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◆10月9日(月)◆10月9日(月)、、塾の日シンポジウム佐賀大会！塾の日シンポジウム佐賀大会！

当協会では、学習塾が社会に正しく認識され信頼されることをめざして、協会設立とともに１０月９日を

「塾の日」として制定。社会にアピールする象徴的なイベントとして「塾の日シンポジウム」を毎年主催し

ております。今年は、明治維新150年を来年に控え、盛り上がりを見せる維新雄藩の地・佐賀県が舞台で

す。テーマは「故きを温ねて新しきを知る～平成の今、輝く未来を高らかに語ろう～」。ご参集ください。

◆安心塾バイト認証取得事業者に聞く◆安心塾バイト認証取得事業者に聞く

国が示した学生アルバイトの労働条件に関する自主点検表に沿って、当協会が策定した認証基準に適合

した事業者に認証マークを付与する第三者による認証制度「安心塾バイト認証」。

昨年12月にスタートして、今年3月に認証取得第1号が誕生しました。認証から４ヶ月が過ぎて――。取得

事業者の声を集めてみました。
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◆その他の項目◆その他の項目
●ＪＪＡインフォメーション 学習塾認証制度／全国読書作文コンクール●入会のご案内

平成29年 夏号
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塾の日シンポジウムは九州・佐賀市塾の日シンポジウムは九州・佐賀市

来年は明治維新150年。幕末維新の地、そして近代教育の偉人を生
んだ肥前・佐賀にて10月9日開催！テーマは「故きを温ねて新しきを知
る～平成の今、輝く未来を高らかに語ろう～」です。

