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卒業生の声

業績・財務データ

会社概況＆株式情報

◎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．福澤一彦  新社長より ⇒
2017年８月に福澤一彦が、株式会社京進代表取締役社長に就任しました。

２．京都経営品質賞受賞 ⇒
京進 英会話事業部が2016年度第１回京都経営品質賞優秀賞を受賞しました。

３．介護事業への進出 ⇒
2017年６月にシンセリティグループの株式を取得し、本格的に介護事業に参入しました。

４．社会福祉法人設立 ⇒
幼保連携型認定こども園の運営母体として、2017年に社会福祉法人「こころざし」を設立しました。

５．大人向け英会話教室をスタート ⇒
株式会社コペル・インターナショナルの株式を2017年４月に取得し、大人に特化した英会話教室をスタートさせました。

6．京進卒業生の活躍をご紹介 ⇒
京進で学んだ卒業生が夢をもって社会で活躍している「現在」をご紹介します。
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京進の安心・安全への思い

　京進は、過去における経験から、生徒のみなさま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。今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さらに進化

させるべく、全社をあげて取り組み続けていく所存です。

　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、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努力を続けております。

　しかしながら、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、社員に、いかにして、京進の安心・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、京進の社員及び講師も含む関係者ひとりひとりが、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1975年「京都進学教室」として創業し、43年目となります。創業以来、いかに地域の教育の向上
に貢献できるかを考え、実践してまいりました。2017年8月に代表取締役社長に就任し、「ひとりひとりを
大切に」の理念と、「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」という組織
価値観を引き継ぎ、今後ますます社会に貢献できるよう取り組んでおります。
　「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、創業以来現在に至るま
で様 な々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。2017年から参入した介護事業では、人の一生に寄り添う事業として、今後高齢化の進む
日本の社会に、貢献できると考えております。これから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、2016年度には、英会話事
業部が「京都経営品質賞優秀賞」を受賞することができました。
　また「京進」は、現在の日本が抱える労働問題（多様な雇用、休日や労働時間、育児や介護支援など）に
向き合い、働きやすく働き甲斐のある企業を目指して取り組んでいます。そのことが評価されて、2016年
4月には「第１回ホワイト企業アワード・ダイバーシティ部門賞」を、12月には「ワークライフバランス大賞・
奨励賞」を受賞することができました。
　当社はこれからも、組織価値観の具現化に愚直に取り組み、尽力してまいります。どうか、これからも
ご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

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
●新社屋（現本社ビル）完成
●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
●日本語教育事業部創設
●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
●保育事業部創設
●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
●国際人材交流事業部創設
●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を開校
●「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
●有限会社たまプラーザベビールームの株式を取得し、子会社化
●神戸日本語学院の事業を譲受
●ドイツで2校目となる京進ミュンヘン校を開校
●株式会社アイ・シー・シーの株式を取得し、子会社化
●有限会社リトルキッズの株式を取得し、子会社化
●介護事業部創設
●日本語アカデミーの事業を譲受し、日本語学校の運営開始
●株式会社コペル・インターナショナルの株式を取得し、英会話学校の運営開始
●シンセリティグループ株式会社の株式を取得し、介護事業開始
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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、2015年、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）

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

京進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、2016年11
月には、ミュンヘン校が開校しました。

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〉2018.02.01

339校・教室・園・拠点
フランチャイズ107教室

京進グループの事業所

●小学・中学・高校受験指導 ［全78校］
京都（27校）　滋賀（25校）　大阪（5校）　奈良（5校）　愛知（13校）
ドイツ（2校）　中国（1校）

●大学受験指導 ［全11校］
京都（5校）　滋賀（5校）　愛知（1校）

●個別指導 ［全246教室］
岩手（1教室）　福島（1教室）　茨城（3教室）　千葉（1教室）　東京（6教室）
神奈川（9教室）　埼玉（2教室）　福井（1教室）　石川（1教室）　山梨（1教室）
岐阜（1教室）　愛知（43教室）　三重（7教室）　滋賀（26教室）
京都（43教室）　奈良（19教室）　大阪（36教室）　兵庫（25教室）
和歌山（2教室）　岡山（2教室）　広島（7教室）　香川（1教室）
徳島（2教室）　福岡（2教室）　鹿児島（3教室）　アメリカ（1教室）

●Net学習 ［全1所］
京都（1所）

●英会話事業 ［全18校］
京都（4校）　滋賀（2校）　大阪（2校）　兵庫（5校）　東京（1校）
神奈川（4校）

●日本語教育事業［全12校・所］
東京（3校）　京都（1校）　大阪（1校）　兵庫（1校）　愛知（1校）　
茨城（1校）　福岡（1校）　中国（1校）　ベトナム（1所）
ミャンマー（1校）

●保育事業 ［全48園］
東京（19園）　京都（1園）　滋賀（6園）　大阪（3園）　兵庫（4園）
千葉（5園）　神奈川（7園）　広島（3園）

●介護事業 ［全39拠点］
大阪（24拠点）　兵庫（3拠点）　埼玉（5拠点）　広島（2拠点）　福岡（5拠点）

●研修事業 ［全1所］
東京（1所）

●研究所 ［全1所］
京都（1所）

●グループ会社［全19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）
株式会社アイ・シー・シー（茨城）
ビーフェア株式会社（東京）
株式会社ＨＯＰＰＡ（京都）
有限会社たまプラーザベビールーム（神奈川）
有限会社リトルキッズ（東京）
株式会社コペル・インターナショナル（東京）
シンセリティグループ株式会社（大阪）
有限会社ネクストライフ（大阪）
株式会社もぐもぐ（大阪）
ユアスマイル株式会社（大阪）
株式会社優空（大阪）
株式会社アルファビート（東京）
株式会社五葉出版（京都）

（平成30年2月1日現在）

　当社グループは、1975年に進学塾からスター
トし、事業領域を広げてきました。2014年の6月
に発表した中期経営計画を元に事業へ取り組
み、各部門の順調な成長により業績は堅調に推
移し、新たな事業展開も進んでいます。2018年度
より、「新：2020年ビジョン」を掲げ、「NEW京進」
として新たな３年をスタートいたします。
　当社グループは、総合教育企業、そして、人の一
生に関わる「一生支援事業」を展開する企業へと
発展していきます。

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。

人の一生に関わる
「一生支援事業」を
展開する企業へ

2014年度
2020年

ビジョン策定

〈2020年度にあるべき姿〉
●「リーチング」で、京進に関わる全ての人が自己成長を続けている
●「経営品質向上プログラム」で、さらなる質の向上に取り組んでいる
●「アメーバ経営」で収益性の向上を図り、連結売上250億、経常利益20億を達成している

