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◎CSRについて
CSRとは、Corporate Social Responsibilityの略で、
直訳では「企業の社会的責任」という意味になります。
現代の企業活動は、利益を追求するだけでなく、法令
遵守のもと、持続可能な開発に貢献しながら、組織活
動が社会へ与える影響に責任をもち、あらゆるステー
クホルダー（利害関係者：消費者、投資家、及び社会全
体）からの要求に対して適切な意思決定をすることが求
められています。

１．社歌をつくりました。 ⇒
小椋佳氏の作詞・作曲で、京進の組織価値観を盛り込んだ内容となっています。

２．監査等委員会設置会社に移行しました。 ⇒
コーポレートガバナンスの強化のため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。

３．同志社大学でリーチング授業を行いました。 ⇒
経済学部主催の「モチベーションアップセミナー」を京進が担当しました。

４．学生社会起業家支援プロジェクト（SMC2015）への協賛を行いました。 ⇒
起業を目指す若者を支援するイベントを、特別協賛企業として支援しました。

５．ネパール地震被災者救援募金を行いました。 ⇒
京進の日本語学校にもネパールから来た留学生が大勢います。少しでも力になれればという思いから行いました。

６．キッザニア甲子園で社員研修を実施しました。 ⇒
企業対象としては初めての試みで、京進社員のみの貸切実施となりました。

７．京進のリーチング・メソッドによる指導を紹介する書籍を作成しました。 ⇒
旺文社から、教育ジャーナリストによる書籍として出版されました。
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2005.12.10のできごと

　2005年12月10日、当社講師がお通いいただいている生徒様の尊い人命を奪うというあってはなら

ない事件を起こしました。お亡くなりになられたお子様のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺

族の皆様には心よりお詫び申し上げます。

　弊社では、事件以降、生徒の皆様方の安全を最優先した体制づくりを進めてまいりましたが、その

後も社会にお約束した事柄の完全実施と、その内容や取り組みを更に進化させるべく、全社をあげて

取り組んでおります。特に、各校・各教室における日々の安全についての取り組みが最重要と考え、職

員の危機察知能力を高める取り組みや、安全に関する日報やミーティングでの情報共有、それらにつ

いての本社への連絡体制を構築し、実行しております。

　また毎月の幹部会（部長会）では各部門の安全対策実施のチェックや気づきを第一課題とし報告

させることにしております。

　お客様からの様々なご指摘は、お客様相談センターで集約し、迅速に全社としての共有をはかり、

改善の取り組みを続けております。

　更に全社組織としての「安全対策委員会」を設け、あらゆる角度から検討をすすめるとともに、全職

場においては年に2回（6月10日と12月10日）を「安全の日」と定め、社員全員で安全に関する様々な

チェックと確認、マニュアルの読み合わせ、非常時に備えた各種訓練の実施、その他安全に関する意

見交換や提案を行い、全社一丸となって生徒・保護者の皆様に、より安全・安心にお通いいただける

ように努力を続けております。

　事件が起きて丸10年が経過しましたが、安全の追求にゴールはなく、生徒の皆様が安心して通っ

ていただける安全な学習環境の提供のためには、環境変化に対応した取り組みの改善や、改良をし

続けなければならないと肝に銘じております。また年数の経過に伴い事件以降に入社した「当時を知

らない」社員に、いかにして、当社の安心・安全に対する思いの深さを浸透させるかということも大きな

課題としてとらえています。

　今後とも、当社の社員及び講師も含む関係者ひとりひとりが、事件を忘れることなく自分のこととし

て受け止め、今後生徒の安全を妨げるような事態を絶対に起こさないという強い信念と安全確保に

関する高い意志を持ち、弛まず努力を続けてまいりたいと存じます。そのうえで、生徒ひとりひとりを大

切にし、「学力の向上」「夢・合格の実現」「達成体験を通じて自信をつけさせる指導」に全力を尽くす

ことで、社会に貢献をするという役割を全うしたいと思っております。

　当社は、「京都進学教室」として創業した当初から「ひとりひとりを大切に」を理念とし、いかにして地域の

教育の向上に貢献できるかを考え、実践してきました。同時に、「日本と世界の教育・文化の向上、社会の進

歩と善良化に貢献したい」という思いを、1998年より、組織価値観の経営理念として明文化し、社内での掲

示やハンドブックの配布、毎日の唱和によって従業員ひとりひとりの心に刻んでおります。

　「京進」は、教育企業として、進学・受験学習を通した人づくり、子どもたちの人間性の向上を実現するこ

とが社会責任であると認識しています。そのため、目標に向かって努力することで「心の強い人間」になって

ほしい、達成体験を通じて自信をつけてほしい、自立と貢献のできる人になってほしい、国際社会で活躍

する人になってほしい、「人間として正しい生き方・考え方」を持ってほしいと考え、創業以来40年間様々な

取り組みを続けてまいりました。

　特に、2008年に導入した自立型人間育成プログラム「リーチング」は、学力だけでなく、自己のあるべき姿

を目指して取り組み、人間性を高めて成長するための重要な役割を果たしています。京進の新しい方針であ

る「教えて、解かせて、考えさせて、自ら学ぶ指導」も、リーチングメソッドを用いながら、自分で考えて、自分で

決断し、自分から行動できる、自立した人間の育成を目指しています。

　同時に、子どもたちの人間性を高め、成長させるためには、指導する側も「人」として成長するための努力

をしなければなりません。当社は中期経営計画においても「人材育成と能力開発」を掲げ、自己啓発、自己

成長を促し、従業員にもリーチングの実践・メソッドの活用を推進するとともに、講演会、研修などの機会提

供を行っています。

　社会貢献ということでは、学習塾という基盤以外でも、教育を取り巻く環境の大きな変化や多様化する

ニーズに応えることが求められています。当社が新規事業として立ち上げた日本語教育事業は、経済的発

展とともに需要が増す中国をはじめ東南アジアでの日本語習得を促進し、文部科学省が打ち出した留学

生30万人構想に応えるものです。また、2011年から参入した保育事業は、待機児童問題・少子化問題を抱

える現代社会に対応するものであり、働きたい女性の支援という見地からも当社独自の貢献ができると考

えております。今後も社会の変化に合わせて新たな事業に着手していく所存です。

　さらに、大切なお子様をお預かりする教育機関として、生徒のみなさんの安全を最優先することは当然の

使命という認識のもと、そのための体制づくり・企業風土の構築に、ハード・ソフト両面からの更なる進化と

深化を心がけて、日々取り組みを続けております。

　これらの取り組みが評価され、2013年度には、「関西経営品質賞優秀賞」を受賞することができました。

当社へご支援・ご協力いただく皆様、そして従業員に支えられての結果です。客観的な評価を得ることで、組

織としても自信を持って「絶えざる革新」を進めてまいります。

　京進は、2015年度に創立40周年を迎えました。企業も社会も持続的に発展していくための根幹を成す

のは「人」の成長です。株式会社京進は、これからも、創業当初から目指してきた「人づくり」のため、人の持

つ無限の可能性を信じて人の成長にかかわり、人間性の向上の実現に尽力します。

京進のCSRについて

株式会社 京進 代表取締役社長

トップメッセージはじめに
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総合教育企業グループへ
― 無限大の可能性に常に挑戦 ―

京進の社章は、無限大を意味しています。
子供たちの未来は無限の可能性を持っています。

社員の可能性、企業の可能性も同じです。
努力をすれば、必ず、その無限の可能性に

花が咲き実を結びます。
Kyoshinʼs company emblem represents infi nity.
There are infi nite possibilities when it comes to 

our childrenʼs future.
And the same holds true for the company and

its employees.
If we work hard, those possibilities will

materialize and bear fruit.

●個人塾として、「京都進学教室」を創設

●法人化し、株式会社京都進学教室を設立

●滋賀県に進出し、他府県への進出開始

●ドイツ デュッセルドルフにKYOTO SHINGAKU

　SCHOOL GMBH（現Kyoshin GmbH）を設立

●京進デュッセルドルフ校を開校し、海外進出開始

●大学入試部門（高校部）開設

●個別指導部「京進スクール・ワン」を開設

●商号を株式会社京都進学教室から株式会社京進に変更

●英会話教室「Universal Campus」を開設

●高校部に「TOPΣ」を開設

●大阪証券取引所市場第二部に株式を上場

●個別指導FC事業を開始

●小学入試専門「京進ぷれわん」を開校

●中国に広州京進実践語言技能培訓有限公司

　（現 広州京進語言技能信息諮詢有限公司）を設立

●京進広州校を開校

●京進これから研究所創設

●リーチング指導開始

●京進e予備校開校

●株式会社オー・エル・ジェイ完全子会社化

●株式会社アルファビートを設立

●株式会社HOPPAを設立

●ほいくえんHOPPAからすま京都ホテルに開園

●Kyoshin USA, Inc.をNYに設立

●京進スクール・ワンNYハリソン教室を開校

●株式会社京進ランゲージアカデミー設立

●MANABI外語学院（現 京進ランゲージアカデミー新宿校）の運営開始

●東京国際文化教育学院（現 京進ランゲージアカデミー秋葉原校） の運営開始

●ベトナム国立人文社会科学大学に「USSH京進日本語センター」の開設

●東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に移行

●2013年度関西経営品質賞優秀賞受賞決定

●ビーフェア株式会社の株式を取得し、子会社化

●ミャンマー ヤンゴンに京進ランゲージアカデミーヤンゴン校開校

●「清華・京進発展フォーラム」開催

●華聯学院京都校の運営開始

1975（昭和50）年
1981（昭和56）年
1985（昭和60）年
1988（昭和63）年

1989（平成元）年
1990（平成2）年

1997（平成9）年
1998（平成10）年

1999（平成11）年
2004（平成16）年
2005（平成17）年
2006（平成18）年

2007（平成19）年
2008（平成20）年
2009（平成21）年
2010（平成22）年
2011（平成23）年

2012（平成24）年

2013（平成25）年

2014（平成26）年

2015（平成27）年

6月
4月
3月

11月

2月
3月

11月
1月
4月
5月

10月
4月

11月
10月

11月
3月
4月
5月

12月
1月
9月

11月
11月

6月
8月
9月
4月
6月
7月
1月
8月
1月
1月
4月

会社沿革 京進組織価値観・社歌

◎京進の社歌について
　京進では、創業40周年を記念して、京進の社章である無限大マークと京進の理念を象徴する社歌を作りました。 作詞
作曲していただいたシンガーソングライターの小椋佳氏からは、「働く職員の皆さんに共感を持ってもらえるよう、教育理
念などの大事な言葉をできるだけ使った。」とお話をいただきました。

組織価値観
Kyoshin’s Organizational Sense of Values

Kyoshin’s Corporate Philosophy

Kyoshin’s Management Goal

Academic Philosophy

Kyoshin’s 3 Corporate Principles Kyoshin’s Fundamental 

We will contribute to the educational, cultural and social 
advancement of people in Japan and throughout the world.
We will also contribute to the internal and external satisfaction 
of each of our employees.

私たちは、全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、日本と
世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献します。

We are aiming to become the No.1 
educational company in each area 
that we do business, in Japan as a 
whole, and in the world.

私たちは、教育企業として、地域一、
日本一、そして世界一を目指します

Continual innovation that 
is based on creative and 
original thinking．

私たちは、常に創意工夫をし、
絶えざる革新を心がけます

1. It is important to take care of each 
(and every) individual.

2. It is our strong wish to grow as 
individuals through our work.

3.We will remember to always leave
 those we meet with deep impressions.

1.私たちは、ひとりひとりを大切にします
2. 私たちは、高い志を持ち、仕事を通じて
　成長します
3. 私たちは、常に感動づくりを心がけます

1.　Along with helping our students build their academic ability, we will also help
them build their humanity. 　　

2.　We will help our students build their self-confidence by offering them opportunities
to gain real life experiences. 　　

3.　We will develop the students ability to become self sufficient while contributing to society. 
　　4. We will develop students who can operate successfully in international society. 

