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代表取締役社長　

山本 豊

コロナ禍でいち早く
双方向型のWeb授業を開始

代表取締役社長への就任早々、新型コロナウイルス感
染拡大防止の対応に追われることとなり、まさに“走り
ながら考えながら ” というような毎日でした。2020年
は、第1回目の緊急事態宣言の発令により、4月5月の2ヶ
月間、対面での授業サービスの提供ができなくなってし
まいました。「本気でやる子を育てる」を教育理念に掲げ、
対面の授業で直接「熱」を伝えることが最も重要と位置
付けている私たちにとっては衝撃的なことで、創業以来
の極めて困難な状況に直面することとなりました。しか
しそこで立ち止まらず、考えを大胆に転換し、他の塾に
先駆けていち早くZoomを利用した「双方向Web授業」
を開始し、学習や受験準備に遅れが出てしまうことを不
安に思う生徒や保護者の皆様に寄り添い、継続的な学び
を提供することに全力を挙げて取り組みました。

Zoomを使ったリアルタイムの授業は、対面での教室

の授業さながらの「熱」をWebを通しても減衰すること
なく伝えようと様々な工夫を凝らしたことで、生徒たち
も緊張感を持って集中して取り組むことで効果も高ま
り、在宅勤務で自宅にいらっしゃる保護者の皆様から
も、高い評価をいただくことができました。

6月からは感染防止対策を徹底し、校舎での対面授業
を再開しましたが、Web 授業も継続し、選択して受講
していただける「デュアル形式」にしています。今後、
万一感染が再拡大し、再び対面での授業サービスが制限
されるような事態となっても、早稲田アカデミーでは学
習の機会を奪われることなく安心して継続ができるとい
う大きなメリットがあります。そのことが、口コミとし
ても大きな広がりを見せており、新年度、新規でご入塾
いただく方がこれまでにないほど多く増えています。

 教育理念の徹底実践と
 新たなサービス創出により
 教育企業No.1を目指す

トップメッセージ

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事に対して 

“ 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。

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、

言い換えれば「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。それが私

たち早稲田アカデミーの願いです。

人は未来を創り、教育は未来を拓く

経営理念

目標に向かって
真剣に取り組む人間の創造

教育理念

本気でやる子を育てる

企業目標

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
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少子化は大きな社会問題ですが、地域差があり、実は
首都圏では少子化はあまり進んでいません。より良い教
育環境を求めることは普遍的なことですので、今後さら
に少子化が進んだとしても、私国立の難関校を目指す人
数は大きくは変わらないでしょう。特に、早稲田アカデ
ミーの主要な顧客層となる関東地域の私国立難関校志望
者は、この先10年といったスパンで見ても、ほとんど
少子化の影響は受けないと考えています。

長期化するコロナ禍の影響もあって、社会の価値観や
概念までもが大きく変わりつつあることを実感していま
す。「受験」に対する志向や、「教育」に求め期待するこ
とも、それにつれてやはり大きく変わっていくように思
います。アフターコロナにあって、私たち早稲田アカデ
ミーが、民間の教育企業として社会的に担える役割とは
何か、そういった根本からも、しっかりと将来を見据え
て変革を遂げていかねばならないと思っています。

学習塾業界も、コロナ禍による厳しい社会情勢の影響
を大きく受けて、淘汰と二極化が一気に進みましたが、
そのような中、早稲田アカデミーはＶ字回復を果たし、

業績は大きく伸長しました。本業に集中し、「本気でや
る子を育てる」という教育理念を愚直に実践することに
こだわりそれをひた向きに貫き通したことが、業績の回
復と伸長にも直結したように思います。今後も「コア」
な部分を大切にし、着実に歩みを進めてまいります。

2021年1月に策定した中期経営計画では、早稲田アカ
デミーならではの独自の価値を明文化しました。お預か
りしたお子様の成績を上げ、そして志望校合格のために
全力を尽くすことが、進学塾としての重要な役割・使命
ですが、それだけに留まらず、さらに高い付加価値を提
供したいと考えています。「本気でやる子を育てる」は、
創業当初に掲げられ、今もなお全く変わらずに受け継が
れている教育理念です。目標に向かって本気で取り組み、
困難を乗り越えてやり抜く力を身に付けることは、その
後の豊かな人生の礎となることでしょう。大学に進学し、
さらにいち社会人として自立していく中で、早稲田アカ
デミーで培われた本気で物事に取り組む姿勢は、必ず大
きなプラスとなると信じています。この、創業者が掲げ

