2018/2/14
(一財)日本私学教育研究所

平成 30 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
・石川県私立中学高等学校協会・日本私立中学高等学校連合会
◇後援 石川県(申請中)・金沢市(申請中）

研究のねらい

新たな教育の潮流と私学の針路
～教育と経営の課題解決に向けて～

教育界では大学入試をはじめとする高大接続改革、学習指導要領改訂など変革の過渡期を迎えて
おり、AI や IoT の進展により、学校現場においても段階的なパラダイムシフトが求められている。
少子化が進み、AI が台頭する予測困難な時代を前に、全国の私学人は、積み重ねてきた知恵を
いま一度洗い出すことで新たな開拓のヒントを得るとともに、私学間で情報と経験を共有しなが
ら、生徒、教員たちと手を携えて、未来を創造していくことが肝要であろう。
本年度の研修会では、
「新たな教育の潮流と私学の針路」を研究のねらいに、開催県の企業経営者
を迎えての講演、中央と地方からの最新情勢報告、大学関係者を交えたパネル・ディスカッション
に加え、参加者が各校の現状と課題を共有し、解決の端緒を開くべくグループ討議形式での意見交
換と懇談による交流を行う。併せて、地元の伝統ある私立中学高等学校を視察する。
これらのプログラムを通して、私立学校が来たる時代に率先して独創性・多様性を発揮し、子ど
もたちが力強くしなやかに生き抜いていくための次代の教育のあり方と経営の針路を探っていく。
会

平成 30 年 6 月 7 日（木）～ 6 月 8 日（金）

期

石川県 金沢市 ANA クラウンプラザホテル金沢

開催地･会場

石川県金沢市昭和町 16-3 TEL 076-224-6111 (JR 北陸新幹線・金沢駅兼六園口〈東口〉より徒歩 1 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

参加費用

30,000 円（昼食・教育懇談会・視察費を含む。宿泊費別）

基調講演

演題
講師

「おもてなしの心～加賀屋の流儀～」
小 田 禎 彦 和倉温泉「株式会社 加賀屋」相談役

☆講師プロフィール 小田 禎彦 （おだ さだひこ） 和倉温泉「株式会社 加賀屋」相談役
昭和３７年３月 立教大学経済学部経営学科卒業。同年４月 和倉温泉「株式会社 加賀屋」入社。専務取締役、
代表取締役社長、代表取締役会長を経て、平成２６年より現職。公職は、石川県観光連盟理事長、能登半島広域観光協会
理事長、石川商工中金会会長、七尾商工会議所特別顧問、七尾マリンシティー推進協議会名誉会長ほか多数。
「加賀屋」は旅行新聞社主催「プロが選ぶ日本のホテル・旅館１００選」で３６年連続総合１位を獲得。平成１５年
政府選定「観光カリスマ」に認定、平成２１年 石川県産業功労賞、平成２３年 七尾市文化産業賞、平成２７年
「情報通信月間」総務大臣表彰、平成２８年 観光関係功労者 国土交通大臣表彰、平成２９年 旭日双光章 受章。
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◇当研修会実施案内速報は 2 月後半以降に全国の私立中学高等学校に郵送します。 実施案内・参加申込書は 4 月初旬頃に全国の私立中学高等学校に郵送し、
募集を開始します。 4 月以降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】(一財)日本私学教育研究所 一般研修担当 TEL 03(3222)1621

☆ 研修会日程・プログラム
【１日目】6 月７日(木)
08：30-09：00 受 付
09：00-09：30

09：30-10：45

11：00-12：30

12：30-13：30
13：30-14：00

14：00-15：00

《ｺｰﾋｰﾌﾞﾚｲｸ》
15：15-17：30

18：00-19：30

《研修会会場》ANA クラウンプラザホテル金沢 3 階「鳳（西）」

【司会】川本 芳久 一般財団法人日本私学教育研究所事務局長

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
向
孝志 石川県私立中学高等学校協会会長
◆来賓祝辞
谷本 正憲 石川県知事（依頼中）
◆来賓祝辞
山野 之義 金沢市長（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私学経営専門委員長
講演
◆演 題 「教育政策と私立学校」
（仮）
◆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
基調講演
◆演 題 「おもてなしの心～加賀屋の流儀～」
◆講 師 小田 禎彦 和倉温泉「株式会社 加賀屋」相談役
《 昼食 》
報告Ⅰ
◆テーマ 「石川県私学の現状と課題」
（仮）
◆報告者 西田 義明 石川県総務部総務課長

報告Ⅱ
◆テーマ 「私立学校の喫緊の課題」～教育・経営・教員・研修の視点から～（仮）
◆ナビゲーター 中川 武夫 一般財団法人日本私学教育研究所所長
☆報告①【情報公開とガバナンス】
◆報告者 近藤 彰郎 日本私立中学高等学校連合会副会長・一般財団法人日本私学教育研究所理事
☆報告②【働き方改革と部活動】
◆報告者 森
涼 日本私立中学高等学校連合会常任理事・一般財団法人日本私学教育研究所初任者研修等事業検討委員
パネル・ディスカッション
◆テーマ 「新たな教育の潮流と私学の針路」～教育と経営の課題解決に向けて～
◆パネリスト
大澤
敏 金沢工業大学学長
パネリスト
平野 恒男 金沢学院高等学校校長
パネリスト
木内 秀樹 東京成徳大学中学高等学校理事長・校長
◆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
教育懇談会
《会場》同ホテル 3 階「鳳（東）
」
○開会
※着席形式(2 日目意見交換会グループ毎に交流・情報交換)
○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
石川県／金沢市関係者
○乾杯
石川県私立中学高等学校協会理事
○次年度開催地代表挨拶 開催地私立中学高等学校代表
《研修会会場》ANA クラウンプラザホテル金沢 3 階「鳳（西）」

【２日目】6 月８日(金)
【司会】川本 芳久 一般財団法人日本私学教育研究所事務局長
09：00-12：00 意見交換会 (分科会 ～ 全体会)
◆テーマ
「新たな教育の潮流と私学の針路」～教育と経営の課題解決に向けて～
【総合進行役】 野原
明 一般財団法人日本私学教育研究所私学経営客員研究員
【世 話 役】 一般財団法人日本私学教育研究所私学経営専門委員・客員研究員、関係役員等
09：00-11：30
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

11：30-12：00

12：00-12：15
12：15-13：00
13：00-16：00

①私学振興と経営課題（新しい教育と基盤づくり、私学のダイバーシティなど）
②高大接続と未来の学び（大学入試改革、ICT 活用、学習評価など）
③教職員の働き方改革（採用/育成/評価、部活動対応など）
④私学の課題（生徒募集・広報、特色教育、情報公開など）

２．全体会（分科会報告／意見交換会）
総 括
長塚 篤夫 一般財団法人日本私学教育研究所私学経営専門委員長
《 昼食 》
学校視察 （ホテルより貸切バスにて移動） *時間・内容は交通事情等で変更となる場合があります。
A コース 星稜中学高等学校〈金沢市小坂町南 206 番地〉[JR 東金沢駅から徒歩または JR 金沢駅からバス]
B コース 北陸学院中学高等学校〈金沢市飛梅町 1-10〉 [JR 金沢駅からバス]
13:00-13:20
13:20-15:40
15:40-16:00

ANA クラウンプラザホテル金沢 ⇒ 視察校（バス移動・約 20 分）
学校視察（2 時間 2０分）[学校紹介・授業視察・施設視察等]
視察校 ⇒ ANA クラウンプラザホテル金沢（バス移動・約 20 分）
※プログラム・内容は変更となる場合があります。