1.　私たちは、学力と人間性の向上をはかります
2.　私たちは、達成経験を通じて自信がつく指導をします
3.　私たちは、自立と貢献のできる人を育成します
4.　私たちは、国際社会で活躍できる人を育成します

経営理念

経営目標 3つの原則 社　是

教育理念

1944年東京上野生まれ。67年東京大学法学部卒業後、日本勧業銀行（現みずほ銀行）に入行。93年退職。94年東京
大学法学部に再入学、00年哲学専攻にて大学院修士号取得。この間、71年初アルバム「青春・砂漠の少年」を発表。
3作目となる「彷徨」は100万枚を突破。以来、ソングライターとして多数のアーティストへ作品を提供。「シクラメンの
かほり」「俺たちの旅」「夢芝居」「愛しき日々」「愛燦燦」など数多くのヒット作品がある。

小椋 佳 氏
プロフィール
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長期構想

デュッセルドルフ校
（1989年開校）

ミュンヘン校
（2016年開校予定）

広州校
（2006年開校）

京進スクール・ワン
NYハリソン教室

（2012年開校）

京進北京本社

京進本社

京都ランゲージアカデミー
ヤンゴン校（2015年開校）

USSH京進日本語センター
（2013年開設）

世界の子どもたちが待っている。 京進の長期構想とは…？京進が長期目標として掲げる「長期構想」。
それは、「私たちは全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、
日本と世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献します」という経営理念に基づいて、
世界一の総合教育企業グループを目指す『壮大な夢』です。
売上3000億円。京都、ニューヨーク、デュッセルドルフ、北京の4本社制。
社員数1万人、100の子会社。100人の社長、そして生徒数50万人。
この夢の実現に向け活動しています。
“dreams come true”

DUESSELDORF
京進デュッセルドルフ本社

BEIJING
京進北京本社

ドイツでの教育貢献
ヨーロッパ全域を集約する拠点としての役割を担う
デュッセルドルフ。多国・多文化によって形成され
るヨーロッパには、それぞれの国の歴史、文化、教
育が存在しています。研究材料は豊富にあり、京進
の活躍の場としては相応しい拠点になります。

飲み込まれるほどの中国パワー
中国は今や世界でも一番の成長国になっています。
この発展は今後長く継続し、そこに世界のパワーと
情報が集結することが予想されます。北京本社はア
ジアを統括し、情報、教育の拠点として位置付けて
います。

1989（平成元）年にデュッセルドルフ校が開校され
学習塾として活動を続けています。また2015年に
は、ミュンヘン校開校を予定しています。

2006（平成18）年に広州校が開校され塾としての
活動を開始しています。

NEW YORK
京進ニューヨーク本社

日本の教育サービスが
今注目を浴びている
世界の中心的存在として、世界の文化・経済をリードする
ニューヨーク。そこには異なった歴史と文化を持った国の
人々が暮らし、様々な教育スタイルが実践されています。
つまりニューヨークは世界レベルでの教育を把握し、研究
するのに適した場所なのです。

2012年にＮＹとしては初めての個別指導教室、京進スクー
ル・ワンＮＹハリソン教室を開校。多様化する教育ニーズに
応えていきます。

JAPAN
京進本社

京進
本社〈日本国内〉2016.02.01

254校・教室・園
フランチャイズ102教室

京進グループの事業所

●中学・高校受験（京進　小中部）［全75校］
京都（25校）　滋賀（25校）　大阪（5校）　奈良（5校）
愛知（13校）　ドイツ（1校）　中国（1校）
※2016年春　京都（1校）　ドイツ（１校）開校予定

●大学受験（京進　高校部）［全11校］
京都（5校）　滋賀（5校）　愛知（1校）

●個別指導部（京進スクール・ワン）［全238教室］
岩手（1教室）　茨城（3教室）　千葉（1教室）　東京（6教室）
神奈川（10教室）　埼玉（1教室）　愛知（39教室）　岐阜（1教室）
三重（5教室）　滋賀（26教室）　京都（43教室）　奈良（20教室）
大阪（40教室）　兵庫（23教室）　和歌山（3教室）　岡山（3教室）
広島（6教室）　香川（1教室）　徳島（2教室）　福岡（１教室）　
鹿児島（2教室）　アメリカ（1教室）
※2016年春　愛知（１教室）　兵庫（1教室）　広島（1教室）　鹿児島（1教室）
　開校予定

●Net学習センター［全1所］
京都（1所）

●英会話事業（京進ユニバーサルキャンパス）［全11校］
京都（3校）　滋賀（2校）　大阪（2校）　兵庫（3校）　神奈川（1校）
※2016年春　神奈川（2校）開校予定

●幼児教育事業（京進ぷれわん）［全1教室］
京都（1教室）

●保育事業［全17園］
東京（11園）　京都（1園）　滋賀（４園）　兵庫（１園）　

※2016年春　東京（3園）　神奈川（３園）　千葉（３園）　兵庫（２園）
　開園予定

●研修事業（アルファビート）［全1所］
東京（1所）

●研究所［全1所］
京都（1所）

●日本語教育事業［全8校・所］
東京（3校）　京都（2校）　中国（1校）
ベトナム（1所）　ミャンマー（1校）

※2016年春　愛知（1校）　京都（1校）開校予定

●グループ会社［全10社］
Kyoshin GmbH（ドイツ・デュッセルドルフ）
Kyoshin USA, Inc.（アメリカ・ニューヨーク）
広州京進語言技能信息諮詢有限公司（中国・広東省）
KYOSHIN JETC CO., LTD（ミャンマー・ヤンゴン）
株式会社オー・エル・ジェイ（東京）
株式会社京進ランゲージアカデミー（東京）
株式会社アルファビート（東京）
株式会社HOPPA（京都）
ビーフェア株式会社（東京）
株式会社五葉出版（京都）
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年2月1日現在）

　当社グループは、「世界一の総合教育企業グルー
プ」を目指すという長期構想を見据え、創立45周年と
なる2020年度に向けてのビジョンを「関西基盤の
教育業界No.1の売上高」「国際企業への脱皮」と策
定いたしました。
　この実現に向け、「自立できる人」を育成する企業
としてのコンセプトを明確にし、学習塾事業の関西地
域以外での出店強化、保育・幼児教育事業の拡大展
開や英会話・日本語教育事業の国内外への展開など
に取り組みつつ、成長の下支えとなる未来の京進を
担う人材の育成を行ってまいります。具体的には、社
員それぞれをスキルアップさせる仕組みの導入や、若
手・女性社員の積極的な登用を考えています。

2020年度
関西基盤の教育業界

No.1の売上高
国際企業への脱皮

2015
年度

長期構想長期構想への
マイル

ストーン

※提携・協力先の事業所を含みます。 有限会社たまプラーザベビールーム（神奈川）※4月1日運営開始予定

世界一の
総合教育企業

グループ
を目指す



乳幼児

大学生

小学生

中学生

高校生

知性開発コース
（２歳児～年長児）

中学受験 高校受験

知性開発 小学校受験

学力創発

小学校受験やその先を見つめて。
幼児期の教育で、お子様の
可能性を大きく伸ばします。

小学1年生～中学3年生

大学受験

高校1年生～3年生

子どもたちの可能性を最大限に引き出し、
夢に向かって頑張り抜く力を養います。

豊富な講座と実力のある講師陣による、
大学現役合格を目指す高校生のための学習塾。

パズルやゲームのような具体
物教材を用いた楽しく学べる
授業。知能因子論に基づき、バ
ランスよく知能を高めます。

小学校受験コース
（年少児～年長児）

志望校合格を目指しながら、人
間性を開花させる。「小学校受
験」にチャレンジするお子様と
ご家庭を応援します。

【ドイツ】 
デュッセルドルフ校
【中   国】 広州校

現役合格を知り尽くしたプロフェッ
ショナル講師による、単に「わかる」
だけではなく、「自分で解いた」とい
う手応えや充実感まで伝える「感動
の授業」を行っています。

中学受験 高校受験 大学受験 基礎学力養成

小学1年生～高校3年生

いつも先生が隣にいる、
先生1人に生徒2人の完全個別指導。
ひとりひとりの「学びの声」に応えます。
基礎学力の徹底から受験対策まで、小学生・中学生・高
校生の全学年・全科目にしっかり対応。曜日・時間・回
数・教科など、ひとりひとりに合わせたオリジナルカリキュ
ラムで通塾できます。

各教室とNET学習センターをインターネットでつなぎ、対面授業を行う個別指導
です。パソコンを相手に1人で学習するのではなく、「自分だけの先生」と対面しな
がら学習するので、集中力も高まります。

子どもたちの自立を育み、
輝きを引き出し、
健やかな成長を応援します。

最高の環境で「人づくり」の第一歩を。京都、滋賀、兵庫など近畿を中心
に展開し、首都圏においても多数開園しています。長年培った京進の教
育理念を柱に豊かな人間力の基礎を育み、今後も地域の状況に応じ
て、さまざまな形態の保育施設の開園を計画しています。

0歳児～小学校就学前

2歳児～年長児

映像
授業

大学受験界の有名講師によるインターネット
映像授業で、大学現役合格を強力にサポート。

大学受験

中学受験 高校受験 大学受験 e-ラーニングシステムを活用したネット学習システム。
現役の「京大生」が完全1:1の個別で指導します。

基礎から難関レベルまで、志望大学や学力レベル、
目標に合わせた19,000を越える講義※の中から最
適な授業を受けられます。1講義12分から25分と、
短時間で効果的に学習できます。

小学4年生～
高校3年生

中学・高校受験だけでなく、学校の成績アップにも対応した学習
コースを展開。ひとりひとりの目標に合ったコースが選択できます。

【アメリカ】 NYハリソン教室

※講義数は2015年4月末時点のものです。
高校1年生～3年生

社会人

国際人材交流事業部
優秀な外国人と日本の企業をつなぐ
外国人看護士の日本の病院への紹介や、IT技術者の日本企
業への紹介を中心に、優秀な能力を持つ外国人人材が日本
や母国で活躍できるよう、育成や支援を行う仕組みづくりをし
ています。

日本語学習者に対して、国内外で日本語学校を運営しています。
国内：東京、京都、名古屋に京進ランゲージアカデミーとして6校
海外：ベトナム、ミャンマー、中国
国内では主に日本への留学生を対象とした進学や就職のための
学習指導、海外では主に現地の大学生、社会人を対象に日本語
学習の講座を開講しています。

英語が大好き！という気持ちを育み、「英語が使える力」を楽しく伸ばします。
グローバル社会で活躍できる「英語をコミュニケーションの道具として使える人を育てる」こと、
そのために最高の学習環境を提供しています。

英会話 0歳児～社会人 幼児コース
0歳～6歳

小学生コース
6歳～12歳

大学生・社会人
対象コース

校生ののためためためめの学のの 習塾習塾。

中学生・高校生
対象コース

日本語教育

国際人材交流事業

社会人
教育

〈株式会社アルファビート〉
グローバル社会で活躍する人財の育成

※一部の校では、中高一貫校の中学生の受講も可能です。
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京進の事業領域

総合教育企業として、教育を通じた社会貢献を 。
私たちは、教育企業として地域一、日本一、そして世界一を目指します。

日本国内だけでなく、世界中のひとりでも多くの子どもたち、大人の方へ、質の高い教育サービスを提供し、
それと同時に、世界各国の人々の自立と、人間らしさを備えた人づくり、
豊かな社会と世界平和の実現に向け、教育を通じて貢献したいと考えています。
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京進トップメッセージ

◎京進トップメッセージ（ポスター）
　京進では、学力だけでなく、生徒の人間性の向上についても追求しています。その思いを伝えるため、心の持ち方や行動
の仕方について「こうであってほしい」というメッセージを「京進トップメッセージ」のポスターにこめ、全ての校・教室に掲
示して生徒や家庭に向けて発信、共有しています。

◎組織価値観の理解と浸透のための取り組み
　当社は創業以来、「学力と人間性の向上」、「ひとりひとりを大切に」を掲げ、活動して参りましたが、1998年に経営幹部
が議論を重ね、『組織価値観』を策定し自分達の存在価値や、向かうべき方向性、重視する考え方や行動を明文化しまし
た。私たちの「ありたい姿」の実現、長期ビジョンの達成のためには、全従業員が価値観を正しく理解し、同じベクトルで行
動し続けることが極めて重要であり、現在は職場ごとの毎日の始業ミーティングでの唱和や、それぞれの価値観について自
分の言葉でスピーチを行い、組織への浸透をはかっております。
　毎日の始業ミーティングでの唱和では、日ごとの発表担当者を決め、その担当者は理念に沿った気づきや意見を発表
し、皆で常に理念達成への問題意識を高めています。

（※P7の図参照）

◎非常勤社員（講師・事務スタッフ・アルバイトの皆様）へのダイレクトな価値観共有
　非常勤社員の方々専用のＷＥＢサイト（情報共有サイト）を設置し、社長や部門長の方針や思いを動画として配信してい
ます。また、京進として大切にしていることを実践してくれている非常勤社員の方 を々取材し、こちらも動画としてまとめ配信
し、同じ目線で働く皆さんが参考にしていただけるようにしています。これらのコンテンツは、月1回原則15日給与支給時に
更新され、非常勤社員の皆さんは、この情報共有サイトで給与明細とともに確認していただける仕組みになっています。
このサイトを通じて、非常勤社員の皆さんからダイレクトにご意見も寄せていただけるようになっており、今後の改善に役立
てております。

◎経営トップの講話動画配信
　毎月、会長または社長の講話を動画で配信し、職員が
PCで視聴することで、経営者の思い、組織価値観の共有
ができる仕組みにしています。

◎社内報（Guten Tag）から発信
　年4回発行する社内報“Guten Tag（グーテンターク：ド
イツ語で「こんにちは」の意味）”の3月号に毎年組織価値
観を掲載し、再認識の機会としています。

◎トップメッセージレポート
　「全員で考え工夫をして、提言ができる組織風土の醸
成、各社員の内面の成長を促す」ことを目的に、毎月の経
営トップの講話を視聴した上で、職員がトップメッセージ
レポートとして感想や気付いたことをまとめ、提出してい
ます。
　提出されたレポートへは、トップ自らが社員に直接返答
する場合もあります。
　また、提出されたレポートについては、優れた内容のも
のを各部門長が推薦し、さらにその中から優れたレポート
を社長賞として表彰しております。
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株　主　総　会

外部アドバイザー（顧問弁護士・産業医・コンサルタント）

代表取締役

各 部 ・ 各 事 業 部

執行役員会

危機管理規程による緊急事態対応体制

リ
ス
ク
管
理
委
員
会

内
部
統
制
会
議

選任・解任

選任・解任 選任・解任

※4

※2※1

※3

指示・報告

監査等

監査

会計監査
意見交換

意見交換

意
見
交
換 会計監査人

（京都監査法人）

監査課

中期経営計画策定会議
予算編成会議
戦略会議
部長会
全社経営会議
経営品質会議

安全対策委員会
J-SOX委員会
CS委員会
IT委員会
コンプライアンス委員会
ハラスメント防止委員会
衛生委員会
CSR委員会
事業継続計画（BCP）委員会
子会社リスク委員会

取締役会監査等委員会

Ⅰ　コーポレートガバナンス

内部統制の体制

◎安全対策委員会
　委員会はライン各部署からの代表者で構成され、
日々の安全チェックから年間を通しての安全対策を
会社全体として考え、課題を抽出し、PDCAサイクル
を通して、より安全・安心な塾となるように取り組ん
でいます。

◎Ｊ-ＳＯＸ委員会
　財務報告の信頼性確保に関して、金融商品取引法
に基づく内部統制報告制度に対応するための活動を
行っています。社内における主要な業務プロセスを顕
在化し、ミスや不正について想定し、それらを防止する
ための統制を整備・運用しています。また、J-SOX委
員会では、内部統制報告制度への対応だけにとどま
らず、顕在化した業務プロセスについて、有効性と効
率性の視点から全社横断的に改善・革新を進める活
動も行っています。今後は、新たに増加する子会社で
も逐次対応が行えるよう、整備・運用を進めてまいり
ます。