2018年度
新ビジョン

長期構想



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。

グローバル社会に応える
海 外 にもネットワークを

ために、
広げています。

一時的に海外で暮らす子ども達に、
日本と同じ環境、同じレベルで学
受験を間近に帰国する生徒には、志
験情報も提供し、アドバイスも行い

帰国後の受験に備えて
習指導を行っています。
望校に関する様々な受
ます。

【ドイツ】 
デュッセルドルフ校・ミュンヘン校

【中   国】 広州校

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。

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。
長年培った京進の教育理念を柱に豊かな人間力
の基礎を育みます。認可保育園、小規模認可保育
園、認証保育所等、全国で多数運営しています。

0歳児～小学校就学前

2歳児～年長児

志望大学に完全対応する
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

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。
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
ルに応じたきめ細かい講座から最適な講座を受
講することができます。ライブ授業と組み合わせる
ことで、より効果的な弱点補強も可能となります。

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

社会人

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

大学現役合格を目指す高校生のための学習塾。

中学生・高校生
対象コース

※一部の校では、中高一貫校の中学生の受講も可能です。

大学受験 高校1年生～3年生

英会話

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。

国内外で外国人向けの日本語教育に取り組んでい
ます。主に大学・大学院への進学や就職に役立つカ
リキュラムにしています。学習塾のノウハウを生かし、
リーチング（自立型人材育成）指導も行っています。

日本と世界の懸け橋となる人材育成

日本語教育

国際人材交流

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

心に寄り添う介護
ひとりひとりを
大切にし、心に
寄り添った介護
関連サービス
を提供します。

介  護

保 育

最高級の環境で、最上級の教育を

小学1年生～3年生学童保育

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。

キャリアアップサポート
女性の「働く」を応援する
キャリアアップしたい女性を支援する
サービスを提供しています。

グループ

1110

京進の事業領域

人の一生に寄り添うことのできる企業へ。
私たちは、総合教育企業として、教育を通じた社会貢献を行います。

質の高い教育サービスを提供するとともに、世界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』を策定し自分たちの存在価値や、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、長期構想・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・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々を取材し、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

本部長会議

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

（PｗC京都監査法人）

監 査 課

中期経営計画策定／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
関係会社リスク委員会

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。

◎関係会社リスク委員会
　海外および国内における関係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改善活動およ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
通う生徒の皆様にも広める取り組みを始めています。

◎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発活動を行い、ルール
遵守の状況確認を行っています。

　内部統制会議
原則毎月（うち２回は安全対策会議として開催）、内部統制に関わる
様々な課題と、全社の安全体制について討議を重ね、リスク防止に向
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。

　本部長会議
原則毎月、本部長が出席し、全社課題の方向性を検討・共有しています。

〈安全・安心を目指した体制と組織づくり〉
　京進では、生徒の皆様方の安全を最重要課題として位置付けて、これまで様々な仕組みづくりや取り組
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うえでの
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見と是正に努めています。
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し、業務執行の責任と役割の明確化、意思決定・業務執行の迅速化をはかるために執
行役員制度を設けております。

監査等委員会設置会社への移行
京進は、監査等委員会を設置し、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、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実を図っています。
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　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に、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。
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全・安心な塾の一員として
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
　不審者が侵入した場合を想定して、応対の仕方や
警察の通報のタイミングを記載したマニュアルを共有し、

「安全の日」等で読み合わせや注意喚起を行っています。

◎「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」を定期的に社員
全員に発信しています。京進の社員として、また社会の
一員として規範意識を持つために、法令や社内ルール
だけでなく、今社会で起こっている事案も題材に啓発を
行っています。

◎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います。また、社員および社員の
家族に対して、ヘルスカウンセラーが対応する社外相談
窓口EAP（Employee Assistance 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、給与明細の一覧や組織
価値観に沿った活動事例の映像を紹介するとともに、
安全・安心に関する事柄、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
　2006年より、毎年６月10日、12月10日を「安全の日」
と定め、安全・安心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、日常を振り返り、問題点
を解決するために討議を行い、具体的な安全対策に取り
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。

社員・講師に対して
活 動 報 告

講習風景

2017 年訓練風景（本社）

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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基本方針

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。

京進ハンドブック京進ハンドブック

■全従業員が携帯する「京進ハンドブック」とは
　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「コンプライアンス（法令遵守）」のために求められる行動を記載し、
ミーティング等で読み合せることで浸透を図っています。

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 の々生徒の皆様への
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を通じて情報交換に努め
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

●常時施錠で不審者侵入対策

●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？

校・教室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づきの報告、社員で構成される安全対策委員や、部長会、
内部統制会議など幹部の会議を通じた課題の検討をもとに、本社から発信される年２回の「安全の
日」の取り組みによって進められます。その進捗は、８月と１月の安全対策会議で報告され、次のアク
ションにつながっています。
この流れを図にしたのが、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。

●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。

●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通して採用され、社員の場合は「卒業証明書」を、講師の場合は「在学証明
書」または「卒業証明書」を採用時に提出して、十分な審査を経て採用されています。

●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。

●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。
●スクールバス（一部）を安全に運行できるように、全バスにドライブレコーダーを搭載、運行頂く会

社との安全をテーマにしたミーティング等による連携を行っています。

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

4

7

2
6

5

3

【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。

■安全対策会議　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。

●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ケガ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ＨＰをご参照ください）

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、その他の様々
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、安全な町づくりや犯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。

●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

10

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。

ミャンマーの国立ろう学校への支援

将来は大学も
寄付したい

いきさつ

寄付の内容

ろう学校の生徒が作ったエコバッグを京進の
生徒や保護者の方、職員が買うことで自立を
支援する活動を、様々な機会で展開していま
す。4/29（祝）関西入試相談会、保護者会、
夏期講習など様々な場面で呼びかけ、浸透を
図っています。

支援の輪を広げるために

関西入試相談会のPRコーナーで 関西入試相談会でPR
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 「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

マイベストプロWebサイト

　京都産業大学は、国内でも評判の高いキャリア教育プログラムが行われており京進としてもPBL（Project-
Based-Learning）授業に4年連続で参加協力しました。
　4年目のテーマは京進の日本語学校であるKLA京都中央校を
舞台として「日本一魅力的な日本語学校をプロデュースして下さい」
という課題に取り組んで頂きました。テレビ電話での海外学生さん
との質問会や大学のキャンパスツアーを企画、立案、実行して
いく過程で文化を越えた学びの機会を得て頂きました。
　2017年の下半期はPBL授業の発展型でもある「ハイブリッド授
業プログラム」にも参画。京進社員1名と学生3名がチームとなっ
て、新卒採用向けの広報物作成に取り組んで頂きました。