た教育理念を愚直に実践することで得られる独自の付加
価値を、「ワセ価値」という言葉にして可視化しました。

この「ワセ価値」を明文化するにあたり、早稲田アカ
デミー独自の価値を検証するプロジェクトを実施しまし
た。30代の社会人に広くアンケート調査を行った結果、
早稲田アカデミー出身者は、他塾出身の方と比べ、チャ
レンジ精神や知的好奇心が旺盛である、課題解決力や困
難に立ち向かいやり遂げる力などが、より多く身に付い
ていることが実証されました。「受かるチカラ」だけでは
なく「生きるチカラ」も育んでいるということが証明で
きたのです。早稲田アカデミーで学び巣立っていく多く
の生徒たちが、将来豊かな人生を送り、そしてさらには、
社会で活躍し未来を切り拓くリーダーになっていくこと
を願っています。このことはすなわち私たちが社会に提
供する価値でもあり、質の高い教育はSDGsへの貢献だ
とも考えています。

教育現場でのICT拡充は、論を俟たないところでしょ
う。一連のコロナ禍対応で、そのスピードは一段と加
速しています。昨年、「早稲田アカデミーEAST」という
モバイルアプリを共同開発し、自宅で受験した模擬試験
やテストの解答用紙をスマートフォンで撮影して瞬時に
アップロードできるサービスの提供を開始しましたが、
このシステムひとつとっても、大きな可能性を秘めてい
ると感じています。今年そして来年にも大規模なバー
ジョンアップを予定しており、自宅学習や模擬試験など
において、欠くことのできないものへと進化させていき
たいと考えています。

2021年4月からは、首都圏外や海外在住の方を対象
にし、コロナ禍対応で培ったノウハウを活用した「早稲
田アカデミー オンライン校」が開校しました。2019年に
ニューヨークとロンドンに校舎を開校しましたが、コロナ
禍で外出制限が続く中、Web授業を早くから取り入れた
ことで、塾生数は堅調に推移しています。またWeb授業
は場所を問いませんので、カナダやメキシコ、ヨーロッ
パ各国へも市場が広がりつつあります。東南アジアでは、

株式会社学研スタディエ等と業務提携して早稲田アカデ
ミーのブランドで教室を展開する仕組みを形成していま
す。今後も海外展開にはより一層力を入れ、全世界的に
ネットワークを広げていきたいと考えています。

グローバルに活躍するためには「使える英語力」が不
可欠です。Online English Education は、小学5年生
から中学2年生までを対象に、Webを通して海外の外国
人講師とマンツーマンでつなぎ、会話を中心に授業を進
めるプログラムです。受験英語も習得しつつ、英語4技
能（読む・書く・聞く・話す）もあわせて身につけてい
くことができるようになっています。将来、大学入試や
海外留学の時に慌てて英語を勉強しなくてもこのプログ
ラムを継続して勉強することで自然と英語力が身に付い
ていきます。

コロナ禍がもたらした社会変容は、教育業界にも大き
な影響を与えつつあります。公教育への不安から、私立
志向の高まりが見られ、それが進学塾のニーズの高ま
りにも直接つながってきています。Web を活用した新
規サービスへの需要も、また一段と強まってくることで
しょう。このような外的環境の変化をしっかりと捉えつ
つ、機敏な対処を進めてまいります。

私たちが創業以来大切にしている「本気でやる子を育
てる」という教育理念は、この先も決して変わることは
ありません。その理念の実践から生み出される独自の付
加価値「ワセ価値」は、新学習指導要領のコアにも通じ
るものであり、これから保護者となっていくミレニアル
世代の価値観ともシンクロするものとなっていくでしょ
う。私たち自身の軸足は決してぶれることなく、本業の
質を高めより一層充実させていくことで、教育企業No.1
を目指し邁進いたします。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。

2021年4月

創業当初からある
理念の実践をひたむきに行い、
本業に専念していく

市場背景とリスク

独自の価値を明文化した
「ワセ価値」

英語教育やグローバル展開で
新たな価値を創造

教育企業No.1を目指す
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未来を切り拓く
次世代のリーダーの

育成・輩出
社会の課題を解決できる
有為な人材を輩出していく

早稲田アカデミーの価値創造
新しい時代を拓くのは、新しい時代のリーダーです。
「本気でやる子を育てる」という一貫した教育理念のもと、ワセ価値を提供し、
未来を切り拓く次世代のリーダーの育成を担います。

「本気でやる子を育てる」という教育理念を徹底実践することで、生徒の本気を引き出し、成績向上
と志望校合格を実現する。その結果、生徒・保護者の満足度を高めて地域の評判を獲得し、市場
支持を拡充していくー。この一連の流れを「合格実績戦略」と称し、当社の業績伸長を進めてい
くうえでの基本戦略となっています。