◎子会社リスク委員会
　海外および国内における子会社に関するリスクの抽
出と、その解決策について検討を行い、「関係会社管
理規程」等規程に反映させています。

◎事業継続計画（ＢＣＰ）委員会
　大規模な災害・事故・システム障害が発生した場
合、基幹事業の継続、事業を早期に再開できるよう
に、東日本大震災の事例からも学びながら、行動計画
を策定中です。

◎ハラスメント防止委員会
　パワハラ・セクハラを未然防止するために、何がパワ
ハラ・セクハラに当たるのか、事例を紹介する等の啓蒙
活動を行うとともに、相談窓口を設置して体制を整え
ています。

◎コンプライアンス委員会
　事件を経験した京進としては、社員ひとりひとりが
高い倫理観をもつことが安心・安全を追求する上で重
要課題ととらえて、コンプライアンス委員会において、
社員として、社会人として遵守すべきことをいかに浸
透させるか、検討を行い、対策に取り組んでいます。

◎ＣＳ委員会
　当社は、大切にする価値観「ひとりひとりを大
切に」に則り、「顧客本位の経営」を目指し、ＣＳ
（Customer Satisfaction）の向上を掲げ、全社員
参加で取り組んでいます。各現場で実施される「CS
委員会」で、平素の生徒・保護者の声、アンケートから
頂いた意見、様々な苦情・要望をもとに、顧客満足度
向上、顧客感動創出のための仕組みづくり、苦情の再
発防止策、未然防止策を各社員が考え、組織として
実行・検証しています。また、全社CS委員会活動とし
て、顧客対応における全社最適での判断基準・課題
解決の仕組みづくりや他社のベンチマーキングを実
施しています。現場起点のCS改善活動及び優れた事
例からの学びを常態的に実施することで、「顧客本位
に基づく経営革新」を行っています。

◎ＣＳR委員会
　教育サービスという本業に根差したＣＳＲ活動を、
どのように進めていくのか、情報共有と意見交換を
行っています。特に、京進が長年取り組んでいるミャン
マー国立マンダレーろう学校への支援については、京
進に通う生徒さんにも広めようと努力しています。

◎衛生委員会
　ワークライフバランスの実現を目指して、従業員の
労働環境の向上と健康増進等、企業活動の健全な発
展のために活動しています。

◎ＩＴ委員会
　個人情報と機密情報の保護を中心に、情報の取り
扱いルールや、情報システムの権限を設け、情報漏え
い防止の体制などを構築しています。また、委員を中
心に情報セキュリティーの啓蒙活動を行い、ルール遵
守の状況確認を行っています。

　内部統制会議
年間を通じて毎月開催していま
す。内部統制に関わる様々な
課題について討議を重ね想定
されるリスクの防止に向けて体
制の構築を図っています。

　危機管理体制
（Crisis Management）

危機管理規程を策定し、危機発
生時における緊急体制（危機情
報の報告義務、対策本部の設置、
危機対策の施行、緊急連絡網の
配備など）を構築しています。

　リスク管理委員会
リスク管理委員会の中に10の小
委員会を設け活動しています。

　執行役員制度
当社を取り巻く経営環境の変
化やグローバル化に対応する
ため、業務執行に係る責任と
役割の明確化、意思決定・業
務執行の迅速化を図るために
2014年8月に導入しました。

〈安全・安心を目指した体制と組織づくり〉
　京進は過去の事件を真摯に反省し、安全への取組みを最重要課題として位置付けて、これまで様々な仕組
み作りや取組みを行ってまいりました。生徒の皆様への直接的な安全面に始まり、企業組織として運営してい
く上での広義での安全を追求した体制づくりに取り組んでいます。

リスク管理委員会を支える10の小委員会

※1 ※2 ※3 ※4

内部統制の体制を運用する重要規程
企業活動の統制をとるために、重要な事柄を規程として定めております。各役員は、服務規律や勤務のあり方を明記した「役員規程」「取締役
会規程」「執行役員会規程」「職務権限規程」等に則り、業務を遂行しています。
機構・職位・指揮命令の系列は「組織規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」に定められ、業務の適切な運営と効率化を図っています。ま
た、コンプライアンス経営を強化するため、「内部通報制度運用規程」に基づき、違法行為等の早期発展と是正に努めています。

監査等委員会設置会社への移行
議決権のある監査等委員である取締役により、取締役会の監督機能を一層強化し、
社外取締役の比率を高めることで、当社のコーポレートガバナンス体制のさらなる
充実を図るため、当社は2015年8月に、監査等委員会設置会社に移行しました。
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※全従業員が携帯する「京進ハンドブック」を通じて常に意識の向上を図っています。
京進で大切にしている価値観を明文化し、わかりやすく行動指針としてまとめ
たものが、「京進ハンドブック」です。京進では、全従業員がハンドブックを携帯
し、高い志をもって仕事を通じて成長し、社会に貢献する存在となることを目指
しています。「京進倫理行動指針」や「法令遵守」の徹底のため、違反した場合
の罰則等も掲載し、行動の徹底に努めています。

Ⅱ　安心・安全な学習環境の提供

　京進では、生徒の皆様が安全に安心して通っていただくための体制づくりに、全社をあげて取り組んでい
ます。全ての従業員が、生徒の皆様の安全を第一義と考え、日常業務の中で、常に意識して、事故等の未然防
止に努めています。今後も、環境変化に対応し、改善、改良を続けていきます。

基本方針

図っています。

1．コンプライアンス（法令遵守）の徹底に努めています。
コンプライアンスの基本である「法律や社内規程等を守ること」はもとより、倫理や道徳を重んじ「社会
の常識に従って行動すること」を常に念頭に置いて行動することで、社会的責任を果たします。

2．「京進倫理行動指針」に基づいて行動します。
大切な子どもたちをお預かりする企業として、「京進倫理行動指針」を設け、全従業員に徹底しています。

「生徒の安全」「教育に関わるものとしての高いモラルに基づく行動」「クレームや要望についての情報
共有・再発防止・未然防止」「個人情報の管理の徹底」「地域社会との協調」等を定めています。

2011年10月10日に社団法人全国学習塾協会による「塾の日シンポジウム2011 in 長崎」
が開催され、その記念式典において、自主基準（個人情報やコンプライアンスの遵守など
を通じて、広く社会一般の信用を得、子どもや保護者の方 と々一体となり健全な発展を図
ることを目的として掲げられている基準）をよく遵守した塾として、表彰されました。

京進HPに、京進で実施している安全対策を掲載しています。
http://www.kyoshin.co.jp/security/

◎社員・講師採用
　入社手続き時に、社内規程を記した誓約書の読み合
わせを内定者と行い日本一安心・安全な塾の一員として
働いて頂く意識共有を行っています。

■防災対策
　全校・教室で、避難訓練を実施し、避難器具の点検、
避難経路、避難場所を定期的に確認しています。
　防災マニュアルの見直しと、マニュアルの読み合わせ
を全社員が実施することで、緊急時の対応確認をしてい
ます。
　こうした取り組みが、実際に非常ベルの誤作動が発
生した際、速やかに職員が通報・避難誘導を行うといっ
た行動に結びついています。

■防犯対策
　防犯訓練を行い、校・教室に不審者が侵入してきた
ケースを想定して、どのように対応すべきか、マニュアル
に沿って訓練を行っています。

◎「守らねば！（コンプライアンス）通信」
　職員のコンプライアンスに対する意識向上のため、
「守らねば！（コンプライアンス）通信」を毎月、社員に
対して発信しています。

◎研修
　新入社員（中途採用含む）の全員を対象に入社時コン
プライアンス研修を行って、京進のコンプライアンスに
対する姿勢・考え方の理解・浸透を図っています。非常
勤である講師・チューターに対しても各部門ごとに毎年
コンプライアンス研修を実施しています。

◎安否確認システムの導入
　大規模災害や緊急事態が発生した場合に、社員の状
況を迅速に把握するために、2013年より安否確認シス
テムを導入しました。

◎従業員の心のケア
　従業員に対する心のケアに重点を置いています。講
師を含めた全従業員に対して、校・教室から独立した
部署に相談窓口を設置しておりますが、新たに2008
年11月から社員および社員の家族に対して、ヘルスカ
ウンセラーが応対する社外相談窓口EAP（Employee 
Assistant Program）を設置しています。

◎講師へのメッセージ配信
　講師や事務スタッフ・アルバイトなど非常勤の職員対
象の情報共有サイトを開設し、給与明細の閲覧ととも
に、遵守すべき事柄などの啓蒙に関するメッセージが閲
覧できるようになっています。

◎「安全の日」の取り組み
　2005年の事件以来、毎年6月10日、12月10日を「安
全の日」と定め、安心・安全な塾への思いを職員で再確
認するとともに、全社で防災・防犯を中心に、安全に関
わる対策に取り組んでいます。

◎救命救急（普通救命講習の受講）
・全社員が資格を取得する方針を掲げ、2007年より普通

救命講習を受講し、全社員が資格を取得しています。
・教室で生徒が倒れたとき、ケガをしたときの対応マニュ

アルを整備しています。

「自主基準遵守塾」として表彰されました！

社員・講師に対して
活 動 報 告

京進ハンドブック

講習風景

京都本社にAEDを設置しています。

普通救命講習修了証
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◎通塾時の生徒の安全
　塾を出てから帰宅されるまでの道のりでの安全確保
は、生徒自身の意識とご家庭や地域の皆様の協力が非
常に重要となります。京進では、日々の生徒の皆様への
指導の他に、保護者の皆様へお配りする冊子などを通し
て、通塾時の注意喚起を行っています。この他にも、各
校・教室周辺の緊急時の避難場所MAPを作成し、生徒
との共有をはかっています。

◎気づいたことは即報告
　校・教室での毎日のミーティングで共有すべき情報、
日報で上司、関係職員、本社に報告すべき情報の具体的
事例を全従業員に周知し、報告の徹底に努めています。
報告された情報はデータベースに蓄積され、情報共有す
るとともに、独立した部署が問題解決までの進捗管理を
行っています。

◎地域社会との連携
　生徒の皆様の安全だけでなく、地域の安全に貢献で
きるように活動を広げています。警察への訪問や、地域
行政主催の安全協議会にも積極的に参加し、情報入手
に努めています。2012年より、京都府警本部が学習塾に
呼びかけて発足した学習塾防犯連絡会に加盟し、連携
を強化しています。また、近年10代にも広がっている薬
物乱用防止の啓発活動についても、積極的に協力してい
ます。

　京進は、生徒の皆様の学力と人間性の向上をはかり、夢の実現をサポートするため、日々授業や指導、運営を行ってい
ます。サービスをより良いものにしていくためには、お客様からご意見・ご要望を頂き、お客様の評価を把握することが
重要であり、お客様のお声は、ありがたく貴重なものと考えています。より多くのお客様のお声を頂くため、複数の機会を
設けています。

◎お客様へのアンケート
　保護者の皆様へのアンケートおよび、生徒の皆様への
アンケートを定期的に実施し、指導・運営のために、お
客様のお声を伺っています。

◎生徒面談・保護者面談
　京進では、子どもたちの学力を伸ばすには家庭と塾の
信頼関係が欠かせないと考えています。担任の教師が生
徒の皆様との面談、また、保護者の皆様との面談・懇談
会を実施してご意見・ご要望をお伺いしています。

◎ホットライン
　担任が定期的に保護者の皆様に電話をし、コミュニ
ケーションをはかっています。お電話では、教室での様
子をお伝えしたり生徒の皆様のご家庭での様子や進路
等の方針をお伺いし、授業や指導に役立てています。

◎お客様相談センター
　お客様相談センターを設置しています。センターに寄
せられたご意見・ご要望は、関係者への報告を行い、迅
速な対応に努めています。各校・事業所で受けた内容も
含め、ご意見・ご要望は、お客様相談センターで一元管
理を行い、分析により改善をはかっています。
　また、クレーム対応の進捗管理も行っており、未対応
案件が発生しないようチェックしています。

◎こども110番のいえ
　京進の生徒に限らず、校・教室の
ある現場周辺の地域の子どもたち
の避難場所として、京進の全校・教
室が警察・地元団体との協力で「こ
ども110番のいえ」の登録をしてい
ます。いつでも子どもたちが避難で
きる体制をとっています。

生徒の皆様には防犯ブザー
を無料で配布しています。

校・教室での日々の対策 地域の連携

お客様とのコミュニケーション

防犯ブザー

●モニターカメラでのチェック

●通塾メールで生徒の入退室を連絡

●全教室（集合形式）内側からは、
　鍵をかけられません

●常時施錠で不審者進入対策

●玄関で職員が生
　徒をお出迎え・お
　見送りしています

●ボードでの教室使用状況把握

●出勤・退社時はチェックシートに
　よる安全点検

●気づいたことはミーティングで
　報告と情報共有

C S 委 員 会

毎日

毎日

毎日

毎日
定期的

随時

【お客様相談センター】
【役員・部長等】
内容確認

対応指示　直接対応

【本社スタッフ部門】

直接寄せられた、生徒・
保護者や講師からの声等

【校・教室】

日報（生徒・保護者の声、
安全に関する気づき等）

日報
データベース

声の蓄積
データベース

自動蓄積

お客様の声の分析
対応マニュアル等の整備
対応の指導・アドバイス

対応済みチェック
データベース管理

直接寄せられた
生徒・保護者や
講師からの声等

内容確認

対応確認
対応事案の相談
直接対応
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10の視点から見る、京進の安全体制・対策

