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トップメッセージ

山本　豊
代表取締役社長

注 ： 校舎数は早稲田アカデミー単体の期末時点の数値です。

■経営・提携関連
■新サービス・出校・新ブランド開発関連

（創業）
東京都杉並区阿佐谷南にて
小中学生対象の学習指導サークルを開始
名称を「早稲田大学院生塾」とし
本格的に学習塾として発足
商号を「株式会社早稲田アカデミー」に変更
本社を東京都豊島区池袋に移転

大学受験指導の特化ブランド
「サクセス18（現「早稲田アカデミー大学受験部」）」
を新設

日本証券業協会に株式を店頭登録
早慶附属高校合格者数全国No.1達成
「MYSTA」ブランドを新設し個別指導分野への
進出を開始
難関中学・高校受験のための特化ブランド「ExiV」
を新設

ジャスダック証券取引所に株式を上場
東京証券取引所市場第二部に株式を上場

医歯薬系大学受験予備校「野田クルゼ」を運営する
株式会社野田学園を子会社化
開成高校合格者数全国No.1達成
株式会社明光ネットワークジャパンと
業務・資本提携し、高学力層向け個別指導塾
「早稲田アカデミー個別進学館」の共同開発開始
「早稲田アカデミー個別進学館」
直営第1校目として御茶ノ水校を開校
「早稲田アカデミーIBS
（Integrated Bilingual School）」を開設
東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
茨城県で進学塾「水戸アカデミー」を運営する
株式会社水戸アカデミーを子会社化
最難関中学受験専門塾「SPICA」を自由が丘に開校
多読英語教室「早稲田アカデミーEnglish ENGINE」
を南大沢に開校
千葉県で進学塾「QUARD（クオード）」を運営する
株式会社集学舎を子会社化
WASEDA ACADEMY UK CO.,LTDを設立
9月にロンドン校を開校
WASEDA ACADEMY USA CO.,LTD.を子会社化
7月にニューヨーク校を開校
本社を東京都豊島区南池袋へ移転
コーポレートマーク・ロゴタイプ変更
個別指導ブランドを
「早稲田アカデミー個別進学館」へ統合

■1975年 7月

■1976年 3月

■1985年 12月
■1989年 1月

■1996年 3月

■1999年 2月
■2001年 2月
■2001年 3月

■2002年 2月

■2004年 12月
■2007年 1月

■2007年 5月

■2008年 2月
■2010年 8・
 9月

■2011年 4月

■2012年 4月

■2012年 12月
■2015年 8月

■2016年 9月
■2017年 1月

■2018年 1月

■2019年 5月

■2019年 7月

■2019年 8月

■2019年 10月

1990年3月期 埼玉県進出開始 14校校舎数

1998年3月期 神奈川県進出開始 35校校舎数

2003年3月期 千葉県進出開始 71校校舎数

2020年3月期 154校校舎数

2007年3月期 106校校舎数茨城県進出開始

早稲田アカデミーのあゆみ

子どもたちの未来を育む独自の価値を提 供し続け教育企業No.1を目指す

2020年3月、代表取締役社長に就任し、経営のバトンを引き
継ぎました。コロナ禍が世界を襲う大変厳しい環境のもとでの
船出となりましたが、さまざまなリスクを回避し、全社一丸と
なって懸命に困難に立ち向かっていくことが、次の成長フェー
ズへと当社を導いていく大きな機会と捉えて、積極的な経営を
推し進めてきています。
そして、次の成長フェーズに向けた取り組みにおいては、「早
稲田アカデミー」として変えてはならないことをしっかりと守
りつつ、その一方で、さらに新たな価値を創出するため、大胆な
変革を実行していく必要があると考えています。

まず、変わることなくこだわり続けること、それは第一に、創
業以来大切にしてきた「本気でやる子を育てる」という教育理
念です。この理念を徹底実践することによって、職員の情熱が
生徒を本気にさせ、成績を伸ばし、合格実績を上げ、その成果
が評判となって生徒がさらに集まる……という好循環が生ま
れ、早稲田アカデミーは大きく飛躍してきました。今後時代や環
境が変わっても、愚直にこの教育理念を実践してまいります。
第二に、「人材育成」にこだわり続けます。塾は“教育”という
無形のサービスを提供しています。従って私たちの財産は
“人”そのものであり、その“質”を高め続けなければ、教育理念
の実践も、その成果の獲得もままなりません。職員の育成をよ
り一層充実させることを目的に設置した人材開発部を中心に、
職種別の研修の体系化と再構築、ICT技術を活用した新たな
研修の設計と実践などに着手しています。

一方、時代の変化を敏感にキャッチしながら、大胆な変革に
もチャレンジしています。
その最も大きな挑戦が、DX（デジタルトランスフォーメー

ション）への対応です。教育業界においてもICTを活用した教
育、EdTech（エドテック）が広がりつつあります。早稲田アカ
デミーはこれまで、生徒たちに“熱”を伝えることを重視し、対

