
全国私学教育研究集会　開催地・会場・会期・参加人員・研究目標一覧

回数 開 催 地 主　  会  　場 会　　  期 参加人員

1 東京都 宝仙学園中学高等学校  昭和27年 4月27日～29日 185

2 東京都 女子聖学院中学高等学校  昭和28年11月20日～23日 235

3 東京都 早稲田大学  昭和29年11月20日～23日 283

4 東京都 東洋大学  昭和30年11月11日～14日 402

5 京都市 立命館大学  昭和31年11月 9日～12日 995

6 東京都 明治大学  昭和32年11月22日～25日 679

7 名古屋市 椙山女学園大学  昭和33年10月 3日～ 6日 857

8 東京都 法政大学  昭和34年11月20日～23日 846

9 札幌市 北海学園大学  昭和35年 8月20日～23日 958

10 東京都 日本大学  昭和36年11月22日～25日 954

11 横浜市 神奈川大学  昭和37年11月22日～25日 841

12 広島市 進徳女子高等学校  昭和38年11月12日～15日 993

13 東京都 学習院大学  昭和39年11月20日～23日 612

14 福岡市 中村学園女子高等学校  昭和40年11月21日～24日 1,100

15 東京都 明星大学・明星学苑  昭和41年11月 3日～ 6日 750

16 仙台市 東北大学  昭和42年11月 5日～ 8日 1,172

17 東京都 文化女子大学  昭和43年11月22日～25日 1,074

18 大阪市 相愛学園  昭和44年11月15日～18日 2,294

19 宇都宮市 作新学院  昭和45年11月11日～13日 382

20 西宮市 武庫川学院  昭和46年11月11日～13日 2,513

21 東京都 昭和女子大学  昭和47年11月23日～25日 764

22 静岡市 静岡雙葉学園  昭和49年11月 7日～ 9日 926

23 札幌市 札幌市民会館  昭和50年10月 2日～ 4日 978

24 広島市 広島市公会堂  昭和51年10月26日～28日 1,216

25 東京都 千代田女学園中学高等学校  昭和52年11月16日～18日 1,054

26 福岡市 福岡市民会館  昭和53年11月 7日～9日 1,714

27 浦和市 埼玉会館  昭和54年11月20日～22日 1,043

28 仙台市 仙台白百合学園中学高等学校  昭和55年10月22日～24日 1,533

29 京都市 ＫＢＳ京都放送会館  昭和56年11月12日～14日 1,923

30 東京都 学習院記念会館  昭和57年11月17日～19日 1,370

31 福井市 金井学園  昭和58年10月26日～28日 992

32 札幌市 札幌市民会館  昭和59年 9月26日～28日 1,040

33 山口市 山口市民会館  昭和60年10月31日～11月 2日 1,210

34 福岡市 福岡市民会館  昭和61年11月12日～14日 1,696

35 千葉市ほか4市 千葉県文化会館  昭和62年11月11日～13日 1,867

36 新潟市 新潟県民会館  昭和63年10月19日～21日 1,651

37 大阪市ほか2市 大阪国際交流センター  平成元年10月25日～27日 2,530

38 東京都 学習院記念会館  平成 2年10月24日～26日 1,773

39 名古屋市 愛知県勤労会館  平成 3年10月23日～25日 1,473

40 札幌市 札幌ガーデンパレス  平成 4年 9月30日～10月 2日 1,123

41 岡山市 岡山シンフォニーホール  平成 5年10月27日～29日 1,306

42 熊本市 熊本市民会館  平成 6年10月26日～28日 1,170

43 横浜市 国立横浜国際会議場  平成 7年10月25日～27日 2,134

44 米沢市 米沢女子高等学校  平成 8年10月16日～18日 829

45 京都市 京都会館第一ホール  平成 9年11月12日～14日 1,222

46 東京都 東京国際フォーラム  平成10年11月 4日～ 6日 1,422

47 静岡市
静岡県コンベンションアーツセンター
（グランシップ）

 平成11年11月10日～12日 1,042

48 札幌市 札幌ガーデンパレス  平成12年10月 4日～ 6日 862

49 徳島市 徳島文理大学徳島校  平成13年11月15日～17日 827

50 宮崎市 宮﨑観光ホテル  平成14年11月 6日～ 8日 928

51 水戸市・土浦市 茨城県立県民文化センター  平成15年10月29日～31日 1,590

52 郡山市 ホテルハマツ  平成16年10月28日～29日 774

53 神戸市ほか3市 神戸ポートピアホテル  平成17年11月10日～11日 1,383

54 東京都 新高輪プリンスホテル　国際館パミール  平成18年11月 9日～10日 1,354

55 金沢市 石川県立音楽堂コンサートホール  平成19年10月25日～26日 791