Q

Q

Q

Q Q

Q

Q

A

A

A

A A

A

A

京進の安全体制づくりや安全対策はどのように進められるのですか？

構内の安全はどのように守られているのですか？

生徒ひとりひとりの個人情報はどうやって守られているのですか？

京進は全国各地にありますが、それぞれで安全対策が実施されているかどうかを、どうやって調べ
ているのですか？

先生は信頼できる人たちですか？

塾に行くとき・帰るときの安全はどうなっているのですか？

京進の安全対策はどこを見たらわかりますか？

職員ひとりひとりによる日々の点検や気付きの報告、会議体（部長会、内部統制会議、リスク管理委
員会など）を通じた課題の検討、本社から発信される対策の取り組み（年2回の「安全の日」の取り組
み）によって進められます。それを図にしたのが、下の【安全対策体系図】です。

事業所の主な対策は、『校・教室での日々の対策』をご覧ください。そのほかにも次のような対策をし
ています。
●運営管理責任者を各校・教室に選任して、教室を開けているときには常時責任者がいる体制をとっ

ています。
●事務室には常時留守番を配置しています。

●個人情報保護法に基づき、京進では「個人情報取り扱いに関する規程」を制定し、個人情報を適正
に扱えるよう、個人情報の定義から取り扱い範囲、取り扱い方まで規定し、告知しています。

●個人情報が規程に沿って取り扱われているかブロックごとの責任者がブロック内の校・教室を巡回
してチェックし、改善を要する場合は指導をしています。

●入室される生徒・保護者の皆様には、京進の個人情報保護の方針をご理解いただくために、必ず
文書でご説明しています。

●個人情報等を廃棄する場合には、責任を持って引き取り、処理にあたる専門業者に委託して行って
います。

●ブロックごとの責任者がブロック内の校・教室を巡回し、安全に関して、最低限遵守しなければな
らない項目をチェックし、改善を要する場合は指導しています。

●内部監査の専門部署が、安全という視点での監査項目に基づき、計画的に訪問して監査を行い、社
長に報告しています。

●顧客目線でのチェックについては、生徒・保護者の皆様に答えて頂く授業アンケート・保護者アン
ケートに安全についてお声を頂ける項目を設けています。

●アンケート以外でも、日常において生徒・保護者の皆様から頂いたご意見・ご要望・クレームは、上
司・本社部署と共有できるように、専用DB「声の蓄積」「日報」に報告することになっています。

●2005年に講師が引き起こした事件を二度と起こさないために、京進で教える人たちは、「賞罰・休
停学確認書」提出→適性テスト受験→その結果に基づいた面接という手続きを経て採用され、採
用時も、社員は「卒業証明書」を、講師は「在学証明書」または「卒業証明書」を提出しています。
十分に審査されて採用された人たちです。

●採用後、在職中も、毎年適性検査と面談を行っています。
●職員の心の健康は安全の上でも重要です。
・トラブルの早期解決と、職員が一人でトラブルを抱えないように、専用DB「声の蓄積」「日報」で相

談・報告ができるようにしています。
・セクハラ・パワハラについては相談窓口を設けて、各部署に掲示を行い広く告知しています。
・外部の専門相談機関に相談できるようにEAP制度を設けています。

●生徒・保護者の皆様には、通塾途中にありがちな危険や、それをどう避けたらいいのか、通信文書
に注意事項を記載して配布し、ご家庭で読み合わせをお願いしています。2012年9月に連続して発
生した児童連れ去り事件を機会に、警察との連携も強化され、警察で作成された啓発文書を入手
して生徒・保護者の皆様に告知をしています。

●玄関で職員が、生徒をお出迎え・お見送りをしています。
●通塾途上でもし事故に遭ってしまった場合に備えて、塾総合保険に加入しています。
●大型台風の接近などで通塾が危ぶまれる場合に備えて、予め休校する気象状況の基準を設けて、

配布文書で告知しています。
●流行性の疾病で、感染の恐れのある病気（インフルエンザ等）が発生した場合の対応について定

め、配布文書で告知しています。

京進が取り組んでいる安全対策は、HPと毎年発行するCSRレポートで公開しています。

1
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【安全対策体系図】
現場情報

全社的課題認識と対策立案

外部からの情報

報告回収と分析★日報による安全チェック
　社員・講師の行動チェック、毎日ミーティング実施、校点検シートのチェ
ック。 ■ライン本部＆スタッフ部門

　ライン・スタッフの現場からの報告を整理し、課題抽出を行
い、部門としての対応を行い、部長会への報告を行う。

毎月情報共有
■部長会
　毎月実施される部長会では、報告事項の冒頭で「○番報告」
というタイトルをつけ、年間を通じて輪番制で全部門から報
告を行い、安全状況を把握。

★年間を通した安全チェック
　講師面談を実施、警察訪問の実施、「安全の日」ミーティング、避難・防
災訓練、校・教室巡回チェック。

★お客様相談センター
　日々受けるお客様の声から安全に関する報告を行う。

■安全対策委員会　全社的な安全状況の把握と課題認識を行い、それに対する対応策を立案。

■リスク管理委員会　最終決定機関として位置付け、安全対策委員会からの報告を受け、現状の課題認識とその改善課題を決定。

●事務室でのモニターチェックは、第2校にもWebカメラを通して行っています。
●構内のアクシデントでけがをした場合にそなえて、対応の仕方を説明した「安全管理マニュアル」を

事務室に配備しています。また、通院の補助ができるように、塾総合保険に加入しています。



1999年以降、現在にいたるまでほぼ毎年、職業訓
練施設、機器類（パソコン、コピー機類、補聴器）の
充実、インストラクターの養成など、幅広い項目の寄
付を行っています。学校から遠い場所に住む生徒も
学校に通えるように、寄宿舎やスクールバスも寄付し
ています。（詳細は下表参照）

京進は、1999年に本社ビルを建築し、大阪証券取
引所に上場しました。そうした会社の節目となるお
祝い事にはパーティーやお披露目会をするのが一般

的ですが、そこにかける費用を社会貢献に充てられないかと考え
ていたところに、「ミャンマーなら、比較的少額でも学校を寄付
できる」という話を頂きました。
その後、元ミャンマー大使やミャンマー友好協会事務局長から
お話を伺い、ミャンマー総合研究所理事をされている大学教授
のご紹介も頂き、ミャンマーから「ミャンマー第二の都市マンダ
レーのろう唖学校（デフスクール）が設備面で劣っていて困って
おり、寄付をしてもらえないか」というお話があり、具体的に視察
に行ったことが京進とミャンマーとの関係の始まりです。
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Q

Q

Q

A

A

A

外からの侵入に備えてどんな対応をしているのですか？

京進と社会との連携についてはどんなことをしているのですか？

災害に備えてどんな体制になっているのですか？

●不審者の侵入をどうやって防ぐかについては「不審者対応マニュアル」を策定し、「安全の日」の取
り組みでの読み合わせや、「防犯訓練実施マニュアル」で訓練を実施します。

●職員は名札を着用し、外から入りこむ人間と見分けがつくようにしています。
●玄関は電子錠で常時施錠し、玄関周辺のモニターカメラを設置の上、「防犯カメラ作動中」「警察官

立寄所」のステッカーを目立つところに貼っています。
●職員が持っていい鍵と、そうでない鍵の定義を社内で明確にし、各自が所持する鍵と事務所で保管

する鍵を、規程と帳票で管理しています。

「開発途上国の自立に貢献できるような
大学をつくりたい」というのが、代表取締
役会長立木貞昭のかねてからの夢です。支

援活動を通じて、マンダレーろう学校の人はもちろんの
こと、多くのミャンマーの人 と々築いた絆
と友好関係を更に深め、ミャンマーの障
がい者教育だけでなく、その他のさまざま
な教育に関しても支援を行い、将来的には
もともとの夢である大学も寄付して支援し
たいと考えています。

毎年マンダレーで開催される贈呈式には京
進の社員が順番に参加しています。現地で
見聞したことは社内報「Guten Tag」や映像
で紹介され、社内に共有されています。

●各校・教室は、「こども110番のいえ」として登録し、危険を感じて逃げてこられた方を保護し、警察
に通報するようになっています。

●各地域の警察や行政などが取り組んでいる、安心な町づくりや防罪防止の取り組みに参加し、情報
や意見交換を行っています。2012年以降は、新たに京都府警と府下学習塾との学習塾防犯連絡会
（学習塾防犯ネットワーク）と、「きょうと薬物乱用防止行動府民会議」に加盟し、連携を深めてい
ます。

●各校・教室は、最寄の交番・警察署を訪問し、連携を図っています。

●災害に備えて、各種マニュアルを整備し、「安全の日」で読み合わせを行っています。
〈こんなマニュアルがあります〉
「地震防災マニュアル」
「地震発生・火災発生時のフロー」
「地震被害軽減措置に関するマニュアル」

●防災訓練を速やかに実施できるように「防災訓練実施マニュアル」を策定しています。
●館内の各フロアには、教室から非常口までを示す「避難経路図」、みんなが通る場所には、各校・

教室の最寄りの避難場所を示す「避難場所MAP」を掲示しています。
●災害等で、帰宅困難な状況に陥った場合のために、非常食を各校・教室に配備しています。
●消防法上、対象となる校・教室には、責任者が資格を取得した上で、防火管理者として消防署に届

け出ています。
●急を要することが起こったときすぐに保護者に連絡がとれるように、「指導原簿」に緊急連絡先欄

を設けて記入して頂くようにしています。

8
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9

Ⅲ　社会貢献と環境活動

社会貢献

　京進の経営理念『私たちは、全従業員の物心両面の豊かさを追求するとともに、日本と世界の教育・文化
の向上、社会の進歩と善良化に貢献します』の中で、特に日本と世界の教育・文化の向上に貢献したいとい
う思いから、毎年経常利益の1％の枠内で、開発途上国支援や障がい者福祉の視点での寄付を行ってきまし
た。また、企業活動を行う上で、日ごろから支えて頂いている周辺地域とのつながりを大切にしたいという思
いから、地域への貢献活動にも取り組んでいます。

京進は、豊かな社会、素晴らしい未来のため社会貢献活動を続けています。

22

1999年からミャンマー国立マンダレーろう学校へ寄付活動をしています。

1999～2000 寄宿舎（２階建て）、スクールバス、コンピューター、補聴器、コピー機、天井用ファン、エアコン
2000～2001 職業訓練センタービル（２階建て）
2001～2002 コンピューター、プリンター、カラープリンター、ファクシミリ、ミシンと周辺機器、足踏みミシン、ビーズミシン、ボタン付け用ミシン、編

機、刺繍ミシン、変圧器、エアコン
2002～2003 寄宿舎（２階建て）、井戸設備、国内訓練、国外訓練

2003～2005 メインビルディング（２階建て）
2005～2006 寄宿舎（60名収容）、スクールバス、パソコン、コピー機、補聴器類
2006～2007 シルクスクリーン訓練、刺繍訓練、仕立て訓練、コンピューター訓練、編機訓練、難聴治療ルーム、その他機具・備品
2007～2008 情報ネットワーク設備、難聴治療設備、手話訓練、ラーニングセンター、職業訓練センターの修繕
2008～2009 講堂を職業訓練センターに改造するための費用、聴覚センターの設備
2009～2010 ネットワーク設備、視聴覚センターの改装及び設備、手話トレーニングコース、職業訓練・研修費用・設備、職業訓練センター備品
2010～2011 寄宿舎の修繕・ベッド購入費、職業訓練設備・ＩＴ関連設備
2011～2012 生徒用飲料水用貯水池設備費用
2012～2013 机・いす・本棚等家具、職業訓練コース授業料
2013～2014 教室備品（机・いす・本棚）、職業訓練コース授業料
2014～2015 デフスクール小学校（1年生～4年生）手話カリキュラム作成
2015～2016 デフスクールの手話の本作成、出版費、小学校１年生教科書作成費

ミャンマーの国立デフスクールへの支援

将来は大学も
寄付したい

いきさつ

寄付の内容
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　11/3（祝）大阪梅田のハービスＨＡＬＬにて学生社会起業家支援プロ
ジェクトSocial Makers Camp2015（SMC2015）が行われました。社会
問題をビジネスで解決するための起業を目指す若者を支援するイベント
で、参加者は学生と社会人を合わせて約600名。京進は特別協賛企業とし
てリーチングの研修などで支援し、最終審査では白川社長が審査員を務
めました。
　表彰式の後は参加者の懇親会が行われ、学生、社会人や企業経営者ら
が情報交換やネットワーキングを行いました。社内から参加した社員も、
学生や他の参加者と楽しく語らい、交流を深めました。京進は、今後も若い世代の熱い想いを応援するなど、社会貢献に
つながる活動をしていきたいと思います。

継続している取り組み

新しい取り組み

前ページのろう学校の生徒の皆さんが製作したエコバッグを、京進に通う生徒の皆さんに
購入して頂く取り組みを続けています。その取り組みを広く知って頂くため、関西入試相談
会で、学校関係者の方、生徒・保護者の方にＰＲ文書を付けて無料で配布し、寄付をお願い
しました。ご来場頂いた方には好評で、会場内でたくさんの方に持ち歩いて頂きました。

4/29（祝）関西入試相談会で「初めての試み」

　同志社大学経済学部が主催する「新しい経済価値創造グランプリ～ビ
ジネスプラン大会～」の一環として「モチベーションアップセミナー」を計3
回に渡り、京進が研修担当しました。
　モチベーションアップセミナーでは、夢やビジョンを明確化することで、
自分事として社会への提案を考えるキッカケとなることを目指し、約50名
の同志社大学の学生さんに授業形式でご参加頂きました。
　「夢のシェア」から始まり「ドリームツリー」を作成するプログラムを通し
て、自分と環境・社会・家族との関わりを見直し、キャリアを見つめる貴重
な体験を提供することができました。

　2015年４月にネパールで発生した地震により、京進の日本語学校で学習しているネパール人留学生の実家も多数被害
に遭いました。京進では、生徒さんや社員に呼びかけて寄付を募り、総額459,748円を、日赤ほか団体を通じて寄付致
しました。

　将来的には、生徒たちにも自分たちを取り巻く環境の
ことを考えられるような取り組みに発展させたいという思
いから、京都府の森林を守る活動に協賛を始めました。

「ピンクリボン京都」
　乳がん検診の大切さを伝える
ために、企業や行政、大学、各団
体が一体となり「ピンクリボン京
都」として啓発活動を展開してい
ます。京進も協賛企業として参加
しています。

