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C O N T E N T S

学研グループでは、毎年、「学研グループCSRレポート」を
発行しております。環境活動に関する報告はもとより、
ISO26000/SR 7つの中核主題（組織統治・人権・労働
慣行・環境・公正な事業慣行・消費者課題・コミュニティ
への参画及びコミュニティの発展）を強く意識し、当社グ
ループとさまざまなステークホルダーとのかかわり、社会
課題解決に向けたグループの社会貢献活動などを幅広く
掲載することで、報告内容の充実を図っております。

「CSRレポート2020」は学研グループが果たす社会的責
任について、社会課題の解決のために行っているさまざま
な取り組みをステークホルダーの皆様にわかりやすくお
伝えし、皆様とのコミュニケーションツールとして活用す
ることで、当社グループのCSR活動の見直しと改善の機
会として役立てることを目的としています。
掲載情報は、各種の報告書作成ガイドライン等を参考
に、有識者コメントや第三者意見などを踏まえ、社会に
とっての重要性と学研グループにとっての重要性の両方
を考慮し、決定しています。

GRIサステナビリティ・リポーティング・スタンダード
　※対照表は下記のウェブサイトに掲載しています。

ISO26000（社会的責任に関する手引き）

2018年10月〜2019年9月（一部対象期間外、2019年
10月以降の情報も含んでいます）

原則として学研ホールディングスおよび学研グループ各会
社を対象としています。個別の対象範囲を定義しているも
のについては、当該箇所に明示しています。

編集方針

参照したガイドライン

報告対象期間

報告対象組織

Webサイトから閲覧やダウンロードができます。

http://ghd.gakken.co.jp/csr/

2 編集方針

4 学研グループの会社概要

6 TOP COMMITMENT

3 グループ理念　グループビジョン　行動指針

10 学研グループの CSR

38 学研グループの会社一覧

39 一般社団法人 日本能率協会による
第三者意見

13 特集
　 1  未来に続く価値を生み出せる
　　 次世代人財の育成
　 2  青少年の健やかな成長支援
　 3  人生100年時代の生涯学習推進
　 4  地域における心ゆたかなシニアライフ支援
　 5  コーポレートガバナンスの強化

18 環境
　環境マネジメント
　原材料の調達
　水・大気・廃棄物
　エネルギー
　生物多様性
　【Topics】生物多様性の啓発活動

22 社会
　お客様とともに
　従業員・家族とともに
　地域社会とともに
　【Topics】学研版地域包括ケアシステム
　取引先とともに
　株主・投資家とともに

34 ガバナンス
　コーポレートガバナンスと内部統制
　コンプライアンス
　リスクマネジメント
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グループ理念
私たち学研グループは

すべての人が心ゆたかに生きることを願い
今日の感動・満足・安心と
明日への夢・希望を提供します

グループビジョン
ずっと、いっしょに
“まなび”をたのしく！

ワクワク☆ドキドキ創造企業

　子どもたちには未来を生き抜く力を、大人たちに
は次のステージにステップアップする自信と喜びを。
学研はすべての人々に、いつでもどこでも「学びたく
なる学び」を提供しています。

教育事業
　少子高齢化が進む日本で、0歳の赤ちゃんから
100歳を超える高齢者まで安心・安全で、心ゆたか
に暮らせる「学研版地域包括ケアシステム」の構築
や、認知症ケアや訪問介護などサービスを進化させ
ています。

医療福祉事業

行動指針「Gakken Spirit」
Creative Challenge

知る　広い視野で未来を見据え、深く市場と顧客の心を知ろう
挑む　高い目標を掲げ、強固な意志を持って、迅速に挑戦しよう
創る　自由かつ斬新な発想で、新しい価値を創り出そう

学研グループは「教育」「医療福祉」の
リーディングカンパニーを目指しています
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事業セグメント

　地域で信頼されている学習教室・
進学塾の運営及び、家庭教師派遣
サービス事業を全国展開しています。

「自分で考える力」を育てる学研教
室をはじめ、生徒一人ひとりに向き
合い、学ぶ楽しさを伝え、やる気を引
き出して力を伸ばします。

 「高齢者福祉」では、サービス付き
高齢者向け住宅・グループホームを
中心とした高齢者住宅、各種介護
サービス等の企画・開発・運営を国
内外で展開しています。「子育て支
援」では、未就学児には認可・認証
保育所、こども園、就学児向けの学
童保育施設を運営しています。

　幼稚園・保育所向けに保育絵本、
保育教材・用品、幼児教室、保育者
研修を提供しています。また、小・中
学校向けには教科書・指導書、特別
支援教材を、高等学校向けには小論
文・模試を、大学向けには入試・就
職支援、企業向けには採用支援、社
員研修を提供し、学校・企業教育現
場を強力にサポートします。

教育サービス事業
教育サービス事業医療福祉

サービス事業

教育コンテンツ事業教育ソリューション事業

その他

医療福祉サービス事業

その他

教育ソリューション事業

売 上 高 30,273百万円
営業利益 899百万円

商　　号  株式会社学研ホールディングス
事業内容  教育サービス事業、教育コンテンツ事業、教育ソリューション事業、

　　　　 　医療福祉サービス事業、その他
所 在 地  東京都品川区西五反田2-11-8
設　　立  1947年3月31日（1946年創業）
従業員数  6,970名 ［連結］ 2019年9月30日現在

売 上 高  140,559百万円 ［連結］ 2019年9月期

売 上 高 58,142百万円
営業利益 2,984百万円

売 上 高 3,500百万円
営業利益 130百万円

売 上 高 19,080百万円
営業利益 361百万円

　取次、書店ルートにおける児童書・
学習参考書・実用書籍・雑誌等の出
版物を発行・販売しています。また、
出版と連動したデジタルコンテンツ
の制作・販売、電子出版配信事業、
教材開発、教育ICTサービスの企画
制作、メディア運営及び、文具・玩具
の企画製作・販売を行っています。

教育コンテンツ事業
売 上 高 29,561百万円
営業利益 126百万円

事業別
売上高比率

第74期売上高

百万円
140,559

21.5%

21.0%

13.6%

41.4%

2.5%

学研グループの

会社概要
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※海外の日本人向けサービスの拠点は除く

事業展開地域

学研（香港）有限公司

Gakken Ace Education 
Co.,Ltd.

Gakken Nanmeebooks 
Education Co.,Ltd.

メディカル・ケア・サービスの
海外各拠点

Gakken Education 
Malaysia Sdn.Bhd.

アイ・シー・ネットの
海外各拠点

Gakken Jakarta 
駐在員事務所

　学研グループの海外生産拠点。教材から生
活用品まで幅広い商材を開発。世界へ向けた
ものづくりを行っています。

　ミャンマーのIT企業との合弁会社。主要都
市で上位中間層から富裕層を対象に学研教室
を展開。プログラミング教室も始めています。

　タイの大手出版社との合弁会社。全国的に
学研教室を展開。また、学研グループのタイで
の事業展開のサポートも行っています。

学研グループの海外拠点
　東南アジアや中国各地を中心にグループ
拠点を設立し、現地の方にサービスを提供
しています。

　中国を中心に介護施設を運営。また介護人
財のスタッフィングや施設運営のコンサルタン
トなど幅広く事業を展開。

　英語教材を用いて、マレーシアの幅広い層を
対象に、主要な都市部を中心として学研教室
を展開しています。

　開発途上国での政府開発援助（ODA）プロ
ジェクトを実施。民間セクターとも連携しなが
ら社会課題の解決に貢献しています。

　学研のインドネシア展開に向けての市場調
査や、国際ブックフェア参加など東京本社のサ
ポートを行っています。
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学研グループは
教育と医療福祉の事業で
社会の持続可能性を
高めていきます

T O P  C O M M I T M E N T

株式会社 学研ホールディングス
代表取締役社長
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  「学研CSRレポート2020」をご覧いただき、まことにあり
がとうございます。本レポートは、売上・利益といった財務
的な側面だけでなく、環境や社会貢献活動への取り組みな
ど、学研グループと社会との関わり合いを、より多くのス
テークホルダーの皆様に知っていただくことを目的に毎年
発行しています。

教育から世界の課題を解決する企業へと進化

　2019年は日本列島を大きな台風が襲い、各地に深刻な
被害をもたらしました。被害に遭われた地域の皆様には、
改めてお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興
をお祈りいたします。
　2020年に入っても、日本の記録的な暖冬やオーストラリ
アの森林火災など、地球温暖化の影響が指摘される現象
が続きました。
　子どもや高齢者を対象とした事業を行っている学研グ
ループにとって、気候変動は非常に重大なリスクであると
認識しています。一方で社会的な責任においてこれらの課
題に適切に取り組むことは、われわれが多くの経験を積

み、自らを変革する成長機会であるととらえています。
　社会の持続可能性（サステナビリティ）は学研グループ
の持続可能性ととらえ、環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance）への取り組みは、グ
ループ全体の重要課題と考えています。
　事業や社会との関わりではSDGsを中長期的な目線の取
り組みとし、重点目標を3、4、11に定め、17あるすべての
ゴール達成に向けチャレンジを開始しています。
　学研グループは1946年の創業以来、一貫して教育を通
して社会課題の解決を目指してきました。地域差や所得差
に関係なく教育と医療福祉を提供することをモットーとし
てサービスを広げてきましたが、まだ解決できていない分
野は数多くあります。
　2019年には、アイ・シー・ネットがグループインしました。
ODA（政府開発援助）を通じて途上国の課題解決に取り組
んでいるまさにSDGsの最前線で活動する会社です。アイ・
シー・ネットの世界150か国での活動実績と学研グループ
の教育、医療福祉のシナジー創出により、学研グループは、
SDGsのすべての課題を解決できる企業グループへと進化
を着 と々進めています。

学研グループは「教育」「医療福祉」のリーディングカンパニーを目指します。

教育事業 医療福祉事業

T O P  C O M M I T M E N T
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業績

売上高※ 1,405 1,400 1,430

45 50 51

3.2％ 3.6％ 3.6％

19 33 28

1.3％ 2.4％ 1.9％

5.0％ 7.7％ ー

75円 75円 80円

35.9％ 21.0％ 26.4％

+30

+1

△5

△0.5％

ー

+5円

+5.4％

高齢者
事業伸長

税負担率
上昇

増配

営業
利益率

当期
純利益率

1株当たり
配当

営業利益※

当期
純利益※

ＲＯＥ

配当性向

経営基盤強化

資本効率向上

株主還元

事業戦略（教育）

事業戦略（医療福祉）

全体の数値計画は
ほぼ想定通り

ロードマップに基づき
７つの経営施策を推進中

ＲＯＥ向上には
税負担率の抑制が課題

増配継続中
（2019年9月期5円増配）

新規事業への挑戦と見極め
（精査とスピード感に課題）
既存事業（進学塾等）の
収益力強化

サ高住・グループホーム事業
安定成長
出店拡大、雇用環境の
改善が継続的課題

分野

19年 
9 月期
実績

20年 
9 月期

当初計画

20年
9 月期

修正計画
差異 備考

コメント 評価

教育分野：事業変革のスピード感に課題
医療福祉分野：業容拡大によりグループを牽引
資本効率の向上と株主還元：増配 継続中

中期経営計画　中間評価2019年9月期実績と2020年9月期業績見通し

教育と医療福祉の2つのエンジンで成長

　学研グループは、2018年11月に発表した中期経営計画
「Gakken2020」のもとで、教育分野と医療福祉分野の「2つ
の成長エンジンで次代を拓く」ことを経営方針とし、経営基
盤の強化や資本効率の向上と株主還元に努め、持続的成長
による企業価値向上を推進しております。
 「Gakken2020」の1年目にあたる2019年9月期は、教育
分野では学研教室の英語コース受講促進、新学習指導要
領に対応した「明日の学力」診断の実施など、医療福祉分野
では学研版地域包括ケアシステムの推進、サービス付き高
齢者向け住宅とグループホームのシナジー創出などによ
り、売上高1405億円、営業利益45億円となり計画を達成
しました。10期連続増収はメディカル・ケア・サービスの
加入、持株会社移行後の最高益は医療福祉分野の牽引に
よるものでした。
　2020年はオリンピックの年であるとともに、学研グループ
中期経営計画 「Gakken2020」の最終年度となります。
　教育分野では小学校の新しい学習指導要領がスタート
します。新学習指導要領では、生徒を「持続可能な社会の
創り手」としたうえで、「知識及び技能」「思考力、判断力、表
現力など」「学びに向かう力、人間性など」の3つの柱を育む
ことがうたわれています。

