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新型コロナウイルス感染症から塾を守るために新型コロナウイルス感染症から塾を守るために

当協会では、9月27日に『学習塾事業者における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン第6版』を公表いた
しました。新型コロナウイルスの感染状況は、現在、全国的に感染者数も減少し緊急事態宣言も解除され落ち
着きを見せていますが、冬に向けて感染拡大の懸念もあります。ガイドライン自己適合チェックリスト、映像による感
染症対策ガイドライン講習、同講習理解度確認webテスト、オンライン医療相談サービスなど新しいツールを利
用して、次のリスクに備えてください。
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縦横のバランスはトリミング修整してください。
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会長メッセージ会長メッセージ

新型コロナウイルス感染症から学習塾を守るために

公益社団法人全国学習塾協会

安 藤 大 作

8 月下旬のある日、学習塾を所管する経済

産業省から一本の電話がなりました。

「夏期講習中の塾内クラスターについて、

意見交換したい」

「医師会をはじめとする国の様々な会の中

で、規制含め、塾に対しての風当たりは強く

なってきている」

1 年半前、休業要請があったことはこの業

界の方々なら記憶に新しいところです。

そのことで営業面のご苦労もあったことで

しょうし、子供たちの学びも大きく減速しま

した。

「休業要請は避けたい」

数日後、国会議員と医師会の先生方、そし

て全国学習塾協会および声をかけさせていた

だいた民間教育団体の方々との緊急オンライ

ン会議を 3 時間近くにわたり夜遅くまで実施

することになりました。

塾内クラスターについて、今後どう塾現場

は防いでいけるのか、医師会の要望、私たち

業界の声……様々に議論を尽くし、結果とし

て「引き続きこれ以上の感染拡大に十分留意

してください」という着地におおむね落ち着

きました。ホッとしたところです。

最近やはり様々な時代変化から業界を守る

ためのギリギリのやり取りの場面が増えてき

ています。全国各地の塾の現場を守るための

省庁や政治家との折衝や交渉や要望の場面も
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増えてきました。

その都度、塾側にも様々な努力宿題も出さ

れ、こちらもそれを全国の塾に周知啓発し続

ける姿勢も示すことで、全国の教室現場を守

ることにも繋がっています。

そして全国学習塾協会は、こうした大切な

情報を発信し続けていくわけです。

全国の塾の教室の現場と子供たちの未来を

守るためにです。

なかなかその発信は届きにくいかもしれま

せん。

しかし協会会員をはじめとして多くの方々

に、事務局が手分けして懸命に発信に努めて

います。

塾の現場も社会と密接につながっています。

「塾協会も国も関係ない」といった時代で

はなくなってきています。

ぜひ、公益社団法人全国学習塾協会の存続

と、塾の国に対する影響力のために、そして

全国の塾の教室現場と子供たちの未来のため

に当協会の活動にご理解いただき、協会未加

入の事業者の方はご加入していただけますよ
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うよろしくお願い申し上げます。 ※「塾と教育」10月号に寄稿したものを掲載しました。

学習塾における新型コロナウイルス感染症対策の基本

新型コロナガイドライン最新版を公表新型コロナガイドライン最新版を公表

去る 9 月 1 日、当協会は経済産業省を通し

て、「学習塾等における子どもの感染対策につ

いて」と題するオンライン会議に参加いたし

ました。

会議には、佐藤経済産業政務官、自見参議

院議員が出席されました。

また、府省からは、内閣官房から新型コロ

ナウイルス感染症対策推進室・井上次長、経

済産業省から商務・サービスグループサービ

ス政策課・浅野課長、小倉課長補佐、文部科

学省から初等中等教育局健康教育・食育課・

三木課長、厚生労働省からコロナ対策推進本

部・高城参事官らが出席され、それぞれ厚生

労働省参事官から「職場における積極的な検

査の促進について（検査の手順書等）」文部科

学省課長から「学校で感染者が確認された場

合の対応ガイドライン」についてご説明をい

ただきました。

専門家のお立場として、厚生労働省アドバ

イサリーボード等感染症専門家である岡部信

彦 川崎市健康安全研究所・所長、和田耕治

国際医療福祉大学医学部公衆衛生学・医学研

究科教授、菖蒲川由郷 新潟大学医歯学総合研

究科特任教授、そのほか、日本小児科学会の

先生方が多数ご参加なされました。

当協会からは、今夏のクラスターの発生状

況、クラスターの発生原因とその後の感染拡

大防止策、学習塾事業者における新型コロナ

ウイルス感染症対策ガイドライン改訂のポイ

ントについて説明を行い、みなさまより理解

と一定の評価をいただきました。
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専門家からは、塾に寄り添った具体的なご意