次の成長フェーズに向けて 面でのライブ授業にこだわってきました。しかしコロナ禍によ
りその場が突然失われる事態となるなか、“子どもたちに継続
的に学びの場を提供していくことが何よりも重要”との判断か
ら、双方向Web授業を4月中旬よりスタートさせました。同業
の中でも最も迅速なこの対応により、保護者の皆様から多大
な信頼を寄せていただくこととなり、業績も4か月ほどでV字回
復となりました。
さらに、受講スタイルを対面とWebから選択できる「早稲ア
カDUAL」を実施することで、生徒や保護者様のニーズに寄り
添ったサービスの提供を追求しています。
また、英語教育を事業の柱の一つとして確立していくことを
目指して準備を進めてきた「Online English Education」
（生徒の自宅と海外の外国人講師をオンラインで直結するマン
ツーマンレッスン）が、6月より本格スタートしています。これに
はAIを活用した音声評価アプリを実装するなど、独自のDXを
目指しています。

中長期的な経営の方向については、「教育企業として、すべ
ての指標でNo.1を目指し、実現する」という企業目標に変わり
はありません。引き続き追求してまいります。
そして、私たちの教育理念は、子どもたちの未来にまで思い
を馳せているものです。受験勉強を通じ、勉強のみならずあら
ゆる物ごとに対して“本気で取り組む”ことを身に付け、たくま
しく育ってほしい。早稲田アカデミーで学ぶことで、前向きな
志向やチャレンジ精神、困難を乗り越えてやり抜く力、換言す
れば「その後の豊かな人生を送る礎となる姿勢と能力」を身に
付け、社会に巣立ち活躍していってほしい。このような当社独
自の価値を提供し続けていくことこそが、私たちの日々の取り
組みの本質であると確信し、役職員一同、邁進してまいります。
ステークホルダーの皆様には、引き続き、ご理解とご支援を
お願い申し上げます。

2020年11月

中長期的な展望

変わることなくこだわり続けること

大胆に変革していくこと

1 WASEDA AC ADEMY CO. ,  LTD.
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早稲アカの
変わらぬ
教育理念

早稲アカの
変わらぬ
教育理念

「本気でやる子を育てる」という教育理念 の追求から
早稲アカの 取り組みは確かな拡がりをみせています

早稲田アカデミーの拡大戦略

早稲アカの英語教育

ブランドの拡がり

進学塾として、確かな指導ノウハウを蓄積し、
数々の「合格実績No.1」を積み重ねています

進学塾としての拡がり

進学塾として「No.1」にこだわり続
け、他社が真似のできないスピード
で合格実績を伸ばしてきた原動力
は、指導システム（教材・カリキュラ
ム・教授法など）の向上と授業品質
の向上に挑み続けてきた職員の「情
熱」です。早稲アカの職員が他社を
凌駕する「情熱」を持ち続ける限り、
この追求に終わりはありません。

自宅と海外をオンラインで直結
6技能習得のための英語講座をスタート

英語教育への挑戦

文部科学省が推進する英語教育改
革を見据え、常に一歩先の対応を
目指し、「早稲田アカデミー IBS」を
立ち上げました。「真の英語力の獲
得」を目指し、英語を英語で理解し
表現する「英語脳の育成」をコンセ
プトとした新しい英語教育を提案
しています。そしてIBSのノウハウ
を活用し、より汎用性の高いブラン
ド「English ENGINE」を立ち上げ
ました。2020年からは、英語6技能
「読む・聞く・書く・話す・語彙・文
法」の力を効果的に身に付けていく
ことができる「Online English 
Education」をスタートしました。

海外でも拡がり始める「本気」を引き出す早稲アカの授業、
顧客ニーズに対応したブランド展開で
事業の拡大を推進しています

早稲アカの「共育」プロジェクト

未来の日本に必要な人材を育てるために
指導ノウハウ・研修プログラムの
提供等を行っています

公教育支援の取り組み

当社が創業以来培った指導ノウハ
ウを活かして、日本の未来を担う子
供たちが質の高い授業を受けられ
るようにしたい─。そのような思い
から始めた当社のノウハウ提供は
公教育支援の取り組みとなり、官学
民の垣根を越えて、教育委員会や
学校、大学、教員養成機関との協働
連携となっています。当社はこれか
らも社会貢献と同時に社会的責任
を果たしていきます。