当協会では、学習塾が社会に正しく認識さ

れ信頼されることをめざして、協会設立と同

時に「塾の日」を10月9日に制定するとともに、

学習塾と私学・企業・消費者の皆様がともに

学習を通じて未来の人材育成を図ることを社

会にアピールする象徴的なイベントとして「塾

の日シンポジウム」を毎年主催しております。

今年は、明治維新150年を来年に控え、盛り

上がりを見せる維新雄藩の地・佐賀県が舞台

です。佐賀市の中心部にある佐賀城址は三方

を濠に囲まれ、水面に映える楠と柳の緑は佐

賀の代表的な景観です。『塾の日シンポジウム

2017 佐賀大会』は、10月9日（祝）、その堀端

に建つホテルニューオータニ佐賀において開

催する運びとなりました。「塾の日シンポジウ

ム2017佐賀大会」は、業界の信頼向上に貢献

し、業界自主基準を遵守したと認められる学

習塾事業者、全国読書作文コンクールの大賞

及び最優秀賞受賞の子どもたちを表彰すると

ともに、東京大学大学院の宮園浩平教授を講

師に、「世界のがん研究の現状と将来の方向性」

と題し、特別講演を行うなどして業界のさら

なる資質向上の促進を図ってまいります。

また、学習塾、学校関係者、協賛事業者な

ど大勢の皆様の親睦交流の場をご用意いたし

ております。当日は右記のようなプログラム

進行で、記念式典、講演、懇親会を予定して

おり、学習塾関係者をはじめ全国より多くの

来場者を見込んでおります。ぜひ、多くの皆

様にご参加いただきますよう宜しくお願い申

し上げます。
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昨年の塾の日シンポジウム（四日市市）

塾の日シンポジウム2017 佐賀大会

◆後援 経済産業省／文部科学省／佐賀県／

佐賀県教育委員会／佐賀市教育委員会／全国

塾コンソーシアム協議会

◆日時 平成29年10月9日（月・祝）

13時30分～19時30分

◆会場 ニューオータニ佐賀

〒 840-0047 佐賀市与賀町 1-2
TEL : 0952-23-1111
佐賀駅バスセンターから約 8 分

長崎自動車道佐賀大和 I.C.から約 20 分

◆対象 教育関係者、保護者、出版関係者、

マスコミ関係者、学習塾関係者他どなたでも

◆内容

第1部 記念式典 13時30分より

○会長挨拶
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佐賀城・鯱の門は国の重要文化財

○来賓挨拶：経済産業省（予定）文部科学省

（予定）

○業界自主基準遵守塾表彰

○読書作文コンクール表彰

第2部 15時15分より

特別講演

「世界のがん研究の現状と将来の方向性～近

代日本医学に果たした肥前国（佐賀藩）の役

割～」

講師 宮園浩平（みやぞの こうへい）氏

【プロフィール】

1956年 佐賀県鹿島市生まれ・鹿島中学校－ラ

・サール高校－東京大学医学部卒業。内科医

を経て、スウェーデンでがん研究。特に30年

以上取り組んできたがんをつくる遺伝子と抑

制する遺伝子の機能解明を目指したタンパク

質「TGF-β」研究の第一人者として注目され

る。日医医学賞、紫綬褒章、日本学士院賞な

ど受賞多数。

第３部 民間教育交流会 17時30分より

○開会の挨拶 ○会長挨拶

○来賓祝辞 ○乾杯

○歓談

○閉会の辞

正会員の皆様には『塾の日シンポジウム2017

佐賀大会』パンフレット・参加申込書を同封

いたしました。ご覧下さい。

塾の日・佐賀へのいざない

塾の日シンポジウム2017 佐賀大会 実行委員会 委員長 中垣 量文

2011年の長崎大会から6年ぶりに、九州の地で塾

の日シンポジウムを開催させていただきます。今回

は佐賀県佐賀市における開催です。150年前の大政

奉還、翌年の明治維新。激動の時代に積極的に挑

み、教育に、産業に、国防に、医学に、そして日本国の

未来のために力を尽くした人々が、都から遠く離れ

た九州の地にもいました。鍋島直正、江藤新平、大隈

重信・・・。10月8日(日)、当時の歴史にゆかり深い佐賀

城本丸歴史館を皮切りに、佐賀大会がスタートいた

します。九州沖縄支部が知恵を絞った前夜祭のおもてなしをどうぞお楽しみください。10月9日(祝)は、

いよいよシンポジウム当日です。第1部は、塾の日シンポジウム記念式典。第2部は、東京大学大学院医学

系研究科の宮園浩平教授をお迎えしての特別講演です。第3部は、講師の宮園教授をお招きしての交流

会。学習塾、学校、企業、医学界の方々とゆっくりとご交流ください。今大会には山口祥義佐賀県知事を

中垣量文氏画像

協会ニュース平成 28 年夏号 19 頁に

本人写真あり。流用。
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はじめ、現在の佐賀県をリードする方々もご参加くださいます。