　2017年10月8日に開催された京都の学生団体プロデュースイベント第15
回「京都学生祭典」に協賛しました。
　今年は協賛2年目ということもあり、企画段階から支援を行い、5月には
京進講師による「リーチングセミナー」を開催しました。夢を描き、目標
に向かって努力を続ける自立型人材として成長して頂くセミナーとして幹部
学生の皆さんに受講を頂きました。
　10月の本祭では、晴天に恵まれ、数万人の市民の方が参加される中で
京進ユニバーサルキャンパスのブース出展を行い、英語ネイティブ講師
による実験や工作教室を開催し、本祭の盛り上げをサポートしました。
　当社では毎年4000名近くの学生講師の方々に働いて頂いていることも
あり今後も学生の皆さんが自立型人材として成長して頂ける活動に教育と
いうかたちで貢献をして参りたいと考えております。

継続している取り組み

新しい取り組み

京都学生祭典15th（2017）への協賛

　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。

京進これから研究所内「江川先生の学習相談ダイヤル」

　滋賀県の小学生に、通称「うみのこ」で親しまれているフローティングスクールの学習船が新造されることになり、地域
に貢献したい思いから、学習機器類費用として寄付いたします。

新びわ湖フローティングスクール事業への寄付

2017京都産業大学PBL授業およびハイブリッド授業への参画

　2017年4月9日、滋賀県内の事業所に勤務する職員中心に約90
名が参加して、琵琶湖沿岸（草津市の北山田緑地公園）の清掃を行
いました。こうした地域貢献につながる共同作業は、職員の絆を深
める機会としても大切にしています。

　2018年１月13日（土）大阪にあるデフスクール「デフアカデミー」で、「『夢』を描く
ドリームツリー授業」を行ないました。聴覚に障がいがある子どもたちが、夢や目標を
持つのが難しいとお聞きし、京進のリーチングで協力したいと思ったからです。当日は、
小学４年生から中学３年生まで12名の生徒が参加。聴覚障がいを持ちながら夢を叶
えたスクールの先生の話もしていただき、生徒たちは真剣に自分の夢を考えていまし
た。京進社員も、覚えたての手話や筆談でお手伝いをし、笑顔あふれる授業が終了。
スクールの先生からは、「こんなにイキイキしている生徒を見たことがない」というお
声をいただきました。

琵琶湖清掃活動

デフアカデミー支援

　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。

※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。

ヨシ刈り

「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。

　京進が災害に備えて各事業所に配備している備蓄品の入替時期を前倒しして、一部をフードドライブ活動団体に寄付
しました。
※フードドライブ：余っている食べ物を持ち寄り、それらをまとめて地域の福祉団体や施設に寄付する活動

ピンクリボン運動

フードドライブへの協力

　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。

エフエム滋賀『防災ハンドブック2017年度版』への協賛
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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づくり」、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。
　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

役職
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
育成

プログラム

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
＆
B
S
合
同
研
修

新
入
社
員（
入
社
時
）研
修

３
年
目
チ
ャ
レ
ン
ジ
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
■アメーバ経営
■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

　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。

　京都経営品質賞は、京都府内の組織を対象に、経営革新のモデルとしてふさわしい
組織を表彰するもので、この中でも優秀賞は、経営品質向上活動に継続的に取組み、卓越
した経営の実現に向けた努力が顕著に認められる組織に与えられます。

1  楽しい英会話学校の実現に向けた継続的プロセス改善
2  新規出校のスピードアップと新たなビジネス開発

　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と懇親会を行っています。
2017年はみやこメッセでの表彰式と三重県の長島温泉での社員旅行が
開催されました。
　表彰式は「未来へ」をテーマに700名を越える社員とスタッフが参加し、
組織価値観に沿った2016年の活動に対して、多様な表彰が行われま
した。
　表彰式後は長島温泉で懇親を深め、2日目にはナガシマスパーランドや
アンパンマンミュージアムへ社員のご家族も招待しての懇親イベントや
若手社員有志によるフットサルイベントなどが行われ、社員の絆を深め
ました。

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

優秀賞受賞理由

優秀賞受賞理由

全社的研修活動3

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8名の部長が登用されています。

京進が目指す姿と４つの基本理念

目指す
理想的な姿

当社は、創業者である立木会長の「積極的に生き抜いて国際社会で活躍できる人材を育成したい」
という思いのもと、組織価値観（組織目的）と「2020年ビジョン」を策定し、組織全体で共有して
います。組織価値観を土台として、「自立できる人を育成し、人々の夢の実現をサポートしたい」「教育
を通じて世界中の人 の々成長に貢献したい」というコンセプトを形成しています。

　待遇や労働環境の改善はもちろんのこと、社員自
身の成長実感や他社への貢献実感が大切な社員満
足の要素と考え、社員の皆さんが「自立できる人」で
あってほしいと強く願っています。そのような考えか

ら「自立」を共通の要素
とした「リーチング」「ア
メーバ経営」「経営品質
向上プログラム」を導入
し、社員育成の３本柱と
位置づけています。

　「自立できる人の育成」を通じて世の中に
貢献できる人を輩出することが当社の顧客価
値でもあり、社会への貢献であるとも考えてい
ます。あわせて、未来を担う大切な
子どもたちを預かる教育機関とし
て、卓越した「安全・安心」を提供
し続けます。また、教育以外にも、
世のため人のために役に立つ分野
に積極的に取り組むことで、社会に
対して貢献を行っていきます。

　現在の柱である学習塾事業では、
「リーチング」を背景に「見えない学力を
伸ばすことで、見える学力を伸ばす」と
いうことを顧客の価値とし、「脳科学に
基づく最先端の学習指導法リーチングメソッド」として
提供を行っています。また、新たな事業では、市場の
成長を先読みし、ニーズの高い地域にいち早くサー
ビス提供できるよう積極的に出店をすることを当面
の価値としながら、学習塾事業で培ったノウハウを取
り入れ、将来の顧客ニーズの変化に備えています。

社員重視 顧客本位

独自能力 社会との調和

リーチングＪＱＡ アメーバ
経営

　少子化の進行という環境の中で、学習塾事業だ
けに留まらず、市場の成長を先読みし、新たな事

業を成長させています。また、社員
育成の柱である「リーチング」は、組
織風土へと昇華しつつあり、社員の
皆さんが自立することで、顧客の自
立を促す（自立できる人の育成）と
いう流れを形成しており、当社の原
動力であります。

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

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）

全員参加の経営

＊立候補＋推薦制

2013年度 関西経営品質賞
表彰式

TOPΣ草津校

2016年度 第１回京都経営品質賞優秀賞

「“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。

　新たな人事評価制度として導入された「コンピテンシー評価」をテーマに、300社を越える人事コンサルティングをさ
れ、「人事の学校」主宰としても知られる㈱フォーノーツの西尾社長に研修講師をお願いしました。
　また新マネージャー対象の「マネジメントゲーム研修」では、他企業社員との交流もテーマとし経営の実践知識を学
びました。

ミドルマネージャー研修（2013年～）

京進  英会話事業部 2016年度
第１回

京都経営品質賞受賞！

関西圏の
教育サービス業界初！
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経営品質向上基礎研修（2002年～）
　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。