　滋賀県のラジオ局、エフエム滋賀様は、地震被害に対する認識・備えの必要性を訴えるため、
『防災ハンドブック』を作成し、滋賀県民に無料配布する取り組みを企画し、実施されました。
　京進は、滋賀県にお住まいの生徒・保護者の皆様、また、お世話になっている地域住民の皆
様の安全に少しでもお役に立ちたいと考え、この取り組みに2008年から協賛しています。

　中古本販売店に買い取ってい
ただいた本の代金が、アジアの子
どもたちの教育資金として寄付さ
れるという活動への取り組みを、
2010年から社内に呼びかけ、い
らなくなった本を回収し、寄付を
行っています。
　寄付金は、アジアの子どもたち
のための図書館の運営や、民話
絵本の出版、教員の養成費用に
使われ、遠く離れた日本から力に
なることができます。

　地域に密着した貢献活動に参加したいという思いか
ら、2012年から滋賀県能登川伊庭内湖のヨシ刈りにボ
ランティアとして参加しています。

　誰でもやりがちなエネルギーの無駄遣いの実例と、それを防ぐための工夫を、社内の掲示や社内報を通じて紹介し、
全社的な省エネルギー活動に取り組んでいます。また、毎年6月から10月上旬までの間、全社をあげて、クールビズ運動
を展開しています。

 「マイベストプロ」は、困ったときや何かを始めたいとき
に地域で活躍しているプロを簡単に探すことができる地
域限定Webサイトです。
　さまざまな業種のプロが掲載されており、気になるプ
ロに対して質問ができます。
　マイベストプロ京都版のWebサイトに、「教育相談の
プロ」として、お客様相談センター課長が掲載されてい
ます。平素お客様から受ける相談や実際の現場での豊
富な経験をもとに教育・受験に関するコラムを発信して
います。
http://mbp-kyoto.com/kyoshin

　当社への通塾生だけでなく、さらに広く学習相談を受け付けるため、学習相談専用のフリーダイヤルを開設しています。
　通塾に関する質問だけでなく、お子様の学習相談や受験についてのご相談電話を多数いただいており、社会貢献へつ
なげていきたいと考えております。

　採用活動の一環として、昨年に引き続き京都産業大学のPBL授業に参
加しました。
　当プログラムは、経済産業省の「体系的な社会人基礎力育成・評価シス
テム構築事業」のモデル大学に2年連続で採択され、他大学から高い関心
を集めているものです。これから社会に出ていく大学生の実践力育成にも
貢献できると考えています。

※Ｏ/ＯＣＦ-ＰＢＬ→ On/Off Campus Fusion-Project Based Learning
　学部・学年を横断して編成された学生のチームが、企業などから提供された課題の解決に
挑戦する過程（実践指向型の課題解決学習『PBL：Project Based Learning』）を通じて、大
学での勉学の成果を、実社会で活用できる能力を育成していくことを狙いとした授業。

※ヨシは、びわ湖・淀川水系の水環境・生態系・景観の保全に役立つ植
物として重視され、その健全な育成のために有効活用することが課
題となっています。

同志社でのリーチング授業

学生社会起業家支援プロジェクト（SMC2015）への協賛

ネパール地震被災者救援募金

モデルフォレスト協会協賛

ピンクリボン活動

エフエム滋賀『防災ハンドブック2015年度版』への協賛

本の寄付活動
ヨシ刈り

オフィスでの省エネルギー活動

マイベストプロWebサイト

京進これから研究所内「江川先生の学習相談ダイヤル」京都産業大学Ｏ/ＯＣＦ-ＰＢＬ授業参加

支援の輪を広げるために
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Ⅳ　社員の育成環境の整備

リーチング

ＪＱＡ「経営品質向上プログラム」への取り組み

　社員を育成し、その能力を高め、戦略的なキャリアアップを図るため、様々な研修体系や援助の仕組みを
構築しています。ＨＣＭ（Human Capital Management）の基本コンセプトにSocial Capitalを加えるこ
とで人材育成と組織強化を関連づけています。

〈業種・業界を超えた取り組み〉

　「全従業員の物心両面の豊かさを追求する」目的で社員への研修機会を多様な形で提供しています。現在の社員育成
に関しては「リーチング」、「JQA」、「アメーバ経営」という大きな三つの柱があります。リーチングによる「自立型人材の
育成」、JQAによる「経営品質向上の仕組み作り」、アメーバ経営による「自立的・積極的な経営参加」により、社員が成
長する機会を提供しています。

　京進では、社会人研修を応用したプログラムを全国の学習塾の教室で生徒たちに「リーチングメソッド」として展開し、
目覚ましい成果をあげています。「リーチング研修」は、「人づくり」を実践してきた京進が自信を持ってご提供する研修
プログラムです。社員についてこれからの時代が求める「自立型人材」を育成し、企業の人材力アップに的確に貢献して
います。

　当社では、経営革新の世界標準といわれる米国『マルコムボルドリッジ国家品質賞』の日本バージョンである「経営
品質向上プログラム」に取り組んでいます。このプログラムは「顧客本位」「独自能力」「社員重視」「社会との調和」を4
つの基本理念としており、自分たちの組織が目指す「ありたい理想の姿」に向けて、全社最適の視点で、組織を自己評価
（セルフアセスメント）し、工夫と対話で、改善、革新を重ねていきます。
　これまで、このフレームワークをもとに、全社や各部門組織の革新行動を行っています。また、各事業部で行っている
全員参加の「ＣＳ委員会」についても経営品質向上活動の一環として取り組んでいる内容です。
　また、経営品質向上プログラムのフレームワークを用い現場の社員が成長する機会として「経営品質向上基礎研修」を
実施しています。開始当初は新管理職を対象とし実施しておりましたが、現在は「新管理職を目指す方」も参加を可能と
し、対象を拡大しております。今後も対象をより拡大し、経営品質向上プログラムを体験頂くことで、平素の業務から一歩
進んで広い視点で考える機会を創出していきたいと考えています。

社員育成体系1

社員育成の3本柱2

自立型人材育成プログラム

・学校の教科書に採用
・夢実現プログラム
・脳科学に裏づけられたメソッド
・大手企業・学校で研修

・経営者マインドの醸成
　→全員が経営を考える
・JAL再建の柱となったシステム

リーチング
経営品質向上プログラム

（Japan Quality Award）

・世界標準の経営品質
　→MB国家経営品質賞
・世界60カ国以上で国家を
あげて展開

ＪＱＡ
全員参加の

アメーバ経営

2003年～2000年～ 2008年～

コンセプチュアル
スキル

リーチング
ＪＱＡ

アメーバ経営

社内経営セミナー・イノベーション発表

学習指導力ライセンス制度

教務力研修・授業スキル研修・授業アンケート研修・エリア研修

トップメッセージレポート

リーチング手帳・京進ハンドブックを用いた組織価値観の浸透

内定者　新入社員　若手社員

賢者への道シリーズ・自学習慣支援制度

メール研修：コンプライアンス・個人情報保護の基礎

経営品質向上基礎研修

アメーバ経営活動

リーチングライセンス制度

社員研修（毎年6月）

BS
研修

校長
候補
研修

新
管理職
研修

新校長・新教室長
スキルアップ研修
レベルアップ研修

新
教室長
研修

新
校長
研修

副
教室長
研修

人事
考課者
研修

ミドル
マネージャー
研修

次世代
リーダー
研修

100の
子会社

100人の
社長

自立した
リーダー
育成

運営力研修

学習指導力
研修

社員の
自己成長を
促す仕組み

新
入
社
員
研
修

マーケティング

ＣＳ

顧客対応力

教務力

商品知識

京進の歩み
組織価値観

ビジネスマナー
メンタルヘルス

コンプライアンス
安全対策

概念
形成力

ヒューマン
スキル

人的
対応力

テクニカル
スキル

業務遂行
技術

ベーシック
スキル

基礎的
技術

管理職 →社歴

Plan Do Check

Record & Management

Action
育成計画
■アメーバ
■JQA
■リーチング

評価制度
■人事考課・職能評価
■全社員面談・アンケート
■リーチング目標管理

表彰と人材配置
■表彰制度
■部門間異動
■トップメッセージ

自己キャリア検証
■適職診断
■社内報共有
■自己申告制度
■トップメッセージレポート

賢者への道シリーズ
■賢者の扉
■賢者の知恵袋
■賢者の教員室

■賢者の道標
■賢者の発掘

（下図）
自己キャリア計画
■リーチング
■自立的研修参加
■自学習慣支援制度

経
営
幹
部 社

員
育
成
体
系

社
員

【京進HCMシステム体系図】

リーチング研修を支える　4大教育
理念教育 態度教育 意味づけ教育 職能教育

企業の価値観、方向性、事業目的を
日常行動にまで浸透させる。

R（リーチング版）目標管理とは？　リーチングの要素を取り入れ、仕事を通じてリーチングを実践することを求めています。

リーチングの「心を高くする」

リーチングの「心を整理する」

リーチングの「心を高くする」

リーチングの「心を強くする」

リーチングの「心を整理する」

リーチングの「心を広くする」

ＧＲ-ＰＤＳＳ（ゴール・レビュー － プラン・ドゥー・シー・シェアー）
Goal

Review

Do

Plan

See
Share

他者を尊敬するこころを育み、
組織の絆を強くする。

業務に対する納得感を醸成し、
自立的な成長を促す。

成功体験を共有することで
組織力を向上させる。

行動の目的を明確にします。

日々の行動を反省し、新たな課題を発見。明日の改善につなげます。

好事例から成功要因を一般化・言語化し、共有する場をつくります。

人は、成功パターン、失敗パターンを繰り返します。目標設定の前に自身の成功要因、失敗要因を内
省し、強烈な反省を行い、目的にかなった新たな成功パターンを作るための仮説を立てます。

行動目標を設定するだけでなくプロセスのスモールステップを可視化し、新しい成功パターンにつな
がる習慣行動にトライします。

プロセスは新たな成功パターンを作るための仮説。プロセスを実践しながら改善を繰り返しスモー
ルステップを昇ります。
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「アメーバ経営」への取り組み

表彰式・社員研修

　当社は、2013年度関西経営品質賞優秀賞を受賞いたしました。
　関西経営品質賞は、「“良い経営”を通じて関西から世界に誇る企業・組織を輩出する」ことを使命として創設さ
れました。関西のあらゆる組織にとって、お客様を基準とした経営革新を果たしていくための動機づけとなるよう、
（公財）関西生産性本部に属する関西経営品質協議会が、経営革新に取り組み優れた業績を挙げている組織を
表彰する制度です。
　この中でも優秀賞は、「継続的な経営品質向上の取り組みにより成果が出始めている」状況の企業・組織に対
して、今後の継続的な革新活動の取り組みを期待しています。
　なお、今回当社が評価された特色・優秀賞受賞理由は、下記の通りです。

　本CSRレポートには、上記の特色や受賞理由として取り上げられた項目の具体的な内容を記載しています。
これらの活動が認められ、関西における教育サービス業界初の関西経営品質賞優秀賞というかたちで表彰を受け
ることができました。
　お通い頂いている生徒・保護者の皆様はもちろんのこと、ビジネスパートナーの皆様、株主の皆様をはじめ、当社
をご支援・ご協力して頂く多くの皆様、そして共に働く従業員に支えられての成果です。改めて御礼申し上げます。
　当社と致しましては、社是「絶えざる革新」のもと、お客様やご支援頂いている皆様の期待に応える組織となる
べく、更なる革新を続けて参ります。今後ともご支援・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

　京セラ株式会社の創業者である稲盛和夫名誉会長が考案された経営手法である『アメーバ経営』を取り入れ、全員参
加の経営と現場での改善と工夫をし続ける取り組みを行っています。
　この取り組みにより、
●計数に強い社員の育成、経営者マインドの醸成。
●現場の知恵を結集した創発の組織風土を醸成する。
●小集団による採算制度を導入し、管理会計の精緻化をはかる。

●リーダーが組織を巻き込みリーダーシップを発揮する。
●PDCAサイクルをまわし業務革新を実現する。
　　　　…等を通じて将来の経営者を育成しています。

　毎年6月に、全社員が一堂に会して前年
度表彰を行っています。2015年は神戸ポー
トピアホテルを会場として盛大に行われま
した。経営貢献・合格実績といった教育企
業としての主要数値だけでなく会社の組織
価値観に沿った素晴らしい活動も数多く表
彰することで全社的なエンゲージメント向
上を図っています。
　また、40周年記念社員研修としてキッザ
ニア甲子園において貸切型の企業対象研
修を日本で初めて開催しました。子どもた
ちの夢を応援する企業として多くのことを
学ぶ機会となりました。

●安全に通うことができる、日本一安全・
安心な塾づくり

●「自立できる人の育成」を柱に生徒の学
力向上と夢の実現をサポート

●従業員ひとりひとりに合わせたキャリア
プランの作成と価値観の共感

1  業界トップの安全・安心と自立できる人づくり、お客様対応の向上

2  自立できる人づくりを目指した独自の教務システム

3  価値観の共感をベースにひとりひとりに合わせた人材育成マネジ
メント

4  日本と世界の教育・文化への貢献を目指す社会貢献と環境活動

特
　
色
　

優
秀
賞
受
賞
理
由

全社的研修活動3
「“自立できる人の育成”を柱に生徒の学力向上と夢の実現をサポート」
している点を評価頂きました。

次世代リーダー育成プログラム（2012 年～）
　総合教育企業としての持続的発展および「１００人の社長構想」実現へ向
けた取り組みの一環として開始したプログラムです。１年目は発掘プログラ
ム、２年目は育成プログラムとし、社内講師である役員と外部講師によって
次世代リーダーとなるべき人材を育成していきます。このプログラムから既
に５名の部長が登用されています。