遠方よりご参加くださいます皆さまにご満足・お喜びいただけますよう、実行委員一同、誠心誠意準備

に努めております。10月の「塾の日シンポジウム2017佐賀大会」にぜひ足をお運びくださいますよう、ご

案内申し上げます。皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願い申し上げます。

安心塾バイト認証取得第１号に聞く安心塾バイト認証取得第１号に聞く

〈塾講師バイトは果たしてブラックなのか？〉〈『安心してバイトできる

塾』の認定制度がスタート！〉と求人誌が特集で取り上げたいま最も

ホットな話題をインタビューの形でリポートします！

平成 27 年 12 月 25 日に厚生労働省は文部科

学省と連携して、学習塾事業者を含む学生ア

ルバイトの多い業界団体に対し、学生アルバ

イトの労働条件に関する自主点検表を公表し

た上で、労働基準関係法令の遵守のほか、シ

フト設定などの課題解決に向けた自主的な点

検の実施を要請しました。

これらの要請は、「大学生等に対するアルバ

イトに関する意識等調査」の調査結果を踏ま

え、学生アルバイトの労働条件の確保に向け

た取組強化の一環として行われたものです。

この調査では、労働条件の明示が適切になさ

れなかった、準備や片付けの時間に賃金が支

払われなかったなど、労働基準関係法令違反

のおそれがある回答がありました。また、採

用時に合意した以上のシフトを入れられた、

試験期間にシフトを入れられたなど、学業と

アルバイトの適切な両立への影響が疑われる

ものもありました。

厚生労働省が、今後も、大学生などに対す

る労働基準関係法令の周知・啓発や相談への

的確な対応など、学生アルバイトの労働条件

の確保に向けた取組を強化していく というこ

とに加え、中でも学習塾業界は他の業界と明

確に区別され、要請を受けているという背景

から安心塾バイト認証制度の導入に至りまし

p4-1

た。

安心塾バイト認証制度は、国が示した学生

アルバイトの労働条件に関する自主点検表に

沿って当協会が策定した認証基準に適合した

事業者に認証マークを付与する第三者による

認証制度です。

平成28年12月26日に制度開始した後、平成2

9年3月13日に第1回判定委員会が開かれ、『安

心塾バイト認証』第 1 号として、株式会社成

学社（本社・大阪府大阪市）、株式会社スプリ

ックス（本社・東京都豊島区）、株式会社熱き

情熱コーポレーション（本社・大分県大分市）

の 3 社が認証を取得しました。認証から４ヶ

月が過ぎて――。取得事業者の声を集めてみ

ました。

株式会社成学社
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Ｑ１．なぜ『安心塾バイト認証』を取得しよ

