調講演 

経営理念の大切さ、従業員への浸透の 

問題等、参考になった。 

 

○教育懇談会・意見交換会 

各校が様々な工夫をなさっている点、刺激となった。 

各校の抱える共通の問題点等、率直な意見交換ができた。 

 

意見交換会

分科会
全体

会

総

括

30 30 45 15 15

パネル

ディスカッション
教育懇談会

30

学校視察

30 30

15 16

10

17 19

開
会
式

講演 報告Ⅰ 報告Ⅱ

昼食 移動

18

基調講演 昼食初日 受付

2日目

時刻
8 9 10 11 12 13 14



 

☆ 研修会日程・プログラム（※プログラム・内容は変更となる場合があります。） 

【１日目】６月３日(木)          《会場》ホテル日航高知旭ロイヤル３階「ゴールデンパシフィック」 

  司会 川本 芳久  一般財団法人日本私学教育研究所理事・事務局長 

8:30-9:00  受  付  

9:00-9:30  開会式  

◆主催者代表挨拶    吉田  晋 一般財団法人日本私学教育研究所理事長 

◆開催県代表挨拶    橋本 和紀 高知県私立中学高等学校連合会会長 

◆来賓祝辞       濵田 省司 高知県知事（臨席依頼中）  

◆来賓祝辞       岡﨑 誠也 高知市長（臨席依頼中） 

◆役員・専門委員紹介  

◆研修会運営方針説明  長塚 篤夫 一般財団法人日本私学教育研究所副理事長・私学経営専門委員長 

9:30-10:45  講 演  

◆演 題  「教育政策と私立学校」 

◆講 師  吉田  晋 日本私立中学高等学校連合会会長・一般財団法人日本私学教育研究所理事長 

11:00-12:30  基調講演  

◆演 題  「地域まるごと販売術」 

◆講 師  松﨑 了三 高知県公立大学法人高知工科大学地域連携機構特任教授 

12:30-13:30 昼 食 

13:30-14:00  報告Ⅰ  

◆テーマ 「高知県私学の現状と課題」（仮） 

◆報告者 西本 正志 高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課課長 

14:10-15:00 

 

 報告Ⅱ  

◆テーマ 「ニューノーマル時代を切り拓く私学教育」（仮） 

◆報告者 平方 行 一般財団法人日本私学教育研究所理事・所長 

15:15-17:15  パネル・ディスカッション  

◆テーマ 「ニューノーマル時代を切り拓く私立学校～激動の 2020年を未来へのチャンスに変える！～」 

◆パネリスト 岡村  甫  高知県公立大学法人高知工科大学顧問 

◆パネリスト   橋本 和紀  高知学芸中学高等学校校長 

◆パネリスト   菅沼宏比古  学校法人西海学園理事長 

◆コーディネーター 鈴木 康之  水戸女子高等学校理事長・校長 

18:00-19:30  教育懇談会 ※着席形式(２日目意見交換会グループ毎に交流)          

○開会                         

○主催者挨拶  山中 幸平 一般財団法人日本私学教育研究所副理事長 

○来賓挨拶   高知県／高知市関係者 

○乾杯    高知県私立中学高等学校連合会役員等  

○次年度開催地代表挨拶 開催地私学協会役員 

○閉会挨拶   平方 行 一般財団法人日本私学教育研究所理事・所長  

 

☆パネリストプロフィール☆ 

岡村  甫（おかむら はじめ）高知県公立大学法人高知工科大学顧問 

 1938 年高知県生まれ。土佐高等学校卒業後、東京大学工学部に入学。同教授、学部長などを経て

1999 年に高知工科大学副学長、2001 年に学長に就任。2009 年～2015 年には理事長を務め、2015 年

より現職。高知工科大学 2 代目学長として高知工科大学を世界一流へと導く礎を築いた。 



 

【２日目】６月４日(金)       《研修会会場》ホテル日航高知旭ロイヤル ３階「ゴールデンパシフィック」 

司会 川本 芳久  一般財団法人日本私学教育研究所理事・事務局長 

9:00-11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00-11:20 

 

