
平成３０年度　各種研修会　実施予定表

 № 団体名 研修会名 研修場所
1 中高連 外国語（英語）東京エリア　外 5月11日 ～ 5月12日 上智大学　外

2 日小連 西日本地区 ノートルダム学院小学校

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 5月19日 ～ 5月20日 クロスウェーブ船橋

(4) 私大連 業務創造 5月21日 ～ 5月23日 クロスウェーブ梅田

5 中高連 私学経営 6月7日 ～ 6月8日 ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 外

6 日小連 東京地区 国立学園小学校

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 6月16日 ～ 6月17日 クロスウェーブ梅田

(7) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 6月18日 ～ 6月20日 クロスウェーブ梅田

8 中高連 教育課程 TKPカンファレンスセンター　外

(4) 私大連 業務創造 6月25日 ～ 6月27日 クロスウェーブ船橋

9 私大連 創発思考ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 6月29日 ～ 6月30日 私学会館

10 私大協 学生生活指導主務者 7月4日 ～ 7月6日 大阪ガーデンパレス

11 全私幼 近畿・大阪地区 7月24日 ～ 7月25日 ホテル日航奈良

12 全私幼 東京地区 7月25日 ～ 7月26日 よみうりホール　外

13 全私幼 東海・北陸地区 7月26日 ～ 7月27日 グランシップ（静岡）

14 全私幼 北海道地区 7月30日 札幌ガーデンパレス

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 8月1日 ～ 8月3日 私学会館

15 全私幼 九州地区 8月6日 ～ 8月7日 長崎ブリックホール

16 全私幼 四国地区 8月7日 ～ 8月8日 ＪＲホテルクレメント高松

17 中高連 法人管理事務運営 主婦会館プラザエフ

18 日小連 全国夏季 8月20日 ～ 8月22日 アルカディア市ヶ谷　外

19 全私幼 関東地区 8月21日 ～ 8月22日 幕張メッセ国際会議場

20 日小連 全国教頭 8月22日 ～ 8月23日 東京ガーデンパレス

21 全私幼 中国地区 8月22日 ～ 8月23日 米子市文化ホール

(8) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 8月27日 ～ 8月29日 都市センターホテル(永田町)

22 日短協 就職担当者 8月29日 ～ 8月31日 文化学園大学短期大学部

23 私大連 PDCAｻｲｸﾙ修得 9月3日 ～ 9月5日 私学会館

24 日短協 入試広報担当者 9月6日 ～ 9月7日 実践女子大学短期大学部

25 私大連 大学職員短期集中 9月25日 ～ 9月26日 名古屋ガーデンパレス

26 私大協 事務局長相当者 10月3日 ～ 10月5日 大阪ガーデンパレス

27 中高連 関東地区 10月4日 ～ 10月5日 浦和ロイヤルパインズホテル

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 10月5日 ～ 10月6日 クロスウェーブ梅田

28 私大協 大学教務部課長相当者 10月9日 ～ 10月11日 オークラアクトシティホテル浜松

(4) 私大連 業務創造 10月10日 ～ 10月12日 ヒルトン福岡シーホーク

29 日小連 北海道・東北地区 盛岡白百合学園小学校

30 私大協 大学経理部課長相当者 10月17日 ～ 10月19日 リーガロイヤルホテル小倉

31 中高連 中部地区 10月18日 ～ 10月19日 富山国際会議場

32 私大連 ﾋｭｰﾏﾝ・ﾘｿｰｽ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 10月19日 ～ 10月20日 私学会館

33 日小連 九州地区 10月19日 ～ 10月20日 沖縄カトリック小学校

34 全私幼 東北地区 10月19日 ～ 10月20日 一関文化センター

35 全私幼 設置者園長全国 10月22日 ～ 10月23日 ホテル東日本宇都宮

36 中高連 全国（鹿児島） 10月25日 ～ 10月26日 城山ホテル鹿児島

37 日短協 教務担当者 10月30日 ～ 11月1日 私学会館

38 中高連 四国地区 11月1日 ～ 11月2日 徳島文理中学高等学校

39 本会 私大充実研究会(短期大学の部）　　 私学会館

(8) 私大連 ｷｬﾘｱ･ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ 11月5日 ～ 11月7日 TKPガーデンシティPREMIUM（名古屋）

40 日短協 経理事務等 11月7日 ～ 11月9日 ラフレ埼玉

41 日小連 関東地区 湘南白百合学園小学校

42 本会 私大充実研究会(大学の部）　　 私学会館

43 私大協 就職部課長相当者 11月14日 ～ 11月16日 ホテルハマツ（郡山）

44 日短協 学生生活指導担当者 11月20日 ～ 11月22日 名古屋ガーデンパレス

45 日小連 全国幹部 12月6日 ～ 12月8日 アルカディア市ヶ谷　

46 中高連 次世代リーダー育成 京都大学　外

(3) 私大連 ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀｰ 12月7日 ～ 12月8日 クロスウェーブ幕張

47 中高連 イノベーション教育 NS会議室

(1) 中高連 外国語（英語）福岡エリア　外 2月22日 ～ 2月23日 久留米大学附設中学校　外

48 私大連 オンデマンド ―

計　        　４８　回
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