見をいただき、その多くが今回のガイドライ

ンに反映されています。

オンライン会議を終えて、経済産業省から

の示唆もあって専門家による新型コロナウイ

ルス感染症対策のセミナーを収録し、Youtube

等の動画映像を公表して取組を推進させるこ

ととなりました。

これによって、当協会は 9 月下旬から 10 月

中旬に向けて、新型コロナウイルス感染症に

関する総合的かつ最新の対策を打ち出すこと

になりました。

当協会では、9月 27日に 2月 19日に学習塾

事業者における新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン第 5 版を改訂した第 6 版を公

表いたしました。

また、本ガイドラインに記載のある「学習塾

事業者における新型コロナウイルス感染症対

策ガイドライン自己適合チェックリスト」に

つきましても公表いたしました。

新型コロナウイルス感染症対策ガイドライ

ン第 6版のポイントです。
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来塾の制限

・家庭と連携し、来塾前の検温に協力いただ

く。その際に、発熱や軽い風邪症状（のどの

痛みだけ、咳だけ、発熱だけ）があった場合、

通塾を控えてもらう。

出社の制限

・従業員の出社前の検温を徹底し、発熱、咳、

全身倦怠感等の症状がある場合、または体調

の悪い場合は、出社させないようにし、自宅

療養を基本とする。

・従業員が出勤後に体調不良を訴えた場合は、

医療機関を受診する。

換気の徹底

〇換気の状態確認

・室温が変わらない範囲で、法令を遵守した

適切な空調設備を活用した常時換気またはこ

まめな換気を徹底する。こまめな換気の目安

は、1時間 2回以上、1回に 5分間以上である。

・必要に応じ、乾燥により湿度が下がる場合

は、湿度が 40 ％以上になるよう適切な加湿を

行う。

〇施設の環境に応じた対策

・必要に応じ、CO2 測定装置の設置と常時モ

ニター（1000ppm 以下）の活用を検討する。

なお、CO2 測定装置を設置する場合は、室内

の複数箇所で測定し、特に換気が不十分とな

りやすい場所に設置する。

・換気の補助として、HEPA フィルター式空

気清浄機やサーキュレーターの補助的活用も

可とする。

・外気温が高い、または、低いという理由で

換気をおろそかにしないこと。

正しいマスクの着用

・適切なマスクを鼻にフィットさせたしっか

りとした着用を徹底すること。その際には、

適切な方法で着用できることを第一とした上

で、フィルター性能の高い不織布マスクを着

用すること。

・マスクをしっかりと着用していても、室内

で私語する時間は可能な限り短くして、大声

は避けること。

ワクチン接種の推奨

・従業員に対して、新型コロナワクチンの接

種を推奨する。

・なお、ワクチン接種については厚生労働省

HP の「新型コロナワクチンについて」等を参

照する。

飲食時の注意徹底

・従業員に限らず、塾生にも本対策は徹底す

ること。

・飲食を分散する等一度に飲食する人数を減

らす。

・飲食用に感染防止策を行ったエリア以外で

の飲食を制限する。

・椅子を間引くこと等間隔を空けた座席配置

にしたり、顔の正面からできる限り２ｍを目

安に最低１ｍ距離を確保することを含め真正

面の配置を避けたり、換気に注意した上でア

クリル板等のパーティションを設置する等の

工夫を行う。

・食事、着替え、喫煙等でマスクを着用しな

いときは、会話を控えるか、会話の場合はマ

p4-1
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スクを必ず着用する。

・飲食スペースは、常時換気する。

公表資料

〇『学習塾事業者における新型コロナウイル

ス感染症対策ガイドライン第 6版』

〇『ガイドラインチェックリスト』

〇『ガイドライン改訂におけるポイント』

【QRコード】

＊本ガイドライン等は、業種別ガイドライン

として政府と専門家の助言に基づき策定され

ています。

新型コロナウイルス感染症の感染状況は、現