　学研グループでは、体験型英語学習施設「TOKYO 
GLOBAL GATEWAY」、道徳・保健体育の教科書、塾、学
研教室、NEA（教育アライアンスネットワーク）などを通し
て「主体的・対話的で深い学び」を提供していきます。
　また、EdTechに取り組むにあたり、学研ホールディング
スにデジタル＆イノベーション推進室を立ち上げ、学びのプ
ラットフォームづくりや家庭学習促進アプリなどの普及を
進めていきます。
　医療福祉分野においては、17か所の拠点を新規開設す
るとともに、働きやすい職場づくりやサービス品質の向上
により、学研版地域包括ケアシステムを実現していきます。
　学研グループは、社会課題と企業活動が一致した企業と
してESG/SDGsを推進してまいります。今後ともご理解、ご
支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

T O P  C O M M I T M E N T

（※単位：億円）
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● ＣＧコードに則った効
率経営重視のマネジメ
ントシステム構築

● ROIC導⼊で事業の収
益性、効率性の改善を
図り、ROE向上を志向

● 投下資本（運転資本+固
定資産）に対する効率
性向上を推進

● 塾・出版・介護など事業
特性に合致する改善ド
ライバーやKPIの改善
を志向

持続的成⻑による企業価値向上

グループ⼒の結集

経営施策のロードマップ

「２つの成⻑エンジン」で次代を拓く

ROE向上を⽬的としたROICの導⼊

経営基盤を強化するため7つの経営施策を実⾏

学研版ROIC経営の構築・定着

事業戦略モニタリング

組織人事改⾰

教育分野

経営基盤の強化

資本効率の向上と株主還元

医療福祉分野

１年 ２年

構造改⾰による
筋⾁体質化
● 収益構造改⾰
● ポートフォリオ変⾰

成⻑の
⼟台づくり
● 財務戦略
　（財務健全化）
● 投資評価

売上利益の
さらなる成⻑
● マーケティング
　強化

⾃ら事業を変⾰させ
新しい学びを牽引

サービス拡大と
さらなる品質向上の追求

ポートフォリオ変⾰

組織⼈事改⾰ 投資評価

収益構造改⾰ マーケティング強化

事業戦略モニタリング 財務戦略

4

2 6

3 7

1 5

ROE
8％以上

株主資本コスト
想定4〜5％ROIC

経営⾯ 株主期待値

連結経営有利⼦負債残高推移（単位：億円）

事業体

事業⾯

収益性 効率性

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

312
324

169
191188

172

868790
79

※2019年は実績、
　2020年は試算

キャッシュ創出⼒を高め積極投資・株主還元拡⼤

2019年9月期
1 株当たり
配当75円

投資キャッシュ
フロー

営業キャッシュフロー

株主還元

営業キャッシュフロー推移
（単位：億円）

成長事業に
積極投資

投資基準作成
と厳格運⽤

100億円（2年間）

配当性向
30％以上に

向け増配

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55
53

31

50

3132

2

2324
29

17

　学研グループを取り巻く事業環境の急激な変化の中で、教
育分野と医療福祉分野を成長の軸として、未来につながる良
質なサービス・製品を継続提供することを目指し、「2つの成
長エンジンで次代を拓く」を経営方針に定め、持続的成長に
よる企業価値の向上を図ります。
　そして、この2軸を支える土台としての方針を「経営基盤の
強化」と「資本効率の向上と株主還元」としました。攻めの経
営戦略を具現化するためには「収益性の向上」「投資の厳選」

「資本効率の向上」により、強固な財務基盤を形成すること
が必須です。計画遂行にあたっては全社一丸となり、さらな
る高みを目指していきます。

中期経営計画「Gakken2020」の概要
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　学研グループでは、事業や公益財団の活動を通して乳幼
児から高齢者まで幅広いお客様と関わっています。従業員
一人ひとりがお客様とともに社会課題に向き合い、本業とし
て課題の解決に取り組むことで、未来に続く価値を生み出
すことができると考えています。
　幅広い世代のお客様の価値観にお応えし、新たな商品・
サービスの提供によって社会に貢献していくことこそ、学研
グループのCSRの原点です。
　お客様はもとより、お取引先、従業員とその家族、株主・
投資家、行政機関、地域社会など、すべてのステークホル
ダーの期待に応え、CSR経営を実践していきます。

　学研ホールディングスの社長を委員長とした学研グルー
プ「社会・環境・人権委員会」がCSRの推進主体となっていま
す。各社に社会・環境委員会、人権啓発推進委員会を設置
し、グループ理念に基づく社会・環境活動を行い、明るい職
場の形成と、経営基盤の強化を図るべく活動を行っています。

　学研グループのマテリアリティを特定するにあたり、お二
人の有識者から貴重なご意見をいただきました。いずれも
当社グループのあり方や事業に対する重要な指摘でありま
したので、「CSRレポート2019」に掲載させていただき、グ
ループ全員がよりよい取り組みを進めるための指針といたし
ました。
　河口真理子さんからは、教育・介護の事業を中心に据え
ていることからも、①ジェンダー平等の実施は必須、②人財
育成においては教育哲学を打ち出すこと、③高齢者施設は
環境や健康に配慮したものにするという論点でご意見をい
ただきました。
　ピーター D. ピーダーセンさんからは、サステナビリティ
視点を持ち、①将来につながる言葉で長期ビジョンを作る
こと、②学研という会社は環境負荷が高くなくても、環境面
でプラス価値を生み出す取り組みをすること、③社会的弱
者への配慮を必要とすることという論点でご意見をいただ
きました。

社会課題に向き合い、
未来に続く価値を提供します

CSRの考え方

有識者からのご意見 いただいたご意見（CSRレポート2019より）

推進体制

学研グループの

CSR

■ 学研グループ  社会・環境・人権委員会組織図

委員長（学研ホールディングス社長）

学研グループ 社会・環境・人権委員会

社会・環境部会 人権啓発推進部会

ガバナンス諮問委員会

内部統制委員会

社会・環境責任者 社会・環境責任者 推進委員長推進委員長

人権啓発委員人権啓発委員

事業所・従業員 事業所・従業員

ISO14001の認証（22社）

事業所・従業員事業所・従業員

社会・環境委員 社会・環境委員

　重点課題をもとに作成したというプロセスは、お話を直接伺ってわかった
ことなので、それがわかる書き方がいいです。なお、マテリアリティにジェン
ダーについての記載がないことに違和感がありました。教育・介護という多
くの女性を活用する事業を手掛ける学研では、避けては通れない論点では
ないでしょうか。
　ジェンダーバランスは放置していては変えることはできません。男女のメ
ンバー構成などを意識的に配慮することで、新たな観点や提供サービスが生
まれます。基本的に世の中の男女比は50:50で、両方が同じようにいて社会
が成り立っています。旧来の男女の役割にとらわれない人財を育てていただ
きたいです。
　人財育成では、単なる「国際人」「英語力」というだけでは、日本が昔から大
切にしてきた和の価値の良さを身につけた人財が育ちません。幼少期は積
み木や絵本などのアナログ教育が大事といわれます。デジタル環境のみで
育つことのリスクを人類はまだ知りません。「幼児期は体験重視、小学生以降
はデジタル」という教育哲学も学研には必要ではないでしょうか。
　今後高齢者の増加は確実で、高齢者向け施設の建屋などは、WELL認証
など環境に貢献しつつ健康にも配慮したものにするなど、新たな可能性が広
がる分野といえます。

（株）大和総研調査本部研究主幹
1986年一橋大学大学院修士課程修了（環境経済）、同年大和証券入社。
大和証券グループ本社広報部CSR担当部長。2012年4月より大和総研
調査本部主席研究員、2018年12月より研究主幹。担当分野は環境経営・
CSR・社会的責任投資。NPO法人日本サステナブル投資フォーラム代表
理事・事務局長。サステナビリティ日本フォーラム評議委員、環境省・環境
ビジネスウィメンの会メンバー、東京都環境審議会委員などを歴任。

河口真理⼦さん

人財を育てる「哲学」を打ち出してほしい

各社 各社 各社 各社
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　従業員の約66％が女性である学研グループに
とって、あらゆる場でのジェンダー平等の実現は大
きなテーマです。2020年までにグループ全社で女
性の役員を1名以上登用するという目標は実現可能
なところまで進んでいます。また、外国籍や障がい
のある従業員が働きやすい職場づくりを進め、積極
的に採用を行っています。
　教育については、青少年を「持続可能な社会の創
り手」ととらえ、他者や社会とのつながりを持ち、自
分らしく生きる力を育むものと考え、あらゆる事業を
進めています。
　環境については、すべてのグループ会社に社会・
環境委員会を設置して環境活動を進めることはも
ちろん、事業所での再生エネルギーの利用、エネル
ギーやCO2を削減する施設の設計、環境負荷の開
示を行うべく準備を進めています。
　いずれも当社グループの取り組みにつきましては、
詳細を本レポートでご確認くださるようお願いいた
します。

当
社
グ
ル
ー
プ
の
対
応
＆
今
後
の
課
題

いただいたご意見（CSRレポート2019より）

ステークホルダー

地球と人と
社会とともに

地球環境
教育や出版を通じた環境保全
の啓発とともに、2004年に
ISO14001の認証を取得して、
環境負荷の低減に取り組んで
います。

従業員・家族
従業員一人ひとりの成長が学
研グループの競争力の源泉で
す。人種を尊重し、みなが創造
性を最大限に発揮できる企業
風土づくりを目指しています。

株主・投資家
経営情報を適正に開示し、株
主・投資家との信頼関係を築
きます。

お客様
製品・サービスの高度な安全
性と適正な販売活動で、お客
様の信頼を得ます。

地域・社会
NGO・NPOや関連財団との協
業によって、途上国の教育支援
などの社会貢献活動や品川区
「しながわCSR推進協議会」と
連携を取り地域社会貢献活動
に積極的に取り組んでいます。

お取引先
すべてのお取引先と公平な関
係を築き、公正で自由な市場
競争を行います。

　学研の手掛けている事業を考えると、マテリアリティ候補に違和感はあり
ません。ただ、少しサステナビリティ要素が薄く感じます。将来世代の可能
性を妨げないよう、現在世代はサステナビリティに配慮しなければなりませ
ん。創業の信念は素晴らしいと感じました。将来につながる言葉で長期ビ
ジョンを整理するよいタイミングではないかと考えます。
　自社事業の直接的範囲において環境負荷が低くとも、サプライチェーン全
体で考えたとき、本当にそうであるといえるでしょうか。環境負荷が低いか
らよしとするのではなく、例えばプラスチックの削減などは、負荷が少ないか
らこそできることがあるはずです。メーカーと違って、学研が環境側面でプ
ラス価値を生み出す際も、それほど多額の費用を必要とするわけではないの
で、取り組みやすいと考えるべきです。環境面でプラス価値を生み出すこと
は、企業価値に直結します。
　また、社会的弱者（相対的貧困、認知症患者など）が増加しています。そう
した人たちに配慮したサービスなどはマテリアリティとの関係で検討してい
いでしょう。社内人財のサステナビリティ意識の醸成はイノベーションにも
つながるため、今後もより一層配慮していただきたいポイントです。