うと思われたのですか？

弊社は『全国学習塾協会』に元々加盟して

おりまして、『安心塾バイト認証』の制度策定

段階から参画してきたこともあり、認証取得

を目指しました。実際に弊社では、3年ほど前

から労働条件の見直しをはかり、給与の仕組

みの整備を行ってきました。条件をきちんと

整備したほうが、良い先生が集まり、それが

授業のクオリティにもつながります。『安心塾

バイト認証』は、はたらく人だけでなく、塾

を選ぶ保護者の皆さんや生徒さんにとっても、

メリットのある制度だと思います。そして、

弊社のみならず塾業界全体のイメージをクリ

ーンなものにすることもねらいの一つです。

Ｑ２．これを機に見直し・改善されたことと

は具体的にどのようなものですか？

授業の前後の手当の支給などは以前より行

っておりましたので、申請のためだけに改善

した内容はございません。

Ｑ３．『安心塾バイト認証』第1号ということ

で、内外に何か変化はありましたか？

一番大きい変化として、5月以降の非常勤講

師応募数が増加しました。現状は昨年比約 120

％となっています。今後は、私たちも業界を

より良い方向に導く手伝いをしていかなけれ

ばならないと思っています。塾講師バイトを

探したい人にもわかりやすいように『安心塾

バイト認証』をアピールし、すべての人にと

ってメリットがあるように活用していければ

と思います

Ｑ４．塾の運営者側の立場から塾講師バイト

を探す人にアドバイスをお願いできますか？

p5-1

講師全体研修会（株式会社成学社）

塾講師アルバイトを志す方は「成績を上げ

たい・喜びを一緒に共有したい」など熱意を

お持ちだと思います。そして誰かに喜んでい

ただくことを自分の喜びにすることができる

人だと思います。

みなさんがお持ちのその熱意とやさしさに

加え、塾講師の業務を通じて社会経験を積み

上げることで、単に収入を得るためにアルバ

イトをしたということではなく、将来のご自

身の能力アップに活かしていただき、社会に

出てから大きな活躍をしていただきたいと思

います。

株式会社スプリックス

Ｑ１．なぜ『安心塾バイト認証』を取得しよ

うと思われたのですか？

先生（私たちはアルバイト講師のことを先

生とよんでいます）の採用が年々難しくなっ

てきていましたので、その一因と考えられる

ブラックなイメージを払拭するひとつの重要

な手段だと考えて取得を目指しました。です

ので、森塾の労務管理を適正に行うことはも

ちろんなのですが、できたら業界全体にこう

いった動きが拡がればいいなという想いもあ

りまして、一番に手を挙げて申請しました。
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p6-1

森塾 先崎将智塾長（株式会社スプリックス）

Ｑ２．これを機に見直し・改善されたことと

は具体的にどのようなものですか？

労務管理にかかるコストを極力抑えるため、

IT システムを新たに開発して教室長や先生の
業務を効率化しました。具体的には日報や進

行表（授業進度を管理する表）を全てペーパ

レス化するなどして、徹底的に無駄を省きま

した。

また、準備給、片付給といったやや複雑な

給与の管理を効率的に行うために、出勤簿の

システムも新たにリニューアルしました。

Ｑ３．『安心塾バイト認証』第1号ということ

で、内外に何か変化はありましたか？

弊社が運営する求人サイト「塾講師 JAPAN」
では、認証取得塾に対する求職者の数が昨年

同期間比で 167 ％と大幅に伸びています。安
心塾バイト認証、すなわち労務環境に対する

大学生の関心の高さが見て取れました。

この認証取得の結果、森塾に対する先生の

満足度も上昇し、さらにそれが先生の在籍期

間の長期化に寄与していて、よい循環が生ま

れてきています。

Ｑ４．塾の運営者側の立場から塾講師バイト

を探す人にアドバイスをお願いできますか？

塾講師のアルバイトを目指す方々は、単に

時給が高いということだけではなく、やりが

い楽しさを求めていらっしゃることと思いま

す。こうしたやりがいや楽しさは、どのよう

p6-2
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給与の管理を効率的に行うために、出勤簿の

システムも新たにリニューアルしました。

Ｑ３．『安心塾バイト認証』第1号ということ

で、内外に何か変化はありましたか？

弊社が運営する求人サイト「塾講師 JAPAN」
では、認証取得塾に対する求職者の数が昨年

同期間比で 167 ％と大幅に伸びています。安
心塾バイト認証、すなわち労務環境に対する

大学生の関心の高さが見て取れました。

この認証取得の結果、森塾に対する先生の
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Ｑ４．塾の運営者側の立場から塾講師バイト

を探す人にアドバイスをお願いできますか？

塾講師のアルバイトを目指す方々は、単に

時給が高いということだけではなく、やりが

い楽しさを求めていらっしゃることと思いま

す。こうしたやりがいや楽しさは、どのよう

p6-2
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な塾に勤められても感じていただけると思い

ます。それくらい塾講師の仕事は素晴らしい

ものだと思っています。

まずは「気軽に」お近くの塾にエントリー

してみて、その塾の「雰囲気」を直接感じて

みることをお勧めします。

株式会社熱き情熱コーポレーション

Ｑ１．なぜ『安心塾バイト認証』を取得しよ

うと思われたのですか？

もともとクラス授業中心の学習塾でしたが、

数年前から個別指導を強化していきました。

その際に今後さらにアルバイト講師の確保が

厳しくなるということも予測されていました

ので、徐々に整備を進めてきていた経緯があ

ります。

また、今後も個別指導の教室展開をしてい

きたいと思っていた時に安心塾バイト認証制

度がスタートされる、ということで、申請を

させていただきました。

Ｑ２．これを機に見直し・改善されたことと

は具体的にどのようなものですか？

就業規則はいつでも見れるようにしていた

のですが、実際には周知されていないという

こともわかりました。年に３回アルバイト講

師（弊社ではトレーナーという言い方をして

おります）全員に集まっていただき、トレー

ナー研修を実施しています。その中で再度有

給休暇取得などに始まる諸規定をお伝えする

機会を設けることができました。

一番改善したことは社員の意識ではないか

と思います。トレーナーの皆さまの協力があ

ってこそ学習塾は成り立ちます。そのトレー

ナーの方々が気持ち良く働くことができる会

p7-1

東ゼミかず家大分駅校の外観

社にするためには、社員がしっかりルールな

どを理解し、サポートさせていただくことが

欠かせません。そんな意識の改善ができたの

ではないかと思っております。

Ｑ３．『安心塾バイト認証』第1号ということ

で、内外に何か変化はありましたか？

実際に、安心塾バイト認証制度があるので、

という理由で応募してこられた方、というの

は明確にはわかっておりませんし、爆発的に

応募が増えている、ということでもありませ

ん。すみません。

ただ、次の２点で大きな効果があったと思

います。

まず、Ｑ 2 にも記載させていただきました

が、一番は社員の意識改革です。

そして、もう一つがトレーナーの皆さまの

意識の向上ではないでしょうか。

年３回のトレーナー研修（もちろん、これ

も業務の一環として時給が支払われます）と、
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教室単位で行う年３〜４回の研修で、もっと