＊立候補制

30

人事考課制度

新入社員（フォローアップ）研修（2012年～）

BS（Brother & Sister）制度（2003年～）

社内経営セミナー（2006年～）

新管理職研修（2014年～）

3年目チャレンジ研修（2017年～）　

　京進では、「達成評価」と「コンピテンシー評価」を大きな2つの柱としています。

　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。（4月～10月に計５回）
　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 な々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。

　社員が経営の基本的リテラシーを身に付けるため、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を発表します。優れた計画については「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。

　新卒入社3年目の社員を対象とし、1回目では先輩社員からキャリアを学び、2回目では
全ての本部の本部長を前に全員が「キャリアプラン発表」を行います。これまでの成長を
振り返ると共に、今後の成長へ向けての夢や目標を設定する貴重な機会としています。

評価制度4

【新入社員研修】最終成果発表会

＊立候補制

＊推薦制

◎達成評価
　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。
◎コンピテンシー評価
　クラスごとに求められるコンピテンシー（京進社員として優秀な成果を発揮する行動特性）を明示し、成長と育成を意
図したポジティブな視点から評価しています。

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
　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。

　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。

 2014年 2015年 2016年
男女（正社員）の平均年齢 35.7歳 35.7歳 35.9歳
男性（正社員）の平均年齢 37.4歳 37.4歳 37.5歳
女性（正社員）の平均年齢 31.9歳 31.9歳 31.9歳
男女（正社員）の平均勤続年数 9.4年 9.3年 9.5年
男性（正社員）の平均勤続年数 10.1年 10.1年 10.3年
女性（正社員）の平均勤続年数 7.7年 7.5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 11.1日 10.5日 10.4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
◎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　
◎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

 2014年 2015年 2016年
正社員に占める女性の割合 31.5% 30.7% 30.1%
課長相当職に占める女性の割合 21.8% 20.5% 22.1%
ワークライフバランス満足率 50.4% 55.9% 55.9%
はよ帰ろうDAY達成率 33.8% 38.2% 41.2%
女性の育児休業制度利用者数 100.0%(8名中8名) 100.0%(4名中4名) 100.0%(4名中4名)
男性の育児休業制度利用者数 61.9%(21名中13名) 72.2%(18名中13名) 68.0％(25名中17名)
育児休業からの女性社員の復職率 66.7%(3名中2名) 80.0%(5名中4名) 85.7%(7名中6名)
育児短時間勤務制度利用者数 11名 9名 11名
介護休業制度利用者数 0名 1名 0名
ハートフル雇用率 2.1% 2.3% 2.1%
外国籍の従業員の割合 3.0%(19名) 4.0%(26名) 4.7%(32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

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」をもと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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●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30万円分と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）
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ことや社外専門家のアドバイスを受けたいとき
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、次のステップへつなげる
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。

 2014年 2015年 2016
永年勤続者慰労旅行 44名 44名 45名
慶事列席援助制度 47名 50名 70名
リゾートトラスト 75名 80名 95名
子育て応援祝い金支給制度 36名 42名 48名
社内開業支援制度 0名 1名 1名
学費割引制度 166名 139名 151名
自学習慣支援制度 21名 14名 18名
新生活応援金制度 3名 8名 19名
社員持株会制度 82名 75名 75名
団体生命保険制度 60名 57名 53名

財産形成貯蓄制度 52名 46名 44名

育児サポート休暇 52日 101日 129日
ＷＬＢサポート休暇 ― 92日 120日
京進メイト復職支援制度 ― 10名 8名
保育士資格取得援助制度 ― 4名 4名

■各制度の利用者数推移（＊2014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。 アカデミック特別講義
小学5・6年生を主な対象にした大学教員に
よる特別講義です。科学への興味を引き出
し、大きな夢を与える機会となっています。

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。

Ⅵ　顧客価値向上のための仕組み

当社のコンセプトと顧客（お客さま）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～

◎当社のコンセプト
　当社は、創業者（立木会長）の「積極的に生き抜いて国際社会で活躍できる人材を育成したい」という思いのもと、
組織価値観（組織目的）と中長期ビジョン（2020年ビジョン）を示し、組織全体で共有しています。組織価値観を土台と
して、「自立できる人を育成し、人々の夢の実現をサポートしたい」「教育を通じて世界中の人々の成長に貢献したい」と
いうコンセプトを形成しています。

◎顧客（お客さま）への提供価値
　教育理念の実践を提供価値の土台としており、「自立と貢献のできる人」「国際社会で活躍できる人」を育てることが
使命であると考えています。現在の柱である学習塾事業では、「リーチング」を背景に「見えない学力を伸ばすことで、
見える学力を伸ばす」ということを顧客の価値とし、「脳科学に基づく最先端の学習指導法リーチングメソッド」として
提供を行っています。また、新たに展開している事業では、市場の成長を先読みし、ニーズの高い地域にいち早くサービス
提供できるよう積極的に出店をすることを当面の価値としながら、学習塾事業で培ったノウハウを取り入れ、将来の顧客
ニーズの変化に備えています。

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14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、学習塾事業の小学４年生以上の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。

論理ｉｎｇ（ロンリング）
「文章を読み取る力」「文章を書く力」「考えを説明
する力」の３つの力を養い、論理力を強化、国語
力を向上させることを目的としたコースです。記述
問題、作文を書く、長文を読むなどの土台を作り
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。



【目標管理・ルーティンチェック部門受賞作品】
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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

保護者アンケート

授業アンケート

大学入試改革に向けた取組み

お客様相談センター

映像コンテンツ提供の推進
　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。

　今年も夏にリーチング学習手帳の取り組み事例を
募集したところ、素晴らしい使用例が多く寄せられまし
た。応募作品の中から、「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」
それぞれに優秀賞・最優秀賞を選定し、表彰してい
ます。生徒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。

　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。

　2020年度からはじまる入試改革では、知識・技能の
習得に加えて、「思考力・表現力・判断力」が重視される
ようになります。
　京進では、こうした変化に対応するために、新たな講
座や学習システムを現在続 と々投入中ですので、ぜひご
期待ください。
　また、京進では、『脳科学に基づくリーチングメソッ
ド』を通じて、自ら考え学ぶ力を育んできました。今回の
改革は、京進のこうした取組みに沿った方向で進められ
ており、京進生たちの本領がより発揮されるようになる
と考えています。

　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。

　学習塾部門では、模擬試験の解説や特訓講座の動画
配信を行っています。
　多くの生徒を合格に導いてきた京進のトップ講師に
よる解説授業を、自宅のパソコンやスマートフォンで何度
でもくり返し視聴できるのが特長です。
　また、理科・社会の授業では，画像や資料を豊富に
用いることで、よりはやくイメージや理解を深める動画
を使用しています。
　今後も動画コンテンツを充実させていく予定です。