（株）イースクエア共同創業者。リーダーシップ・アカデミーTACL代表。
NELIS－次世代リーダーのグローバルネットワークの共同代表
コペンハーゲン大学文化人類学部卒業後、東京にて中小企業向けのコン
サルティング、国際シンポジウムの企画・運営、雑誌の編集、東京MXテレビ
初の外国人ニュースキャスターとして活躍。大学院大学至善館専任教授。
現在は、執筆と講演・研修活動を行っている。

ピーター D. ピーダーセンさん

環境に積極的に取り組んでほしい

11

学研グループCSRレポート2020



　学研グループは、事業を通じた持続可能な社会の実現を
目指すにあたり、事業活動が経済、環境、社会に与える著し
いインパクトを認識し、重要課題として2019年にマテリア
リティを特定しました。学研グループがマテリアリティを認
識しながら中・長期的な視点で事業を行うことによって、社
会が求める価値を提供していくことができます。

―学研グループの重要課題、マテリアリティを特定―

学研グループの

CSR

■ マテリアリティ　論点やグループ事業との関係

● 「誰一人取り残さない」というSDGsの基本
理念は、すべての人が心ゆたかに生きる世
界の実現を目指す、学研グループの理念と
重なります。

● 重点的に取り組む目標は、マテリアリティ
との関係、バリューチェーンにおける影響
の大きさとグループの強みをもとに分析、3
つに絞り込みました。

● 17の目標は関係し合うものがほとんどで
す。重点目標である教育などを起点にし
て解決を目指していきます。

● 重点目標は、SDGsの取り組みや事業の拡
大などによって、今後追加していきたいと
考えています。

重点⽬標SDGs

社会視点、⾃社視点とも
に重要度が最も高い課
題をマテリアリティとし、
妥当性を検証しました

社
会
視
点
に
よ
る
重
要
度

自社視点による重要度

青少年の健やかな
成長の支援

自立した人間に成長するために必要な「生きる力」（体育、道徳、多様性の尊
重、コミュニケーション力など）の育成に教育サービスを通じて貢献すること

人生100年時代の
生涯学習推進

持続的な塾・学研教室などの教育サービスの提供、リカレント教育、産学連
携、女性の社会進出など

地域における
心ゆたかなシニアライフ支援

多世代が支え合いながら、地域の中で安心して暮らせる街づくり、「学研版地
域包括ケアシステム」の実現など

コーポレート
ガバナンスの強化

コーポレートガバナンス・ガイドラインの遵守、コンプライアンスの徹底、情報
セキュリティの強化など

未来に続く価値を生み出せる
次世代人財の育成

EdTechによる教育サービス、STEAM教育、モンテッソーリ教育、グローバ
ル人財の育成、女性活躍推進など

■ マテリアリティの
    特定マッピング
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未来に続く価値を生み出せる

次世代人財の育成
特　集

1

　2018年9月に開業したTOKYO GLOBAL GATEWAY
（TGG）では英語教育の中でも、とりわけ「英語で表現する」
「英語でプレゼンする」ことができるよう「話す」「聞く」のス
キルの強化を図っています。開業から連日、全国から多く
の小学・中学・高等学校の学生が来場、また土日は一般の
親子の来場で活況を呈しています。
 「伝わるって、すごい」をキャッチフレーズにしたTGG館内
に一歩足を踏み入れた瞬間から、英語が飛び交う非日常的
な世界が広がります。外国人スタッフとともに半日〜1日を
過ごし、濃密な英語コミュニケーションを体験します。
　TGGではカリキュラムの体験前と後に生徒と学校の先
生にアンケートを実施しており、2018年開業から半年間
の集計では、先生の87％から「体験後に生徒の変容が見ら
れた」との回答が得られました。
　また、これまで100か所以上の企業・自治体に加え海外
からも多くの視察が訪れ、東京都からの評価も好評を得て
おります。2018年には市進教育グループとイングリッシュ
キャンプを開催し、TGGのスタッフとプログラムを活用した
取り組みを実施しました。
　TGGが持つ「オリジナルプログラム」「施設のデザイン」

「外国人スタッフとトレーニングマニュアル」のノウハウは、
日本のみならず英語がネイティブではない海外の子どもた
ちへの展開も事業として見据えています。
 「自分の英語が通じた」「外国の人の話すことがわかっ
た」「海外に留学してみたい」「海外で働いてみたい」……。
TGGでの英語体験をきっかけに世界を知り、そして世界を
身近に感じる。世界中どの国に行っても、その土地の人た
ちと臆することなく対等に協働できる人財こそがこれから
の国際人であり、われわれ学研グループが育成していきた
い人財であります。

TOKYO GLOBAL GATEWAY の取り組み

　今、学校教育では、社会の課題を自らの問題としてと
らえ、課題解決につながる持続可能な社会づくりの担い
手を育むことが求められています。
　環境、経済、社会の側面において持続可能な将来が
実現できるような価値観と行動の変革をもたらすために

GIビレッジ　クラン・テテ三田におけるモンテッソーリ
教育（学研塾ホールディングス）
高校生向け映像事業「学研のプライムゼミ講座」の開
発・提供（学研プラス）
新しい学びに対応した学習参考書の開発（学研プラス）
幼児向けの絵本や絵本アプリコンテンツの充実（学研

は、科学や数学的なアプローチ、芸術的思考、グローバ
ルな視点も必要です。
　学研グループでは、モンテッソーリ教育をはじめ、英
語教育などを通して、未来に続く価値を生み出せる人財
を育成しています。

プラス）
ＴＧＧ英語村でのコミュニケーション教育を通して、グ
ローバルに活躍できる人財の育成（TOKYO GLOBAL 
GATEWAY）
企業と大学・高専の人材マッチング事業（学研教育み
らい）

重要と考える理由

◀プロ仕様のテレ
ビスタジオ機能を
備 え た ブ ース 。
ニュース番組の記
事を英 語で 制 作
し、キャスターやレ
ポーターになって
実際に演じます。

◀海外の街を再現
したエリアで日常
英会 話の実 践 体
験。ＴＧＧの多様な
外国人スタッフが、
一人ひとりの英語
の発話をアシスト
します。

指標

年間来場者数

20万人

2019年度目標

来場者数

10万人

⾃己評価

〇
2028年度目標

来場者数

20万人

2019年度実績

来場者数

10万人

グループ会社の取り組み
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青少年の健やかな
成長支援

特　集

2

　学研教育みらいの教科書・副読本は、60年近い長い歴
史があります。たとえば中学保健体育の教科書は、豊かな
スポーツライフの実現や時代に応じたさまざまな健康課題
に対応し、スポーツ、健康・安全についての基礎知識の習
得と活用、探究に重点を置き、自他の課題を把握し、改善し
ていく資質や能力を育てることを目指して編集しています。
また道徳では、プラス思考と未来志向を備えた児童生徒

給部数は169万部を誇り、全国の青少年の成長を支援し
続けています。SDGsのゴールである2030年には、現在
の倍の部数である350万部を目指し、さらなる成長支援と
SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」に学研グループ
全体で取り組み続けます。

の育成を目指して、
読みたくなる、考
えたくなる、話し
合いたくなる教科
書づくりに取り組
んでいます。
　現在、教科書供

　子育て支援分野では、「クロッカ」というブランドで障がいがあるお子さ
まに向けた支援を新たに始め、「学研版地域包括ケアシステム」のサービ
ス提供領域を拡大しました。施設における質の高い療育サービス提供は
もちろん、学研ココファン・ナーサリーが運営している既存の保育園や、地
域の保育園・幼稚園と連携を図り、早期発見・早期療育の仕組みづくりに
も取り組んでいきます。
　また、新たな社会課題である「小1の壁」解決への取り組みとして、公設
学童を新たに10拠点受託開設しました。共働き世帯の増加などでニーズ
が高まっている学童保育利用の受け皿としての役割を担っています。

学研教育みらいの取り組み

　自立した人間に成長するためには、人格の発達や自立
心、判断力、責任感などの人間性を育み、さらに他者や社
会とのつながりを尊重しながら個人を育むことが必要とな
ります。
　学研グループでは、青少年の成長支援は「生きる力」を

育むことと考え、学研教室、グループ塾などでは教科教育
だけでなく、困った人に手をさしのべることなどの人間形成
を支援しています。保健・保健体育、道徳の教科書や子育
て支援など、障がいの有無、国籍などに関係なく質の高い
教育を提供する使命も認識しています。

重要と考える理由

子育て支援分野で
初めてのサービス提供開始

指標

保健体育、道徳
教科書供給部数

2019年度目標

169万部

⾃己評価

〇

2030年度目標

350万部

2019年度実績

169万部

学研教室、塾、家庭教師等において、教科教育のみ
ではなく子どもたちの人間形成を支援（学研塾ホール
ディングス）
アクティブラーニングプログラム「思考探究ゼミ」の開
発・提供（学研プラス）
学校図書館向け図書の発行（学研プラス）
子どもの「確かな学力」を身につけることができるよう
アセスメントを実施（文理）

小中学生向け道徳教科書・保健体育教科書の発行
（学研教育みらい）
育ちの力を伸ばす独自の保育環境構築方法「学研ア
プローチ」を全保育園・子ども園で導入（学研ココファ
ン・ナーサリー）
児童発達支援事業所「クロッカ」のを開設（学研ココ
ファン・ナーサリー）

グループ会社の取り組み
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人生100年時代の
生涯学習推進

特　集

3

　2010年4月、看護師の卒後研修が努力義務化されたこと
を背景に、看護の質の向上および新人看護職員の早期離職
防止を目指す看護部の支援を行うために、2011年10月、学
研メディカルサポートではeラーニングによる教育支援を開
始しました。主力サービスである「学研ナーシングサポート」
は、サービス開始以来毎年リニューアルし、新人看護師から
看護管理者まで、さらに看護部以外の職員にも活用してい
ただける著名講師陣による講義コンテンツを年間200テー
マ以上配信しています。
　そのほか、看護手順書と技術動画により施設独自の看
護手順が作成できる「ビジュアルナーシングメソッド」、手順

書により診療の補助（特定行為）を行える看護師を養成す
る「看護師の特定行為研修」、介護職員の資質向上のための

「学研介護サポート」など、医療福祉の現場の課題解決と
なるさまざまなコンテンツを開発し続けております。
　今後は高齢者の増加に伴い、地域包括ケアシステムによ
る訪問医療・看護のニーズがさらに増えると考えています。
そのためには「自分で考えて、自分で行動できる看護師」の
人財育成支援が必要となります。一方、出産や育児で離職
した看護職資格保有者は約70万人といわれており、そう
いった方々の復職支援にもeラーニングは有効だと考えて
います。
　いつでも、どこでも、だれもが生涯学び続けられる教育
支援を通じて、教育と医療福祉に貢献していきます。

　階層別研修、テーマ別研修など、さまざまな研修を
行い、企業の実務と直結した実践に役立つ教育コンテ
ンツを展開しています。さらに、技術・知識の習得にと
どまらず、研修の受講者同士・職場との相互作用を促進
し、学びを持続させる仕組みづくりをします。持続的学
習の推進によって、個人・会社・世界に貢献します。
　また、さまざまな分野の学習を提供することで、深い
学びができる場を提供していきます。