質の追求

ワセ価値
本気で真剣に
取り組む姿勢

信念と高いスキルを
持った講師

やる気を育む
学習環境

前向きな志向
チャレンジ精神

問題を発見し
解決する力

合格実績戦略

その後の
豊かな人生を送る

礎となる姿勢と能力

志望校合格
成績向上

徹底した
教育システム

困難を乗り越えて
やり抜く力

教育理念
徹底実践

業績伸⾧
成⾧拡大

成績向上
志望校合格

顧客満足度
向上

教育理念

本気でやる子を
育てる

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。
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教育産業・学習塾を取り巻く様々な環境の変化に柔軟に対応し、企業目標達成に向け
以下の重点施策に取り組んでまいります。

顧客にとっての利便性をより高めるための取り組みとしてDX（デジタルトランスフォーメーション）対応を
積極的に推進しています。

企業目標達成に向けた
重点施策 中期経営計画

2021年3月期～2024年3月期

ICTを活用した新規サービス提供への取り組み
具体的な取り組み

自宅で受験した模試やテストの解答用紙を、スマートフォンで読みこ
むだけで簡単にアップロードできるアプリを共同開発しました。この
アプリを使うことにより、受験後に解答用紙を「郵送する、宅配便で
送る」「校舎に届けに行く」「写真を撮ってメールで送る」といった作業
が不要になります。また、2020年11月からテストだけではなく、記
述式の添削課題や宿題の提出、質問対応といった自宅学習をサポート
するツールとしても機能の拡充、利用機会の拡大を図っています。

早稲田アカデミーEAST
（Electronic Answer Sheet Transfer）

Zoomを活用し、ライブ授業を自宅でも受講 
できる「双方向 Web 授業」を導入し、対面授
業により近い環境での学習指導の提供に注
力しています。2020年6月からは「早稲ア
カ DUAL」と称して、ご家庭の希望に応じて

「対面授業」と「双方向 Web 授業」を選択受講
できるデュアル形式でのサービスを提供し
ています。

早稲アカDUAL 

「早稲田アカデミーOnline」は、早稲田アカデミーのWebサービスを
ご利用いただく全ての生徒・保護者を対象としたポータルサイトです。
このポータルサイトは、早稲田アカデミーのサービスのデジタル化・
オンライン化を加速させるための基盤であり、次世代型教育サービス
のプラットフォームとして、追加・拡充を予定しています。そのスター
トとして、利用者は1回の認証（ログイン）を行うだけで、対象とな
るすべてのWebサービスに簡単にアクセスが可能となる「シングルサ
インオン」機能の提供を開始しました。

早稲田アカデミー Online

永続的な成⾧を実現できる体制の構築
経営基盤の強化と企業価値の向上

教育サービス創出による新収益基盤の構築
オンライン校の開校と海外戦略、英語教育ブランドの展開

コア事業強化による合格実績戦略の推進
各ブランドの強みをさらに引き出す

サービス品質向上による顧客満足度の向上
人材育成の強化とICTを活用した新規サービスの提供

オンライン校の新規開校に加え、英語教育サービスの強化を図り、
新たな収益基盤の構築に努めています。

2021年4月、早稲田アカデミーオンライン校を開校しました。Zoomを利用し
た双方向Web授業を活用し、当社の合格実績を牽引する「NN（何がなんでも）
志望校別コース（小6生対象）」と「必勝志望校別コース（中3生対象）」の授業を、
オンラインで提供します。首都圏外や海外から難関校にチャレンジされる方に
も、最高峰のカリキュラム、教材、選び抜かれた講師陣で展開される最高レベ
ルの志望校別対策講座の受講が可能となっています。

早稲田アカデミーオンライン校

2020年6月より他社に先駆けて英語教育改革に対応するための新たな講座とし
て、受験に対応した英語4技能（読む・書く・聞く・話す）の習得を目標とする
オンライン英語学習サービス「Online English Education（小5Ｋ・小6Kコー
ス※、中1・2年生対象）」の提供を開始しました。英語の授業で学習した内容を、
毎週25分間、外国人講師とのオンラインマンツーマン授業を通じて復習するこ
とで、英語4技能が効率よく身に付くだけでなく、受験に合格できる力を付け
ることができます。また、並行してAIを活用した「聞く力・話す力」を可視化
する英語新4技能アプリ「Link Skills」も導入し、生徒の「聞く力・話す力」を
採点化することで、4技能をバランス良く習得できるようになっています。

※公立中学進学コースの略称

Online English Education（オンライン英語教育）

教育サービス創出による新収益基盤の構築
具体的な取り組み
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■1996年 3月
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