 

 

 

11:20-11:50 

意見交換会 (分科会 ～ 全体会)    

◆テ－マ  「ニューノーマル時代を切り拓く私立学校～激動の 2020年を未来へのチャンスに変える！～」 

【総合進行役・世話役】 大多和聡宏 一般財団法人日本私学教育研究所私学経営専門委員 

【世 話 役】 

長塚 篤夫 副理事長・私学経営専門委員長 菅沼宏比古 私学経営専門委員 

鈴木 康之 私学経営副専門委員長 橋本 和紀 私学経営臨時委員 

西岡 憲廣 私学経営専門委員 山中 幸平 副理事長 

山本与志春 私学経営専門委員 平方 行 理事・所長 

摺河 祐彦 私学経営専門委員 ほか（日私教研役員等） 

大多和聡宏 私学経営専門委員  

1．分科会（グループ討議）… 重点テーマを中心に小グループで討議 

重点 

テーマ 

➀ ニューノーマル時代の経営ビジョン（建学の精神の深化、ICT・教育環境整備、感染症等対応） 

② 新しい学びの実現に向けて（教育のデジタル化、個別最適化、授業改善） 

③ 教職員の働き方改革（採用・育成・研修・評価、在宅勤務等） 

④ 選ばれる私学とは（生徒募集、ブランディング、特色教育、組織活性化） 

２．全体会（分科会報告／意見交換会） 

11:50-12:00  総 括  長塚  篤夫 一般財団法人日本私学教育研究所副理事長・私学経営専門委員長 

12:00-12:40 昼 食 

Aコース

12:40-16:45 

 

Bコース 

12:40-15:20 

 学校視察 (ホテルより貸切バスにて移動） *時間・内容は変更となる場合があります。 

A コース  明徳義塾中学・高等学校  
【グローバル教育・部活動・寮制度】＜男女共学校＞ 

［会場から車で 50分］ 

時 程 12:40ホテル日航高知旭ロイヤル出発(バス移動) 

⇒学校視察 13:30～15:30 (2時間） 

⇒ホテル日航高知旭ロイヤル16:45頃着 

⇒〈高知龍馬空港 17:25 頃着〉 

※視察校から市内への移動時間がかかるため、ホテル及び空港への

到着時間が遅くなる場合があります。 

Bコース  土佐中学高等学校  
【進学・部活動】＜男女共学校＞ 

［会場から車で 10分］ 

時 程 12:40ホテル日航高知旭ロイヤル出発(バス移動) 

 ⇒学校視察 13:00～15:00(2時間)  

視察校 ⇒ホテル日航高知旭ロイヤル15:20頃着 

 ⇒〈高知龍馬空港 16:00 頃着〉 

※授業見学はありません。（定期考査日の為） 

 
 
 
松﨑 了三（高知県公立大学法人高知工科大学地域連携機構特任教授） 
西本 正志（高知県文化生活スポーツ部私学・大学支援課課長） 
岡村  甫（高知県公立大学法人高知工科大学顧問） 
橋本 和紀（高知学芸中学高等学校校長） 
㟢本 宏明（明徳義塾中学・高等学校校長） 
小村  彰（土佐中学高等学校校長） 
菅沼宏比古（学校法人西海学園理事長） 
鈴木 康之（水戸女子高等学校理事長・校長） 
吉田  晋（富士見丘中学高等学校理事長・校長） 
平方 行（一般財団法人日本私学教育研究所理事・所長） 
山中 幸平（学校法人山中学園学園長） 

 
 
 
長塚 篤夫（順天中学高等学校校長） 
鈴木 康之（水戸女子高等学校理事長・校長） 
西岡 憲廣（札幌山の手高等学校理事長・校長） 
近藤 彰郎（八雲学園中学高等学校理事長・校長） 
山本与志春（学校法人青山学院院長） 
摺河 祐彦（姫路女学院中学高等学校理事長・高校長） 
大多和聡宏（学校法人大多和学園理事長） 
菅沼宏比古（学校法人西海学園理事長） 
橋本 和紀（高知学芸中学高等学校校長） 
川本 芳久（一般財団法人日本私学教育研究所理事・事務局長） 

