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◆10月8日(月)◆10月8日(月)、、塾の日シンポジウム東京大会！塾の日シンポジウム東京大会！

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、1988年10月の当協会設立から30年の節目を迎える記念の年です。今年の「塾の日

シンポジウム」は30年前に設立総会が行われました東京の地で開催いたします。ぜひご参集くださ

い！

◆２０３０年の普通の教室◆２０３０年の普通の教室「「未来の教室未来の教室」」とは？とは？

7月8日に当協会主催「経済産業省教育産業室が考える＜未来の教室＞とEdTech研究セミナーを千代

田区・アルカディア市ヶ谷にて開催しました。基調講演として経済産業省商務サービスグループ・サービ

ス政策課教育産業室長の浅野大介氏を講師に、『「未来の教室」民間教育・公教育・産業・先端研究の垣根

なき「学びの社会システム」』をテーマに語っていただきました。

◆その他の項目◆その他の項目
●大学に聞く―学生アルバイトのために塾がすべきこと●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／永年勤続者表彰・塾生表彰／協会Facebook／労働

法令情報●入会のご案内

平成30年 夏号
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塾の日シンポジウムは30年目の塾の日シンポジウムは30年目の「「東京東京」」

平成最後の秋は、協会にとってのメモリアルイヤー！「未来への勇気～
これまでの30年、これからの30年に向けて」と題し、設立の地・東京に
て10月8日開催！思い出と未来の交差する瞬間を目撃してください。

と き

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「塾の日」を10月9日に制定し、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、1988（昭和63）年10月の当協会設

立から30年の節目を迎える記念の年です。今

年の「塾の日シンポジウム」は30年前に設立

総会が行われました東京の地で開催いたしま

す。「塾の日シンポジウム2018 東京大会」は、

業界の信頼確保に貢献し、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、最優秀賞受賞の子ど

もたちを表彰するとともに、1992年バルセロ

ナ五輪柔道金メダリストの古賀稔彦氏を講師

に、「人生の教科書」と題し、記念講演を行う

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、政界、官公庁、民間教育関係者、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、30周年記念パーティを予定して

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。

塾の日シンポジウム2018 東京大会
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昨年の塾の日シンポジウム（佐賀市）

◆後援 経済産業省／文部科学省／（一社）

東京私立中学高等学校協会／全国塾コンソー

シアム協議会

◆協力 全国学習塾協同組合／ NPO 法人学習

塾全国連合協議会／全日本私塾教育ネットワ

ーク

◆日時 平成30年10月8日（月・祝）

14時～19時30分

◆会場 如水会館

〒 101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-1-1
TEL : 03-3261-1101
東京メトロ東西線竹橋駅から徒歩 3分

都営地下鉄神保町駅から徒歩 4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
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第1部 記念式典 14時より

○会長挨拶

○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

○全国読書作文コンクール表彰

○大会宣言

第2部 15時30分より

記念講演

「人生の教科書」

講師 古賀 稔彦（こが としひこ）氏

p3-1
（古賀稔彦氏プロフィールより顔写真トリミング）

【プロフィール】

1967年福岡県生まれ、佐賀県出身。2000年4月

に現役を引退後、全日本女子柔道コーチを務

めるかたわら、子供の人間育成を目的とした

町道場「古賀塾」を開塾。2004年のアテネ五

輪では、金メダルを獲得した谷本歩実のコー

チとしても脚光を浴びる。2007年4月から、岡

山県のIPU環太平洋大学体育学部体育学科教

授、並びに女子柔道部総監督を兼任。四年で

全国優勝という目標を与えられ、見事その目

標を達成。2014年4月より全日本柔道女子強化

委員に就任。現在JOC東京オリンピック強化ス

タッフ。株式会社日本スポーツエージェント

所属。

“平成の三四郎”の異名をとり、世界選手権2

階級制覇。ソウル・バルセロナ・アトランタ

と3度のオリンピックに出場。

＜主な成績＞

1987年 世界選手権 エッセン 71㎏級 銅メダ

ル

1988年 ソウルオリンピック出場

1989年 世界選手権 ベオグラード 71㎏級 金

メダル

1990年 全日本柔道選手権大会 体重無差別級

準優勝

1992年 バルセロナオリンピック 71㎏級 金メ

ダル

1995年 世界選手権 千葉 78㎏級 金メダル

1996年 アトランタオリンピック 78㎏級 銀メ

ダル

第３部 30周年記念パーティ 17時30分より

30周年にふさわしいお客様をお招きする予定

です。

○開会の挨拶 ○会長挨拶

○来賓祝辞 ○乾杯

○歓談 ○お楽しみ企画

○閉会の辞

正会員の皆様には『塾の日シンポジウム2018

東京大会』パンフレット・参加申込書を同封

いたしました。パンフレットは協会ホームペ

ージからもご覧いただけます。

p3-2

会場は皇居内濠に架かる「竹橋」近く

千代田区観光協会 HPより
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塾の日・ＴＯＫＹＯへのいざない