在、全国的に感染者数も減少し、緊急事態宣

言も解除され、落ち着きを見せていますが、

冬に向けて感染拡大の懸念もあります。そう

した中で、学習塾に通うお子さまの安心・安

全な教室運営に万全を期すために、当協会で

は、学習塾の従業者を対象とした「新型コロ

ナウイルス感染症対策ガイドライン講習」を

実施いたします。

学習塾に携わる一人でも多くの従業者がガイ

ドライン講習を受講し、感染症対策に必要な

知識を身につけていただきたいと考えており

ますので、ぜひ、ご受講いただきますようお

願いいたします。

厚労省新型コロナ対策専門家委員によるセミナー映像！

新型コロナ対策セミナーのご受講を！新型コロナ対策セミナーのご受講を！

新型コロナウイルス感染症の感染状況は、

現在、全国的に感染者数も減少し、緊急事態

宣言も解除され、落ち着きを見せていますが、

冬に向けて感染拡大の懸念もあります。

そうした中で、学習塾に通うお子さまの安

心・安全な教室運営に万全を期すために、当

協会では、学習塾の従業者を対象とした「新

型コロナウイルス感染症対策ガイドライン講

習」を実施いたします。

受講のメリット

１．感染リスクの低減

従業者一人ひとりが感染症対策に必要な知識

を身につけることができます。

２．生徒、保護者の安心・安全

修了証の掲示により、自塾の取り組みを目に

見える形で伝えることができます。

３．従業者の意識向上

個人単位で修了証が発行されるため、従業者

一人ひとりの感染症対策への意識が高まりま

す。

受講対象

p5-1
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学習塾の従業者（パート・アルバイト従業員

を含む）

受講料

学習塾の従業者であればどなたでも無料で受

講できます。

申込期間

特に期間は設けておりませんが、変更等があ

る際は当協会ホームページにてお知らせいた

します。

セミナー映像概要（約50分間）

１．主催者挨拶

公益社団法人全国学習塾協会

会長 安藤 大作

２．所管省庁挨拶

経済産業省 商務情報政策局 商務・サービ

スグループサービス政策課課長（併）教育産

業室室長 浅野 大介

３．学校・学習塾等における感染症対策の基

本と新型コロナウイルス感染症

川崎市健康安全研究所 所長 岡部 信彦

４．クラスター発生事例から見る教育産業に

おける感染リスクとその対策について

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 特任教

授 菖蒲川 由郷

５．学習塾にとって必要な感染症対策

公益社団法人全国学習塾協会 事務局

※本セミナー映像は当協会をはじめ、ピアノ

教室、語学教室、スイミングスクール等の業

界団体によって構成する、民間教育の発展に

寄与することを目的に設立した日本民間教育

協議会主催によるものです。

○セミナー講習について

【QRコード】

○セミナー映像

【QRコード】

【正会員対象】
修了証（証書・カード）の発行について

ガイドライン講習の修了証を従業者ごとに

付与いたします。

修了証は理解度確認テスト（web）合格後

に無料でダウンロード（pdf版）できます。

修了証の有効期間は1年間です。

非会員で入会を希望される方は入会案内を

ご確認ください。

■修了証を紙で希望される場合

発行手数料（送料込み）1セット（証書・カー

ド）1,650円（税込み）で発行・送付いたし

ます。

ダウンロード画面に表示される申し込みフォ

ームに、必要事項を記載の上、送信してくだ

さい。ご入金を確認後、修了証を送付いたし
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ます。

※ 学習塾が受講従業者の修了証紙発行の一括

申請をすることも可能です。

＜修了証の活用例＞

教室内やホームページでの掲示、ネックスト

ラップ等による装着などにご活用いただけま

す。

＜受講の流れ＞

「理解度確認webテスト」にアクセスします。

【正会員の方】「修了証付きテストを受験する」

を選択します

☟

ID・パスワードの発行申請行います

☟