生徒のため！チームとして生徒をサポートす

る！という意識が高まっているように思いま

す。実際に雰囲気が良いと言ってトレーナー

講師が他のトレーナー講師を紹介してくれる

ことが実際に増えています。

安心塾バイト認証への会社としての取り組

みも評価してもらえているのではないでしょ

うか。昔は教室単位で、というものが、現在

では教室を超えての協力体制が出来上がって

いるのも大きなプラスの変化です。

Ｑ４．塾の運営者側の立場から塾講師バイト

を探す人にアドバイスをお願いできますか？

学習塾は教育というこれ以上ないやりがい

のある仕事です。だからこそ、生徒指導をす

る際には生徒に全力で情熱をぶつけたい！と

思っている方が大半だと思います。安心塾バ

イト認証は、余計なことを考えずに指導に全

力を注ぐことができるということだと思いま

p-8-2

す。

正会員の皆様には『安心塾バイト認証のご案

内』リーフレット等を同封いたしました。ご

覧下さい。

ＪＪＡインフォメーションＪＪＡインフォメーション

消費者が安心してサービス利用していただくための信頼マーク
第三者評価「学習塾認証」のご活用を！まもなく後期申請！

今年４月に６年目を迎えた学習塾認証制度

は、前期申請期間が終了しました。現在、慎

重に審査を進めており、８月下旬に判定委員

会を実施し、新たな学習塾認証取得事業者が

誕生する予定です。

学習塾業では特定商取引に関する法律に加

え、取り扱う情報が個人の機密事項が多く含

まれるという特性があり、個人情報保護法等

の法令の遵守が必要とされる一方、サービス

内容等の消費者への適切な情報提供、顧客相

談窓口の充実など、消費者からの苦情・相談

を低減する取り組みも必要とされています。

当協会では、このような状況を鑑み、消費

者からの苦情・相談内容や業界の実態を踏ま

え、子どもたち及びその保護者が安心してサ

ービスを受けられることを目的とした、学習

塾業認証基準を策定しております。
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p9-1 の１頁目

学習塾認証は、それらの法律への適合性を

含む学習塾業認証基準に基づいて第三者が客

観的に評価する制度であることから、事業者

にとっては法律への適合性はもちろんのこと、

公正で適切な管理運営システムを確立し運用

していることを直接顧客層にアピールする有

効なツールとして活用することができます。

アピールできるポイントは次の６点です。

♕ 消費者へ十分で適切な情報提供をしていま

す！

♕ 消費者と適正で明解な契約（解約）を行ってい

ます！

♕ 通塾する子どもの安全確保を行っています！

♕ お客様相談窓口を設置してその充実を図って

います！

♕ 消費者へ十分で適切な個人情報保護を行って

います！

♕ こうしたことが、継続的に守られ、改善されて

います！

特定商取引法に基づく申出制度の普及、適

格消費者団体や法テラスなど消費者支援組織

の拡充など、消費者を実効的に保護する環境

はここ数年で強化され、その傾向は今後さら

に強まります。ぜひ、この機会に学習塾認証

に関するお取り組みをいただき、より安全な

塾経営を進めていただきますようお願い申し

上げます。

今年度後期申請を受付をいたします。

【後期申請期間】

平成２９年９月１日～１０月３１日

認証目安 平成３０年２月初旬

協会ホームページで、学習塾認証制度ＦＡ

Ｑ、学習塾業認証 認証基準、認証審査申請

書、• 申請誓約書、申請に必要な申請書類（新

規の方）等がご覧になれます。

子どもたちに「やる気」という勲章を！
この夏休み、全国読書作文コンクールにご参加ください！

当協会では、明日を担う児童生徒に、良書

との出会いにより感動することの素晴らしさ

を体得する機会を与えることを目的として、

『全国読書作文コンクール』を主催し、読書

・作文活動の推進に努めています。

作文は全国の公立高校一般入試の約80％で

出題、公立高校の推薦入試でも約60％が作文

または小論文を出題、私立高校も推薦入試で

は半数近い学校が作文を課している･･･といわ

れています。

どうぞ、対象図書10冊のうちの１冊の本を

通じて、子どもたちが何かを感じ、心を動か

し、考え、表現する、そうした機会を子ども

たちにお与えください。入選以上のお子様に
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は「公益社団法人全国学習塾協会会長名」で