塾の日シンポジウム2018 東京大会 実行委員会 委員長 渡邉 浩

2013年の塾の日シンポジウム25周年記念式典か

ら早5年が経ちました。今年2018年改めましてここ

東京におきまして『塾の日シンポジウム2018 東京

大会 公益社団法人全国学習塾協会設立30周年記

念式典』を開催させていただくことになりました。

振り返ればこの5年の間、教育業界におきましては

様々な変化・変革が行われました。これまでの30

年、そしてこれからの30年を見据えて、今我々に

何ができるのか、目の前の子どもたちの幸せのた

めに尽力していくその決意を基に、学習塾協会関

東支部の会員の先生方を中心に、在京6団体の先生方のお力を借りて開催させていただきます。第1

部では自主基準遵守塾表彰をはじめ、読書作文コンクール受賞者表彰、歴代の会長先生方もお招き

しております。また、第2部の記念講演にはアテネオリンピック金メダリストの古賀稔彦先生をお

招きし、「人生の教科書」というご講演をしていただきます。古賀先生は皆様ご承知の通り金メダ

リストという功績はもちろん、柔道界では選手の指導・育成をされていらっしゃる他、2020年に開

催される東京オリンピックの強化スタッフとしても若手の育成にご尽力されていらっしゃいます。

我々学習塾も生徒の育成というところでは共有するものが必ずあると思います。一聴の価値ありだ

と自負しております。また、第3部では30周年記念祝賀パーティーを同会場（如水会館）にて行わ

せていただきます。学習塾関係者はもちろんのこと、私学・教育関連企業の方併せて200名近い参

加を予定しております。ご参加くださいました方々には必ずご満足頂きますよう実行委員一同全力

でおもてなしをさせていただきます。前日の10月7日（日）にはスカイバスという2階建てのオープ

ンバスで東京観光をしていただきます。日頃東京には来られても観光はされたことがないという地

方の先生方、そして、首都圏の先生方も是非是非ご参加ください。懇親会もご用意させていただき

ます。

2018年10月8日（祝・月）、場

所は東京神保町の『如水会館』

です。時間は午後2時から第1部

の記念式典、午後3時30分からは

古賀先生による第2部・記念講

演、最後に午後5時30分からは第

3部・30周年記念祝賀パーティー

を行います。先生方とお会いで

きることを実行委員一同心より

楽しみにしております。どうぞ

よろしくお願いいたします。

平成２９年冬号２１ページの「渡辺浩」様

の画像（顔写真）

p4-1
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２０３０年の教室の未来を語ろう！２０３０年の教室の未来を語ろう！

未来社会は加速度的に予測不可能性が高まり、少なくとも現在の延

長線上にはないなどと言われます。日本社会の課題を解決するため

の2030年代の普通の教室「未来の教室」とは？

去る7月8日に当協会主催「経済産業省教育

産業室が考える＜未来の教室＞とEdTech研究

セミナーを千代田区・アルカディア市ヶ谷に

て開催しました。基調講演として経済産業省

商務サービスグループ・サービス政策課教育

産業室長の浅野大介氏を講師に、『「未来の教

室」民間教育・公教育・産業・先端研究の垣

根なき「学びの社会システム」』をテーマに語

っていただきました。

約70分の基調講演では、社会が変わる中ど

う学ぶか・どう学びのサービスを提供するか、

ＳＴＥＡＭＳで文理融合の知を使い社会課題

や身近な課題の解決を試行錯誤する、「学力」

「教科」「学年」「単位」「卒業」等の概念は希

釈化され学びの自由度が増す、EdTechにより

教科学習に費やす時間を短縮化する、社会と

シームレスな「小さな学校に」、と強調しまし

た。

講演は、世界と時間を俯瞰した識者が、大

きな危機感と大きな可能性というカンバスの

上に描いた最終設計図という風韻がありまし

た。

講師の言葉からいくつかの印象深い視点を

拾ってみます。まず、日本社会の課題は＜創

造的な課題発見・解決力＞であり、そのため

の教育の役割とは何かを明らかにしていきま

す。

課題を発見し解決することで世の中の仕事は

成り立っています。およそ世の中の仕事というも

のは、何かに対価を得ています。それは、身近な

生活の課題もあれば大きな社会の課題もありま
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す。何かの課題に対してソリューションを与える