発行されましたら、セミナー映像を視聴しま

す。

☟

付与されたID・パスワードを入力後、テスト

を受験します

☟

合格した場合、修了証（PDF）をダウンロー

ドします。

協会が正会員対象に新型コロナ対策サービス導入！

オンライン医療相談サービス提供開始オンライン医療相談サービス提供開始

通塾する子どもたちの安心・安全のために

新型コロナウイルス感染症対策の悩みにこた

えるオンライン医療相談サービスの提供を開

始します。当協会が小児科オンラインを導入

しました！

このたび当協会は、株式会社 Kids Public（東

京都千代田区 代表：橋本直也）と連携し、協

会の正会員事業者が協会を通して小児科医に

オンラインで相談ができる「小児科オンライ

ン」を提供開始しました。

新型コロナウイルスの感染状況は、現在、全

国的に感染者数も減少し緊急事態宣言も解除

され落ち着きを見せていますが、冬に向けて

感染拡大の懸念もあります。そうした中で、

学習塾に通うお子さまの安心・安全な教室運

営に万全を期すために、オンライン医療相談

サービスを提供することにいたしました。

今回の連携を通して、協会に所属する正会員

事業者は、小児科オンラインに所属する 98 名

の小児科医に対して 24 時間 365日相談可能と

なります。

●株式会社 Kids Public 橋本直也代表コメン

ト
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小児科オンラインは

ICT を活用し、病院施

設にとらわれずに小児

科医を身近にすること

をミッションにしてい

ます。学習塾という多

くの子どもたちが通う

施設に接点を持つこと

ができる今回の連携は弊社のミッションに合

致しており、機会をいただいた全国学習塾協

会様へ心より感謝申し上げます。学習塾と小

児科医によるオンライン医療相談サービスの

連携は全国初事例となります。小児科オンラ

インに所属する 98 名の小児科医一同、学習塾

における子どもたちの健康を守るため、そし

て運営に携わる職員の皆様の不安軽減のため、

全力を尽くします。

●公益社団法人全国学習塾協会 安藤大作会

長コメント

新型コロナウイルス感染症対策は、学習塾に

通う生徒のみなさまやそのそばにいて学習指

導を行う塾職員のみなさまの安心安全にとっ

て最重要課題です。

変異株の拡大を踏まえて、対策を強化・徹底

するうえで、「学習塾事業者のそばにお医者様

がいて、相談ができる体制があればどんなに

よいか」と考えていました。

p8-1

今回の導入は、こうした悩みに対応するため

に実現しました。

子供たちの学力向上に欠かせない資源である

学習塾が小児科オンラインと連携することで、

時代とともに変わりゆく生活様式の中におけ

る学習塾事業者と利用者の安心につながるこ

とを確信しています。

専門家につながるセーフティネットを提供す

ることにより、ウィズコロナ・ポストコロナ

時代でより重要な役割を果たすことができれ

ば幸いです。

正会員の皆様がオンライン相談をご希望の場

合は、「小児科オンライン相談」のタイトルを

付したうえで

➀会員番号

②会員名

③担当者名

④連絡先電話番号

⑤相談内容（300字以内）

を記載して協会 HP の問い合わせフォームま

たは上の QRコードよりご送信下さい。

【QRコード】

2021年４月～７月 学習塾の業況調査結果について

コロナ禍は？学習塾業の７月の業況コロナ禍は？学習塾業の７月の業況

公益社団法人全国学習塾協会は、2021 年４月から７月までの学習塾の業況を把握するために調
査を行いました。現在の学習塾の状況や今後の見通しを含め、新型コロナウイルス感染症の影響お

よびそれを乗り切るための学習塾の取り組みを公表いたします。

調査主体：公益社団法人全国学習塾協会

調査期間：2021年 8月 18日～ 2021年 8月 27日
調査対象：学習塾事業者 回答件数：177件
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13．夏期講習で工夫していることや2学期に向けたアイディア等について（一部抜粋）