【次世代リーダー研修】社長講話

表彰式

社員研修（キッザニア）

経営品質向上プログラムの考え方

4つの「基本理念」̶ 価値前提

経営品質向上プログラムのフレームワーク

組織プロフィール

なぜこの４つが大切か？
生徒ひとりひとりを

大切に

ひとりひとりを大切に

顧客本位

独自能力社会との調和

社員重視

従業員ひとりひとりを
大切に

絶えざる革新

高い志で仕事を
通じて成長する

自立と貢献のできる
人づくり

日本と世界の教育・文化の向上、
社会の進歩に貢献します

創意工夫をして
新しいものを

生み出していこう！

感動作りを常に
心がけます

1．リーダーシップと社会的責任

2．戦略の策定と展開のプロセス

3．情報マネジメント

4．組織と個人の能力向上

5．顧客・市場理解のプロセス 7．活動結果

6．価値創造プロセス

組織 業務戦略
方法と展開 結果

1．お客様の満足度を高め続けないと…
2．従業員のやる気がパフォーマンスに影響する…
3．価格競争にしないために…
4．社会から尊敬される企業でないと…

8．振り返りと学習のプロセス

アメーバ経営システム

小集団（アメーバ）による自立型経営の実現

小集団（アメーバ）による自立型経営 将来の経営者の育成
アメーバ経営

継続的業績の向上

会社

部

エリアや
ブロック

校・教室・課全員参加の経営
仮説検証による
業務の改善・革新！

現場創発の風土づくり
（部下育成）

＊立候補＋推薦制

2013年度関西経営品質賞
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人事考課制度

ゲーミフィケーション研修

新入社員（年間）研修（2013年～）

BS（Brother & Sister）制度（2003年～）

経営品質向上基礎研修（2002年～）

社内経営セミナー（2006年～）

新管理職研修（2014年～）

　京進では「達成評価」と「職能評価」を大きな2つの柱としています。

　東京大学助教の藤本徹先生をお招きして、ゲーミフィ
ケーションの授業への活用に関する研修を行いました。
　４月に基本的な理論を学習し、１０月には、４月以降
に各事業所で取り組んできた実践のうち、ベストプラク
ティスの共有と最優秀賞の表彰を行いました。“遊ぶよう
に学ぶ”の実践に向けて今後も取り組んでまいります。

　内定者研修（6月～12月）と入社時研修（2月～3月）に加え
て、年間を通した学びの場として、（株）アルファビートによる新
入社員研修を行っています。
　新入社員とＢＳ社員がお互いに切磋琢磨して成長し合える機
会を毎月1回程度の頻度で提供し、現場での不安や仕事の悩み
なども共有することで客観的な視点を持つとともに、チームとし
ての役割や自己成長の意義についても改めて学びます。

　新入社員に対するメンタルサポートとスキルサポートを中心とした制度で若手人材の育成を図っています。様々な悩み
や課題を抱える時期である入社1年目を、先輩社員がメンタル面を中心にスキル面でも支えることで、新入社員の成長を
促進します。同時に、先輩社員が人材育成の手法を学ぶことで、将来、各部門のリーダー人材としての自己成長を期待して
います。

　社員が経営品質向上プログラムの基礎である「良い経営とは何か？」を学ぶ機会としています。全5回のセミナーでは、
経営品質向上プログラムで、「重視する考え方」をベースに、チームメンバーとともにディスカッションをしながら、他社事
例を用いて自部門の取り組みと比較をして学習します。ミドルマネージャーについては、職制必須の研修となっています。

　社員が経営の基本的リテラシーを身に付ける機会としています。全6回のセミナーでは、各部長が社内講師となり、
MBAのフレームワークを用いて一般知識から実践例まで学習します。最終回には、全受講者が新規事業計画（京進イノ
ベーションプラン）を発表します。優れた計画については社長賞の対象となるとともに、「京進これから研究所」で実現化
検討を行います。

　部門ごとに行われていた新管理職への研修を体系化し、全社共通研修として管理職の育成を行っています。全2回で
行われる研修では、管理職としてのヒューマンスキルとテクニカルスキルを学ぶ機会を提供しています。

評価制度4

一般職およびスタッフ管理職はリーチングの要素を取
り入れた目標管理の仕組みで、仕事を通じてリーチン
グを実践することを求めています。ライン管理職は、ア
メーバ経営のマスタープランとの連動を持たせるため
のシートを利用し達成状況を評価しています。

職位階層ごとに4つの要件に分かれている全社員共通
能力と各部署ごとの部門独自能力（京進プロブスト）
から評価しています。

達成評価 職能評価

ゲーミフィケーション研修風景

【新入社員研修】最終成果発表会

【新入社員研修】俳優講師によるインプロ研修

【新入社員研修】新入社員が作成したドリームツリー

●ゲーミフィケーション
ゲームデザイン手法や仕組み（順位・可視化・ポイント・
ミッションなど）を使って問題の解決を図ること。

ミドルマネージャー研修（2013 年～）
　基幹人材であるミドルマネージャー（次長、エリア長、ブロッ
ク長、課長）が人材育成スキルや問題解決スキルを双方向で学
びあうことで、Social Capitalを形成しながら、次世代リーダー
候補としての成長を促す内容となっています。
　2015年は中央大学大学院の楠田客員教授による研修ととも
に、ダイバーシティに関する新規制度提案を行いました。また、
税理士法人広瀬によるマネジメントゲーム研修が2日間にわた
り行われました。

【ミドルマネージャー研修】ダイバーシティ

【ミドルマネージャー研修】マネジメントゲーム

＊立候補制

＊立候補制

＊推薦制
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Ⅴ　従業員の労働環境向上への取り組み

ダイバーシティの取り組み

●主な福利厚生制度の説明
◎永年勤続者慰労旅行利用
10年目、20年目、30年目の節目
に、旅行券30万円と10日間の特別
休暇を贈呈。海外への異文化体験
を狙いとして発足した制度。
◎慶事列席援助制度
社員の結婚式、披露宴に列席し、ご祝儀を贈る場合に最大1万円の列席
援助を受けられる制度。
◎リゾートトラスト
法人会員のリゾートホテルが利用できる制度。
◎子育て応援祝い金支給制度 ＊2014年より新設
社員の子どもの小学校・中学校・高校入学や成人（20歳）の時に、祝い
金（5万円）が支給される制度。

◎賃貸社宅制度
人事異動により通勤が困難になる場合、借上げ社宅を提供する制度
（自己負担あり）。
◎賃貸住宅援助制度
人事異動により住居の変更を希望する者が一定以上の通勤手当が削
減できると礼金・敷金の5割（上限20万円）を支給。
◎支度金制度
賃貸住宅の適用を認められた者が、転勤による諸費用の補てんを受
けられる制度。
◎住宅取得助成金制度
自ら居住する住宅を購入した社員へ毎月1万円を50カ月支給する制度
（持ち家推奨制度）。
◎社員面談制度
毎年、社長を含む役員・部長以上の役職者が、パートタイム職員を含
む全社員と1対1で面談を実施。
◎社員貸付金制度
勤続年数1年以上を経過すると最大50万円まで会社から貸付を受け
られる制度。
◎休職制度
病気のため就業が困難となった場合、休職ができる制度（休職期間
は勤続年数による）。
◎特別休暇制度
社員本人が結婚するときは7日間等、様々な慶弔休暇がとれる制度。
◎慶弔金および見舞金制度
本人および子どもの結婚、配偶者の出産等には慶弔金を、住宅災害に
は見舞金を受け取ることができる制度。

◎社内開業支援制度
基準を満たした社員が、個別指導「京進スクール・ワン」のフランチャイ
ズ教室を開校する場合、加盟金免除の優遇措置を受けることができる
制度。
◎学費割引制度
子ども・兄弟等が当社グループを利用する場合に学費の割引が受けら
れる制度。
◎自学習慣支援制度
社員の業務に関連する学習習慣・自己啓発の促進のために、講座修了
や資格取得をした場合に支援金を支給する制度。
◎新生活応援金制度 ＊2014年より新設
入社により、住居の変更を余儀なくされた者は、契約一時金（5万円）
および家賃補助（月額5千円×10カ月）が受けられる制度。
◎社員持株会制度
持株会会員として自社株の購入ができ、奨励金（拠出金額の2％）が受
けられる制度。
◎団体生命保険制度
毎月の給与天引きで生命保険を支払う制度（加入人数により団体割引
が受けられる制度）。
◎財産形成貯蓄制度
給与・賞与時に希望した額を財形積立の口座へ、自動的に積み立てて
いく制度。
◎育児サポート休暇（有給休暇推奨日）＊2013年より新設
子どもの誕生日や学校イベント（運動会、参観日、入学・入園式、卒業・
卒園式）の日は有給取得を推奨。
◎WLBサポート休暇（有給休暇推奨日）＊2015年より新設
友人・親戚の結婚式、両親の誕生日や結婚記念日などの親孝行、繁忙
期の後のリフレッシュとして有給取得を推奨。
◎京進メイト復職支援制度 ＊2015年より新設
やむを得ない事情（結婚、妊娠、出産、育児、家族の看病・介護等）で退職
した従業員が、再び京進で就業する機会を優先的に提供する制度。
◎保育士資格取得援助制度 ＊2015年より新設
保育園での勤務希望者に、資格取得の講座料と受験料を支給。

◎自己申告制度
直属の上司には情報共有なしに、希望職種・希望部署などを人事へ直
接申告できる制度。
◎退職金制度
勤続3年以上で退職をした場合、勤続年数に応じて退職金が支給さ
れる制度。
◎社外相談窓口制度
社内では相談しにくい事や社外専門家のアドバイスを受けたい時に
は、社外EAP（会社が契約している外部団体）に相談できる制度。
◎英会話奨励
自社の英会話教室ユニバーサルキャンパスの入学金・授業料の社員割
引きが受けられる。
◎打ち上げ費用援助制度
繁忙期の疲れを癒し、従業員の交流を深め、次のステップへ繋げるこ
とを目的として、打ち上げ費用を補助する制度。
◎新年度歓迎会費用援助制度
結束を固めることを目的とした歓迎会・決起集会の費用を補助する制度。
◎単身赴任手当制度
転勤に伴い配偶者と別居することになった場合に、別居手当の支給お
よび帰省費用を補助する制度。
◎クラブ活動
いつでも誰でも、10名社員を集めてクラブが設立できる制度。クラブ
活動には、月2万円の費用援助あり。
◎自己分析シート
 毎年適性検査を実施し、全職員が自己分析のフィードバックを受け取
り、自分を客観的に見る機会を提供。

　京進では、新卒採用、中途採用等、創業時より男女差別のない雇用を進めています。女性が多数活躍している他、障
がい者雇用や外国人雇用も積極的に進めております。

アメリカにて

　京進ではより良い労働環境を意識して、アンケートや面接により常に従業員の要望を把握し改善をはかっ
ています。

 2012年 2013年 2014年
男女（正社員）の平均年齢 34.4歳 35.0際 35.7歳
男性（正社員）の平均年齢 36.0歳 37.0歳 37.4歳
女性（正社員）の平均年齢 31.0歳 31.0歳 31.9歳
男女（正社員）の平均勤続年数 9.1年 8.8年 9.4年
男性（正社員）の平均勤続年数 8.7年 9.6年 10.1年
女性（正社員）の平均勤続年数 6.9年 7.0年 7.7年
平均有給休暇取得日数
※取得日数には計画有給5日を含む 10.98日 10.93日 11.13日

●各項目についての説明
◎ワークライフバランス満足度
毎年満足度調査を実施。その中の公私充実、休暇項目の「はい」回
答率平均。
◎はよ帰ろうDAY
毎週火曜日と金曜日を「はよ帰ろうDAY」と定め、ノー残業日を推進。
◎女性の育児休業制度
最大で1年6ヶ月の育児休業が取得できる制度
◎男性の育児休業制度
最大で1年6ヶ月の育児休業が取得できる制度
男性も取得しやすいように、初めの3日は有給の特別休暇で短期の
育児休業も可能。
◎育児短時間勤務制度
子どもの中学校入学までの間、最大で2時間、勤務時間を短縮でき
る制度

◎介護休業制度
家族の介護のため最大で93日間、休職ができる制度
◎介護時間短縮勤務制度
家族の介護のため1日1時間（最大93日間）、勤務時間を短縮でき
る制度
◎ハートフル雇用
法定雇用率（障がい者雇用率2.0％）以上の積極的な職場開拓の
活動支援体制　＊2013年度より法改正で算出方法に変更あり。
2014年当社実績雇用率2.11％
◎外国籍の従業員の割合
正社員含むフルタイム従業員に占める外国籍の従業員数の割合

 2012年 2013年 2014年
正社員に占める女性の割合 30.1% 32.2% 30.8%
課長相当職に占める女性の割合 21.8% 22.4% 21.8%
ワークライフバランス満足率 49.3% 46.6% 51.0%
はよ帰ろうDAY達成率 ― 30.3% 33.8%
女性の育児休業制度利用者数 100.0%(4名中4名) 100.0%(5名中5名) 100.0%(8名中8名)
男性の育児休業制度利用者数 25.9%(27名中7名) 68.0%(25名中17名) 61.9%(21名中13名)
育児休業からの女性社員の復職率 66.7%(6名中4名) 100.0%(4名中4名) 66.7%(3名中2名)
育児短時間勤務制度利用者数 10名 10名 11名
介護休業制度利用者数 0名 0名 0名
介護時間短縮勤務制度利用者数 0名 0名 0名
ハートフル雇用率 2.17% 1.73% 2.11%
外国籍の従業員の割合 1.2%(8名) 2.1%(14名) 3.0%(19名)