学研メディカルサポートの取り組み

　学研グループは、成長にこそ喜びが生まれ、さらなる
学びの意欲につながると考えています。人生100年時
代では、生涯にわたりいつでも自由に学び続けること
が求められます。自らを高めることは、地域社会の活
性化、高齢者の社会参加、女性の社会進出と、さらな
る持続可能な社会の発展につながっていきます。

　学研グループの生涯学習教育は、医療福祉分野や
社会人教育の場にも広がっています。介護士や保育
士を育てる学研アカデミーや脳活性につながる出版物
の発行、看護師向けeラーニングや企業向けの人財開
発事業などがあります。

重要と考える理由

指標

看護師向け
eラーニング
契約病院数

2019年度目標

1,300

⾃己評価

〇

2030年度目標

3,000

2019年度実績

1,403

ジェイティックスマネジメントセンター（JMC）

『大人の科学』ほか一般向けSTEAM関連書籍の発行
（学研プラス）
シニアの脳活性につながる「大人のワークブック」シ
リーズの発行（学研ステイフル）
ココファンのデイサービスで展開するオリジナル脳活

性プログラム「脳元気タイム」（学研ココファン）
社会課題である介護・保育の人財を養成する「学研ア
カデミー」（学研ココファンスタッフ）
グローバルナーシングセミナー実施による海外の看護
有識者の招聘（学研メディカル秀潤社）

グループ会社の取り組み
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地域における
心ゆたかな
シニアライフ支援

特　集

4

　学研ココファンのサービス付き高齢者向け住宅は、入居
時に高額な費用がかからず、厚生年金受給額水準の手頃
な料金でありながら24時間365日介護スタッフが常駐し、
お元気な方から介護・医療の必要な方までご利用いただけ
ます。これは、学研グループがすべての人になるべく多くの
サービスを提供したいという思いであると同時に、サービス
を持続可能なものにする方法でもあります。
　2011年のいわゆる高齢者住まい法の改正には学研ココ
ファンも関わり、新たにサービス付き高齢者向け住宅（サ

高住）というサービスの類型ができました。サ高住には、
入居者の心身の状況により、必要に応じて介護や医療サー
ビスを選択できる仕組みがあります。これによって、入居
者の介護度合いが低ければ、介護報酬は特別養護老人
ホームなどに比べて低く抑えることができます（下記グラフ
参照）。
　学研ココファンでは、認知症を予防するための「学研大
人の教室」、メディカル・ケア・サービスでは、産学連携によ
る認知症の早期発見の研究、認知症ご利用者様の本来の
力を最大限に引き出す自立支援介護（P.30）などにより、
健康な心身を保ちながら自立した生活を長く続けられるよ
うにサポートしています。
　お元気な生活を支え、医療依存度が高くなったり認知症
が進行したりしても、最後まで住み続けられることを提供
できる仕組みを持っているのは、営利企業としては学研グ
ループならではの強みといえます。

学研ココファン、
メディカル・ケア・サービスの取り組み

　すべての人に心ゆたかな暮らしを提供する学研グルー
プの医療福祉サービス事業には、もう一つの大きな役割
があると考えています。増え続ける社会保障費の問題に
取り組むことです。
　学研ココファンのサービス付き高齢者向け住宅は、介
護のステージに合わせた必要なサービスを提供すること

により、特別養護老人ホームなどに比べて社会保障費を
抑えられる仕組みがあります。
　また、認知症のグループホームを展開するメディカル・
ケア・サービスでは、認知症の予防・早期発見・進行緩
和により、将来必要になる社会コストを下げる仕組みづく
りを目指しています。

重要と考える理由

指標

高齢者
福祉拠点数

（サ高住・グループ
ホームなど）

2019年度目標

441拠点

⾃己評価

〇

2030年度目標

高齢者
福祉拠点数
トップの
リーディング
カンパニー

2019年度実績

443拠点

▲千葉県のココファン八千代緑が丘（サ高住）。

■ サービス形態別要介護度合と介護報酬の変化（単位：月あたりの介護保険単位数）

要介護1

区分支給限度額

特別養護老人ホーム
特定施設

（介護付有料老人ホーム）

サ高住

要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

40,000

30,000

20,000

10,000

35,000

25,000

15,000

5,000

0

※特定施設、特別養護老人ホームは基本報酬×30日
※サ高住は大手2社による調査

シニア向け脳活性ムック・書籍の発行（学研プラス）
サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護、通所介護の
事業展開（学研ココファン）、訪問看護の事業展開（学
研ココファン・ナーシング）

グループホーム（認知症専門介護施設）、介護付き有
料老人ホーム（メディカル・ケア・サービス）
認知症発見・予防・緩和のための研究開発の推進（学
研メディカル秀潤社）

グループ会社の取り組み

16



コーポレートガバナンス
の強化

特　集

5

　学研グループは、株主・投資家の皆様に正確な情報を適
時・適切に開示することにより、当社グループに対して正しい
理解、評価と信頼をいただけることを念頭におき、グループ
内の情報の管理体制を整備しその維持・機能強化に努めて
います。
　そのうえで、株主・投資家の皆様の投資判断に影響を与え
る決定事項、発生事項、決算に関する情報等が発生した場
合は、関係法令や適時開示規則等に基づき適切に情報開示
を行っています。
また、適時開示規則等により開示すべき情報に該当しない
情報であっても、株主・投資家の皆様に当社グループを正し

くご理解いただくために必要であると当社が判断する情報
につきましては、公平性、継続性に留意した情報開示に努め
てまいります。
■適時開示業務執行体制
　持株会社の経営全般を管掌する専務取締役2名を中心
に、経営戦略室、財務戦略室、法務・SR室、広報室を構成部
署とする情報管理委員会を設置して、開示業務の執行にあ
たっています。また、グループ会社各社に情報管理責任者を
設置し、各社における重要情報を遅滞なくかつ遺漏なく持
株会社に集約する体制を整えています。
■重要事実の情報別対応方針
⑴ 決定事実に係る情報
　重要な決定事実については、原則として毎月1回開催する
取締役会または、随時開催する経営会議において決定する
ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより迅
速な決定を行っています。
⑵ 発生事実に係る情報
　発生事実については、発生会社の各部署から速やかに情
報管理責任者に情報が集約され、開示基準に基づき情報
管理委員会において検討し、開示が必要な場合は、速やか
に情報開示を行います。
⑶ 決算に関する情報
　連結および単独決算に関する情報は、月次報告、業績予
想を含め全て財務戦略室へ集約され取締役会の承認を得
て、情報管理委員長より情報開示を行います。

主な取り組み

　学研ホールディングス取締役会は、株主に対する受
託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中
長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等
の改善を目指し、グループ企業価値の向上により株主
の正当な利益を最大化するようグループ企業を統治す
ることが責務であると考えています。また、中長期的な
観点からグループ企業価値を向上させるためには、株
主以外のステークホルダー、即ち顧客、取引先、地域
社会、従業員などへの配慮が不可欠であり、これらの
ステークホルダーとの適切な協働に努めます。そして、
環境・社会・企業統治の側面から企業に求められてい
る社会的責任（CSR）を果たしていくことは、経営上の
重要な課題であると認識しています。

　かかる認識は、「学研グループ企業行動憲章」でも述
べているとおりです。学研グループの中核事業である
教育分野や医療福祉分野の事業は、顧客と目的や価
値を共有し、良質な商品やサービスを適正な対価で提
供することによる諸課題の解決を使命としており、これ
らの取組みが社会的責任を担うものと考えています。
学研グループにおけるコーポレ―トガバナンスの枠組
み、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
および今後の方向性を示す目的で2017年12月に「学
研ホールディングスコーポレートガバナンス・ガイドラ
イン」を制定しました。また、取り組みや必要な開示項
目については東京証券取引所に提出、ホームページで
も開示しています。

重要と考える理由

■ 学研グループの適時開示体制の模式図

学研グループのコーポレートガバナンスについては、P.34、ホームページは下記アドレスをご覧ください。
https://ir.gakken.co.jp/ir/management/governance.html

取締役会

（グループ内子会社）

監査役会

経営会議

グループ社長会 内部統制委員会

東京証券取引所

内部統制室

業務監査室

会計監査人

情報管理委員会

代表取締役社長

情報管理委員長

＝

情報取扱責任者
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最高責任者（学研HD代表取締役）

監査員 監査員

社会・環境責任者

社会・環境リーダー委員

事業所・従業員

社会・環境責任者

社会・環境リーダー委員

事業所・従業員

社会・環境責任者

社会・環境リーダー委員

事業所・従業員

監査員

［内部監査体制］

［学研グループ会社］

学研ホールディングス

統括監査リーダー

人権啓発
推進部会

社会・環境部会

グループ EMS事務局

■ 社会環境マネジメントシステム

学研グループ・社会・環境・人権委員会

ISO14001の認証

環境

環境マネジメント

E
E n v i r o n m e n t

　学研ホールディングス代表取締役社長を最高責任者とす
る社会・環境マネジメントシステム（以下EMSと略）を構築し
ています（右組織図参照）。　EMSに基づき、事業活動に伴う
環境課題の評価や目的・目標の設定（Plan）、社会・環境活
動の実施（Do）、目標達成度の確認（Check）、経営層による
見直し（Act）のPDCAサイクルを確実に実施しています。組
織図中の社会・環境部会は、上記の最高責任者を委員長と
し、社会・環境管理責任者、取締役、執行役員、監査役、グ
ループ会社社長などで構成され、EMS運用上の主要事項な
どの報告を受け、システムの見直しをするとともに、課題・問
題が発生の折には、その解決策について協議しています。

　学研グループは2004年に学研グループ環境憲章を定
め、環境の国際規格ISO14001の認証を取得しました。
　そして、2014年からは「環境」課題に加え、「品質」「社会
貢献」課題にも取り組む「社会・環境マネジメントシステム」
へと進化させました。現在では顧客の安全・品質確保や社
会貢献活動も課題としてとらえてPDCAを行うことも、EMS
活動の大きな柱になっています。

　内部監査は、内部監査員の資格（社内資格）を持った監査員
が、グループ全社の監査を年１回以上行います。第10期の内部監
査は2019年4月20日から5月18日にわたって実施されました。

学研グループは以下の環境方針を定め、その実現に努めま
す。

環境教育・啓発に関する事業を推進いたします。
資源を効率的に使用し、環境負荷の少ない事業活動に
努めます。
環境目的・目標を設定し、その結果を見直し、継続的改
善に努めます。
環境関連法規、及びグループ各社が同意する関連の協
定等を順守します。
この方針を全要員に周知徹底させるとともに、一般にも
公開します。

学研グループ環境憲章 環境方針

学研グループは、

美しい地球を次の世代に引き継ぐために、

出版をはじめとした多様な事業を通し、

人々の「地球を大切にする心」を

育むとともに、

自らの企業活動においても、

環境保全に向けて積極的に取り組みます。

出版・教材、教室・塾、文具・玩具、各種
コンテンツの編集・製作、流通及び販
売、高齢者住宅、介護事業、⼦育て支援
事業

■ 登録活動範囲

社会・環境推進体制

環境マネジメントシステムの基本姿勢 内部監査の実施

　ISO14001認証取得組織では、毎年4月に環境関連法規
制について「環境関連法規制等登録表及び順守確認書」で
確認し、認証取得していない組織においても、環境関連法
規制への違反事例はありませんでした。

環境に関する規制の順守状況

結 

果
要改善事項：0 件
改 善 提 案：31件（取り組み手法、文書の保管法など組織
                               にフィードバック、改善検討済）
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第６期
（第70期）