・極力オンラインと対面の両方で授業を行うようにしている。

・学校授業のペースに不安を感じるご家庭が多く、徹底教科書準拠のフォローレッスンと模試対策を実

施。

・新規問い合わせに対する相談会を可能な限りオンラインで実施する。

・全国的な感染拡大に備え、明日からでも完全オンライン授業に切り替えられるよう準備した。

・進路学習会や講座説明会等は全てオンラインにて実施。保護者会も希望者はオンラインにて実施す

る。

・家庭でも塾でも場所を問わず学習を進められる体制を構築している。

・人数制限を行なって、教室内が密にならないようにしている。

・新規入塾の停止、オンライン授業のみで実施している。

・夏期講習の授業は希望者には全ての授業をオンライン化した。

・発達障がい、不登校生徒に強いオンライン塾を運営している。

・授業時間帯の拡大する。

・ネイティブとのオンライン英会話を導入している。

・SNS広告を活用している。

・オンライン授業に拒否反応を示す保護者もおり、どんなアイディアが通用するのか悩んでいる。

・保護者との懇談会は電話のみにしている。

・教室内の座席を個人個人に振り分け、椅子やテーブルの使いまわしを止めた。定員は通常時の半分と

なり、売り上げは減少するが、クラスターにならないよう努力している。

・オンライン自習室、不登校の情報発信、進路相談窓口の設置している。

・受験学年の特別講座や上位クラスの特別講座をオンラインにて実施している。

・換気扇、空気清浄機等設備面の充実。不織布マスクの着用の要望告知などを行っている。

・空気清浄機、空間除菌剤、CO2測定、授業毎の除菌、換気など、コロナ対策を徹底している。

・フェイスシールド、机のアクリル板等を各教室に生徒分も含めて常備している。

・保護者全員に、定期的にオンラインor対面の希望をヒアリングし、オンラインの希望があればいつでも

対応できるように準備している。

・夏期講習期間は時間をずらして教室内の人数を制限している。

・窓があるところで授業を実施している。

・緊急事態宣言に対応して、一部オンラインを併用している。

・空気除菌機の設置や安全面の徹底を意識している。

・不登校をはじめとする「困り感」を抱えた児童生徒への対応を強化している。

・夏期講習では授業時間を分散させている。

・消毒・殺菌の習慣の強化、サーキュレーターの設置数を倍増し風の循環の意識を強化。
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小規模事業者持続化補助金のご紹介小規模事業者持続化補助金のご紹介

経済産業省より当協会に、小規模事業者持

続化補助金について、ご案内がございました。

学習塾において換気設備やアクリル板設置等

の新型コロナウイルス感染症対策に活用可能

な補助金がございますので、ご紹介させて頂

きます。

●小規模事業者持続化補助金（一般型・低感

染リスク型ビジネス枠）

（１）一般型

【商工会議所地域】について

【QRコード】

【商工会地域】について

【QRコード】

小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上

の取組に要する経費の一部を支援する制度で

す。補助上限額は 50 万円で補助率は 2/3 とな

り、通年で公募を行っております。

空気清浄機の導入やアクリル板の設置など

についても、新規顧客獲得のための宣伝等も

織り込んだ事業計画を検討いただく必要がご

ざいますが、新型コロナウィルス感染症対策

のために必要な経費も販路開拓の一環として

行う場合には活用可能です。

p14-1

対象は小規模事業者（※）となりますが、

学生のアルバイト講師といった短時間勤務の

非常勤講師は常時使用する従業員にカウント

されませんので、対象となる事業者様は比較

的多いのではないかと思います。

※塾をはじめとする教育サービス産業などは、常

時使用する従業員が5人以下の法人・個人事業主

が対象

（２）低感染リスク型ビジネス枠

小規模事業者が、感染拡大防止のため今よ

りも顧客や従業員等との接触機会を減らす新

たなビジネスやサービス、生産プロセスの導

入を支援する制度です。補助上限額は 100 万

円、補助率は 3/4となります。

空気清浄機の導入やアクリル板の設置など、

業種別ガイドラインに基づいて行う新型コロ

ナウィルス感染症対策のために必要な経費も

補助金の 1/4 まで活用可能です。対象は一般

型と同様に小規模事業者となります。

○低感染リスク型ビジネス枠

【QRコード】
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p14-1

対象は小規模事業者（※）となりますが、

学生のアルバイト講師といった短時間勤務の

非常勤講師は常時使用する従業員にカウント
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業種別ガイドラインに基づいて行う新型コロ
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○低感染リスク型ビジネス枠

