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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（速報） 

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 

日  程 ※プログラムは変更になる場合があります。

◇当研修会実施案内・参加申込書は当研究所ホームページからダウンロードできます。

【照会先】一般財団法人日本私学教育研究所 一般研修担当 TEL 03(3222)1621
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☆ 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」 

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
☆講師プロフィール  松﨑 了三（まつざき りょうぞう）

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。 

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
☆パネリストプロフィール  岡村 甫（おかむら はじめ）

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。 

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 

【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」 

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

日私教研私学経営専門委員、関係役員等

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］ 
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］※授業見学はありません。

※A コースは視察校から市内への移動時間がかかるため、終了時刻を延長する場合があります。

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