からお金をいただけます。ただ、解いていく課題

はどんどん複雑化をしています。そしてひとつ

ひとつの社会課題は相互依存性や複雑性が高

まっています。どんどん解くことが難しくなって

います。

その中で我が国は解けない課題だらけになって

いるということだと思います。

＜創造的な課題発見・解決力＞を身につける

ためには３つのキーワード「50センチ革命」「越

境」「試行錯誤」が重要――。

「50センチ革命」という言葉は二重の意味が

あって、半径50センチくらいの身の回りのことで

いいからそこで生じている何かの問題を主体的

に解決してみようということ。もう一つは、50セ

ンチという自分にとっての心理的距離感です。

一歩変えてみよう・創り出してみようという感じ

で踏み出せるかどうか。でも、そのためには自分

に自信がないとできないので「自己効力感」が

重要です。

また、「圧倒的な当事者意識」がないとわざわ
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講演する経済産業省商務サービスグループ・サービス政策課教育産業室長・浅野大介氏

ざやろうとは思わない。問題を把握するために

は何かに共感する力であり発見するセンスは当

然必要になります。最後には一歩踏み出せない

と何も始まらないのです。

「越境」には、様々な分野の知識を横断して使

いこなすということと、自分の会社・自分の部署

という見えない壁、そして地域の壁、国境の壁を

自由自在に越えて世界中の知恵をたぐり寄せて

問題を解決しようというある種の図々しいマイ

ンドがどうしても必要になってきます。

そして「試行錯誤」。最初から用意されている

答えなんてないんだからまずやってみよう。トラ

イアンドエラーをひたすら続けよう。正解はない

んです。どうしたらいいんですか、と聞く癖をや

めましょうということに尽きます。

「50センチ革命」「越境」「試行錯誤」とは

何かがよくわかる具体的な話が講演の最後に

出てきました。

理科の教材ですと――。

火力発電はどういう仕組みか。簡単にいうと、

火力発電所の仕組みとは、外から燃料（天然ガス

とか石炭）を買ってきます。火をおこして、水を蒸

気にします。蒸気がパイプを伝ってタービンを回

して発電が起きます。そのあと、蒸気は冷やされ

て水に戻ります。この教材は小学校の理科の教

材としてこの発電所の仕組みを作っていました。

水が蒸気になって、冷えて水に戻るという小学

校3.4年で習うお題です。次は、タービンに蒸気

があたってタービンが回るという仕組みです。

パイプは細くてくねくね曲がったものがいいの

か、太い寸胴のパイプがいいのか。つまり熱伝導

の在り方についてです。これだけのものを用意

したら、この単元を理解するだけではもったいな

いのです。発電という社会システムにおける問

題としてとらえた場合、

①セキュリティ
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②温暖化

③経済性

この3つの視点が理科教材からはでてこない

のです。そういうリアルな課題を考えてから、こ

の話題に入って、子どもの時から考えればいい

じゃないかと思うのです。

セキュリティという話題で言えば「燃料の途

絶」。途絶と考えたときにどこから輸入している

のか調べる、これは【地理】です。その国々から継

続的に燃料を輸入するには、どんなリスクがある

のか、国々の歴史を調べる、これは【歴史】です。

リスクを分散させようといったら【数学】です。燃

焼とＣＯ2の排出を考えたら【理科】になります。こ

ういったところから興味って作れないのか。こう

いったケースは、自動車もあれば、バイオ・農業・

宇宙…いろいろなケースが作ることができま

す。子ども達が、こうした課題が世の中ではいま

存在していて、それに対して試行錯誤する過程

で必要となる勉強から圧倒的に効率的にやって

いこうということです。自分が当事者となって

これを解決していこうということを少し考えら

れるようにならないでしょうか。

そして、浅野氏は講演の最後をこう結びま

した。

民間教育受験産業は一面的なとらえ方をされ

p7-1

がちですが、塾がいろいろなプロジェクトを立ち

上げて、全国的規模でできるプログラムを作っ

ていただけるか、そして、それをＥｄＴｅｃｈを使っ

て広めていけるかというのが非常に重要な論点

と思っております。

第2部としてパネルディスカッションを行い

ました。コーディネーターに安藤大作協会会

長、パネリストには第１部に引き続き浅野大

介氏、そして、赤堀侃司一般社団法人ICT CON

NECT 21会長、森貞孝全国学習塾協同組合理事

長が登壇しました。さらに、会場の塾経営者

の出席者を交えて、それぞれの視点からの活

発な議論が行われました。

会員の皆様には、6月25日に経済産業省が公

表しました「未来の教室」と EdTech 研究会の

「第 1 次提言」を同封いたしました。

◆EdTechとは
【読み】エドテック 【表記】Education & Technology、類語：ICT教育、類語：eラーニング
【分類】技術／ソフトウェア 【ひとことで言うと】「次世代のオンライン学習・eラーニングシステム」
【解説】
「EdTech」は、EducationとTechnologyを組み合わせた造語で、テクノロジーを活用して教育に変革をもたらすサ
ービスや技法を指す。あるいは、サービスや技法を構成する技術を指すものとしても用いられる。2013年頃より、シリコ
ンバレーなどで「EdTech」という考えが注目されるようになり米国を中心に盛り上がりを見せたが、近年では世界各国
に広がっている。
当初は「MOOC」（ネットで無料受講できる大規模講義）が中心的なサービスであったが、現時点では、大量の個
人学習データをAI（人工知能）が解析し学習者ごとに最適化する学習アプリや、オンライン英会話、プログラミング
用ソフトウェア、VR（仮想現実）等を用いたSTEM／STEAM学習サービス、校務や教材作成の支援サービ
スなど多岐にわたる。 ＜「リセマム」ホームページより引用＞
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安心塾バイト認証、大学はどう見る！安心塾バイト認証、大学はどう見る！

