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４月 １９日 平成３１年度事務担当者会議 千代田区
都道府県協会等事務局に対して１年の事業計画
等について説明するとともに、意見交換を行う会

６月 １２日 ＴＣＥ財団第１３２回理事会 千代田区
平成３０年度事業報告、決算報告・監査報告、評
議員会の招集について審議、承認

１９日 全専各連第６８回定例総会 千代田区
平成３０年度事業報告、決算報告、元年度事業
計画案、予算案について審議、承認

２７日 ＴＣＥ財団第８９回評議員会 千代田区
平成３０年度事業報告、決算報告・監査報告に
ついて審議、承認

７月 ４日 中国ブロック会議 米子市 中国ブロック（鳥取県、島根県、広島県、山口県）

５日 近畿ブロック会議 京都市
近畿ブロック（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫
県、奈良県、和歌山県）

１１日 「職業教育の日」 昭和５１年の専修学校制度制定を記念

２２日～２４日
第２９回全国高等専修学校体育
大会

富士吉田市
高等専修学校生の相互の交流、スポーツを通じ
ての健全な精神の涵養、体力の向上などを目的
とした体育大会。２０校７７０人が参加

２５日～２６日 九州ブロック会議 佐賀市
九州ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県）

２９日～８月１
日

第２８回全国専門学校バレーボー
ル選手権大会

新潟市
全国６ブロックの予選を勝ち抜いた２４チームが
出場

３１日～８月２
日

キャリア・サポーター養成講座 新宿区
専修学校等の教職員が備え持つべきキャリアサ
ポートマインドを養成する講座

８月 １日～２日 【中堅教員研修】 千代田区 学校の経営

６日 四国ブロック会議 徳島市 四国ブロック（徳島県、香川県、愛媛県、高知県）

８日～９日 【中堅教員研修】 千代田区 教育・指導力向上

２２日～２３日 中部ブロック会議 名古屋市
中国ブロック(富山県、石川県、福井県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県)

２２日～２３日 【中堅教員研修】 千代田区 新任指導力

２３日
第２４回全国専門学校バスケット
ボール選手権大会

全国１０ブロックの予選を勝ち抜いた２８チーム
が出場

２７日 北関東信越ブロック会議 長野市
北関東信越ブロック（茨城県、栃木県、群馬県、
新潟県、長野県）

２８日～３０日 【中堅教員研修】 千代田区 教員のキャリアデザインワークショップ研修

９月 １日
令和元年度全国簿記電卓競技大
会兼国際電卓競技会

文京区
全国８地方大会及び中国大会予選を勝ち抜いた
５０チーム２１３人が出場

１２日～１３日 北海道ブロック会議 函館市 北海道ブロック(北海道)

２４日
第１６回全国理美容学校「ｋａｗａｉ
ｉ」選手権大会

渋谷区
各地の学内予選を勝ち抜いた６０チーム１２０名
が「かわいい」をテーマに完成と想像力を競う

１０月 ４日 東北ブロック会議 山形市
東北ブロック（青森県、岩手県、宮城県、秋田
県、山形県、福島県）

５日
第３４回全国専門学校対抗陸上
競技大会

江戸川区 ７都道府県１４校、約１５０人が参加

２３日 ＴＣＥ財団第１３３回理事会 千代田区
令和元年度事業中間報告、令和元年度第２次
補正予算、評議員会の招集について等審議、承

２４日～２５日
第７４回全国私立学校審議会連
合会総会

佐賀市
介護福祉士等の養成施設の各種学校による設
置等について協議

２４日 第２４回全国学生技術コンテスト 品川区
全国理容美容学校連盟主催。８部門で理美容の
感性と技術を競う

３０日 南関東ブロック会議 新宿区
南関東ブロック（埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、山梨県）