【ドリームツリー部門受賞作品】

【学習ダイアリー部門受賞作品】

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。
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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、
直営の校と教室をフランチャイズ展開しています。また、
海外では、教育で世界一を目指す経営理念に基づき、
学習塾ではデュッセルドルフ校、ミュンヘン校（いずれも
ドイツ）、広州校（中国）、個別指導教室ではＮＹハリソ
ン教室（アメリカ合衆国・ニューヨーク）を開校していま
す。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おりま
す。「京進ランゲージアカデミー（KLA）グループ」として計9校舎（東京3校、茨城1校、愛知1
校、京都1校、大阪1校、兵庫1校、福岡1校）となり（2018年4月1日現在）、中国、ベトナム、ネ
パールなどの国を中心に世界34ヶ国から2,000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、学校生活を送っています。我々は、日本語学習を通じて教育・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。

■第２回KLA全国合同スピーチ大会開催
　2017年9月6日、KLAグループ9校の合同イベントとして、「第2回KLA全国
合同スピーチ大会」が東京で開催されました。「想いを日本語にのせて」を
テーマとして、学生・職員合計750名が一堂に会し、各校から選抜された18
名がスピ―チを行いました。この大会は学生主体の運営を旨としており、ポス
ター作成から当日の舞台設営、道案内、受付、司会など実行委員を中心とし
た、多くの学生参画により開催できました。今回から同時開催でカラオケ大会
や大会翌日にはスピーチ大会に参加した学生の交流会も開催され、学生たち
にとって充実した時間となったようです。

デュッセルドルフ校

広州校

京進 JETC/KLA ヤンゴン校

広州校

京進ミュンヘン校

NYハリソン教室

KLA全国合同スピーチ大会

京都の景観に溶け込んだ
KLA 京都中央校外観

　京進の事業の柱は学習塾事業です。集合教育のも
とで小学受験、中学受験、高校受験、大学受験を指
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、保育事業、日本語教育事業、そして
介護事業へと事業展開をしています。
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■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。2017
年度は、中国の延辺大学、貴州大学、ミャンマーヤンゴン市内で「京進杯スピーチコンテスト」が開催されました。
　京進からは、立木会長や担当役員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、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。

■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もと、進出する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

身振りを交えて表現力豊かにスピーチ

清華・京進発展フォーラム
　2014年夏、中国の名門大学として名高い清華大学と共同で、今後10年に渡り、日中文化及び経済の友好交流を目的と
したフォーラムを設立しました。
　清華大学は、1911年に創立された中国で最も著名な大学の一つで、胡錦濤氏、習近平氏などの政治家、学者、専門家
など多くの優れた人材を輩出している総合大学です。
　フォーラムでは日中文化、経済界において有名な専門家、学者、中国政府部門関係のリーダー、日中有名企業代表など
をゲストスピーカーとして招待し、講演会やシンポジウムを開催します。
　当社の経営理念である「日本と世界の教育・文化の向上に貢献する」ことを目指し、国際社会における善良な交流が
図れるよう、活動を行ってまいります。

■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7ヶ所、
ミャンマー2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
　私たちのミッションは、『国際社会で活躍できる人の育成』を実現するために、子どもたちが楽しく学習する環境を
提供することです。ユニバーサルキャンパスは、幼少期からネイティブ講師による英会話指導で、「楽しい」ということ
をコンセプトに、英語に慣れ親しみながら、「話すこと（やりとり）」「話すこと（発表）」「聞くこと」「読むこと」「書く
こと」５つの領域をバランスよく、段階的にマスターすることができます。
　また、通常の英会話レッスン（インプット学習）に加え、年間６回のピクニック、サマーキャンプや欧米の文化的な背景
を理解するためのイベントや100名以上の前で発表をするスピーチ発表会を通して、英語を積極的に使う（アウトプット
学習）により、子どもたちの成長をサポートしております。

知育time

THE HOPPA ROYAL KIDS

保育事業の展開

園生活

English time

■保育事業の展開  京進のほいくえんグループ
　京進のほいくえんグループは、「HOPPA」「ビーフェア」「リトルキッズ」の3つのブラ
ンド名で、小規模認可保育園・認可保育園・東京都認証保育所・プレミアム保育園（認可
外保育園）などを全国に展開しています。
　2017年11月現在48園を運営しており、2018年4月開園予定を含めると、合計63園
となります。
●京進のほいくえんグループ 主な沿革
2011年  第1号園となるプレミアム保育園「HOPPAからすま京都ホテル」を開園
2013年  第2号園となるプレミアム保育園「HOPPA世田谷経堂」を開園
2014年  ビーフェア株式会社がグループに加わる
2015年  小規模認可保育園を6園同時開園
2016年  小規模認可保育園を10園同時開園

学童保育「THE HOPPA ROYAL KIDS」を開園 
有限会社たまプラーザベビールームがグループに加わる（HOPPAたまプラ
―ザベビールーム）
有限会社リトルキッズがグループに加わる（リトルキッズファースト保育園）

2017年  認可保育園を7園、小規模認可保育所を10園同時開園

2018年　4月1日　HOPPA認可保育園を愛知県・千葉県に5園同時開園予定
HOPPA小規模認可保育園を沖縄県・広島県・愛知県・兵庫県に8園
同時開園予定
ビーフェア初の認可保育園を東京都に1園開園予定
ビーフェア小規模認可保育園を東京都に1園開園予定

●オリジナルプログラム
　京進の長年の知見を投入したオリジナルプログラムを導入しています。
　ネイティブ講師によるEnglish timeや、表現力や論理的思考、数的思考といった能力の素地を育むことをねらい
とした能力開発lesson（知育time）。「臨界期」（※その能力を取得できる限界の時期）を重視し、子どもたちの成長
を教育の面からも応援するこれらのプログラムは、「京進のほいくえんだからこそ実現できるもの」として、保護者の
皆様から絶大な人気を誇るだけでなく、全国の自治体が相次いで視察にお越しになっています。
　子どもたちの将来に最も影響を与えるであろう乳幼児期の生活や教育に携わることで、企業として、地域貢献およ
び将来の人財育成・国力強化の一端を担うことを社会使命としています。

●京進のほいくえんグループ 開園数

21

7 7 6 5
1 1

都道府県別開園数（※2018年4月開園予定含む） 形態別開園数（※2018年4月開園予定含む）

小規模認可保育園 37

沖縄京都大阪愛知兵庫東京

25

20
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5

0
千葉 広島 神奈川 滋賀

認可保育園 14

認可外保育園 2
横浜市認定横浜保育室 1 杉並区運営委託 1

東京都認証保育所 8

9

3 3

日本語教育を通じて日本と海外の文化のかけ橋に ■大人に特化した英会話教室をスタート
　首都圏において主に大人向けに質の高いバイリンガル講師による英語指導を行っている株式会社コペル・インターナ
ショナルを、2017年4月に子会社化しました。コペルのレッスンは限りなく実践に近いカリキュラムで活きた英語や微妙
なニュアンスが身につきます。基礎、初級のスピーキングクラスは、日本語が話せる講師が担当しますので、質問・疑問が
あれば、その場で解決できるのが最大のポイントです。　
　オンライン予約やWeb講座、単発セミナー（祝日、週末に各地で開催）など、幅広く大人の学びをサポートしております。
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自立型人間育成プログラム「リーチング」の発展