2015年の厚労省の調査によると、大学生のアルバイト先として、学

習塾がコンビニに次いで2番目に多いことがわかりました。そこで今

回は、「大学生とアルバイト」について、日本私立大学団体連合会・

日本私立大学協会の小出秀文事務局長にお話を伺いました。

大学に聞く――学生アルバイ
トのために塾がすべきこと

※インタビュアー＝協会事務局

─日本私立大学団体連合会とは。

日本私立大学団体連合会は1984年4月に設立

され、現在、日本私立大学協会及び一般社団

法人日本私立大学連盟で構成されています。

加盟大学は493法人529大学で、私立大学にお

ける教育と研究の振興発展に寄与することを

目的としています。

これまでに私立大学関係法制の整備、私立

学校教職員共済組合・財団法人私学研修福祉

会の設立、政府からの財政支援を実現するな

ど、私学振興の礎を築き、日本社会・経済の

発展に努めてきました。

─多くの大学生が学習塾でアルバイトをして

いますが、特に配慮が必要な点について教え

てください。

学習塾は教育立国を支えている教育機関とし

ての重要な役割があるので、労務管理の面で

も、学生の本分は学業であるということを念

頭に置いていただき、お互い気持ちよく仕事

ができる環境を整え、生徒にとっても良い指

導者を育成して欲しいと願っています。

また、実際に大学からあった意見として、

労働契約書を交付することや、正社員と同じ

p8-1

日本私立大学団体連合会・小出秀文事務局長

ノルマを科す等の経営責任を負わせないよう

にすること、指導時間だけでなく授業準備に

ついても賃金を支払いサービス残業にならな

いようにすること、授業期間、特に試験時期

のシフトや業務量の調整、大学院生には、研

究活動についてもより一層の配慮を求める声

がありました。

■安心塾バイト認証制度に賛同

─昨今では、学費の上昇、仕送り額の減少等

を背景に、アルバイトに従事する大学生が増

加傾向にあります。貴連合会が学業とアルバ

イトの両立のために行っている取り組みはご

ざいますか。

貴協会による安心塾バイト認証制度は学生

にとって大切なものと認識し、我々も制度に

賛同しています。これは、私が事務局長を務

める日本私立大学協会だけでなく、日本私立

− 8−



- 8 -

安心塾バイト認証、大学はどう見る！安心塾バイト認証、大学はどう見る！

2015年の厚労省の調査によると、大学生のアルバイト先として、学

習塾がコンビニに次いで2番目に多いことがわかりました。そこで今

回は、「大学生とアルバイト」について、日本私立大学団体連合会・

日本私立大学協会の小出秀文事務局長にお話を伺いました。

大学に聞く――学生アルバイ
トのために塾がすべきこと

※インタビュアー＝協会事務局

─日本私立大学団体連合会とは。

日本私立大学団体連合会は1984年4月に設立

され、現在、日本私立大学協会及び一般社団

法人日本私立大学連盟で構成されています。

加盟大学は493法人529大学で、私立大学にお

ける教育と研究の振興発展に寄与することを

目的としています。

これまでに私立大学関係法制の整備、私立

学校教職員共済組合・財団法人私学研修福祉

会の設立、政府からの財政支援を実現するな

ど、私学振興の礎を築き、日本社会・経済の

発展に努めてきました。

─多くの大学生が学習塾でアルバイトをして

いますが、特に配慮が必要な点について教え

てください。

学習塾は教育立国を支えている教育機関とし

ての重要な役割があるので、労務管理の面で

も、学生の本分は学業であるということを念

頭に置いていただき、お互い気持ちよく仕事

ができる環境を整え、生徒にとっても良い指

導者を育成して欲しいと願っています。

また、実際に大学からあった意見として、

労働契約書を交付することや、正社員と同じ