１１月 １日 職業教育国際フォーラム 新宿区
東南アジア８カ国１５人をゲストに招きフォーラム
を開催

４日
第１９回全国専門学校テニス選手
権大会

石川能登町 地区大会を勝ち抜いた２５校１４７人が出場

１９日
第１１回全国理容美容学生技術
大会「理美容甲子園２０１９」

宮城県宮城郡
予選を勝ち抜いた５００人が理容・美容技術と感
性を競った

２２日 都道府県協会等代表者会議 千代田区 文部科学省関連施策等について説明
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１１月 ２３日
第３１回全日本高校デザイン・イラ
スト展表彰式

千代田区
全国美術デザイン教育振興会主催。デザイン・イ
ラストレーション等の創作を通して、高校生の想
像力や表現力を啓発することを目的として実施

平成３１年、令和元年　（２０１９年）

専修学校１年間の歩み（平成３１年４月～令和２年３月）



２３日
第１５回全国高校生・高等専修学
校生「私のしごと」作文コンクール
表彰式

千代田区

１）「私の理想とする職業人」　２）「好きな仕事
で、夢をかなえる！」といういつものテーマに、
３）「私の特技で、東京五輪パラリンピックボラン
ティア」　４）「あれから８年、私は３・１１を忘れな
い!!」　５）「私の仕事で、地方創生」、応募総数３

２５日～２９日
第３１回全国専門学校軟式野球
選手権大会

倉敷市 全国各地区代表１９チームが参加

２７日～２９日 第２９回経営戦略セミナー 那覇市
全国専門学校青年懇話会の主催する次世代専
門学校経営者のためのセミナー

２８日 専門学校留学生担当者研修会 千代田区
出入国在留管理行政の現況と課題、留学生に
係る出入国・在籍関係等申請の実務 について
等をテーマに実施

１２月 ２日
専門学校留学生受け入れ担当者
協議会

千代田区
専門学校の留学生受け入れを担当する学校関
係者を対象とした説明会

３日 管理者研修会 千代田区

「私立学校法の一部改正に伴う学校法人制度の
改善方策と高等教育の修学支援新制度等につ
いて」、「専門学校入試改革」の研修。６日（大
阪）、１１日（福岡）

５日
専門学校留学生就職指導担当者
研修会

千代田区
「専門学校における就職事例及び留学生採用企
業における事例について」、「新たな在留資格制
度と専門学校留学生の就職促進について」研修

９日
第３７回全国専門学校英語スピー
チコンテスト

中央区
専門学校生の英語による表現力向上を目的とし
たコンテスト

１０日～１１日
第３５回全国専門学校卓球選手
権大会

世田谷区
地区予選を勝ち抜いた２９校延べ２３０人の選手
が出場

２０日
第２８回全国専門学校ロボット競
技会

渋谷区
「スチールファイト」をテーマに、全国４都府県か
ら６校５９チームが出場

１月 ２８日
専門学校留学生の戦略的受入れ
推進事業成果報告会

千代田区
文部科学省委託事業専修学校グローバル化対
応推進支援事業

２月 ５日～６日
専門学校の教育訓練・運営に係
る内部質保証人材の養成講習

千代田区

専門学校の組織管理・運営、または正規課程も
しくは正規課程以外の教育指導や課程等の編
成で、３年以上の実務を有し、当該知識をもつ教
職員を対象とした研修会

７日
全国服飾学校ファッション画コン
クール表彰式、服飾教育顕彰式、

千代田区 「服の日」記念行事

１０日
第３２回全国専門学校日本語学
習外国人留学生日本語弁論大会

大阪市
専門学校で学ぶ外国人留学生１４人が日本語の
表現能力を競う

２５日～２６日
第３５回調理技術コンクール全国
大会

豊島区
全国調理師養成施設協会主催。１４８人が全国
大会に出場

２７日
全専各連第１３０回理事会・全専
協理事会合同会議

千代田区
令和２年度事業計画原案、収支予算原案を審
議、承認

３月 １８日
ＴＣＥ財団第１３４回理事会・第９０
回評議員会

千代田区
令和２年度事業計画案、収支予算案を審議、承
認

２５日 職業実践専門課程官報告示 １０３７校、３０９８学科

令和２年　（２０２０年）