再生紙
3,914

再生紙以外
19,469

第７期
（第71期）

第８期
（第72期）

第9期
（第73期）

第10期
（第74期）

35,00025,000 30,00020,00015,00010,0005,0000
（単位：トン）

■ 印刷用紙調達量（学研プロダクツサポート製作資材調達分）

26,844

24,895

25,927

25,804

合計：
23,383

原材料の調達

　学研グループは紙を大量に使用する出版社の責任として
上記のように『印刷用紙調達方針』を制定し、「履歴が明ら
かで適正な材料から作られた紙の調達推進」と、「環境に配

慮しているメーカーからの紙調達」に取り組んでいます。　
また、紙資源の有効利用のため「電子出版の推進」「適正部
数の印刷」に取り組み、成果を上げています。

　学研グループは「履歴が明らかで適正な材料から作られ
た紙」の調達を推進します。

合法性が確認されている木材から作られた紙
持続可能な管理を行っている森林の木材から作られた紙
間伐材・端材など未利用材から作られた紙
回収されたリサイクル資源（古紙）から作られた紙

　学研グループは「環境に配慮しているメーカー」から紙を
調達します。

環境マネジメントシステムの構築など、環境に配慮した事
業活動をしているメーカー
安全性に配慮して化学物質を使用しているメーカー
無塩素漂白処理での製紙の推進に取り組んでいるメーカー

印刷用紙調達方針

目標と実績

主な取り組み

水・大気・廃棄物

在庫処分廃棄物量の把握
　自社で制定した「在庫処分系廃棄物量把握手順」に
従い、学研ロジスティクス扱い分を含む、すべての在庫
処分系廃棄物量および金額を把握し、記録します。第
9期より維持項目のみで取り組みを継続します。

考え方

目標と実績

　学研グループには出版物の印刷や製品の製造をする工場
がないため、現在は水や大気への環境汚染物質の放出を直
接把握していません。そこで、印刷や製造など上流ではな
く、下流の在庫系廃棄物量を測定しています。在庫抑制は
環境負荷の低減だけでなく、コストダウンに直結するため事
業課題でもあります。編集事故を減らし、企画の精選、部
数の適正化などの施策で、左表のように廃棄物量は年々減
少しています。

主な取り組み

目標：前年の数値（3,394t）比で削減する
実績値：2,931t
評価：目標達成

第８期（72期） 3,486　
第 9 期（73期） 3,394
第10期（74期） 2,931

在庫処分系
廃棄物量（ｔ）

学研東京本社ビルで使用する封筒はすべて再生紙
を使用。2018 年は「緑の募金」を通じ10 万円を
寄付し、緑化推進・森林整備に活かされています。

学研グループでは 2015 年よりカーボン・オフセッ
トの複合機を使用しており、5 年間で295トンの
CO2 削減を目指しております。

カーボン・
オフセット複合機
の使⽤

再生紙を利⽤し
た封筒の使⽤
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生物多様性

エネルギー

１．【経営者の責務】持続可能な社会の実現に向け、自然
の営みと事業活動とが調和した経営を志す

２．【グローバルの視点】生物多様性の危機に対して、グ
ローバルな視点を持って行動する

３．【自主的取り組み】生物多様性に資する行動に自発的
かつ着実に取り組む

４．【環境統合型経営】環境統合型経営を推進する
５．【自然資本を活かした地域の創生】自然への畏敬の

念を持ち、自然資本を活用した地域の創生に貢献する
６．【パートナーシップ】国内外の関係組織と連携・協働する
７．【環境教育・人財育成】生物多様性を育む社会づくり

に向け、環境教育・人財育成に率先して取り組む

り、今後もより一層CO2 の削
減と地球温暖化防止に貢献し
ます。また学研東京本社ビル
では2008年よりグラデーショ
ンブラインドを設置していま
す。適切な明かりを室内に取
り込むと同時に、断熱効果に
より過度な室温変化が発生し
にくく、冷暖房の負担を軽減す
ることでCO2 削減を実施し続
けています。

　2019年9月に学研東京本社ビルの照明をほぼLED照
明に取り替えました。省電力のLED照明を使うことによ

　学研グループでは、生物多様性民間参画パートナーシッ
プに参加して、経団連生物多様性宣言・行動指針に基づく
取り組みを進めています。また、グループ全体の環境活動と
して廃プラスチック排出量の把握と削減の実施、各種図鑑
の発行による生物多様性の啓発、各種環境活動のサポート
などを行っています。

　福祉施設の企画・設計・コンサルティングなどを行ってい
るシスケアでは、エネルギー消費・CO2排出量の削減など、
建物の環境性能を高めるサポートを行っています。
　省エネルギー措置届出では61件、非住宅建築物に係る
一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評
価し表示を行う制度であるBELS評価申請では、139件の
サポートを行いました（2020年1月1日現在）。
　また、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する
年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した
建物（ZEB）に対するコンサルティングも行っています。

　学研グループでは効率的なエネルギー使用の指標として
「エネルギー使用原単位」を活用しています。第8期からグ
ループ全体の電気やガスのエネルギー量を原油換算し、売
上高で割った値を原単位とすることで、事業拡大などによる
変動にも対応した客観的な物差しにしています。　照明設
備の改善、業務の効率化などによって上の表のようにエネ
ルギー使用原単価は減少しています。

考え方

目標と実績

本社ビル内 L E D 化推進

生物多様性民間参画パートナーシップに参加

持続可能な建物の環境性能（シスケア）

エネルギーの効率的使用

目標：グループ全体のエネルギー使用原単位を
　 前期の数値（105.2ポイント）比で削減する

実績値：103.4 ポイント　
評価：目標達成

第８期（72期） 11,761,050 115.1 
第 9 期（73期） 11,258,481 105.2
第10期（74期） 11,303,363 103.4

電力・ガス
原油換算値（L）

エネルギー使用
原単位
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 「学研ほたるキャンペーン」は、2019年で23

回目を迎え、累計参加者数は12万人を超えま

した。このキャンペーンは、自然の豊かさを

示す「環境指標」となるほたるを観察するこ

とで、身近な自然環境への関心を高めようと

いう取り組みです。2019年も、全国からたく

さんのレポートが届き、ほたる地図ができま

した。2018年より、参加募集を呼びかける

月刊保育絵本が6誌から8誌に増え、環境保

全に関心を持つ裾野が広がりました。環境を

思う気持ちと行動が次世代につながることを

願って、これからも継続していきます。

▲2019年（第23回）のほたる地図。

▲園児さんから届いたほたるレポートはがき。

●「学研ほたるキャンペーン」 ●環境問題への意識を高める「学研の図鑑LIVE」

Topics｜生物多様性の啓発活動

　ジャガーやオランウータンをはじめ、極彩色

の鳥や昆虫など約560種を貴重な写真とイラス

トで紹介します。巻頭の「川を渡るカピバラ」や

「闇に光るパラグアイカイマン」などは、10年近

く密林を撮り続けてきた写真家・山口大志氏に

よるもので、臨場感あふれる生物の姿は必見で

す。DVDとあわせて熱帯雨林特有の多様な動

植物に注目しながら、失われつつある自然環境

について、今、何が起きているのか理解を深め

ることができます。

　ジャイアントパンダ、トキ、ニホンウナギな

ど、絶滅危惧種にまつわるニュースは近年も後

を絶ちません。その主要な原因は人間の活動

ですが、外来生物や地球温暖化のように国を超

えた協力がなければ解決できない問題も発生し

ています。本書では国際自然保護連合（IUCN）

と日本の環境省が示した最新データとともに、

約400種もの絶滅危惧種を紹介し、身近な動物

が絶滅の危機にさらされている理由や保全への

取り組みを解説します。

▲動物園ではおと
なしいカピバラも、
大自然では予想も
つかない行動をと
ることがあります。

▲スマートフォンでは、
ジャイアントパンダやヤ
ンバルクイナなどのリア
ルなAR（3DCG）を楽し
むことができます。

学研の図鑑 LIVE 
ジャングルの生き物

学研の図鑑 LIVE ポケット 
絶滅危機動物

　全国の学研教室、公立図書館などにキャン

ペーンのポスターを配布し、掲示をお願いし

ています。

 「自然を大切に思う気持ちを育む」という

参加型環境教育プログラム「自然しらべ」

に協力し、参加者に学習図鑑の提供を行っ

ています。

　コンクールにおける受賞作品の中から「文部科

学大臣賞」「環境大臣賞」受賞者の所属校および

「学研賞」受賞校に学習図書一式を贈呈し、受賞作

品の一部を学研東京本社ビルで展示しました。

▲ポスター約11万枚を配布しま
した。 写真提供：日本野鳥の会

▲川崎市でのアリの自然観察の様⼦。
写真提供：日本自然保護協会

▲2019年に高校生の部で「文部科学大臣賞」を受賞した
香川県立高松工芸高等学校3年・宮本桃花さんの作品。
写真提供：こども教育支援財団

（公財）こども教育支援財団の
環境教育ポスターコンクールを後援

（学研グループ）

（公財）日本自然保護協会の
「自然しらべ」に協力
（学研ホールディングス）

（公財）日本野鳥の会等の
「ヒナを拾わないで!!」を応援
（学研グループ3社）
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製品・サービスの高度な安全性と

適正な販売活動で、お客様の信頼を得ます
—学研グループ企業行動憲章より—

社会

お客様とともに

S
S o c i a l

■ 製品・サービスの安全に関する基本方針
● 製品の開発、製造、輸入、販売、輸出、保管、輸送、補

修・修理等にあたっては、常に安全性に留意し、製品
の安全に関する法令および安全基準を十分理解し、
これを遵守するとともに、より高度な安全性を目指し
ます。

● 製品の欠陥・品質不良に関する情報を入手した場
合、直ちに事実関係を確認します。また、問題がある
ことが判明した場合には、関係部署に連絡し、適切
な対応をとります。（学研コンプライアンス・コード2-1より）

■ 適正な宣伝・広告の心構え
　宣伝広告活動にあたって発信する文書・情報には、
他者を誹謗・中傷するような表現や社会的差別につ
ながる表現は一切使用せず、また、比較広告を行う場
合には、事実により裏付けられていることと、比較した
時点において公平・正確で誤解を招くものでないこと
を確認するものとし、その他顧客を誘引する目的で不
当な表示を行わないものとします。（学研コンプライアンス・

コード2-2より）

■ 公正なマーケティングについての考え方
● 顧客に対する販売活動に際しては、消費者保護に関

する法令を遵守するとともに、過大な景品類の提供
を行わないものとします。また、代理店等の小売業
者を通じてかかる販売活動を行う場合は、同様のこ
とを指導します。

● 顧客に対するサービス提供活動に際しては、消費者
保護に関する法令を遵守するとともに、過大な景品
類の提供を行わないものとします。（学研コンプライアン

ス・コード2-3より）

■ 従業員が対象の製品安全教育研修を実施
● 製品安全・事故対策担当者会議：1 回／年
　グループ会社のGRC担当取締役と製品安全・事故対策
担当者に対する法規則・規格・事故情報関連の研修
● 製品安全研修（各種テーマ別研修）：６回／年
　企画制作者、製作担当者などの実務者が製品安全への
理解を深め、安全意識を向上させるための研修
● 全従業員対象の製品安全のeラーニング研修：1 回／年