p8-1

日本私立大学団体連合会・小出秀文事務局長

ノルマを科す等の経営責任を負わせないよう

にすること、指導時間だけでなく授業準備に

ついても賃金を支払いサービス残業にならな

いようにすること、授業期間、特に試験時期

のシフトや業務量の調整、大学院生には、研

究活動についてもより一層の配慮を求める声

がありました。

■安心塾バイト認証制度に賛同

─昨今では、学費の上昇、仕送り額の減少等

を背景に、アルバイトに従事する大学生が増

加傾向にあります。貴連合会が学業とアルバ

イトの両立のために行っている取り組みはご

ざいますか。

貴協会による安心塾バイト認証制度は学生

にとって大切なものと認識し、我々も制度に

賛同しています。これは、私が事務局長を務

める日本私立大学協会だけでなく、日本私立

- 9 -

p9-1

大学連盟もいち早く各大学に周知を図るべく、

ホームページ等で趣旨をお伝えしてきました。

学生の被害を少なくするために今後も周知に

努めていくべきだと心得ています。

ブラックバイトは論外ですが、学生がアル

バイトやインターンシップによって実社会を

知ることは良いことだと思う一方で、あくま

でも「学生の本分は学業である」という点を

ご留意願いたいです。

また、アルバイトしなければ学費を払えな

い学生が増えている点については、私大の多

くは大学独自の奨学金制度（総額約900億円）

を設けて支援しています。しかし、学生の修

学支援のためには私立大学等経常費補助金を

大幅に増額し、可能な限り国立大学と私立大

学間の財政支援の平準化を行うことが重要だ

と考えます。連合会では、ＯＥＣＤ諸国並み

の水準まで引上げるべく、不合理な国立大学

・私立大学間格差の是正と家計負担からの脱

却を基本的な考えに据え、積極的な予算要望

活動行っています。

■塾講師アルバイトに対する大学の動き

─安心塾バイト認証制度に期待される点をお

聞かせいただけますか。

先に指摘をした現場からの課題に対する改

善の一助として、学習塾事業者には安心塾バ

イト認証制度の趣旨をご理解いただき、制度

が普及することが大切であり、そう望んでい

ます。

─安心塾バイト認証塾でないと学内の掲示板

に求人を掲載しないという大学も出てきてい

るのですが、今後このような大学は増えると

思われますか。

学習塾を含めアルバイト求人情報は、学内

に掲示する場合と学外に委託している場合が

ありますが、いずれにしても安心塾バイト認

証制度が普及していくことで、最終的に質の

良いものに収斂していくことを期待していま

す。

─最後に小出事務局長よりメッセージをお願

いいたします。

繰り返しになりますが、学生の本分は学業

です。貴協会におかれては、安心塾バイト認

証の成果を示していって欲しいと思います。

学習塾は教育機関の一端を担っています。

家庭教育、学校教育、リカレント教育等、教

育には様々ありますが、日本がより高度な社

会になる際に、国家の命運を握るのは人財で

す。

そのため教育に注目が集まっています。Ｉ

Ｔ、ＡＩの台頭により、今後の教育がどうな

るか、その対応は差し迫った課題ですね。我

々としては、2050年のこの国の姿・形を思い

描きながら多様な価値を創造し、多彩な人財

を養成する大学を創っていきたいです。

※当協会の取材を基に、「塾と教育」2018年6月

号に掲載された記事を引用しました。
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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7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。