 2012年 2013年 2014年

永年勤続者慰労旅行 47名 49名 44名

慶事列席援助制度 31名 135名 47名

リゾートトラスト 91名 105名 74名

子育て応援祝い金支給制度 ― ― 36名

社内開業支援制度 0名 0名 1名

学費割引制度 149名 162名 166名

自学習慣支援制度 28名 19名 21名

新生活応援金制度 ― ― 3名

社員持株会制度 89名 86名 82名

団体生命保険制度 59名 62名 60名

財産形成貯蓄制度 52名 54名 52名

育児サポート休暇 ― 51名 52名

■コーポレート人事情報

■ダイバーシティ& ワークライフバランスの状況

■各制度の利用者数推移（＊2012年からの推移）

●その他の制度　その他にも従業員の働く環境に配慮した制度を実施しています。

福利厚生の今
　長い人生の中には様々なライフイベントがあります。「社員を大切にする社風」を元に社員のより良い労働環境を常に
意識し、必要なときに必要な制度を活用できるように様々な制度を提供することで、社員ひとりひとりが能力を最大限に
発揮できるように支援しています。
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中学受験アカデミック特別講義
中学受験合格を目指す小学4・5・6年生を
対象にした、科学への興味を引き出し、大き
な夢を与える特別講義を、毎年開催していま
す。

ほめる指導
学習塾部門を中心に、ほめることで生徒の
やる気と学力を伸ばす指導を行っています。
生徒の良いところ、頑張っているところを見
つけて積極的にほめる取り組みです。スマイ
ルカードを活用し、感性的になりがちだった
“ほめること”に関する仕組みづくりを行うこ
とで、生徒のモチベーションアップを図ってい
ます。

34

Ⅵ　顧客価値向上のための仕組み

顧客（お客様）への提供価値

「自立できる人」の育成を促す具体的な取り組み ～自ら学ぶ力をつけるために～

　当社グループにおける顧客（お客様）への提供価値をご説明いたします。提供価値とは、我々の提供する商品やサービ
スが、顧客にとって、社会にとって、どのように役立っているかを示しています。

 「自立できる人の理想像」は、「自らの夢、目標に向かって、自分で考え、自分で決め、自分で行動し、様々な立場でリー
ダーシップを発揮し他人のために貢献できる人間」だと考えています。
　つまり、「自立できる人の理想像」には「自立」と「自律」そして他者への「貢献」も含まれます。ただし、これについて
は、生徒・保護者の方の声や社員の皆様の意見等を参考に、今後更に深めて明確にしていく予定です。

卓越した安全・安心を提供する使命のもとで、
自立できる人の育成を通じて「見える学力（成績向上、志望校合格）」だけでなく、

「見えない学力」を向上させ、お客様の夢の実現のサポートをする

［当社グループの提供価値］

当社グループの学習塾事業では、東京大学教授で脳研究者の池谷裕二先生にご協力頂き「脳科学に
基づく学習法12ヶ条」を作成し、脳科学を取り入れた学習指導を展開しています。生徒自らに興味を
持たせ、自発的に学びに向かわせる指導法、学習の習慣づけや目標設定に役立つプログラム、独自の
指導カリキュラムやテストスケジュールなどは、脳科学の見地からも実効性が認められています。
また、学習塾事業の全生徒にリーチング学習手帳を配布し、生徒自身に目標を記入させたり、スケ
ジュール管理や、日々の学習チェックを自分で行うよう指導も行っています。

目標や夢が明確になり、
学習習慣が定着

生徒が自発的に興味を
持って学びに向かう

玉井式国語的算数教室
文章を読んで状況を「イメージ
する力」を育み、「読解力」「算
数力」を同時に高めていく、全
国でも注目されている画期的
な学習法です。子どもたちは、
アニメーションの物語に組み
込まれた算数の課題を楽しみ
ながら取り組み、算数的な考
え方を身につけていきます。

遊ぶように学ぶ
「銀の匙」様式国語授業
灘校伝説の元国語教師、故 橋本武先生
に監修頂き生まれた「銀の匙」様式国語
授業。「自ら考え、自ら学ぶ」力をつける
ことを目的に、たくさんの“寄り道”をする
ことで、知識習得と同時に学ぶ意欲を育
みます。

図形脳を育む進級式の図形専門教材
「図形の極（きわみ）」
学年、年齢に関係なく、ひとりひとりの理解度に
あわせた自学自習形式の教材で、図形脳を育み
ます。

自ら学ぶ力

『リーチングメソッド』～脳科学に基づく最先端の学習指導法～

パズル道場
子どもが将来伸びるための力が身につくように、
空間に認識能力や粘り強さを育成し、センス（感
覚）・思考力の向上を図ります。「できなくても、
考えた分だけ賢くなる」学習プログラムです。

きょうと健康づくり実践企業認定
　「きょうと健康づくり実践企業」とは、京都府でがん
検診や健康づくり活動に取り組む企業を応援するため
に創設された制度です。従業員の健康づくり推進の取
り組みも行っています。

Smart Life Project
　2013年5月から厚生労働省健康局がん対策・健康
増進課が主催する「Smart Life Project」に賛同し、運
動、食生活、禁煙の3分野にテーマを絞り推進の強化に
取り組んでいます。「Smart Life Project」とは、「健康
寿命をのばしましょう」をスローガンに全ての日本人が
人生の最後まで元気で健康で楽しく毎日が送れること
を目標に運動、食生活、禁煙の3分野について具体的な
アクションを起こしていこうという運動です。

カエル！ジャパン
　2013年5月から内閣府男女共同参画局仕事と生活の
調和推進室が主催する「カエル！ジャパン」キャンペー
ンに賛同し、退社推進の風土作りの強化に取り組んで
います。「カエル！ジャパン」キャンペーンとは、ワークラ
イフバランス（仕事と生活の調和）が「自身の明日への
投資」と考え、その実現に向け具体的なアクションを起
こしていこうという運動です。

ポジティブオフ運動（観光庁）
　休暇を利用して外出や旅行をすることを推進し休暇
を前向きにとらえて楽しもうという運動です。
　弊社では永年勤続者慰労の旅行制度が評価され、
賛同企業として認定されました。

外部機関からの認定・評価
　京進の取り組みは外部機関からも評価され認定を受けています。また政府機関が進める「カエル！ジャパン」や
「Smart Life Project」といった取り組みにも賛同し、職場風土・組織風土の向上に繋げています。

O（おやじ）K（子育て参加に理解のある）企業（京都市）
　父親が子育てや地域活動に参加しやすい職場づくり
を進める京都市内の事業所をＯＫ企業として認定する
制度があり、このたび認定されました。京進では、妻の
出産に際して特別休暇が
とれる制度や、「はよ帰
ろうＤＡＹ」を行っており
認定されました。

女性活躍推進企業認定（滋賀）
　2015年9月に「滋賀県女性活躍推進企業認証制
度」の「二つ星企業（☆☆）」として認証されました。
この制度は滋賀県が女性活
躍推進に取り組む企業等に
お墨付き（認証）を与えるこ
とで企業の採用活動を応援
し、女性活躍の促進を図る
ことを目的に創設された制
度です。

次世代認定マーク（くるみん）の取得
　男女問わず、子育て参加できる
よう所定外労働の削減や育児サ
ポート休暇（有給休暇推奨日）を
設け、有給休暇の取得推進に取り
組んでいます。また、男性も育児に
参加できるように短期育児休業制

度を設けるなど積極的な職場環境づくりが認められ、次
世代育成支援対策推進法に基づく労働局長認定の次世
代マーク（通称：くるみん）を2014年12月25日、取得い
たしました。
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ホットライン（電話連絡） リーチング学習手帳大会

リーチング書籍の発売

保護者アンケート

授業アンケート
お客様相談センター

　校・教室では定期的に各ご家庭にホットライン（お電
話での連絡）を実施しています。塾での生徒の現状や課
題の報告と、家庭での問題点の把握を行い、塾・保護
者・生徒の三位一体の教育のための情報の共有をはかっ
ています。

　2015年春から夏にかけ、リーチング学習手帳の取り組み事例を募集したところ、数多くのすばらしい手帳使用例が寄
せられました。生徒の部、講師（チューター）の部に分け、それぞれ「ドリームツリー部門」「目標管理・ルーティンチェッ
ク部門」「学習ダイアリー部門」の最優秀賞者を決定し、表彰しています。生徒や講師（チューター）の皆さんの夢や目標
を実現するための、よいきっかけになりました。

　教育ジャーナリスト・おおたとしまさ氏による書籍『小学生の親が高校受験のために
今からすべきこと』が2015年11月に旺文社から発売されました。
　この本はサブタイトルに「学習塾『京進』講師陣からのアドバイス」とあるように、京
進の教育方針、ご家庭へのメッセージにページの多くを割いています。
　著者であるおおた氏の、京進の役員・職員へのインタビューや実際に校の授業を見学
しての取材に基づいた書籍です。
　京進の大切にしていることや、リーチングメソッドがよくわかる内容になっています。
☆Amazonランキング「家庭教育」「勉強法」カテゴリでは１位を獲得しました。（2015/11/8調べ）

　生徒の他に重要な顧客である保護者については、「保
護者アンケート」を毎年実施して、様々な見地からの

「声」をいただいて、問題点の把握、その改善を行ってい
ます。

 「塾」にとって授業はまさに命と言えます。商品である
授業の品質は顧客である生徒・保護者の評価を基準に
見直されています。そのために定期的に「授業アンケー
ト」が実施され、生徒からの生の評価を得て、常に授業
の改善に努めています。

　本社に「お客様相談センター」を設け、日々生徒・保護
者や従業員からの要望・クレーム・ご意見などを聴き、
即刻の改善に努めています。顧客や従業員からの直接の
声を聴く仕組みとして重要な位置を占めています。

　この本はサブタイトルに「学習塾『京進』講師陣からのアドバイス」とあるように、京

　著者であるおおた氏の、京進の役員・職員へのインタビューや実際に校の授業を見学

受賞の
ポイント

受賞の
ポイント

受賞の
ポイント

ドリームツリーを書くことで、自分で自分を
見つめなおすことになり、そこから「努力し
なければならない」というところにまで自分
を見つめなおしたことが素晴らしいです。

計画の順調さが、一日の勉強時間を
記載し、勉強時間の把握をしている
ことや、日々の具体的な行動を計画
していることからわかります。規則
正しい生活の実践が好循環になっ
ている良い例といえるでしょう。

前回の得点と目標が明確に書かれており、しか
も目標を達成している点が素晴らしい。それは
目標に対してルーティンの項目を具体的に書
き、目標を達成しようと努めているからです。

【ドリームツリー部門】

【学習ダイアリー部門】

目標管理・ルーティンチェック部門

合格体験記の配布
　京進では、生徒を合格へ導くために合格者の声を集めた合格体験記を発行し生徒に配布しています。生徒が目指して
いる学校に合格した先輩の生の声を知ることができ、生徒のモチベーションアップや勉強方法を学ぶことができる1冊と
して活用していただいています。

中学受験

高校受験
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日本からドイツ・中国・アメリカそして東南アジアへ

日本国内での日本語学校

　日本国内においては、南は鹿児島、北は岩手まで、直営の校と教室とフランチャイズを展開しています。また、海外で
は、教育で世界一を目指す経営理念に基づき、学習塾としてデュッセルドルフ校（ドイツ）、広州校（中国）、2012年には
個別指導教室のNYハリソン教室（アメリカ合衆国・ニューヨーク）を開校しました。さらに、京進の日本語センターが、
2013年にはベトナム国立人文社会科学大学にも設立され、2015年には日本企業の進出が目覚ましいミャンマーのヤン
ゴンに、合弁会社が設立され、日本語学校を開校しました。

　2010年より、留学生対象に日本語教育サービスを提供する日本語学校を運営しています。2016年現在、「京進ラン
ゲージアカデミー（KLA）グループ」として東京で3校、京都で2校、愛知に1校、計6校舎で、中国、ベトナム、ネパールなど
の国を中心に世界30ヶ国から1,000名を超える留学生が学んでいます。
　日本語学校はまさにグローバル社会の縮図です。学生たちは、この国際的な環境で日々刺激を受けながら、日本語学
習を通じて人間的にも成長していきます。国際社会で活躍できる人材育成と、そのことを通じて日本と世界の教育・文化
の向上に貢献するという京進が掲げる理念のもと、まさにこの学生たちが将来、日本と世界の発展の架け橋となる人材
に育つことを願いながら指導をしています。
　今後ますます深刻化する日本の高齢社会の中で、外国人とともに生きることの必要性、重要性は高まってきます。これ
からの日本語学校は、日本語の指導だけではなく、日本人とともに、ここ日本で生きていく外国人に、日本のことをしっか
り理解してもらう重要な機関としてとらえています。

■日本語学校の学生が、日本語作文コンテストに入賞しました
　京進子会社、京進ランゲージアカデミー新宿校に通う学生の作文が、この度、「第17回 後藤新平・新渡戸稲造記念拓
殖大学高校生・留学生作文コンクール」で見事入選しました。作文の内容は、日本へ留学した理由を軸に、彼が暮らして
きた環境や現在の葛藤、将来への使命となっています。日本語学校では、大きな夢を持ち日本へ留学する学生たちが、
1人でも多く夢を叶えられるように指導しています。今後も日本語教育を通じて、国際社会に貢献していきます。

　京進の事業の柱は集合教育のもとで中学入試、
高校入試、大学入試を指導している小中部・高校
部と個別指導形態で小学生から高校生を指導して
いる個別指導部、フランチャイズ事業部で構成さ
れています。この主力の事業部門を軸に、時代とと
もに変化する社会のニーズに応え、英会話事業、小
学入試指導の幼児教育事業、保育事業、日本語教
育事業へと事業展開をしています。

日本語教育を通じて日本と海外の文化の架け橋に
■海外との関係づくり
　京進では、海外の大学や日本語教育機関と提携し、毎年、海外での日本語スピーチコンテストを行っています。2015
年度は、中国の延辺大学、貴州大学、ミャンマーのマンダレー国立ろう学校（2016年1月実施）で「京進杯スピーチコン