W-ExPerT
学校や学習塾の幹部・幹部候補者
対象の研修事業

教師力養成塾
当社の講師育成ノウハウを
映像に凝縮したeラーニング講座／
教員研修プログラムの提供

受託授業
私立中学・高校からの依頼に基づいて
受託／カリキュラム・教材の作成、
授業などを提供

早稲田アカデミー IBS
生きた英語を身に付ける
最先端の英語講座
「東大・医学部・ハーバードに
一番近い小学生たちの英語塾」を
コンセプトに2012年に開設

English ENGINE
英書の多読と授業を通じて
「本物の英語力」を育むことを
目的とした英語塾／小中学生対象

Online English Education
オンラインを活用した
海外のネイティブ講師との
マンツーマン英語レッスン
（基本コースの英語授業の一環）／
小5・6Kコース*・中1生対象
*公立中学進学コースの略称

（2001年）

早慶附属高校
合格者数
全国No.1

（2003年）
全国No.1

早稲田実業学校中等部
合格者数

（2009年）
全国No.1

慶應女子高校
合格者数

（2008年）
全国No.1

開成高校
合格者数

早稲アカグループが展開している主なブランド

早稲田アカデミー個別進学館
難関校に合格することを目的
とした個別指導ブランド（㈱明
光ネットワークジャパンと業務
提携）

野田クルゼ（㈱野田学園）
医歯薬系大学受験に特化した
専門予備校

水戸アカデミー（㈱水戸アカデミー）
難関中学・高校受験専門塾／
展開エリアは茨城県

QUARD（㈱集学舎）
難関高校・大学受験進学塾／
展開エリアは千葉県

WASEDA ACADEMY USA CO.,LTD.
ニューヨーク在住の日本人生徒
対象の進学塾／小・中学生対象

国研
都立トップ高受験専門塾／
小・中学生対象

SPICA
最難関中学受験専門塾／
小学生対象

早稲田アカデミー
当社標準ブランド／
小・中学生対象

早稲田アカデミー ExiV
難関中学・高校受験専門塾

早稲田アカデミー 大学受験部
難関大学受験塾／
高校生・中高一貫校中学生対象

※（　　）は全国No.1達成年度

集団指導ブランド 個別指導ブランド 国内 海外

早稲田アカデミー グルー プ会社

WASEDA ACADEMY UK CO.,LTD
ロンドン在住の日本人生徒
対象の進学塾／小・中学生対象

3 WASEDA AC ADEMY CO. ,  LTD.



早稲アカの
変わらぬ
教育理念

早稲アカの
変わらぬ
教育理念

「本気でやる子を育てる」という教育理念 の追求から
早稲アカの 取り組みは確かな拡がりをみせています

早稲田アカデミーの拡大戦略

早稲アカの英語教育

ブランドの拡がり

進学塾として、確かな指導ノウハウを蓄積し、
数々の「合格実績No.1」を積み重ねています

進学塾としての拡がり

進学塾として「No.1」にこだわり続
け、他社が真似のできないスピード
で合格実績を伸ばしてきた原動力
は、指導システム（教材・カリキュラ
ム・教授法など）の向上と授業品質
の向上に挑み続けてきた職員の「情
熱」です。早稲アカの職員が他社を
凌駕する「情熱」を持ち続ける限り、
この追求に終わりはありません。

自宅と海外をオンラインで直結
6技能習得のための英語講座をスタート

英語教育への挑戦

文部科学省が推進する英語教育改
革を見据え、常に一歩先の対応を
目指し、「早稲田アカデミー IBS」を
立ち上げました。「真の英語力の獲
得」を目指し、英語を英語で理解し
表現する「英語脳の育成」をコンセ
プトとした新しい英語教育を提案
しています。そしてIBSのノウハウ
を活用し、より汎用性の高いブラン
ド「English ENGINE」を立ち上げ
ました。2020年からは、英語6技能
「読む・聞く・書く・話す・語彙・文
法」の力を効果的に身に付けていく
ことができる「Online English 
Education」をスタートしました。

海外でも拡がり始める「本気」を引き出す早稲アカの授業、
顧客ニーズに対応したブランド展開で
事業の拡大を推進しています

早稲アカの「共育」プロジェクト

未来の日本に必要な人材を育てるために
指導ノウハウ・研修プログラムの
提供等を行っています

公教育支援の取り組み

当社が創業以来培った指導ノウハ
ウを活かして、日本の未来を担う子
供たちが質の高い授業を受けられ
るようにしたい─。そのような思い
から始めた当社のノウハウ提供は
公教育支援の取り組みとなり、官学
民の垣根を越えて、教育委員会や
学校、大学、教員養成機関との協働
連携となっています。当社はこれか
らも社会貢献と同時に社会的責任
を果たしていきます。