【QRコード】
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（参考：学習塾での活用事例）

・直接接触機会を減少させるための教室内の

改装工事や仕切り板の設置

・オンラインシステムの導入によるリモート

授業

・バックオフィス業務の IT 化による事務員の

テレワーク導入 など

ＪＪＡインフォメーションＪＪＡインフォメーション

合格実績に関する自己適合宣言で、安心の適正表示を！
防災に関する自己適合宣言で、災害時の安心体制を！

現在、合格実績において各学習塾事業者独

自の表記、考え方がある中で、合格実績に関

する自己適合宣言は、当協会として基本的な

考え方と基準を定め広く認知していただくた

めのものです。

そのため、当協会では合格実績に関する自

己評価シートを作成し、全てに適合した学習

塾事業者は合格実績に関する自己適合宣言を

行うとともに、当協会が普及推進のために作

成した合格実績自己適合宣言マークを使用す

ることができることといたしました。

p15-1

合格実績自己適合宣言とは、自ら表示事項

の適合性を評価し、適切であれば、自らの責

任において表示事項への運用およびその適合

を宣言するものです。

合格実績の適正な表示をアピールするため

に合格実績自己適合宣言マークを活用下さい。

【QRコード】

当協会では東日本大震災を教訓にして、地

震・津波・洪水などの災害発生時に児童生徒

等の命を守るために民間教育機関の教職員が

行うべき必要な対応等を明確化し、全教職員
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そのため、当協会では民間教育機関防災マ

ニュアルの自己評価シートを作成し、全てに

適合した民間教育事業者は民間教育機関にお

ける防災自己適合宣言を行うとともに当協会

が普及推進のために作成した 防災自己適合宣

言マークを使用することができることといた

しました。

p15-2
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防災自己適合宣言とは、自ら表示事項の適合

性を評価し、適切であれば、自らの責任にお

いて表示事項への運用およびその適合を宣言

するものです。
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ための取り組みをアピールするために防災自

己適合宣言マークを活用ください。

【QRコード】

「安心塾バイト認証」で安心安全な働く環境をアピールして、十
分な学生アルバイト確保を！

働き方情報サイトで＜「安心塾バイト認証」

導入でもう“ブラックバイト”と言わせない！

学習塾経営の労務管理対策を考える＞という

記事で協会の取り組みが紹介されました。

【QRコード】

当協会では、2017年より安心塾バイト認証

制度の普及推進に取り組んでおります。

2020年度は、9回の判定委員会を開催して、

349事業所を新規に認定、836事業所を更新認

定いたしました。たくさんの申請をいただき

ありがとうございました。

学習塾事業者の皆様におかれましても、安

心塾バイト認証の取得等を通じて、引き続き

労働環境の整備・改善に取り組んでいただけ

ますようお願いいたします。

安心塾バイト認証制度について、こちらを

ご覧ください。

【QRコード】

学習塾講師検定「学習塾指導者認定」11月試験の活用を！
～入社内定者や新人、アルバイト講師のモチベーションアップに～

当協会では、各学習塾における優秀な人材

の確保・育成を図るために、学習塾講師能力

評価システムの構築に取り組み、学習塾のミ

ッションと期待される講師像を定義した上で、

学習塾講師検定試験を実施しております。

新人・内定者の方、これから講師を目指そ

うとされている方を対象とした学習塾指導者

認定をみなさまの事業所を準会場に指定して

の実施が可能です。

学習塾指導者認定試験（2回目）の受

験申込受付期間は、2021年10月1日

（金）から11月８日（月）までです。

＜延長しました＞

p16-1

− 16 −



- 16 -

防災自己適合宣言とは、自ら表示事項の適合

性を評価し、適切であれば、自らの責任にお

いて表示事項への運用およびその適合を宣言

するものです。

災害発生時における児童生徒等の命を守る

ための取り組みをアピールするために防災自

己適合宣言マークを活用ください。

【QRコード】

「安心塾バイト認証」で安心安全な働く環境をアピールして、十
分な学生アルバイト確保を！

働き方情報サイトで＜「安心塾バイト認証」

導入でもう“ブラックバイト”と言わせない！

学習塾経営の労務管理対策を考える＞という

記事で協会の取り組みが紹介されました。

【QRコード】

当協会では、2017年より安心塾バイト認証

制度の普及推進に取り組んでおります。

2020年度は、9回の判定委員会を開催して、

349事業所を新規に認定、836事業所を更新認

定いたしました。たくさんの申請をいただき

ありがとうございました。

学習塾事業者の皆様におかれましても、安

心塾バイト認証の取得等を通じて、引き続き

労働環境の整備・改善に取り組んでいただけ

ますようお願いいたします。

安心塾バイト認証制度について、こちらを

ご覧ください。

【QRコード】

学習塾講師検定「学習塾指導者認定」11月試験の活用を！
～入社内定者や新人、アルバイト講師のモチベーションアップに～

当協会では、各学習塾における優秀な人材

の確保・育成を図るために、学習塾講師能力

評価システムの構築に取り組み、学習塾のミ

ッションと期待される講師像を定義した上で、

学習塾講師検定試験を実施しております。
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うとされている方を対象とした学習塾指導者