入試分析をメディアを通して発信

京進ｅ-DES（e-learning)

京進ｅ予備校

　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・私立小中学校
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・団体　280社
※（株）ピュアメイト、高知青年会議所が新たに

ドリームツリー使用団体として加わりました。
学　　校　　　144校　6,994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。

　志望校やレベルに応じて、きめ細かいラインナップから最適な講義を選び、自分の都合のよい曜日・時間帯で、くり返
し学べるインターネット映像講座を提供しています。授業は各校舎のブースに設置された専用パソコンで、受講すること
ができます。（京進e予備校は、ハイスクール＠willを使っています。）

実績（延べ件数） 2017年11月現在

教育講演会

小学校の先生方による教育講演会

アカデミック特別講義

小学校受験検定の実施

介護事業への進出

　保護者の関心が高い講演者をお招きして、子育てに役立てていただき
たいと、毎年開催している企画です。17年度は、「変わる学び、変わらない
学び～AIの進化から見えること～」「子供たちのやる気をいかに引き出す
か～お子様の長所の伸ばし方～」「グローバル・ＡＩ時代を迎える2030
年代 そこで活躍する今の小学生達に届けるべき教育とは？」「親だから
できる『これからの学力』の伸ばし方～2020年からの大学入試に向けて
～」といった内容でお話しいただきました。

　京進ぷれわんでは、小学校の校長先生などにお越しいただいて、保護者の方にそれぞれの学校の教育方針等を知って
いただく機会を作っています。

　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考え、
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。

　2017年6月より、シンセリティグループの株式を取得し、介護事業へ本
格参入しています。シンセリティグループは、5府県（埼玉県、大阪府、兵
庫県、広島県、福岡県）に、21の介護施設を展開しており、持株会社であ
るシンセリティグループ株式会社を基点として、施設運営を行う有限会社
ネクストライフ、配食サービスを提供する株式会社もぐもぐ、訪問介護等
の介護サービスを提供する株式会社優空、ユアスマイル株式会社の4つ
の事業会社を運営しています。
　今後ますます高齢化が進む中で、介護の必要性、重要性は高まってい
ます。一方、高齢者を取り巻く環境は厳しさを増し、介護離職、介護難民
等の社会問題が顕在化してきています。高齢者“ひとりひとり”に寄り添
い、「今日をいきいき暮らし、明日が来ることを楽しみにできる毎日」を創
り出すとともに、教育企業として、介護に関わる人を育て、人に寄り添い、
暮らしを豊かにできる付加価値を生み出していきます。

中学・高校入試報告会
　京進では、３月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。

　京進では、京都で関心の高い入試の分析をメディアを通して発信しています。2017年度は、「京都公立高校前期選抜
入試速報」をKBS京都で、「センター試験数学ⅠA・ⅡBの分析」と「京都大学前期日程理系数学の分析と解答例」を京
都新聞で発信いたしました。

毎年多くの学校にご参加頂いています。

入試相談会
　毎年、京都（4月29日）と名古屋（9月初旬）で生徒・保護者の皆様を
対象に、国公私の小学校・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年からは大阪・奈良においても公私
の中学校・高校をお招きして開催しております。自分が受験したい学校
の先生方に直接相談できる貴重な機会としてご好評いただいています。
また、2017年度は、公立高校のみをお招きした「公立高校展」を京都で
は7月、奈良では9月に実施いたしました。

　合格発表の興奮も冷めやらぬ3月末に、京都・滋賀・愛知において、主に
受験生およびその保護者の皆さんをお招きして開催いたしました。直前
に合格を勝ち取った先輩方のスピーチを聞き、自分たちも翌春の合格を
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。

　滋賀県近江八幡市に2019年春開園予定の『幼保連携型認定こども園』の運営母体として2017年に社会福祉法人「こころざ
し」を設立致しました。（現在は株式会社がこども園を運営することは認められていないため、別に法人を設立）
　今後地域の保育ニーズに応えていけるよう、まず近江八幡市での開園へ向けて準備を進めています。

合格出陣式

社会福祉法人設立（こども園開園に向けて）

施設内食堂

（有）ネクストライフ本社職員

　京都大学など難関大学の教員が大学生に向けた講義さながらの授
業を、小学５・６年生を中心とした生徒たちに行うという企画です。17年
度は「太陽」「植物の不思議」をテーマに開催しました。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。

東京大学教授 池谷裕二先生の講演会



　僕が京進に入ったのは、中1になる春でした。先生方が丁寧に教えてくれたおかげで、学年1位で中学時代を過ごすことができました。医師を目指したのは
中2のとき。その夢を叶えるにはどのような高校や大学に進むのがいいのか、京進の先生に相談して洛南高校に進学、学校の授業が終わればすぐに京進の授
業に出て、授業のない日は自習室にこもってひたすら勉強していました。京都大学医学部は全国の難関校の中でも優秀な人が入学してくるので、みんな自分
の勉強の仕方を確立しています。僕も高校時代に嫌というほど勉強した経験が、医学部のハードなカリキュラムをこなすのに役立ちました。
　研修医のときに将来のロールモデルとなる先生に出会い、今はその先生と同じ内科の呼吸器科で日々、患者さんと向き合っています。僕が診断した患者さ
んを薬で治療していくのか、外科手術を外科に依頼するか判断をするのは、僕の役目です。ときには、今の医療では救えない患者さんの一生の終わりに立ち
会い、悔しい気持ちになることもあります。一方、自分の下した診断で病気が治って「先生、ありがとう」と言われると、職業を通して、人から感謝される医者
という仕事に就いて、つくづくよかったと思います。
　医者の仕事の相手は必ず人です。人は必ず最後は死にます。最期のときに「いい人生だった」と思ってもらえるように、スキルをあげ、知識を増やし、常に
100％の力で患者さんと向き合える力を身につけていきたいと思います。そして多くの人の「ありがとう」の言葉とともに生きていきたいと思っています。

『人の一生に向き合う力を』 橋本  健太郎さん 医師
PROFILE●中1から京進野洲校に入室し、洛南高校に合格。高校入学後は、TOPΣ京進京都駅前校で、実力を高め、
京都大学医学部医学科に進学。現在、医師としての道を歩んでいる。