■1997年 9月
株式会社四谷大塚と提携塾契約を締結

■1999年2月
日本証券業協会に株式を店頭登録

■2004年 12月
日本証券業協会への店頭登録を取消し
ジャスダック証券取引所に株式を上場

■2007年 1月
東京証券取引所市場第二部に株式を上場

■2001年 2月
早慶附属高校合格者数全国 No.1達成

■2007年 5月
医歯薬系大学受験の専門予備校

「野田クルゼ」の運営母体である
株式会社野田学園を子会社化

■2001年 3月
「MYSTA」ブランドを新設し
個別指導分野への進出を開始

■2008年 2月
開成高校合格者数
全国 No.1達成

■2015年 8月
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

■2017年 6月
監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
■2018年 1月
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

■2016年 9月
最難関中学受験専門塾  「SPICA」を自由が丘に開校
■2017年 1月
多読英語教室  「早稲田アカデミーEnglish ENGINE」を南大沢に開校

■2019年5月
WASEDA ACADEMY UK CO.,LTD を設立し、9月にロンドン校を開校
■2019年7月
WASEDA ACADEMY USA CO.,LTD.を子会社化し、ニューヨーク校を開校
■2019年8月
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
■2019年 10月
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

■2010年 8・9月
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

■2012年 12月
東京証券取引所市場第一部に株式を上場

■2014年 3月
トフルゼミナールを展開するテイエス企画株式会社と
業務提携基本契約締結

■2010年 3月
「早稲アカ理科実験教室」を西日暮里に開設

■2011年 4月
「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

■2012年 4月
「早稲田アカデミーIBS（Integrated Bilingual School）」を開設

■2002年 2月
難関中学・高校受験のための特化ブランド「ExiV」を新設

■1975年 7月
（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

■1976年 3月
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

■1985年 12月
商号を「株式会社早稲田アカデミー」に変更

■1989年 1月
本社を東京都豊島区池袋に移転

■1989年 2月
株式会社四谷大塚と準拠塾契約を締結

※校舎数は早稲田アカデミー単体の期末時点の数値です。

創業者 須野田誠の授業

入試応援風景

早稲田アカデミーロンドン校

早稲田アカデミーニューヨーク校

学習塾事業の更なる拡大
大きな転換期を迎えている日本の英語教育。日本の発展を
支える“グローバル人材の育成”に向け、政府主導で様々な教
育改革が推進される中、世界の人 と々対等に渡り合える英語
力の養成が、学校教育においても重要課題とされています。
早稲田アカデミーでは、英語4技能（読む・書く・聞く・話す）
を効率よく身に付けることに加え、受験に合格できる力の醸
成に積極的に取り組んでいます。

帰国生入試における一層の業容拡大を推進するため、2019年 
に海外現地法人を設置し、ロンドン校（WASEDA ACADEMY 
UK CO.,LTD）とニューヨーク校（WASEDA ACADEMY USA 
CO.,LTD.）を開校しました。また、海外教育事業の展開をよ
り加速するため、株式会社学研スタディエおよびその海外
子会社（シンガポール・ベトナム・台湾）と業務提携を締結す
る等、早稲田アカデミーブランドでの海外授業の展開を推進
しています。

2012年
「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「早稲田アカデミーIBS」を
開設。

2017年
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
「English ENGINE」を開設。

2020年
オンラインを活用した海外ネイティブ講師とのマンツーマン英語
レッスン「Online English Education」の提供を開始。

Online English Education

英語教育への取り組み

■経営・提携関連
■新サービス・出校・新ブランド開発関連

埼玉県
進出開始

神奈川県
進出開始

茨城県
進出開始

千葉県
進出開始

教育企業No.1 への挑戦 小さな学習指導サークルからはじまった
日本一の教育企業へのあゆみ

校舎数

153校
（2021年3月期）

校舎数

106校
（2007年3月期）

校舎数

71校
（2003年3月期）

校舎数

14校
（1990年3月期）

校舎数

35校
（1998年3月期）

創業当初から難関校の合格実績伸長にこだわり、
情熱をもって生徒と向き合い目標を達成してきました。

有言実行の軌跡

早慶附属高校合格者数
全国No.1達成時の
社内全体研修

1985年のチラシ

3年後達成

2001年達成

2008年達成

5年以内に
都立西高校合格者数

No.1を宣言

1990年
早慶附属高校合格者数

No.1を宣言

2001年
開成高校合格者数

No.1を宣言

男女御三家中学
合格者数

No.1を宣言

最初の挑戦

第2の挑戦

第3の挑戦

第4の挑戦

現在挑戦中

2001年のチラシ
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早稲田アカデミーブランド

個別指導ブランド

英語教育ブランド

集団指導ブランド

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　https://www.waseda-ac.co.jp/corp/ir/

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

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。

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。

早稲田アカデミーグループ