 

講師・指導員（順不同） 

 

専門委員・指導員（順不同） 

https://www.meitoku-gijuku.ed.jp/
https://www.tosa.ed.jp/


 

◆参加申込み方法◆ 

１．「参加申込書」に必要事項をご記入の上、下記申込先に FAX または郵送でお送り下さい。お電話での申込はできません。 

 

 

 

２．申込は先着順とします。募集人員を超えた場合は期日前でも締切となる場合があります。 

  申込締切の場合は当研究所ホームページでお知らせします。 

   申 込 締 切 日  ５月２１日（金）必着 a 
３．参加申込書受付後、「参加確認証」と「参加費等請求書（コンビニ払込用紙）」をお送りします。 

  参加費は「参加費等請求書（コンビニ払込用紙）払込用紙」で、指定されたコンビニエンスストアで下記振込期限までに  

  お振込下さい。なお、参加費の領収書は｢払込受領書｣をもって代えさせていただきますので、大切に保管して下さい。 

   ｢参加確認証｣は、研修会当日受付にご提出下さい。 

   参加費振込期限  ５月２７日（木） 
 
◆注意事項◆ 

＜参加申込みについて＞ 

  申込後、2週間以内に「参加確認証」「参加費等請求書(コンビニ払込用紙)」が届かない場合は電話にてご連絡下さい。 

＜変更・キャンセル・欠席について＞ 

  必ず FAXにて日本私学教育研究所へご連絡下さい。 キャンセル期限  ５月２７日（木） 

  キャンセルの場合は、「キャンセル確認書」を FAXにて返信します 

  変更の場合は、「参加確認証（再発行）」を郵送します。上記書類が届かない場合は、必ず電話にてご確認下さい。   

５月２７日(木)迄のご連絡 ５月２８日(金)以降のご連絡 及び 無断欠席 

事務手数料 1,000円を差引いた

参加費を返金します。 

参加費は返金できません。 

研修会資料等の発送をもって代えさせていただきます。参加費未払いの場合は、キャンセル料 

として全額(33,000円)を申し受けます。天変地異や自然災害等によるキャンセルの場合は、

状況により対応しますので、ご相談下さい。 
 

◆宿泊◆ 

１．宿泊の申込について 

１．「ホテル日航高知旭ロイヤル」のご予約を承ります。 

１．「宿泊申込書」(参加申込書の下欄)に必要事項を記入の上、「一般財団法人日本私学教育研究所 私学経営研修会

担当」宛に FAX または郵送でお送り下さい。「宿泊予約確認書」(参加確認証の下欄)をお送りします。 

ホテル名 部屋 予定部屋数 料金 備考 チェックイン チェックアウト 

ホテル日航高知旭ロイヤル 

(研修会場) 
1室1名シングルルーム 70室 11,000円 

1泊朝食付 

税・サービス料込み 
14時 11時 

※朝食が不要の場合でも特別料金の為、返金できませんのでご了承下さい。 

※個人情報に関しては、当研修会宿泊関連にのみ利用します。 

※部屋数は 6月 2日・3日の予定数です。6月 4日の部屋数はシングル 10室程度となります。 

２．宿泊申込みは先着順で受付します。申込締切日前に満室となった場合はその時点で締切となります。 

３．宿泊代金は、ホテルにて直接ご精算下さい。 

４．宿泊のキャンセル・変更等について 

必ず FAXで日本私学教育研究所へご連絡下さい。取消時期によってはキャンセル料金が発生することがあります。 
 

◆個人情報の取扱いについて◆ 

当研究所では、参加される先生方の個人情報は、厳重に管理・保護の上、その取扱いについては、法令その他の規範

を遵守し、細心の注意を払います。参加申込書にご記入いただく個人情報は、参加確認証および研修会参加のために

必要な書類の送付、実施要項の名簿の作成、当研究所の各種研修会開催等の情報の送付、また何らかの理由で研修会に

参加される先生方に連絡する必要が生じた場合のみに利用します。 
 

◆傷害保険について◆ 

 当研修期間中の参加者等の傷害保険には加入しませんのでご承知置き下さい。  
 

◆参加者へのお願い◆  

 当研修会において主催者記録係以外による録画・録音を禁止しております。また、講師・発表者の許可無く写真・内容等を