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

p10-1

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30年9月1日(土)～10月31日(水)

認証目安 平成31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。
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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

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
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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30年8月27日(月)

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

貴方の塾の教職員や優秀塾生を表彰してください！
協会名で貴方の塾の教職員や優秀塾生を表彰します！

各会員塾において、公益社団法人全国学習

塾協会会長名で、永年勤務して会員の皆様の

学習塾の発展に功績のある教職員の方々の表

彰、ならびに各会員塾の在籍生の中で、最も

めざましい活躍ぶりを示した生徒の表彰を行

うことができます。

表彰状の文章は次の通りです。

[永年勤務職員の場合]

あなたは表記学習塾に永年勤続され その勤

務成績は優秀で他の模範とすべきものであり

学習塾の発展に尽くされた功績は多大であ

りますので ここに表彰します

[優秀塾生の場合]

あなたは公益社団法人全国学習塾協会正会員

塾の生徒のなかで最もめざましく活躍し 他

の生徒の模範とするにふさわしい成績を示し
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ました。「塾の日」にあたり努力をたたえ今後

一層の健闘を期待してここに表彰します。

正会員のみなさまは、同封のご案内をご覧

のうえ、お申し込みください。

7月4日からFacebookの運用をはじめました！協会の様子
を日々お知らせしますので、拡散をお願いします！

いつも全国学習塾協会のホームページにア

クセスいただき、誠にありがとうございます。

この度、公式 Facebookの運用をはじめました。

イベント情報や学習塾や民間教育に関する情

報などを掲載いたします。

是非、「いいね」「シェア」をよろしくお願い

します。

今後もよりいっそう充実したホームページに

していきますので、引き続きよろしくお願い

申し上げます。

p12-1

公益社団法人全国学習塾協会 Facebook ページ

https://www.facebook.com/gakusyujukukyoukai/

正規社員と非正規社員の賃金格差を縮める狙い？今秋10
月をめどに最低賃金が改訂されます！今後の情報にご留意を

厚生労働省の中央最低賃金審議会によると、

今秋10月をめどに最低賃金が改訂されます。

7月26日、中央最低賃金審議会で、今年度の地

域別最低賃金額改定の目安について答申が取

りまとめられ公表されました。

最低賃金が１千円を超える先進国が多い中、

日本は現在848円という低い水準にあることか

ら、政府は最低賃金の全国平均１千円という

目標を掲げています。年3％前後のペースで最

低賃金を上げていく方針で、今年は全国の加

重平均で26円上げることを目標としています。

引き上げ額は、東京など大都市部は27円で、

その他の都市においても、最低23円の引き上

げ額が設定されています。今後、この目安を

参考に都道府県ごとの引き上げ額が決まり、

秋以降に改定される見通しです。

具体的には、各都道府県の引上げ額の目安

については、 Ａランク27円、Ｂランク26円、

p12-2

厚生労働省ホームページより
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Ｃランク25円、Ｄランク23円と４つのランク

に分かれていて、都道府県に当てはめると、

Ａ…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Ｂ…茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、

三重、滋賀、京都、兵庫、広島

Ｃ…北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、

岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香

川、福岡

Ｄ…青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、

島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島、沖縄

となります。

引き上げ額が年3％というペースであれば、

2023年には全国平均が１千円に届くことが予

想されます。学習塾においては、従業者にお

ける非正規雇用者（主にアルバイト講師）の

占める割合が高いため、人件費を圧縮するた

めにも、生産性の向上が一層求められること

になります。

●平成 29 年度地域別最低賃金額は厚労省の下

記サイトで確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/00
0338319.pdf

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、正会員と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

上を指導する学習塾をはじめとする民間教育業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)。

■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)。

− 13 −



- 14 -

会費は次の通りです。

入会金 （１）正会員 30,000円

（２）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）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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