W-ExPerT
学校や学習塾の幹部・幹部候補者
対象の研修事業

教師力養成塾
当社の講師育成ノウハウを
映像に凝縮したeラーニング講座／
教員研修プログラムの提供

受託授業
私立中学・高校からの依頼に基づいて
受託／カリキュラム・教材の作成、
授業などを提供

早稲田アカデミー IBS
生きた英語を身に付ける
最先端の英語講座
「東大・医学部・ハーバードに
一番近い小学生たちの英語塾」を
コンセプトに2012年に開設

English ENGINE
英書の多読と授業を通じて
「本物の英語力」を育むことを
目的とした英語塾／小中学生対象

Online English Education
オンラインを活用した
海外のネイティブ講師との
マンツーマン英語レッスン
（基本コースの英語授業の一環）／
小5・6Kコース*・中1生対象
*公立中学進学コースの略称

（2001年）

早慶附属高校
合格者数
全国No.1

（2003年）
全国No.1

早稲田実業学校中等部
合格者数

（2009年）
全国No.1

慶應女子高校
合格者数

（2008年）
全国No.1

開成高校
合格者数

早稲アカグループが展開している主なブランド

早稲田アカデミー個別進学館
難関校に合格することを目的
とした個別指導ブランド（㈱明
光ネットワークジャパンと業務
提携）

野田クルゼ（㈱野田学園）
医歯薬系大学受験に特化した
専門予備校

水戸アカデミー（㈱水戸アカデミー）
難関中学・高校受験専門塾／
展開エリアは茨城県

QUARD（㈱集学舎）
難関高校・大学受験進学塾／
展開エリアは千葉県

WASEDA ACADEMY USA CO.,LTD.
ニューヨーク在住の日本人生徒
対象の進学塾／小・中学生対象

国研
都立トップ高受験専門塾／
小・中学生対象

SPICA
最難関中学受験専門塾／
小学生対象

早稲田アカデミー
当社標準ブランド／
小・中学生対象

早稲田アカデミー ExiV
難関中学・高校受験専門塾

早稲田アカデミー 大学受験部
難関大学受験塾／
高校生・中高一貫校中学生対象

※（　　）は全国No.1達成年度

集団指導ブランド 個別指導ブランド 国内 海外

早稲田アカデミー グルー プ会社

WASEDA ACADEMY UK CO.,LTD
ロンドン在住の日本人生徒
対象の進学塾／小・中学生対象

4I n v e s t o r s  G u i d e



早稲田アカデミーの価値創造

本気が「世界」を変える。
The best for your dreams

スローガン

人は夢を持ち、目標を定め、
本気で粘り強く努力を継続することで成長し、進化します。

早稲田アカデミーグループはこれまでも、
そしてこれからも学ぶ人々に勇気と感動を与え、

目標に向かって本気で取り組むことの
素晴らしさと大切さを伝え続けます。

本気でやる子
を育てる

創業教育理念

次世代の
リーダー
育成

社会に提供する価値

前向きな志向
チャレンジ精神

問題を発見し
解決する力

受験という大きな壁に挑戦し、乗り越えること。

受験を通じて培われる

強い精神力・高い学力や問題解決力は

子どもたちにとって一生の宝となり、未来を切り拓く力になる。

新しい時代を拓くのは新しい時代のリー ダーである
 「本気でやる子を育てる」という教育理念 のもと
未来を切り拓く次世代のリーダーの育成 を担う

本気で真剣に
取り組む姿勢

早稲田アカデミーグループの企業バリュー 価値ある目標を自ら設定し、本気で挑戦
する。たとえ跳ね返されたとしても粘り
強くやり抜く。自らにとってだけでなく、
他の人の笑顔や感動を心から願い、誠実
に行動し、実現することができる人物。そ
んな有為な人財が、より多くの人々の幸
せ、希望あふれる未来創りに貢献する。
それが早稲田アカデミーグループの企
業バリューです。

早稲田アカデミーの強みは「普通の学力の子どもを鍛え、憧れの
難関志望校に合格させるノウハウ」と、それにより実現している
「難関校への圧倒的な合格実績」です。
毎年、合格実績を伸ばし続けることにより、「難関校に行くなら早
稲田アカデミー」という評判を生み出し、その評判により塾生が増
え、合格実績も更に伸長するという好循環こそが、収益を伸長さ
せ続ける秘訣であり、当社が築いてきたビジネスモデルです。

早稲田アカデミーの強みとビジネスモデル

挑戦 本気 GRIT 利他 誠実
集客力
向上

ブランド力
向上

合格実績
伸長

困難を
乗り越えて
やり抜く力
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株式会社 早稲田アカデミー 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15　TEL 03-3590-4011（代表）　https://www.waseda-ac.co.jp/
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

表紙写真：朝日新聞出版・松永卓也

株式会社早稲田アカデミーは
プライバシーマークの
使用資格を取得しています。

早稲田アカデミーブランド

早稲田アカデミーグループ

集団指導ブランド

個別指導ブランド

英語教育ブランド

株式会社野田学園 株式会社集学舎株式会社水戸アカデミー

WASEDA ACADEMY USA CO.,LTD.WASEDA ACADEMY UK CO.,LTD