　学研グループの製品安全・事故対策については、「学研グ
ループ製品安全管理規程」の中で、次のように定められてい
ます。

方針・考え方

お客様のために

製品安全の取り組みと実績

■ 製品の安全性を確認する仕組み

学研ホールディングス

学研プロダクツサポート
（品質管理部）グループ各社

各社社⻑➡

各社
製品安全・事故対策担当者

審査結果報告
審査結果を伝達す
るだけでなく、必
要に応じて「改善
案」または「製造・
販売の中止」など
を提案する

統括・指導

製品安全の
審査を委託

審査依頼

● 学研ホールディングスは、製品の安全管理について主管し、
グループ会社を統括、指導する。

● グループ会社の社長は、自社の製品安全管理について責任
を負うほか、製品安全管理体制を構築・維持・管理するた
めに必要な施策を講じる。そのため、グループ会社の社長
は、自社において製品安全管理および製品事故への対応を
行う製品安全・事故対策担当者を選任し、製品を販売する
前の安全性のチェックなどを行う。このとき、グループ会
社では製品の安全性がチェックできない審査を必要とする
製品については、速やかに学研ホールディングスに審査を
受けるものとする。

体制・仕組み
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　お客様センターではグループ会社すべての窓口として、多
岐にわたるお問い合わせについて的確にご案内できるように
しています。お客様の声を商品開発やサービス向上に活か
し、顧客満足度と顧客ロイヤリティの向上に役立てています。
なお、2020年3月より「学研グループ総合案内」となり、ナビ
ダイヤルを導入します。
■ 体制
　学研プロダクツサポートの品質管理部お客様センターが
担当しています。学研グループすべての事業のお問い合わ
せ・ご案内窓口として、さまざまなお客様からのお問い合わ
せを受けています。
■ お客様センターでの取り組み
　一般の方、読者、書店、取次会社、学校関係、官庁、図書
館、企業、メディアの方など、さまざまな方々からのお問い
合わせをお受けしています。　受け付けたお問い合わせは、
内容に応じて担当部署に連絡し、対応をしています。また
お問い合わせ内容はグループ会社にすべて開示しています。
お客様からいただくご意見を真摯に受け止め、商品開発や
業務改善に取り組んでいます。   
■ ご相談件数の内容と内訳 
　年間2万件以上のお問い合わせを受けています。近年、
PC・スマートフォンの普及でメールによるお問い合わせが
増えています。74期はメール以外のお問い合わせが60%、
メールでのお問い合わせが40%となっています。
■ 電話・はがき・封書・FAXのお問い合わせ内容

■ お客様のリスクを想定した情報の提供
　製品の使用者に子どもが多いため「使用する場所や状況」
などを検討し、誤使用の可能性も考慮したうえで多面的な確
認作業を行っています。また、正しい使用方法及び事故の未
然防止のための適切な情報を、パッケージ本体だけでなく本
誌の取り扱い説明ページにもわかりやすく掲載しています。
■ 74期の製品安全レビュー
　教育玩具や雑誌付録を中心に228件の安全審査を行い、
結果、製品起因による健康被害事故はゼロでした。

　学研プロダクツサポート品質管理部記事審査課が３人体
制で記事審査を行いました。記事審査とは差別を助長する、
あるいは想起させる表記や表現がないかどうかを審査し、社
会的な弱者への差別に加担しない、有益な情報発信を促す
業務です。審査対象は紙の刊行物を中心にデジタル刊行
物、販促物など多岐にわたります。74期は出版事業会社を
はじめ、グループ各社から総計333件の依頼がありました。

　編集・出版委員会は、学研グループ各社の編集・出版をは
じめとしたコンテンツ制作部門に共通する課題について協議
し、施策を決定することを目的として設置された委員会です。
信頼できるコンテンツをお客様にお届けするため、編集・制作
部門の部門長を中心に、11社・30人の委員が活動していま
す。委員長の下、編集・人財部会、知財・法務部会、表記・表
現部会の3部会で構成されており、活動内容はコンプライアン
ス、製品事故の防止、研修の実施など、多岐にわたっています。

お客様満足 CS への基本姿勢・方針

記事の審査体制

編集・出版委員会の体制

■ 編集・出版委員会組織

委員⻑
（学研ホールディングス出版担当取締役）事務局

編集・⼈財
部会

知財・法務
部会

表記・表現
部会

幹部会 総会（定例会）

オブザーバー：学研ホールディングス内部統制室室長
　　　　　　　学研ホールディングス業務監査室室長

学研プロダクツ
サポート

お問い合わせ
76％

連絡
13.3％

要望・
企画提案
1.7％

お礼 0.1％

その他 5.4％

苦情 3.5％

12,041件
（メールは除く）

▶お客様対応をする
オペレーター。

● 編集事故防止のための施策実施
● 下請法順守のための調査・施策実施
● 著作権の保護と適切な使用の徹底
● 編集者の企画力向上のための研修実施
● 学研基準の表記・表現ルールの検討と「表記・表現／権利

処理ハンドブック」の制作・普及
● 小ロット生産の研究と推進

■ 実績
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組織階層
・呼称

職務等級

組織
フレーム

登⽤
フレーム

育成
フレーム

等級フレーム 評価フレーム

賃金
テーブル

評価基準 昇格・任免 育成・異動

部・室・課
など

リーダー層
スタッフ層

専門職

ユニット
グループ
チーム

マネジメント層
リーダー層

階層研修
会社間異動

マネジメント層
リーダー層
スタッフ層

業務評価
職務評価

バリュー評価

月例給
手当
賞与

昇格・昇級・
賞与・

役職任免

マネジメント層
リーダー層
スタッフ層

スキルアップ
社内異動

⼈財育成制度
異動・配属制度昇格制度評価制度賃金制度キャリアパス制度

人財育成

労働安全衛生　学研グループでは、厚生労働省の推進する「女性活躍・
両立支援」に賛同し、「2020年までに学研グループ各社に
おいて女性役員を一人以上登用します」という女性の活躍
推進宣言を行いました。2019年9月末現在、学研グループ

（非連結会社も含む。議決権比率50%以上）56社のうち
15社が女性役員を一名以上登用しており、全体の26.8％
になります。引き続き、多様な属性や価値観を持った従業
員一人ひとりが活躍できるよう取り組みます。

　グループ企業理念にある「すべての人が心ゆたかに生きる
ことを願い」という精神を持ってお客様に価値を提供し続け
るためには、多様な人財が不可欠です。従業員数の約66％

（2019年10月現在）が女性である学研グループでは、女
性従業員の育成（役員登用、各社状況にあわせた女性管理
職の育成）や働きやすい環境作りなどの策定を行っており
ます。また外国籍の従業員や障がいがある従業員の積極的
な採用と育成を進めています。

　年２回（上半期・下半期）、グループ
に貢献した従業員を「学研グループ
MVP」として顕彰し、受賞した社員の
功績をグループ全体で讃えます。この
ように「がんばった人が報われる」仕
組みがあることが従業員の意欲向上
につながっています。

　次の世代の経営者を育成
するための取り組みとして「学
研グループ・ジュニアボード」
を実施しています。グループ
各社の若手中堅クラスから
選抜されたメンバーを対象
に ①企業経営に必要な知識
の習得 ②ディスカッションや
ワークを通じた実践を行い、マネジメント層としての素養を習
得します。2011年より計５回実施し、現在までに約130名が
卒業しました。グループ会社の経営者として活躍する者を多
数輩出しています。

目標と実績

「ダイバーシティの推進」

「学研グループ MVP」で社員を顕彰

「学研グループ・ジュニアボード」

　グループ基本戦略である「グループの理念とビジョン
に基づき、広い視野で知性と感性を磨き、果敢に挑戦
する社員を育てる」という社員育成方針に沿い、社員
が創造性を最大限に発揮できる企業風土を築きます。

（グループ基本戦略（人材）より）

　安全で衛生的な職場環境の整備を最優先課題とし
てこれに努め、また、業務上の安全・衛生に関する法
令等を理解し、これを遵守します。万一、災害が発生
した場合は、事故を最小限に止め、また、再発を防止
するため、即時報告等所定の手続を確実に実行しま
す。（学研コンプライアンスコード5-3より）

方針・考え方

方針・考え方

体制・仕組み

▲経営人財候補としてメンバー同
士が切磋琢磨し、お互いの成長を
促します。

▲「学研の図鑑 キン肉マ
ン『超人』」で受賞した学
研プラスの図鑑・辞典編
集室。

■ グループ人事フレームと各社人事制度

グループ⼈事フレーム

⼈事制度（※グループ会社５社）

グループ共通基盤としてのグループ人事フレームと、それに基づく各社
の人事制度を定めます。

Creative Challenge のためのグループ人事フレーム
＝グループ共通

社員を正しく評価し、育成、処遇するための各社人事制度
＝グループ各社

人権を尊重し、

社員が創造性を最大限に発揮できる

企業風土を築きます
—学研グループ企業行動憲章より—

従業員・家族とともに
社員のために
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人権

　学研グループ各社は、「子育てサポー
ト企業」として厚生労働大臣の認定を受
けた証である「くるみんマーク」の取得を
目指しています。現在、学研ホールディ
ングス、学研教育みらい、学研メディカル
秀潤社、学研プロダクツサポート、学研ロジスティクスの5社
が取得しており、さらに数社が近々の取得を目標に鋭意取り
組んでいます。子育てを支援する企業として、引き続き社内
外へのアピールを進めていきます。

　安全で衛生的な職場環境保全のため、法令にのっとり50
人以上の事業所では産業医と衛生管理者を設置し、毎月そ
れぞれの衛生委員会にて、労働安全衛生に関するさまざま
な議題を検討し改善・実行しています。また、年1回「学研
グループ衛生管理者会議」を本社ビルで開催し、グループ
内の情報共有と交流を行っています。さらに、本社ビルの
産業医による講演も行い、従業員の健康維持のための知識
を得て、所属会社の職場へ発信する体制もつくっています。

　学研グループでは、学研グループ社会・環境・人権委員
会、ならびにグループ全社に人権啓発推進委員会を組織し、
グループ理念を実現して明るい職場を形成し、経営基盤の強
化を図るべく、従業員一人ひとりの人権意識を高めるための
啓発活動、情報発信を行っています（P.10組織図参照）。

　働き方改革関連法への対応については、法令にのっとり
さまざまな施策を行っています。年１回、各社の人事担当
役員が集まる「グループ人事担当者会議」を開催し、グルー
プの顧問社労士による講演やグループディスカッションを
行い、働き方改革に向けて対
策案を検討・共有しています。
74期は、年５日の年休取得義
務化に対する対策を実施し、
2019年4月より22社が計画
年休を導入しました。

　学研グループの育児休業制度は、子どもが２歳に達するま
で取得が可能で、女性従業員だけでなく、男性従業員も取得
しやすくなるような職場の雰囲気や環境を整えています。ま
た、復職後の支援制度も充実しており、仕事と育児の両立が
できるよう育児時短制度や子の看護制度等を導入していま
す。73期の育児休業の取得実績は、グループ７社で計34名
の従業員が取得、うち７名が男性従業員でした。74期は、グ
ループ５社で計32名が取得し、男性従業員は３名でした。育
児休業における女性従業員の平均取得日数は約300日、男
性従業員の平均取得日数は約50日です。また、育児休業取
得後の復職率は全体で97％です。（74期実績／嘱託社員・
アルバイト含む）  ※実績は、グループ内の12社を対象にしています。

次世代認定マーク「くるみんマーク」取得

　社員各自の人権を尊重し、差別につながる行為は一切
行わず、常に健全な職場環境を維持することに努めます。
①出生、国籍、人種、民族、信条、宗教、性別、年齢、各
種障害、学歴などに基づく不合理な如何なる差別も行
いません。
②暴力、罵声、誹謗・中傷、威迫等による業務の強制ま
たは業務からの隔離、いじめなどによる人権侵害行為は
行いません。（学研コンプライアンス・コード5-1より）