デュッセルドルフ校広州校広州校NYハリソン教室

清華・京進発展フォーラム
　立木会長が中国でトップ国立大学の清華大学政治経済学研究センター顧問をしている関係で同センター所長である
蔡継明教授の働きかけにより、2014年から今後10年間に渡って日中友好の架け橋となる「清華・京進発展フォーラム」
を実施する運びとなりました。蔡継明教授は習近平総書記の大学院時代の卒論指導教授であり、中国全人代の代議員
（日本の国会議員に当たる）のお一人です。第一回目として2015年１月に「東アジア文化の伝統文化と現代社会フォーラ
ム」を清華大学で２日間にわたって行い、基調講演には日本を代表する文化人で91歳（当時）の千玄室大宗匠（裏千家
前家元）に「茶の道と道教・儒教との関係」というテーマでお願いをしました。
　合わせて「アニメーション産業の伝統と発展」というテーマで日本の著名な有識者の方々にも講演をお願いしました。
中国からも文化に関わる第一人者の方々が多数ご参加頂き、密接な隣国である両国間の未来のためにこのフォーラムは
大きな役割を果たしたと考えております。
　これらの様子は13億人が視聴する中国中央電視台（ＣＣＴＶ）をはじめ主要メディアもこぞって取り上げ、中国全土に
京進の名とともに紹介されており、今後のフォーラム開催への期待も高い内容になっております。

■海外での日本語教育事業
　2012年より、海外で現地の大学生、社会人対象の日本語教育の拠点を設けています。ベトナム・ホーチミンの国立大
学「人文社会科学大学」内の「USSH※京進日本語センター」、ミャンマー・ヤンゴンに「京進ランゲージアカデミーヤンゴ
ン校」の２ヶ所に拠点を設けて活動を行っています。
　特にヤンゴン校は日本への留学センターとしての役割や発展するミャンマー経済の進出日系企業向けの日本語研修に
も取り組んでおり、日系資本の日本語教育機関として現地でも注目を集めています。
※ USSH  University of Social Sciences and Humanities

■立木奨学金について
　世界のリーダーにふさわしい人材が育ってほしいという思いから立木会長が個人
で奨学金授与を行っています。現在、中国11ヶ所の大学及び日本語教育機関にて
奨学金が授与されています。
　この「優秀ではあるが経済的に恵まれない学生」への奨学金授与が評価され、
2012年11月、清華大学政治経済学研究センターからは外国人として初めての顧問
の称号を、北京対外経済貿易大学からは客員教授の称号を授与されました。

留学生の支援を一般社団法人で
政府の方針である「留学生30万人計画」と、医療福祉現場等の人員不足に少しでも貢献するこ
とを目指して、2012年12月、当社会長が一般社団法人「国際教育文化医療支援交流機構」を
設立しました。当法人は、医療機関の理事長や大学関係者を顧問としてお迎えし、日本国内の
大学・大学院への留学希望者や留学生に対し、奨学金制度の設立・授与を行うなど、日本への
留学と留学後の就職（医療分野を含む）支援等を行っています。

英会話 京進ユニバーサルキャンパス
　私達のミッションは「英語をコミュニケーションの道具として使える人を育てる」ことです。これには、異文化に遭遇しても、
自分たちの文化との差異を認め、相手を尊重し、国際社会の舞台で活躍する人材の育成という願いが込められています。
　ユニバーサルキャンパスは、「楽しい」だけではなく、英語に慣れ親しみながら、「話す」「聞く」「読む」「書く」という4
つの技能をバランスよく、段階的にマスターすることができます。テストや発表会によって、学習の「成果」を確認しなが
ら確実に「使える英語」を身に付けていきます。

テスト」が開催されました。
　京進からは、立木会長や担当取締役が現地での審査員を務め、日本語学習の成果を実感することができました。
　中国では、貴州大学をスタートとして、貴州民族大学、清華大学、北京対外経済貿易大学、中南大学、湖南大学、中山
大学、宜春大学、南昌理工学院、九江職業大学、延辺大学、大連大学、承徳看護学院等と関係づくりや交流をすすめて
います。

立木会長証書

Ⅶ　新たな事業領域・商品サービスの展開
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おやつ

園庭

親子遠足

保育事業の展開

自立型人間育成プログラム「リーチング」の発展

「京都公立高校前期選抜入試速報」を京進が担当 

京進ｅ-DES（e-learning)

京進ｅ予備校＠ will

■京進の保育園「ＨＯＰPA」
　待機児童が社会問題化しているなか、2011年11月、京進は総合教育
企業としてのノウハウを活かしたHOPPAプレミアム（認可外保育園）第１
号園を京都・四条烏丸にある「からすま京都ホテル」内に、２園目を東京
都世田谷区経堂に開園しました。
　また、2015年4月には小規模認可保育園を滋賀県草津市、兵庫県
神戸市に5園同時開園し、2016年4月には首都圏を中心に8園あらたに
開園します。
　園の名前は「HOPPA（ホッパ）」スウェーデン語で「ジャンプ・飛躍」を
意味し、「子ども達が未来に向かって大きく飛躍できますように」との願
いをこめ名づけました。
　HOPPAプレミアムでは、京進が母体ならではの設備やプログラムを特
長とし、ネイティブ講師によるイングリッシュタイム、表現力や論理的思
考、数的思考といった子ども達の能力の素地を育むことをねらいとした能
力開発レッスン（知育タイム）を導入しています。産地・鮮度にこだわった
食材を使用したランチや専用の屋上園庭・広 と々した室内プレイルームも
HOPPAプレミアムの魅力の一つです。
　2016年4月時点で、関西・首都圏でHOPPAプレミアム・HOPPA小規
模認可保育園あわせ15園の運営を行っています。

■「（株）ビーフェア」「（有）たまプラーザ ベビールーム」子会社化
　京進が運営する「ＨＯＰＰＡ」に加え、保育事業の基盤を拡大し、ブラ
ンド力を強化するために、2014年、東京都認証保育所（2001年東京都
が新設）の運営を行うビーフェア株式会社を子会社化し、東京都内に1３
園の保育所（東京都認証保育所８園、小規模認可保育園４園、杉並区か
らの運営委託１園）を運営しています（2016年4月時点）。
　また、2016年4月には横浜で最大の規模を誇る横浜保育室を運営す
る有限会社たまプラーザベビールームを吸収合併します。無限の可能性
を秘めている子ども達が、心身ともに健やかに成長するよう、家庭・地域
社会と連携を図りながら、子育て支援に努めています。

　子会社「株式会社アルファビート」は、リーチングメ
ソッド、特にドリームツリーを用いて、公立・私立小学校
での出前授業や学校など教育現場において公認インスト
ラクターによる自立型人間育成教育を展開しています。

企業・各種法人　　276社（2015年度4件プラス）
※味の素（株）、日本工学院専門学校、雇用人材

協会、日本インダストリアルデザイナー協会
学　　校　　　　112校　5,193名

　小4～高3対象にeラーニングシステムを活用し、京大
生の講師とface to faceのインタラクティブな授業を
行っています。

　自分の目標やレベルに合わせて、最適な講義を選び、
自分の都合のよい曜日・時間帯にてくり返し学べるイン
ターネット映像授業を運営しています。授業はブースに
設置された専用パソコンで受講し、有名予備校講師の授
業が好きなときに受講できる、「インターネットだからで
きる」新しい形の学習方法です。

実績（延べ件数） 2015年11月現在

当日の食事

食事風景

イングリッシュタイム　　　　　　　

毎年多くの学校にご
参加頂いています。

公立高校展

教育講演会

幼児教育「教育現場見学」

大学講義体感フェスタ

小学校受験検定の実施

学ぶ意欲をかきたてる機会づくり

　京都では毎年9月に公立高校展を開催しています。生
徒・保護者にとっては志望校となる学校の先生の話を直
接聞ける機会となり、志望校決定に大いにお役立て頂い
ています。

　参加者の関心が高い講演者をお招きして、子育て教育
に役立てて頂きたいと、毎年内容を変えて開催している
企画です。2015年は、「宇宙飛行士に学ぶ夢実現と宇宙
の魅力」「中学・高校時代に培いたい力～来るべき入試
改革に備えて～」「脳科学からみたほめる指導」「ほめ力
（ぢから）～自信を持たせる子育て論～」といった内容
でお話しいただきました。

　「幼児教育」部門では、生徒・保護者に私立小学校を
訪問して頂く機会を設け、先生方のお話や実際の教育現
場の見学・体験を通じて幼児教育の啓蒙活動を行ってい
ます。

　京進では、京都・滋賀の高校生を主な対象として、大
学教員による各専門分野の講義を体感するイベントを
開催しています。7月には文理５分野の研究者をお招きし
ました。高大連携が進むとはいえ、偏った開催になって
いる部分を私塾として補完できればと考えております。
特に、アンケートなどで、更なる学習への意欲が喚起さ
れたなどのコメントが目立つこともあり、有意義なイベン
トとなっています。

　小学校受験をするにあたり、いつまでにどんなことを
どのようなレベルまでできるようになっておくべきなのか
を合格から逆算した時期に検定の実施日を設定して行っ
ています。

　京進では、さまざまな形のイベントを開催し、教育関
連の情報伝達の機会や、他ではなかなか得られない情
報提供の機会を設けています。今後も生徒の知的興味・
関心を高める教育的な内容のイベントを開催する予定
です。

●中学受験アカデミック特別講義
京都大学など難関国公立大学の教員が大学生に向
けた講義さながらの授業を、中学受験を目指す生徒
に行うという企画です。15年度は「惑星科学」「深海
探査」について、開講しました。中学受験そのものに
直接結びつくわけではありませんが、知の深さ、学び
の面白さを実感することで、自ら学ぶ意欲の原動力と
なっています。

中入試・高入試報告会

入試相談会

　京進では、３月初旬の中学入試報告会を皮切りに、4
月の地域別高校入試報告会まで、それぞれの入試が終
わるとすぐに、報告会を開催しております。最新の情報
を生徒・保護者と共有することで、学習への糧となると
考えております。

　注目されている京都公立御三家（堀川、西京、嵯峨野
の３高校）全てが５教科入試になるなど近年京都の公立
高校入試が大きく変化しています。このような変化の中、
ＫＢＳ京都放送にて受験生を始め保護者も注目される
入試解説速報を京進が担当しました。

　毎年、京都と名古屋で生徒・保護者の皆様を対象に、
公私の小学校・中学校・高校に参加して頂き、無料で参
加できる大規模な入試相談会を実施しています。例年、
両会場合わせて数千人の来場があります。また、2015年
は、新たに大阪・奈良においても公私の中学校・高校を
お招きして開催いたしました。自分が受けたい学校の入
試担当者に直接相談できる貴重な機会としてご好評頂
いています。

　合格発表の興奮もさめやらぬ3月末に、京都・滋賀・
愛知にて新中学３年生（愛知は新小学６年生）と保護者
の皆さんを招待して開催いたしました。合格を勝ち取っ
た先輩方のスピーチを聞き、自分達も翌春の合格を勝ち
取るべく強く決意を固め、一歩を踏み出す契機となりま
した。

合格出陣式
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流動資産
1,713

負債・純資産合計
7,652

純資産
2,379

負債
5,273

純資産
2,706

負債・純資産合計
8,324

負債
5,617

第34期 第35期（H25年6月1日からH26年5月31日まで） （H26年6月1日からH27年5月31日まで）

売上高
10,148

売上
総利益
2,680

営業利益
279

経常利益
263

当期
純利益
73

売上高
10,825

売上原価
7,991

販売費及び
一般管理費
2,624

営業外収益
37

営業外費用
29

特別利益
142

特別損失
18

法人税等
250

売上
総利益
2,834

営業利益
209

経常利益
216

当期
純利益
90

連結貸借対照表（要約） （単位：百万円）

連結損益計算書（要約） （単位：百万円）

業績・財務データ Financial Data

商 号 株式会社 京 進（英語名 KYOSHIN CO.,LTD.）

本 社 所 在 地 〒600-8177 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382-1
TEL 075-365-1500（代表）

創 業 昭和50年6月

設 立 昭和56年4月2日

資 本 金 327,893千円

取 締 役 代 表 取 締 役 会 長 立 木 貞 昭

代 表 取 締 役 社 長 白 川 寛 治

専 務 取 締 役 土 坂 義 高

取 締 役 髙 橋 良 和

取 締 役 樽 　 井 　 み ど り

取 締 役 福 澤 一 彦

取 締 役 立 木 康 之

社 外 取 締 役 中 島 　 賢

社 外 取 締 役 市 原 洋 晴

社 外 取 締 役 竹 内 由 起

従 業 員 数 ）在現日13月5年72成平（）結連（名187

※

※

※

会社概況

株式情報 所有者別株式数分布

（平成27年8月20日現在）

金融機関
1,263千株

（15.1％）

金融商品取引業者
58千株

（0.7％）

外国法人
9千株

（0.1％）

合計
8,396
千株

その他の法人
2,604千株

（31.0％）

個人・その他
4,460千株

（53.1％）

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社 TCKホールディングス

京進社員持株会 617　　　　　7.35

2,474 　29.49

株式会社 三菱東京UFJ銀行 342　　　　　4.07

京進取引先持株会 267　　　　　3.19

立木 泰子 254　　　　　3.03

立木 康之 254　　　　　3.03

立木 貞昭 251　　　　　2.99

白川 寛治 250　　　　　2.98

株式会社 京都銀行 208　　　　　2.47

株式会社 池田泉州銀行 208　　　　　2.47
※持株比率は自己株式（6,685株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数 22,640,000株

発行済株式の総数 8,396,000株

株主数 1,484名

大株主（上位10名）

事業所数と生徒数の推移

（拠点） （人）第33期
（H25/5）

第34期
（H26/5）

第35期
（H27/5）

直営 フランチャイズ

235
258

95 103

25,468 25,654
26,633

0

100

200

300

242

102

0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000
期中平均生徒数

会社概況 & 株式情報 Corporate Profile & Stock Information

会社概況

株式情報

※当社は平成27年8月20日付にて監査等委員会設置会社に移行しました。
※取締役のうち、中島賢、市原洋晴、竹内由起は監査等委員である取締役で
　あります。

（平成27年5月31日現在） （平成27年5月31日現在）




