
平成２７年度　各種研修会　実施予定表

 № 団体名 研修会名 研修場所

(1) 私大連 業務創造 5月18日 ～ 5月20日 クロスウェーブ幕張

2 小学校 西日本地区 関西学院初等部

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 5月23日 ～ 5月24日 クロスウェーブ船橋

4 中高連 私学経営 6月4日 ～ 6月5日 ホテルメトロポリタン山形　外

5 小学校 東京地区 日本女子大学附属豊明小学校

6 中高連 外国語（英語）東京エリア　外 上智大学　外

7 中高連 教育課程 6月19日 ～ 6月20日 タイム２４ビル　外

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 6月20日 ～ 6月21日 クロスウェーブ梅田

(8) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 6月22日 ～ 6月24日 ヒルトン福岡シーホーク

9 日短協 入試広報担当者 7月1日 ～ 7月3日 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

10 私大協 学生生活指導主務者 7月8日 ～ 7月10日 大阪ガーデンパレス

(1) 私大連 業務創造 7月13日 ～ 7月15日 クロスウェーブ船橋

(11) 私大連 創発思考ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 7月17日 ～ 7月18日 ＵＤＸカンファレンス（秋葉原）

12 幼稚園 東京地区 7月22日 ～ 7月23日 私学会館　外

13 幼稚園 近畿地区 7月22日 ～ 7月23日 グランキューブ大阪

14 中高連 東北地区 7月28日 ～ 7月29日 仙台ガーデンパレス

15 幼稚園 北海道地区 7月30日 ～ 7月31日 札幌ガーデンパレス

16 幼稚園 東海・北陸地区 7月30日 ～ 7月31日 長良川国際会議場

17 幼稚園 関東地区 8月4日 ～ 8月5日 つくば国際会議場

18 幼稚園 四国地区 8月4日 ～ 8月5日 徳島グランヴィリオホテル

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 8月5日 ～ 8月7日 私学会館

19 中高連 法人管理事務運営 私学会館

20 小学校 全国教頭 8月17日 ～ 8月18日 浅草ビューホテル

21 幼稚園 九州地区 8月17日 ～ 8月18日 iichikoグランシアタ

22 小学校 全国夏季 8月18日 ～ 8月20日 私学会館　外

23 幼稚園 中国地区 8月20日 ～ 8月21日 リーガロイヤルホテル広島

(8) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 8月24日 ～ 8月26日 都市センターホテル（永田町）

(24) 私大連 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ修得・東京 8月31日 ～ 9月2日 私学会館

25 日短協 就職担当者 9月2日 ～ 9月4日 ホテルメトロポリタンエドモンド（飯田橋）

(24) 私大連 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｲｸﾙ修得・京都 9月7日 ～ 9月9日 京都ガーデンパレス

26 中高連 グローバル教育 工学院大学　外

27 中高連 北海道地区 9月17日 ～ 9月18日 函館国際ホテル

28 私大連 大学職員短期集中 9月28日 ～ 9月29日 仙台ガーデンパレス

29 中高連 関東地区 10月1日 ～ 10月2日 ホテルレイクビュー水戸

30 中高連 次世代リーダー育成 ホテルグランヴィア広島　外

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 10月2日 ～ 10月3日 クロスウェーブ梅田

31 私大協 事務局長相当者 10月6日 ～ 10月8日 オークラアクトシティホテル浜松

32 私大協 大学経理部課長相当者 10月14日 ～ 10月16日 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

33 小学校 東北地区 会津ザベリオ学園小学校

34 小学校 九州地区 10月16日 ～ 10月17日 聖マリア小学校

35 幼稚園 東北地区 10月23日 ～ 10月24日 山形テルサ

36 私大協 大学教務部課長相当者 10月27日 ～ 10月29日 オークラアクトシティホテル浜松

37 日短協 教務担当者 10月28日 ～ 10月30日 ホテルオークラ新潟

38 中高連 全国（長野） 10月29日 ～ 10月30日 ホテル国際２１

39 私大連 ﾋｭｰﾏﾝ・ﾘｿｰｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 10月30日 ～ 10月31日 ブリーゼプラザ大阪

40 本  会 私大充実研究会(大学の部）　　 私学会館

(1) 私大連 業務創造 11月4日 ～ 11月6日 ヒルトン福岡シーホーク

40 私大協 就職部課長相当者 11月4日 ～ 11月6日 オークラアクトシティホテル浜松

(8) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 11月9日 ～ 11月11日 ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸

42 本  会 私大充実研究会(短期大学の部）　　 私学会館

43 日短協 経理事務等 11月11日 ～ 11月13日 ホテルオークラ新潟

44 小学校 関東地区 相模女子大学小学部

45 日短協 学生生活指導担当者 11月30日 ～ 12月2日 仙台ガーデンパレス

46 小学校 全国幹部 12月3日 ～ 12月5日 ホテルニュー長崎

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 12月4日 ～ 12月5日 クロスウェーブ幕張

(11) 私大連 創発思考ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 12月11日 ～ 12月12日 ソラシティカンファレンスセンター（御茶ノ水）
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