HP・ブログや各種 SNS 等へ掲載することにつきましても禁止しております。ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

また、今後、当研修会の広報活動等で主催者記録係が撮影した写真を使用させていただく場合がございます。会場内の

様子を撮影する関係上、参加者が映り込む可能性がございますので、予めご了承下さい。 

 

○申込先 

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-8 市ヶ谷ＵＮビル 6 階 

一般財団法人日本私学教育研究所 私学経営研修会担当 宛 

電話 03(3222)1621 FAX 03(3222)1683 ホームページ URL https://www.shigaku.or.jp/ 

https://www.shigaku.or.jp/


 

◆研修会場・宿泊ホテル（ホテル日航高知旭ロイヤル）のご案内◆ 

〒781-0832  高知県高知市九反田 9-15 

（空港から連絡バス｢菜園場駅｣下車（30分）・徒歩３分） 

電話 088-885-5111 

https://www.nikko-kochi.jp/access.html 

 

 

 

 

 

 

 

◆視察校のご案内◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ◆新型コロナウイルス感染症について◆  

 

(お願い) ○会期中はマスクの着用、咳エチケット、手洗い及び手指の消毒、社会的距離の確保にご協力下さい。 

○当日 37.5度以上の熱のある方、体調のすぐれない方などは出席をお断りする場合があります。 

  その際は研修会資料等の発送をもって代えさせていただきます。 

○参加費の返金・キャンセル料の取扱については､各研修会実施案内をご確認下さい。 

○受付時に「体調管理チェックシート」をご提出いただく場合があります。 

(対 策) ○受付等での検温及び手指の消毒、会場・備品の消毒・換気、座席の間隔を広げ人と人との距離をとる

など密閉、密集、密接の回避に努めます。 

○必要に応じて飛沫防止パーティション等を設置します。 

○講師並びに運営関係者・スタッフはマスクを着用するなど感染防止に努めます。 

○座席は原則、指定席とします。 

(対 応) ○新型コロナウイルス感染が疑われる研修会参加者・関係者が発生した場合は、保健所等の公的機関に

協力し、必要な情報提供を行います。 

●新型コロナウイルス感染症への対策・対応等は随時更新しますので、当研究所ホームページをご覧下さい。 

 

☆A コース 明徳義塾中学・高等学校 

〒785-0195 高知県須崎市浦ノ内下中山 160 

https://www.meitoku-gijuku.ed.jp/ 

 

 

☆B コース 土佐中学高等学校 

〒780-8014 高知市塩屋崎町 1-1-10 

https://www.tosa.ed.jp/ 

 

 

https://www.nikko-kochi.jp/access.html
https://www.meitoku-gijuku.ed.jp/
https://www.tosa.ed.jp/


  

 

 
高知県の私立中学高等学校は、それぞれの建学の精神のもと、独創性豊かで先取的な教育を展開しています。 

今回の学校視察では、高知県私立中学高等学校連合会の全面的な協力によって、 

明徳義塾中学・高等学校【A コース】、土佐中学高等学校【B コース】を訪問します。 

※学校視察にあたってのお願い 
○新型コロナウイルス感染症対策 

A コース視察にご参加いただく先生方には、視察校からのご要望により、新型コロナウイルス感染症対策として
視察 2 週間前からの検温にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
○視察校での写真撮影について 
生徒個人が特定できる顔写真等の撮影は禁止とします。撮影した写真は学校内の研修や報告等に活用する場合に限り使用を許可