方針・考え方

体制・仕組み

体制・仕組み

働き方改革関連法への対応

育児休業制度

▲会議にて人事関連情報を共有
し理解を深めます。

▲次世代認定マー
ク（愛称：くるみん）

　グループ全社に人権啓発推進委員会が組織され、全従業
員に啓発活動を展開しています。74期の年度方針「障がい
のある人とない人が共生する　バリアフリーな職場を考え
よう」に基づく全社研修の総受講者数は8,350人。また２
月から８月上旬にかけて「インターネットと人権」「女性の人
権」「障がいのある人とない人との共生社会」をテーマに10
回にわたって特別研修会を実施し516人が受講しました。
7月には「LGBT」をテーマにReBitの中島潤氏を講師に講
演会を開き、145人が受講しました。

全従業員を対象にした全社研修

70期

8,000

4,000

0
71期 72期 73期 74期

7,049人

8,350人

6,482人
5,146人

1,307人

■ 全社研修
　受講者数
　の推移

【おもな業務】 印刷業務／広告宣伝／清掃業務／システムサポート／各種販売

【おもな業務】 オフィスサービス／クリーンサービス／メールサービス

多様な人財が集い、それぞれの才能や個性を思う存分発揮で
きる企業グループを目指して、障がい者の積極的な雇用の拡大
と新たな職域の開発に取り組んでいます。

障がい者の雇用促進と維持

学研スマイルハート

ＭＣＳハートフル

従業員数80名（うち、障がい者56名）2019年11月1日現在

従業員数61名（うち、障がい者43名）2019年11月1日現在
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　文化・芸術の支援、地域社会への協力、ボランティ
ア活動への参加などの社会貢献活動を積極的・継続
的に実施し、企業市民としての役割を果たします。

（学研コンプライアンス・コード6-1より）

方針・考え方

　学研ホールディングス代表取締役社長を委員長とする社
会・環境・人権委員会を設置しています（P.10参照）。社会
貢献活動は各社が社会・環境活動（EMS）で行うとともに、
学研ホールディングスのCSR推進室が行っています。

タル地球儀と展示を企画した文化人類学者の竹村眞一氏
と、同氏が代表を務めるNPO法人の活動に協賛。イベント
に続いて、児童・生徒向けの“地球目線のSDGs”学習プログ
ラムを共創しています。

　2019年9月2日から同13日まで、学研東京本社ビル1F
ロビーにて「SDGsミュージアム in Gakken」と題した展示
イベントを開催しました。このイベントは、学研グループ社
員や学研ビル来館者に向け、SDGsへの意識啓発と、その
達成に向けた課題の“地球目線”での理解を目的とし、地球
の過去・現在・未来の多彩なデータを複層的に示すデジタ
ル地球儀を中心に展示しました。期間中はのべ1,000人以
上が足を止めて展示に触れ、それぞれに地球の未来デザイ
ンへ思いを巡らせていました。学研グループでは、このデジ

　2019年夏、小学生向け学び
サイト「キッズネット」で、パソコ
ンで作成した自由研究のまとめ
作品のコンテスト「パソコン×自
由研究コンテスト2019」を開催
しました。2020年の小学校で
のプログラミング教育の必修化

　学研エル・スタッ
フィングは広域通信
制高校のサポート校

「WILL学園」を運営
しています。塾やフ
リースクールのような
位置づけで、おもに不
登校の生徒の居場所

を見据え、子どもたちにパソコンに慣れ親しんでもらうことを
目的としています。200点以上の応募があり、どれも子どもの
無限の可能性を感じさせてくれる力作ばかりでした。2020
年以降も夏の自由研究の発表の場として継続予定です。

を提供し、学習面のみならず、生活面、精神面のサポートをし
ています。生徒たちは日々、ここで高校の学習課題に取り組ん
だり、教室内やイベントで友だちと過ごしますが、出席義務は
ありません。
　特に手厚いサポートが必要な子どもも受け入れており、自
宅を訪問するなど一人ひとりに合わせて社会生活ができるよ
うにサポートしています。現在約250名の会員が在籍してお
り、コミュニケーションに時間をかけて生徒たちの信頼を得る
ことを大切にしています。

　学研大阪本社は、同じ吹田市に本拠 
を置くガンバ大阪のオフィシャルスポン
サーで、学研教室・教育みらいのお客
様にサッカー教室を3回実施しました。
2019年11月には、スタジアムでイベン
トを実施。場外ブースの出店、練習見
学やピッチ入場といったツアーも行い、
試合を観戦した子どもたちも大盛り上
がりでした。地元ガンバ大阪の応援を
通して、地域の発展と青少年の健やか
な成長に貢献しています。

体制・仕組み

SDGs ミュージアム

パソコン×自由研究コンテスト 2019

フリースクール

ガンバ大阪を応援

▲3基のデジタル地球儀とともに、SDGs17目標を地球目線で解説したツ
リー型のパネルを展示。解説員と話し込む人も多く見られました。

▲ロケットが飛び出すアニメー
ション、見やすいグラフなどPC
スキルも高い最優秀賞作品。

地域社会とともに

社会貢献活動や環境保護に取り組み、

社会の一員としての責任を果たします
— 学研グループ企業行動憲章より—

社会のために

▲ブースでは科学工作
の体験や幼児向けドリ
ルを配布。

▲修学旅行のグアム島でのトレッキングで自
然体験を満喫。
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　東京国際フォーラム主催のイベント「ホップ!ステッ
プ!!2020!!!　東京国際フォーラムで夏休み〜丸の内キッ
ズジャンボリー　スペシャル版〜」のキッズ図書コーナーに
358冊の書籍を提供。コーナーには3日間のイベント期間中
1,248人が訪れ、子どもから大人まで多くの方が人気の絵本
や読み物、図鑑などを楽しみました。イベント終了後は、子ど
もたちの学びを応援・支援する思いをこめて、書籍を東京都
立小児総合医療センターへ全冊寄贈しました。

スの書籍を並べ、子ども
たちに閲覧や貸し出しも
しています。気に入った
書籍はそのまま須原屋
で購入できます。学習は
もちろん、地域のコミュ
ニティスペースを提供し
ています。

　埼玉県浦和駅前にある須原屋本店（書店）の中に、2019
年6月「学研スクエア」がオープン。乳幼児の学びの場として

「Petit Pas」を、幼児から小学生には「学研教室」、中学生に
は「G-PAPILS」、さらに「カワイ音楽教室」と多様なコンテンツ
を用意。また、共有スペースには、学研Bunkoとして学研プラ

　子どもたちのキャリア教育支援の一環として、企業訪問の
受け入れを行いました。子どもたちにとって身近な「教育」
を、企業・社会の視点から見ることで、今後の進路選択に役
立ててもらうことが目的です。多くの中学校・高等学校の生
徒が学研東京本社ビルにある編集部・事業部を訪れ、職場
の見学、社員への質問などを行い、業界や仕事について理
解を深めました。

丸の内キッズジャンボリー

学研スクエア

学研グループ企業訪問

▲キッズ図書コーナーの様⼦。さまざまな本に触れ、新しい「学び」と出会
える機会を提供しました。

▲従業員が企画する体験ブースは、どれもユニーク＆親⼦で楽しめるもの
ばかり。自由研究にも役立つ内容で大好評でした。

▲⼦どもたちに大人気の学研Bunko。会
員以外の⼦どもたちも大集合。

　開催4回目を迎えた学びの体験イベント「学研キッズフェス
2019」を、学研東京本社ビルで開催し、東京本社がある品
川区をはじめ東京近郊の応募者の中から、抽選で選ばれた
200家族500名が来場しました。イベントでは学研の提供
する「教育」と「医療福祉」について、幼児から大人まで楽しく
学べる22のブースを社員自らが企画。来場者に直接、商品・
サービスを説明しながら、夏休みならではの実践的な「学び」
を体験いただきました。

学研キッズフェス 2019

　学研グループでは学研東京本社ビルがある品川区の地
域に根差した活動として、2019年10月、12月の2回に渡り

「しながわ子ども食堂」に通う子どもたちへ、学研ステイフ
ルのノート990冊を寄贈しました。

 「親子で楽しい時間を過ごす」をテーマに、幼児から小学
生とその保護者を対象に読み聞かせ会を2019年9月に開
催。絵本作家や絵本専門士、現役アナウンサーなどが、人
気絵本の読み聞かせを行いました。地元の品川区と連携
するなど、地域社会に開かれたイベントです。3回目となっ
た2019年は学研プラスと学研教育みらいが共催し、70組
218名の親子が参加しました（約7割が品川区在住）。参
加者からは「とても楽しかったです！ 感動した子どもの目か
ら涙がこぼれていました」といった声が寄せられています。

しながわ子ども食堂への取り組み

読み聞かせ会

◀2019年9月22日
「宮西達也ときむら
ゆういち夢の競演
再び！読み聞かせ
会 in Gakken」の
出演者の皆さん。
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　 高齢 化が進む中
国・東南アジアにて、
介護施設運営、コン
サルティング、研 修
事業を行っています。
2014年に中国・南通
市で開設した大型有
料老人ホームは、ロー
カライズした日本式

　バングラデシュは、隣国ミャンマーから約100万人の難民
を受け入れており、難民を受け入れるホストコミュニティの人
たちも、深刻な影響を受けています。農地や収入源がなくな
り、食事を減らしたり、子どもの教育のための貯金を切り崩す
など、生きていくのに精一杯です。　　　　　　
　アイ・シー・ネットは、現在、ホストコミュニティの女性に、ヤ
ギ銀行による支援を実施中です。この仕組みでは、メスヤギ
を女性たち50人にそれぞれ配り、最初に産まれたメスヤギ1
頭を他の女性にあげることで、ヤギの支援は100人に増えま
す。通常半年に1回子ヤギを生むので、ヤギを増やして売れ
ば、生計の助けになります。今後も、野菜栽培や養殖など、幅
広い支援を継続していきます。

サービスが高い評価を受け、同業態では日系企業初の満床・
黒字化を達成しました。2018年には、広州市で市内最大規
模となる大型有料老人ホームを開設。同年、天津市で開設し
た認知症専門施設では、国内での実績を活かし、「自立支援」
を重視した個別ケアを提供しています。そして2019年、北京
市に有料老人ホームを開設しました。その他にも、東南アジ
アにてプロジェクトの開発を進めています。

▲支援先の女性グルー
プのメンバー。自分たち
の生活も厳しい中、難
民到着時には食料や毛
布を分け与えたという
人もいました。

▲ヤギを女性に配る
際には、地元の行政
職員である獣医と共
に、メンバー全員向け
にヤギの飼育研修を
しました。

▲配ったヤギから最初
に産まれた⼦ヤギ。4か
月間は親ヤギのもとで
育て、乳離れ後に次のメ
ンバーに渡します。

★印のあるものは、「学研カード」の利用金額の一部を、教育や医療に関する社会貢献を行う団体に寄付し、発展途上国の環境整備を支援したもの。

これまでに行ってきたおもな海外支援活動
2008 年

2009 年

2011 年

2011 年

2011 年〜

2012 年

2012 年

2013 年

2014 年〜

2015 年

2015 年〜

2016 年

2016 年〜

2016 年〜

2017 年〜

2017〜18 年

2017〜18 年

2017年

★フィリピン

★タイ

★ベトナム

★タイ

アジア・アフリカ

★インドネシア

★タイ

★ミャンマー

フィリピン・
ミャンマー

★パキスタン

東ティモール

★スーダン

ミャンマー

フィリピン

ラオス

バングラデシュ

★ミャンマー

タイ

富士ゼロックス株式会社が実施する「教材提供プロジェクト」の趣旨に賛同し、
教育困難地域を対象に教材を無償提供（学研エデュケーショナル）

ニャウンウー町サン・ピャ村で小学校の校舎を建設（学研ホールディングス）

スリン島に教師用宿舎と屋根付き運動施設の建設（学研ホールディングス）

ソエ県の学校と村の⼦どもに防災教育を実施（学研ホールディングス）

社員食堂で、特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International 
を通じて、学校給食と教育を支援（学研ホールディングス）