■京進生が使用するリーチング学習手帳
に夢を書き込んでいただきました。

　京進守山校に入り、勉強する楽しさを教えてもらったので、勉強が苦にならず過ごせました。おかげで大学に入るまで勉強が嫌いにならずにすみ、研究者
への道に進むことができました。京進では社会の先生の授業がとても面白く、社会が得意になったのですが、理数系の科目も得意にすることができたので、
高校も膳所高校の理数科に進学しました。
 高校に入ってからは、理数科だったので、なんとなく大学は工学部にしようかと思っていました。しかし、京都大学の公開講座で農学部の先生が、高級アイ
スクリームと普通のアイスクリームを電子顕微鏡で写した画像を見せて、面白いプレゼンをしてくれました。「食品は奥が深い」と感銘を受け、農学部を目指
すことに決めました。
　今はさまざまな食品を研究しています。大切なのは、「食品は科学で語れる」ということ。日本の最先端の研究で食品の機能性を追究し、食品本来の良さ
を科学的に解明するのが使命だと思っています。トマト1つとってもまだまだ解明できていないことが多く、1つ1つ地道に研究を重ねて、まだ見つかっていな
い新しい成分の発見をしていきたいと思っています。そして、食品の持つ可能性をもっとみなさんに知っていただき、国民の健康の増進に役立ててもらいたい
というのが今の大きな夢です。

『国民の健康増進に役立つ研究を』
高橋  春弥さん 京都大学大学院 農学研究科食品生物科学専攻・食品分子機能学分野 助教
PROFILE●京進守山校を卒業し、膳所高校（理数科）に入学。TOPΣ草津校、TOPΣ京都駅前校に通い、京都大学農
学部に入学。博士号の学位を取得し、京都大学大学院農学研究科食品生物科学専攻・食品分子機能学分野 助教。

■京進生が使用するリーチング学習手帳
に夢を書き込んでいただきました。

4140

ワークライフバランス大賞
　個人の様々な活動によるワークライフバランス実現を
支援している企業や組織の実効性ある取り組みを表彰す
ることで、一層の社会的な普及・啓発を進めることを目的
に公益財団法人 日本生産性本部により創設された表彰
制度です。
　2002年から取り組み続けている定時退社キャンぺーン
や、従業員の意識改革と風土
づくりが評価され、2016年11
月の第9回表彰において「奨励
賞」を受賞しました。

Smart Life Project
　人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れるこ
とを目標に、「健康寿命をのばしましょう」を合言葉に、運
動、食生活、禁煙の３分野を中心とした具体的アクション
を呼びかける厚生労働省推進の運動です。
　受動喫煙防止の推進や、健康増進普及月間での生活習
慣・食生活改善の取り組みにより、2013年5月から賛同
企業として認定されています。

きょうと健康づくり実践企業認証（京都府）
　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認証制
度です。
　健康診断の受診率の高さや、

従業員の健康づくり推進の取り組みが認められ、2014年
1月に実践企業として認証されました。

カエル！ジャパン
　心地よく働くためにまずは
「ひとつ働き方を変えてみ
る」をスローガンに、仕事上の責任を果たしながらも、家
庭や地域生活・人生のさまざまな段階に応じて、多様な
生き方が選択・実現できる社会を目指して内閣府が推進
する運動です。
　2013年5月から賛同企業として登録し、社内システム
利用停止時間の設定など退社促進の風土づくりに取り組
んでいます。

ポジティブ・オフ運動
　「休暇を取得して外出や旅行などを楽しむことを積極的
に促進し、休暇（オフ）を前向き（ポジティブ）にとらえて楽
しもう」と観光庁が提唱・推進する運動です。 
　永年勤続慰労の旅行制度などにより、2012年10月か
ら賛同企業として認定されています。

　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。

OK企業認定（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
推進するため、京都「おやじの会」連絡会と京都市教育
委員会により創設された認定制度です。
　妻の出産時に取得できる特別休暇や、「はよ帰ろう
DAY」の取り組みによ
り、2012年10月にO（お
やじの）K（子育て参加
に理解がある）企業とし
て認定されました。

女性活躍推進企業認証（滋賀県）
　女性の活躍推進に取り組む企業・団体を応援するた
めに、滋賀県により創設された認証制度です。
　育児時短期間の延長や、結婚・出
産後の職場開発の取り組みが評価
され、2015年9月に「二つ星企業(☆
☆)」として認証、2017年9月の更新
申請でも同様に認証されました。

次世代認定マーク（くるみん）
　少子化の改善を推進する厚生労働省
が次世代育成支援対策推進法（次世代
法）に基づき、「子育て支援に積極的な
企業・団体」に交付しているマークです。

　　　　　　　　所定外労働の削減や、育児サポート休
暇（有給休暇推奨日）の浸透、男性も育児に参加できるよ
う短期育児休業制度を設ける等、男女問わず子育てに参
加できる職場環境づくりを積極的に進めているなどの実
績から、2014年12月に「くるみん」認定を受けました。

ホワイト企業アワード
　次世代に残したい素晴らしい活動を
続けている企業を「ホワイト企業（次世
代企業）」として表彰することで、一層
の普及を目指すため、一般財団法人 日本次世代企業
普及機構により創設された表彰制度です。
　学習塾大手企業でありながら従業員の年間休日数
が高水準であること、男女差別のない雇用体制や育児
休暇取得推進の取り組みが評価され、2016年4月の
第1回表彰において「ダイバーシティ部門賞」を受賞し
ました。

卒業生の声外部機関からの認定・評価
京進は創業43年目。これまで多くの卒業生が巣立ち、社会の各分野で活躍しています。
京進との思い出や夢について、卒業生からのメッセージをご紹介します。

　私は、1991年に小学6年生で京進亀岡校に入り、その後中学部、高校部と、のべ7年間お世話になりました。
　当時、小学校の同級生が、「京都市内の私学に行くために塾に通っている」というのを聞いて、自分も行ってみたい、というあまり前向きではない理由で通
い始めたのをなんとなく覚えています。中学受験に失敗し、そのまま中学3年間、個性的な先生方に鍛えていただきながら、なんとか高校で、洛星高校に入学
することができました（当時は高校編入がありました）。その後の人生でも、失敗を繰り返しながら、それらを乗り越えて、前向きに生きていれるのは、あの
時の頑張りと、先生方の教えがあったからこそだと思います。
　就職し、関東に越してきて以来、「京進」と接する機会もめっきりなくなってしまいましたが、今でもSNSなどで繋がりのある先生方のご活躍を見るたび、
懐かしい思いが募ります。京進も、少子高齢化の進むこの時代において、様々困難と対峙されているかもしれません。しかし、先生方の、変わらぬ熱意があ
れば、それを乗り越えて、さらなる発展を遂げていかれることと思います。ますますのご発展を、今後も陰ながら、応援させていただきます。