しますが、学校のホームページや紀要・報告書等への掲載、参加者個人の SNS やインターネットのサイトへのアップロードは
禁止とします。また撮影写真の使用後は速やかに破棄いただきますようお願いします。また、動画（ビデオ撮影等）について
はすべて禁止とします。視察中は視察校の指示に従って行動して下さい。 

 

Aコース 明徳義塾中学・高等学校 

[理事長 石元徳太郎  塾長 吉田 圭一  校長 㟢本 宏明]  

明徳義塾は創立 48 年を迎える男女共学、中高一貫校。全校生徒数 900 人中、寮生が 760 人と寮生の数は日本
でも最大級。特にユニークなのは留学生数 240 人と全校生徒の 1／4 は留学生。様々な生活、文化背景を持つ仲間
たちと一緒に寮生活を通じて国際的な視野を持つ人材の育成が日々おこなわれています。また、寮生活を通じて
道徳教育を根幹に「徳・体・知」3 位一体の条理円満な生徒を育成することを学校理念とし、社会に貢献できる
能力を身につける事を目標としています。本校（須崎市：187,158 ㎡）、竜国際キャンパス（土佐市：424,619 ㎡）
の 2 キャンパスがあり、広大な敷地と大自然の中での教育活動を実践。 

スポーツも盛んで、甲子園常連校の野球部をはじめ、卓球、相撲、ゴルフ、バスケットボール部は超日本トップ級。
卒業生も大活躍。特に、現大相撲では琴奨菊、栃煌山、朝赤龍、元横綱朝青龍も卒業生。ゴルフでも横峯さくら、
松山英樹等、プロの世界でも明徳魂を持ちながら頑張っています。いままでに、上のクラブを含め空手、剣道、
陸上の 7 クラブが日本一に輝いています。 

Bコース 土佐中学高等学校 
［理事長 傍士 銑太  校長 小村 彰］ 

 1920(大正９)年、土佐からの人材輩出を希って、川﨑・宇田両家により設立された本校は、昨年創立百周年を
迎えました。私立中学への進学率が東京都に次いで全国第２位の高知県において、進学校として大学進学実績を
積み重ねるとともに、２万人を超える卒業生は、さまざまな分野で個性豊かな活動を展開しており、しかも
その絆が強いことが大きな特徴になっています。 
 それを育んできた校風として、１）コース別クラス編成をせず、生徒一人一人の希望に合わせた科目選択制を
続けていること、２）学習面だけでなく、部活動や校内行事においても、高いレベルを目指すこと、３）生徒の
自主的活動の機会としての学校行事が盛んなことがあげられます。 
 定期考査の期間中で授業の様子を見ていただくことはできませんが、こうした特徴を免震の校舎の見学ととも
に説明させていただきたいと思います。 
 

  

 

 

 

 
 

 令和 3 年度私学経営研修会《視察先学校》 

☆視察プログラム（予定） 
12:40 貸切バスにてホテル日航高知旭ロイヤルホテルを出発 
13:30 明徳義塾中学・高等学校竜国際キャンパス到着 
13:35 校長挨拶、学校紹介 
13:45 授業見学（中国語コース、英語コース、留学生） 
    寮見学（養徳寮） 
14:15 本校へ移動（バス） 
14:30 本校到着：クラブ見学（野球、サッカー、すもう、空手、ゴルフ） 
         ※雨天時：すもう、卓球、バスケ、空手、ゴルフ 
15:05 和太鼓演奏（本校研修会館１F） 
15:15 質疑応答、意見交換、お礼の言葉（視察団代表）（本校研修会館１F) 
15:30 学校視察終了、貸切バスにてホテル日航高知旭ロイヤル、高知龍馬空港へ  

 