認定をみなさまの事業所を準会場に指定して
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p16-1
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※学習塾指導者認定のテキスト学習で学べること
１．学習塾のミッションと期待される講師像
２．塾生・保護者に対してのふるまい
（身だしなみ、言葉遣い、講師としてしてはいけない
こと、その他行動指針）
３．コンプライアンスへの取り組み
（個人情報保護、ハラスメントの禁止、その他）
４．塾生の安全管理

今年度、学習塾講師検定受験申込をされた方

には、学習塾講師に共通して求められる知識や

技能の理解に好適な「学習塾講師に求められる

能力解説書」を進呈いたします。

詳しくは、協会 web サイトをご覧ください。

【QRコード】

第31回全国読書作文コンクール各賞決定！受賞者「名入り」
全国読書作文コンクール表彰盾の申込受付いたします！

去る 10 月 1 日、第 31 回全国読書作文コン

クール大賞・最優秀賞ほか各賞が決定いたし

ました。大賞・最優秀賞受賞のみなさまには

表彰状、記念盾などを送呈いたしました。受

賞者一覧、優秀作品集は協会ホームページか

らご覧いただけます。

【QRコード】

また、大賞・最優秀賞以外（優秀賞、特選、

入選）のみなさまにも、ご希望に応じて表彰

盾を名入りでお作りいたします。〔有料〕

盾には「2021全国読書作文コンクール優秀

賞（特選または入選）○○○○殿 （公社）

全国学習塾協会」と銘記されます。

作成費は、次の通りです。

いずれも税込。

優秀賞 ２，０００円

特 選 １，５００円

入 選 １，３００円

他に、協会からの送料が実費かかり、費用

につきましては後日、会費振替指定口座より

振り替えさせていただきます。お申し込みは、

１．塾 名

２．会員代表者名／住所

３．受賞者／学年

をお書きになり、11月24日（水）までに協会

事務局宛ファクシミリ、Ｅメールまたは郵便

でお送りください。受賞者名は、間違いを防

ぐために楷書で大きめにお書きください。申

込書の書式は自由です。

全国読書作文コンクール優秀作品集をＣＤ－Ｒで無料頒布
いたします！

第31回全国読書作文優秀作品集の冊子は希

望される方にお配りしております。自塾にて

必要な枚数だけ出力・印刷が便利なＣＤ－Ｒ

にＰＤＦ形式で保存しました優秀作品集をご

希望の方に無料でお頒けいたします。また、

協会ホームページからもダウンロードができ
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ますのでどうぞご利用ください。

「優秀作品集ＣＤ希望」と明記の上

１．塾 名

２．会員代表者名／住所

をお書きになり、12月10日（金）までに協会

事務局宛ファクシミリ、Ｅメールまたは郵便

でお送りください。

ＪＪＡご入会のご案内ＪＪＡご入会のご案内

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

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

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

公益社団法人全国学習塾協会には、どなたでも入会できます。

会員は、正会員と賛助会員からなっています。

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

上を指導する学習塾をはじめとする民間教育業を営む法人及び個人であればどなたでも会員になる

ことができます。正会員は総会での議決権を持ちます。

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

ことができます。

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

掲載します。

正会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

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

の議決権は持ちません。

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

きます。

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

覧を掲載します。

賛助会員証プレートを使用できます(使用料あり)。

会費は次の通りです。

入会金 （１）正会員 30,000円

（２）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円

個人 10,000円
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（２）賛助会員 法人 50,000円

学校法人 30,000円

団体 50,000円
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年会費 （１）正会員 １口 生徒数1000名未満 36,000円

生徒数1000名以上 60,000円

3000名未満

生徒数3000名以上 120,000円

（２）賛助会員 １口 法人 50,000円

学校法人 36,000円

団体 50,000円

個人 12,000円

毎年４月から翌年３月までが一年度になります。

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

り納入いただきます。

賛助会員の方は、年度初めに当協会の銀行口座にお振り込みいただきます。

入会初年度の会費は、入会月からの月割りで計算いたします。

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

ださい。資料をお送り申し上げます。

また、入会申込書は協会 webサイトから入手することもできます。

協会 webサイト

協会 Facebook

公益社団法人全国学習塾協会 事務局

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-39-2

TEL03-6915-2293 FAX03-6915-2294
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