表彰状を授与いたします。

○塾生の読書力、表現力、文章力のアップに

○塾生の達成感による心の成長に

○塾全体の連帯感、一体感の醸成に 等々

自塾に、塾生に、必ず新しい息吹をもたら

すことと確信しております。是非積極的なご

参加をお願い申し上げます。

【応募締切】 平成２９年８月２７日(日)

協会正会員様は、「応募票A・B」「コンクー

ル募集要項」等をご覧いただき、コンクール

への参加をお願い申し上げます。

後援：文部科学省、経済産業省、(一財)

出版文化産業振興財団、(公社)読書推進

運動協議会、朝日新聞社、朝日学生新聞

社

ＪＪＡご入会のご案内ＪＪＡご入会のご案内

全国学習塾協会（略称「ＪＪＡ」）は、民間教育を担う団体・個人に関する支援及び能力開発、調

査研究、地域社会に対する貢献の推進等を行うことによって児童及び青少年等の学力養成の推進に

寄与し、より良い社会の形成を推進することを目的として設立された公益社団法人です。

公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。

会員は、正会員・準会員・賛助会員からなっています。

■正会員 小学校、中学校、高等学校などに通う児童、生徒、学生を対象とし、学力と学ぶ力の向

上を指導する民間の非公式教育機関を営む法人及び個人であればどなたでも会員になることができ

ます。正会員は総会での議決権を持ちます。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに優先的に参加する

ことができます。

協会 web サイトと正会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に正会員一覧を

掲載します。

正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■準会員 学習塾事業者に従事する個人、協会の目的と活動に賛同する教育事業に従事する個人ま

たは従事した経験のある個人であればどなたでも会員になることができます。総会での議決権は持

ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。
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準会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

■賛助会員 協会の目的と活動に賛同してその事業にご支援くださる法人・団体・個人で、総会で

の議決権は持ちません。

協会報、会員名簿を配布いたします。本会が主催する事業をご案内して、これに参加することがで

きます。

協会 web サイトと賛助会員のホームページのリンクを掲載するとともに、会員名簿に賛助会員一

覧を掲載します。

賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

会費は次の通りです。

入会金 （１）正会員 30,000円

（２）準会員 10,000円

（３）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円

個人 10,000円

年会費 （１）正会員 １口 塾生数1000名未満 36,000円

塾生数1000名以上 60,000円

3000名未満

塾生数3000名以上 120,000円

（２）準会員 １口 12,000円

（３）賛助会員 １口 法人 50,000円

学校法人 36,000円

団体 50,000円

個人 12,000円

毎年４月から翌年３月までが一年度になります。

会費について、正会員の方は、会費を３月と９月の年２回に分け、金融機関から預金口座振替によ

り納入いただきます。

準会員・賛助会員の方は、年度初めに当協会の銀行口座にお振り込みいただきます。

入会初年度の会費は、入会月からの月割りで計算いたします。

入会をお考えの方、協会の活動概要などをお知りになりたい方は協会事務局まで遠慮なくご連絡く

ださい。資料をお送り申し上げます。

また、入会申込書は協会 web サイトから入手することもできます。

公益社団法人全国学習塾協会 事務局

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-39-2

TEL03-6915-2293 FAX03-6915-2294
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