☆視察プログラム（予定）          ※授業見学はありません。（定期考査日の為） 
12:40 貸切バスにてホテル日航高知旭ロイヤルホテルを出発 
13:00 土佐中・高等学校到着（説明会場６階 筆山ホールへ） 
13:10 校長挨拶 
13:20 校舎案内 
14:00 休憩 
14:10 学校紹介 
14:40 質疑応答・意見交換、お礼の言葉（視察団代表） 
15:00 学校視察終了、貸切バスにてホテル日航高知旭ロイヤル、 高知龍馬空港へ 

 

https://www.meitoku-gijuku.ed.jp/
https://www.tosa.ed.jp/


 
 
一般財団法人日本私学教育研究所 行                          【申込締切日 ５月２1日(金)必着】 

ＦＡＸ番号 03－3222－1683  ※送信前に今一度、FAX 番号をご確認下さい。0(ゼロ)発信の FAX 機でお送り  
 いただく場合は、「0」を押してから、FAX 番号を押して下さい。  

令和 3年度 全国私立中学高等学校 

私学経営研修会 参加申込書 
                            令和 3年    月     日 
参 加 者 氏 名 

  （ふりがな）                                                                                  
 

                                                                           

学 校 （ 法 人 ） 名 

 
 

職 
名 

 

学校
区分 

1. 中学校 2. 高等学校 3. 中等教育学校・中高一貫校 4. 中高併設校 5. 大学付属校 
A. 男子校      Ｂ. 女子校     Ｃ. 共学校（含む男女別学校） 

学 校 （法 人 ）住 所 

〒 
 
 
TEL       （       ）       FAX       （       ） 

※参加確認証を上記の参加者ご本人、または学校住所以外への送付を希望する場合は、通信に送付先及び受取人氏名をご記入下さい。 

参 加 者 連 絡 先 

 
携帯電話番号       （       ）         

※緊急の場合、確実に連絡がとれる携帯電話番号をご記入下さい。 

メ ー ル ア ド レ ス 
 
 
※今後、当研究所からの研修会のご案内等のメール配信をご希望の方は、メールアドレス（携帯電話のメールは不可）をご記入下さい。 

意見交換会【６／4(金)午前】の「重点テーマ」について  

※下記「重点テーマ」から第１希望、第２希望のテーマを選んで、枠内の数字に○を付けて下さい。 

第１希望 1   ・   2   ・   3   ・   4 第２希望 1   ・   2  ・   3  ・   4 
 

 

☆重点テーマ（グループ討議の主テーマ） 
１．ニューノーマル時代の経営ビジョン          ２．新しい学びの実現に向けて 
３．教職員の働き方改革                   ４．選ばれる私学とは 

※意見交換会（グループ討議）のグループ分けの参考としますので、必ず第２希望までお選び下さい。調整の結果、必ずしも希望通りとならないこともあり

ます。  希望テーマの記入がない場合、グループ分けは当方で適宜調整します。 

学校視察【６／4（金)午後】の視察コースについて  ※参加の有無について該当の記号に○を付けて下さい。 

Aコース 明徳義塾中学・高等学校   Bコース 土佐中学高等学校 
※不参加 

(〇付け↓) 

第１希望 A   ・   B 第２希望 A   ・   B 
 
 

※必ず第２希望までお選び下さい。調整の結果、必ずしも希望通りとならないこともあります。 

※不参加の場合は「不参加」欄に〇をご記入下さい。※記入がない場合は不参加とします。(参加費用は同額です)    

通信欄 

 

 

    【宿泊申込書】≪ホテル日航高知旭ロイヤル≫ 

◇ ホテル宿泊希望の場合は、下欄の希望日に○を記入して下さい。 

宿泊日 

６月2日 (水 ) 
《前泊》     

６月3日 (木 ) 
《当日泊》  

６月4日 (金 ) 
《後泊》  

   

 

※1名1室シングル（禁煙室）利用・１泊朝食付・税サービス料込（１泊11,000円） 

※ FAXまたは郵送でお申し込み下さい。 
※ 複数名の参加の場合は、本参加申込書をコピーしてお申込下さい。 

受付NO. 
 
 

  