川野  圭介さん
『京進での頑張りが今に活きる』 PROFILE●京進亀岡校から7年間京進に通い、京都大学法学部卒。現在は大手通信事業者でサービスの企画、開発

管理業務に携わる。

　子どもの頃の夢はまわりの友だちが「私は花屋さん」「私はパン屋さん」と女の子が憧れる職業には興味を示さず、図画工作のようなことが好きだったの
で何かを生み出す仕事をしたいと思っていました。その後、小学校では水泳が好きになり、中学では部活に打ち込んだりするなかで好奇心旺盛な自分を意識
しました。大学は、色々な人が集まるところで、世の中の仕組みを知るために、経済の知識を学びたいと思って、大阪市立大学経済学部に進みました。現在
の会社に入社することになり、幸いにも小さい頃、思い描いていた“モノを生み出せる仕事”をさせていただいているので、夢が実現した思いです。
　入社後は、いろんな商品に携わりました。うまく進まないときには心が折れそうにもなりましたが、商品ができて、予想以上に消費者に選んでいただいたこ
とを実感できたときは、“世の中に足あとを残せた”と思いました。私の次の目標は高齢化が進むシニア世代に新しい価値のある商品を送り出すことです。介
護用のオムツをはいたら、今まで家にいた人がいろいろな場所へ外出できるようになったという例を聞き、そういった新しい生活習慣を提案できるような商
品を提案していきたいと思っています。
　リップクリームがポケットの中に入っていたら、その商品はその人の生活習慣に入り込めたということ。人々の生活の中にいつもそばにいるような魅力的な
商品を提案し、世の中にもっと“足あとを残す”ことができたらいいな、と思っています。

遠藤  亜希さん 某ヘルスケアメーカー  商品企画部
『魅力的な商品開発で世の中に足跡を残したい』 PROFILE●TOPΣ草津校を卒業後、大阪市立大学経済学部に入学。現在は某ヘルスケアメーカー

で商品開発に携わる。

■京進生が使用するリーチング学習手帳
に夢を書き込んでいただきました。

※リーチング学習手帳は脳科学理論により科学的に証明された効果を取り入れたオリジナル学習手帳です。

※リーチング学習手帳は脳科学理論により科学的に証明された効果を取り入れたオリジナル学習手帳です。

※リーチング学習手帳は脳科学理論により科学的に証明された効果を取り入れたオリジナル学習手帳です。

　私にとって京進は、一言で言うと「もうひとつの学校」でした。朝から学校に行き、放課後は部活。家に帰って少しの腹ごしらえをして塾に行く。そんな生活
は決して楽しいことばかりではありません。でも私にとって、京進が「もうひとつの学校」みたいな居場所だったから、3年間という長い間通うことができたの
かなと思います。
　塾でしか会えない友達。塾でしか教えてもらえない先生。塾だからこそ、進路や成績のことで友達や先生と一緒に一喜一憂したり、励まし合いながら勉強
できました。社会人になってからも、日本のみならず世界で色んな仕事に携わっている塾の友だちの話を聞いたり見たりすると、とても刺激になります。社
会人として何年も経ち、迷ったときや、学ぶことに挫折しそうになったときも、京進で習った「あきらめないこと。最後まできちんとがんばること。」を思い出
し、がんばることができました。　
　現在、製薬会社での仕事に従事して10年以上がたちました。その中で、現状維持で満足するのではなく、各々がステップアップすることで企業自体の成長
になると感じ、ひいては患者様の健康、世の中の人のクオリティ向上につながるのだと考えるようになりました。2年前、「登録販売者」を取得することができ
たので、これからも、少しでも世の中の役に立てる女性になれるよう新たな資格の取得を目指していきたいと思います。私は今でも、京進時代の友達と同窓
会のように会ってごはんを食べたり遊んだりしています。これからも、「私、京進通ってるねん」「俺、京進行ってたで」と笑顔で語る子どもたちがたくさん増
えることを心から祈っています。

『京進はもうひとつの居場所』 PROFILE●京進亀岡校の卒業生。京都精華女子高等学校（Ⅱ類）から同志社女子大学（学芸学部）へ進学し、現在は京都
薬品工業株式会社に勤務。一昨年、登録販売者に合格した。

※写真は京進亀岡校で一緒だった久納直
子さんと今年、趣味の写真で紅葉狩り
をした時に撮影したものです。京進亀岡
校で出会い、20年以上親友です！

並河  由佳さん
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業績・財務データ Financial Data

有形固定資産
4,384

無形固定資産
651

投資その他の資産
1,927

有形固定資産
5,179
無形固定資産
1,030
投資その他の資産
2,048

流動負債
3,420

固定負債
3,041

流動負債
4,265
固定負債
3,512

資産合計
9,310

固定資産
6,963

流動資産
2,346

固定資産
8,258

資産合計
11,007

流動資産
2,748

負債・純資産合計
9,310

純資産
2,849

負債
6,461

純資産
3,229

負債・純資産合計
11,007

負債
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売上高
11,864

営業利益
402

経常利益
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当期純利益
257

売上高
13,513

売上原価
9,982

販売費及び
一般管理費
3,150

営業外収益
57

営業外費用
18

特別利益
293

特別損失
18
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総利益
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営業利益
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経常利益
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法人税等
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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 福 澤 一 彦

常 務 取 締 役 立 木 康 之

取 締 役 髙 橋 良 和

取 締 役 樽 　 井 　 み ど り

社 外 取 締 役

社 外 取 締 役

市 原 洋 晴

社 外 取 締 役

竹 内 由 起

佐 々 木 智 海

従 業 員 数

※

※

※

会社概況

株式情報 所有者別株式数分布

株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

※持株比率は自己株式（6,733株）を控除して計算しております。

発行可能株式総数 

発行済株式の総数 

株主数 

大株主（上位11名）

事業所数と生徒数の推移（連結）

（拠点） （人）第36期
（H28/5）

第37期
（H29/5）

第35期
（H27/5）
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会社概況 & 株式情報 Corporate Profile & Stock Information

会社概況

株式情報

※取締役のうち、市原洋晴、竹内由起、佐々木智海は監査等委員である
　取締役であります。

（平成29年11月30日現在） （平成29年11月30日現在）

（平成29年12月１日現在）

22,640,000株

8,396,000株

2,362名

1,132名（連結）（平成29年5月31日現在）

28,272

合計
8,396
千株

※1．千株未満は切り捨てて表示しております。
※2．自己株式は個人・その他に含めております。

2,806

535

342

308

254

250

208

208

206

200

200

33.45

6.39

4.08

3.68

3.03

2.99

2.48

2.48

2.46

2.38

2.38

株式会社 ＴＣＫホールディングス

京進社員持株会

株式会社三菱東京UFJ銀行

京進取引先持株会

立木 康之

白川 寛治

株式会社 京都銀行

株式会社 池田泉州銀行

株式会社 滋賀銀行

石田 里実

立木 七奈

金融機関
1,295千株

（15.4%）

その他の法人
2,921千株

（34.8%）

金融商品取引業者
118千株

（1.4%）
外国法人
63千株

（0.8%）

個人・その他
3,997千株

（47.6%）


