
 
 
 
 
 

 

令和3年度 全国私⽴中学⾼等学校 
私⽴学校専⾨研修会 

次世代リーダー育成部会 

実施案内 

伝統の継承と深化 
～建学の精神を昇華していくために～

昨年度の当部会を通じて、私学のリーダーは互いにネットワークを構築
するとともに、ビジョンとロマンを持って自らの強みを打ち出し、建学の
精神を具体的な教育活動へと具現化することが、各学校の未来に向けた
針路を示す上で鍵となることを学んだ。  

本年度の当部会は、私立学校が持続的に発展するために核となる建学
の精神を如何に次代へと昇華していくかについて考察する。 

初日は、初めに吉田晋・日本私立中学高等学校連合会会長／当研究所
理事長（中央教育審議会委員）が、私学を取り巻く最新情勢や課題について
講話する。講演では、伊勢神宮、神道文化研究に造詣の深い櫻井治男・皇學館
大学名誉教授を講師に迎え、日本の伝統文化について学び、伝統の継承と
深化について考察する。 

２日目は、古来より特別な神社として敬われてきた伊勢神宮の参拝と
日本の伝統である神道を建学の精神とし「日本の伝統を学び、社会にこれを
活かすことに努め、文明の発展に貢献する日本人の育成」を行う皇學館中学
高等学校を視察する。 
意見交換会・ネットワーキングパーティ等の交流プログラムでは､リーダーが

本音で語り合うネットワーク構築の機会を提供する。 

令和 3 年 11 月 15 日（月）～16 日（火）

鳥羽国際ホテル

プログラム  講   話  吉田  晋 一般財団法人日本私学教育研究所 理事長 

日本私立中学高等学校連合会 会長（中央教育審議会委員）

講   演 「伊勢神宮における“伝統”と時代変革」 
櫻井 治男 皇學館大学 名誉教授 

特別プログラム 伊勢神宮参拝

学校視察 皇學館中学高等学校 

募集人員  50 名  
参加対象    Ａ．次世代リーダー（次世代の理事長・校長等）を志す者

Ｂ．ニューリーダー（新任の理事長・校長等）

Ｃ．次世代リーダーを育成する現職リーダー（現職の理事長・校長等）

※ 参加対象校：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   27,000 円【11/15 教育懇談会費・11/16 昼食費を含む。宿泊費別（斡旋はいたしません）。】

◇主催  一般財団法人日本私学教育研究所  ◇後援  日本私立中学高等学校連合会

https://www.tobahotel.co.jp/access/
http://www.kogakkan.ac.jp/


☆研修会⽇程☆
【1日目】 11 ⽉ 15 ⽇（⽉） 〔会場 ⿃⽻国際ホテル〕
13:30～ 

14:00 受付 ハーバーウィング 6 階＜海城＞
14:00～ 

14:30 
開会式    司会 川本 芳久 ⼀般財団法⼈⽇本私学教育研究所 理事・事務局⻑ 

☆開 会
☆主催者挨拶 平方 行  ⼀般財団法⼈⽇本私学教育研究所 理事・所⻑
☆研修会運営⽅針説明 菅沼 宏比古 次世代リーダー育成専⾨委員⻑
☆来賓・役員・専⾨委員紹介／⽇程説明

14:40～ 
15:40 

講話 吉田  晋 ⼀般財団法⼈⽇本私学教育研究所 理事⻑
⽇本私⽴中学⾼等学校連合会 会⻑（中央教育審議会委員） 

15:50～ 
17:20 講演 司会 梅村 光久 次世代リーダー育成専⾨委員

☆演 題  「伊勢神宮における“伝統”と時代変革」

☆講 師    櫻井 治男 皇學館大学 名誉教授

17:30～ 
18:30 意⾒交換会 ハーバーウィング 5 階＜潮騒＞ 

討議テーマ 「伝統の継承と深化～建学の精神を昇華していくために～」 

※次世代リーダー育成専⾨委員がファシリテーターを務め、グループに分かれて、喫緊の課題等に 
ついて意⾒交換を⾏います。 

18:30～ 
20:00 ネットワーキングパーティ（着席形式） ハーバーウィング 6 階＜海城＞

  司会 前田 均 次世代リーダー育成専⾨委員
☆開会挨拶 梅村 光久 次世代リーダー育成専⾨委員
☆乾  杯
☆懇  談
☆閉会挨拶 森 涼 次世代リーダー育成専⾨委員