56 札幌市 札幌ガーデンパレス  平成20年10月 9日～10日 722

57 松江市・米子市 島根県民会館  平成21年10月22日～23日 505

58 佐世保市 ウインズ佐世保ゲルックホール  平成22年10月14日～15日 621

59 高崎市 群馬音楽センター  平成23年10月27日～28日 437

60 盛岡市 ホテルメトロポリタン盛岡 NEW WING  平成24年10月11日～12日 501

61 大阪市 シェラトン都ホテル大阪  平成25年10月24日～25日 621

62 東京都 新高輪プリンスホテル　国際館パミール  平成26年10月16日～17日 1,023

63 長野市 ホテル国際21  平成27年10月29日～30日 592

64 札幌市 京王プラザホテル札幌  平成28年10月27日～28日 587

65 松山市 松山全日空ホテル  平成29年10月19日～20日 542

66 鹿児島市 城山観光ホテル  平成30年10月25日～26日 681

67 宇都宮市 ホテル東日本宇都宮  令和元年10月17日～18日 603

68 秋田市 秋田キャッスルホテル  令和 2年10月22日～23日 334

69 京都市
国立京都国際会館、ザ･プリンス 京都
宝ヶ池、リーガロイヤルホテル京都

 令和 3年10月21日～22日 380

70 岐阜市
長良川国際会議場、都ホテル岐阜長良
川、ホテルグランヴェール岐山

 令和 4年10月20日～21日
(募集) 
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一般財団法人日本私学教育研究所　令和3年12月22日

新時代に向けたさらなる私学の躍進

人間力(コンピテンシー)を高める私学教育

これからの時代に対応する私学教育の使命～私学独自の教育の再構築～

未来を拓く私学教育～人間力を養い人格の完成を目指す～

私学教育の魅力を探る～夢探し夢実現を目指して～

21世紀の教育を考える～グローバル教育を目指して～

新しい時代を担う魅力ある私学教育～安心と信頼に裏打ちされた私学教育の充
実を目指して～

今こそ私学～明日への挑戦

時代を先取りする私学～こころざしは高く、根は深く～

新しい時代のリーダーを育てる私学教育

世界を見つめ、未来に挑戦～私学の先進的精神は時代を超えて～

日本の未来を拓く私学教育

生徒と教師のロマンを実現する私学教育

新時代の私学教育～中国・四国からの発信～

感性豊かな人間を育てる私学教育

明日の私学教育を求めて～伝統と創造～

特色ある私学教育を求めて～建学の精神と国際化～

魅力ある私学教育の創造を目指して

未来を担う人材育成を私学教育

特色ある私学教育の創造

時代を見すえ、未来を拓く私学教育

これからの人材育成をめざして～悠久の地から私学教育の未来を考える～

時代を創造する人材の育成をめざして～私学教育の挑戦～

21世紀の私学教育の充実を目指して

時代に対応する魅力ある私学教育を求めて

21世紀に向けての豊かな私学教育の創造を求めて

社会の期待に応える私学教育の推進

豊かな人間性の育成を目指す私学教育の推進

新しい時代に対応する創造的な私学教育をめざして

たしかな私学教育をめざして

活力ある私学のあり方を探る

21世紀に向かって躍進する私学教育

教育改造への試み

新しい時代を拓く私学教育の創造と発展

民間活力としての私学教育を

国際化と近代化を志向する私学教育の発展

創造的私学教育の展開とその充実～ひとりひとりのよい資質をのばすために～

教育の転換期に立って私学教育を考える～新教育課程をめぐる今日的課題～

新教育課程への移行と実践～私学教育の独自性と充実をはかる～

新教育課程実践の道～建学の精神と教師の役割～

私学の使命と特色教育～新教育課程の展開～

今日の中等教育における私学の役割

より豊かな私学教育の創造を

次代を担う私学教育の独自性と公共性

次代を担う私学教育の充実と発展

明日をひらく私学教育～私学の原点に立って～

豊かな私学教育の展開

昭和50年代の私学教育の展開～私学の自主性を高め教育の充実発展をはかる～

私学の教育を向上させ、日本の教育を前進させよう

中等教育革新のために

私学における教育はいかにしたらその実効を挙げることが出来るか

私学教育の自由とその限界

私学教育の特性を発揮し、その内容の質的転換を図る

魅力ある私学中高教育の推進のために

教育の現代化に適応する私学のあり方

新教育課程の私学教育における展開

1970年代の私学教育の展開を如何にすべきか

1970年代の私学教育の展開～特色ある私学教育とその実践～

激動期における私学教育の原点を求めて

日本の教育を前進せしめる私学の使命を果たそう～新指導要領の適切な展開と
私学プランについて～

研　　究　　目　　標

私学教育本質の究明・明日の教育体制の整備・全人教育の再検討

私学教育の将来と教育課程改訂

中学校及び高等学校の教育課程及び改訂に伴う問題点の研究・現在の世情に即
応する青少年の指導のあり方・私学教育の充実振興を目指す諸方策の討議