【2日目】 11 ⽉ 16 ⽇（⽕）
8:30～ 

9:00 移動 （※⿃⽻国際ホテルから貸切バス）
9:00～ 
11:00 伊勢神宮参拝

11:00～ 
13:00 移動 （※伊勢神宮から貸切バス）・昼⾷ 

13:00～ 
15:00 学校視察

皇學館中学⾼等学校 三重県伊勢市楠部町 138

【視察プログラム】
13:00~

13:30 学校説明
13:30~

14:40 施設・授業⾒学
14:40~

14:50 全体会 質疑応答
14:50~

15:00 お礼のことば・総括 菅沼 宏比古 次世代リーダー育成専⾨委員⻑
15:00～ 

16:00 移 動 （※貸切バスで⿃⽻国際ホテルへ） 解 散
プログラム・内容は変更となる場合があります。
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プログラム・内容は変更となる場合があります。 

☆紹介☆

 

◆ 講師・指導員（順不同）◆
櫻井 治男 皇學館大学 名誉教授 
木村 元茂 皇學館中学高等学校 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 

◆ 専門委員・指導員（順不同）◆
菅沼 宏比古 学校法人西海学園 理事長 
近藤 彰郎 八雲学園中学高等学校 理事長・校長 
森 涼 学校法人石川高等学校・石川義塾中学校 理事長・校長 
梅村 光久 学校法人三重高等学校 理事長 
前田 均 鹿屋中央高等学校 理事長・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 

☆⽇程☆

〈講師プロフィール〉櫻井 治男（さくらい はるお） 
1949 年京都府⽣まれ。1971 年に皇學館⼤学⽂学部を卒業、1973 年に同⼤学院修⼠課程を修了

し、同⼤学助⼿。1993 年に同⼤学教授、2005 年社会福祉学部学部⻑を歴任。⽇本宗教学会評議員、
三重県⽂化財保護審議会会⻑など役職多数。博⼠（宗教学）。専⾨は宗教学、宗教社会学、神社祭祀研
究。著作に『地域神社の宗教学』(弘⽂堂)など多数。2018 年に南⽅熊楠賞を受賞。

学校法⼈皇學館 理事⻑ ⼩串 和夫 ／ 皇學館中学⾼等学校 校⻑ ⽊村 元茂 

学校法⼈皇學館は建学の精神を「神宮皇學館」に受けています。明治 15 年、伊勢神宮の学問所で
ある林崎⽂庫に開設された「皇學館」は、⽇本古来の神典や国⽂、国史を研究する国の中⼼的機関
でした。その教育精神は、我が国の歴史と伝統に根ざした道義と学問とを学び、⽇本⼈としての
正しい⾃覚を確⽴して実社会での運⽤に努め、⽂明の発展に貢献するというものであり、この根本
精神は、創⽴以来 130 年の時を経ても本学園の学⾵として脈々と受け継がれています。本法⼈には、
⼤学院、⼤学、⾼等学校、中学校があり、⾼等学校は令和 5 年度に創⽴ 60 周年、中学校は 45 周年を
迎えます。
中学校は⾼校までの 6 年間を通して教育の充実を図っています。また、⾼等学校は特別進学
コース、進学コースおよび六年制コースからなり、ICT 環境を整備してグローバル教育や主体的・
能動的な学びの実践を⾏っており、ほとんどの⽣徒が⼤学や専⾨学校に進学します。

現在、⽣徒の学習意欲をさらに⾼め進路希望の実現につなげるため、各コースの改⾰に取り
組んでいるところです。

講師紹介 櫻井 治男  皇學館大学 名誉教授 

視察校紹介 皇學館中学高等学校
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◆研修会場（鳥羽国際ホテル）のご案内◆

⿃⽻国際ホテル 
〒517-0011  三重県鳥羽市鳥羽 1-23-1 （近鉄・JR｢鳥羽駅｣下車・シャトルバスもしくはタクシー3 分） 

電話 （代）0599-25-3121 

※シャトルバスの出発時間につきましては、会場ホテルホームページをご覧下さい。

◆視察校のご案内◆

皇學館中学⾼等学校
〒516-8577  三重県伊勢市楠部町 138  

電話 0596-22-0205（高）、0596-23-1398（中） 

◆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。

【シャトルバス乗場】

２０２１年 7 月 

○アクセス

【バス】 

伊勢市駅（JR/近鉄）または宇治山田駅（近鉄）より、

内宮行（徴古館前経由）または宿浦行バスに乗車

（約 10 分）、「皇學館大学前」にて下車。 

【徒歩】 

・宇治山田駅（近鉄）から徒歩 20 分

・五十鈴川駅（近鉄）から徒歩 15 分

https://www.tobahotel.co.jp/access/
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◆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 １１月１日（月）必着 

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示下さい。 

参加費振込期限  １１月４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  １１月４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。

１１月４日(木)迄のご連絡 １１月５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、原則、研修会終了後

１ヵ月を目途に現金書留にて

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(２７，０００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。 

◆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致します。

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頂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。

○視察校での写真等撮影について 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。

○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 次世代リーダー育成部会担当 宛

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



一般財団法人日本私学教育研究所  行     【申込締切日：１１月１日（月）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 私立学校専門研修会 

次世代リーダー育成部会 参加申込書 
令和３年 月 日 

① 参 加 者 氏 名

（ふりがな） 

② 学 校 （ 法 人 ） 名
③

職 

名 

学  校 

区  分 

１．中学校 ２．高等学校 ３．中高併設校 ４．中等教育学校  

Ａ．男子校 Ｂ．女子校 Ｃ．共学校（含む男女別学校）

④ 学校（法人）住所

〒 

T     E       L （ ） ／ F    A       X （ ） 

⑤ 参 加 確 認 証 送 付 先 ※

※上記参加者本人または所属学校以外 

への送付を希望する場合は、その送付先 

を記入して下さい。 

〒 

   （受取人氏名 ） 

⑥ 参加者緊急連絡先※

※緊急の場合、確実に連絡が取れる携帯電話番号、自宅電話番号等をご記入下さい。 

⑦ メールアドレス※

※今後、当研究所から研修会等の案内のメール配信をご希望の方は、メールアドレス（携帯電話のアドレスは不可）をご記入下さい。  

なお、過去に当研究所の研修会に参加した際に申込書に記入・登録された後にアドレスを変更された方は、新アドレスをご記入下さい。 

⑧ 参 加 対 象…A、B、C の該当する記号に○をつけ、必要事項をご記入下さい。

Ａ ．次世代リーダー（次世代の理事長・校長等）を志す者

Ｂ ．ニューリーダー（新任の理事長・校長等）［就任   年目］

C ．次世代リーダーを育成する現職リーダー（現職の理事長・校長等）

⑨講演についてご質問がありましたらお書き下さい。

⑩ 意見交換会で討議希望の内容がありましたらお書き下さい。

⑪ 視察校へのご質問がありましたらお書き下さい（参考とさせて頂きます）。

⑫ 通信欄

※ FAX または郵送でお申込み下さい。

※ 複数名の参加の場合は、本参加申込書をコピーしてご記入下さい。

受付 NO. 

(研究所使用) 