バン・ノンケオ村幼稚園で園舎の建設・園庭の整備等（学研ホールディングス）

チンコンコミューン小学校で校舎の建設・教材・図書の支給等
（学研ホールディングス）

バン・フアイマヒンフォン学校で校舎の建設（学研ホールディングス）

ピナマンクグカーン小学校で校舎建設・教室備品の支給（学習研究社）

清水エスパルスが行っている児童養護施設の⼦どもたちへの
サッカークリニック協賛（学研ホールディングス）

ニャウンウー町での職業訓練生支援プロジェクトを支援（学研ホールディングス）

カチン州出身の留学生３名の生活費・学費などを支援
（学研エース・エデュケーション）

ミンダナオ平和のカカオプロジェクト（Peace of Cacao）（アイ・シー・ネット）

学績優秀にもかかわらず貧困のため高校に進学できない僻地の⼦どものための
学生寮運営（PTP 社）（アイ・シー・ネット）
コックスバザール県での避難民受け⼊れコミュニティの生計に関する調査

（アイ・シー・ネット）

住友化学株式会社と協同して、ベボヌック小学校に算数教材を提供
（学研エデュケーショナル）

ハルツーム州の無医村に診療所の建設（学研ホールディングス）

シンド州に公立女学校（小学校）の校舎を建設（学研ホールディングス）

写真提供／プラン・インターナショナル 写真提供／プラン・インターナショナル

写真提供／TABLE FOR TWO
写真提供／プラン・インターナショナル

写真提供／富士ゼロックス

中国・東南アジア介護事業
（メディカル・ケア・サービス）—MCS—

バングラデシュの女性たちへのサポート
「ヤギ銀行」（アイ・シー・ネット）

地域社会とともに
世界の課題に取り組む

▲2019年5月に中国北京市にオープンした
有料老人ホーム「亦庄養老照料センター」
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　古岡奨学会は、学研グループの創業者・故古岡秀人氏が、
自身の幼少時代と同じ経済的苦境に置かれた母子家庭を支
援しようと、私財10億円をもとに1980年に設立した財団で
す。支援の中心となるのは、母子家庭の高校生への奨学金給
与（返済不要）で、2019年度新入生には年間約24万円、3年
間で総額約72万円を給与します。
　2011年に公益財団法人の認可を受け、2019年6月には設
立40周年を迎えることができました。第1期生は134名だっ
た奨学生数も第40期生では358名に増え、2019年4月現
在、現役高校生1,006名を支援しています。第1期からの奨学
生累計は8,600名を超えました。
　また「若いうちに異文化体験を」の考えのもと、2015年から
海外短期留学を実施しています。選抜された奨学生約50名
が夏休み時期に2週間、海外で語学研修やホームステイ体験
などをします。費用は財団が全額負担。2019年（第5回）は
カナダに滞在しました。TGGでの研修も2019年からスター
ト。奨学生25名が春休みに3泊4日で「英語漬け」の異文化
体験をしました。そのほか、調べ学習に役立つ「タブレット端
末」の無償貸与や、仲間と交流ができる「奨学生の集い」の各
地開催など、物心両面でのサポートに努めています。

公益財団法人 古岡奨学会

▲2019年、設立40周年記
念式典を開催。

▲2019年8月、第5回海外短期留学。滞在地
のカナダにて。

　学研教育総合研究所は、学研グループの教育シンクタン
ク。子どもから高齢者まで、「学び」に関する国内外の最新
情報を収集し、社内外に発信すると共に、Society5.0の
社会における学びのあり方、「STEAM」や「非認知能力」と
いった新たな観点に立つ調査・研究を行っています。40年
以上前から行っている調査『小学生白書シリーズ』では、子
どもたちの日常生活や学習、将来の夢などについて幅広い
アンケート調査を実施・発信しており、2019年度の第13
回キッズデザイン賞では長年の調査の有用性が評価され、
奨励賞（キッズデザイン協議会会長賞）を受賞しました。

学研教育総合研究所

財団・研究機関との協働
た活動を行っています。実験教室や
実験ショーなど、子どもから大人まで
だれもが感動できるような「科学する
場」を提供し、「クリエイティブに科学
する心」を持つ人財の発掘や支援、
育成を行っています。これからも「百
聞は実験にしかず」の合言葉のもと、
科学のおもしろさや驚き、発見を伝え
ていきます。

　学研科学創造研究所は、学研の科学コンテンツを財産とし
て、科学技術の振興ならびに科学技術や知識の普及を目指し

　才能開発教育研究財団は、1967年8月25日、学習研究社
（当時）の出捐により設立。「すべての人間の、それぞれの才能を
発見し、伸長させ、開花させることは、近代社会の最も緊要な課
題であり、民主教育の責務」との理念を標榜し、多様な活動を
続けています。
■ 全国児童才能開発コンテスト
　1963年に顕彰事業としてスタートしました。図画・作文・
科学の３部門で作品を募集し、小学生の文化的・科学的な才
能の育成を目的に毎年開催しています。2019年度・第56回
は、3部門合計で28,000点を超える応募がありました。
■ 日本モンテッソーリ教育綜合研究所
　モンテッソーリ教育の研究と、その成果を広く日本の教育
へ役立てることを目的として、1977年に設立されました。教
師養成センターと附属「子どもの家」の事業があります。
■ 教育工学研究協議会　IMETS（アイメッツ）
　IMETSでは、長年培った教育工学の知見や経験をもとに、
教員免許状更新講習や教員研修、IMETSフォーラム2019の
開催を通して教員・教育機関支援を行いました。

■ 教員免許状更新講習「eラーニング講習」
　すべての教員にとって、より受講しやすい環境の提供を目的
として、インターネットを利用した「eラーニング講習」を開設し
ています。知人・友人等、紹介によって受講いただくことも多
く、毎年好評をいただいております。

　1965年の創設以来、「国民の健康維持向上に寄与する」
ことを目的に国内初のウォーキング団体として活動を続けて
います。昨年度は74回のイベントを開催し、参加者数は約
6000人。年に一度開催する「体力測定＆歩行姿勢判定」で
は、参加者の歩行年齢値は平均より15歳以上若いことが確
認されています。

学研科学創造研究所

公益財団法人 才能開発教育研究財団

一般財団法人 日本万歩クラブ

◀7月に2日間開催した「教
育工学 研 修中央セミナー

（IMETSフォーラム）2019」
では、全国から400名近い
参加者を迎え、教育実践や
最新情報を紹介しました。

▲本社ロビーの科学心あ
ふれるクリスマスツリー
も毎年制作しています。
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　メディカル・ケア・サービスが運営する認知症高齢者対応
のグループホーム「愛の家」では、水分補給や運動、栄養、排せ
つなどの生活の基本を見直すことで、認知症ご利用者様の本
来の力を最大限に引き出す「自立支援介護」に注力しています。
2018年に長野県内の事業所で実践した結果、歩行状態の安
定や日中の傾眠時間の減少など、86.3％のご利用者様の状態
が改善されました。2019年7月より、埼玉県内の事業所でも

「ふらっと市内英語留学体験」
など、喫緊の課題であるグロー
バル人財育成がメイン。楽し
みながら学べるユニークなライ
ンナップで年々向上しています。
年間1000名超の小中学生が
参加しています。

　イングでは2015年より、地元・大阪の自治体の依頼を
受け、小中学生を対象とした人財育成活動を行っています。
テーマは、「英語スピーチコンテスト」「英語でプログラミング」

 「科学の甲子園」および「科学の甲子園ジュニア」は全国の科
学好きの中高生に活躍の場を与える競技会です。教科や分
野の壁をこえた筆記競技と実技競技の課題にチームで挑みま
す。全国9000人を超える高校生と約３万人の中学生が都道
府県予選に参加し、各都道府県代表が全国大会出場の切符
を手にします。学研ホールディングスはこのふたつの大会に
協働パートナーとして参加し、未来を拓く人財の育成に貢献し
ています。

導入し、同様の効果が見られて
います。また、水分補給や排せ
つ、食事量、バイタルサインなど
の各種データ集計を行い、エビ
デンスケアの確立に向けて支援
を進めています。

認知症ケアの自立支援介護

自治体の依頼による人財育成活動
◀学研ホールディン
グス が 協 働 パート
ナーを務める「第８
回科 学の甲⼦園全
国大会」に出場した
選手たち。

▲地震発生時の対応につ
いて、クイズ形式で楽しく
学ぶ。

▲図鑑、文具、遊び道具な
どをお届けします。

▲映像でSDGsについて学
び、教室でワークを行います。

▲毎月第一水曜日に開催さ
れています。

継続的に行っているおもな社会貢献活動
医療関係者向け電⼦書籍アプリ『Diagnostic Ultrasound Video Clips #1-4』の一部、お
よび社団法人出版社著作権管理機構を通じての著作物使用料収⼊の一部を NPO 法人国境な
き医師団へ毎年寄付（学研メディカル秀潤社）

学習塾向けアクティブ・ラーニング教材『思考探究ゼミ』のラインナップとして「環境と SDGｓ」
を開発。教材を通じて SDGs や環境問題について理解を深めるとともに、自分たちができる
ことを主体的・協働的に考えることができる学びの機会を提供（学研プラス）

東日本大震災で大きな被害を受けた「ふじ幼稚園」と『ぴよちゃんとひまわり』の絵本の作者い
りやまさとしさんによるワークショップ等を通じた交流が継続。昨年に引き続き今年もオリジ
ナルカレンダーを製作（学研プラス）

受験生向け参考書「Top Grade」シリーズの売上の一部を途上国の学業発展に役立てるべく
国際 NGO プラン・ジャパンに寄付（学研プラス）

東京海上日動火災保険（株）が小学校向けに主催する「ぼうさい授業」に賛同し、開催校の設定や
開催された小学校に地震や防災についての書籍を提供（学研ホールディングス・大阪本社）

（社福）福島福祉施設協会が毎年開催する「こどもまつり」に、震災後から文具類などを提供
（学研ホールディングス）

「しながわ CSR 推進協議会」主催の合同清掃美化活動に参加（学研グループ）

⼦どもや外国人に向けた「喜多能楽堂」の普及活動の支援（学研ホールディングス）

吹田市の児童養護施設に⼊所している⼦どもたちに、グループ会社（プラス、ステイフル、教
育みらい、文理）の商品をクリスマスプレゼントとして寄贈（学研ホールディングス・大阪本社）

従業員有志による学園こども園での読み聞かせ会の定期的実施

学研ビル 13 階の社員食堂で、障がい者施設が運営する福祉ショップの臨時販売会を毎月開催
し、販売を支援（学研グループ）

「科学の甲子園」「科学の甲子園ジュニア」を応援

地域社会とともに
社会の一員として

▲作業療法士がご利用者様に
適正な座位姿勢保持の指導を
行っている様⼦。

▲大阪市「英語コミュニケーショ
ンスペース」でのイング英語講師
と参加児童たち。
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　すべての世代の暮らしを支える「学研版地
域包括ケアシステム」のサービス領域が拡大
しています。

● 暮らしを支える
  サービス量拡大と質の向上
　学研グループでは、企業理念にある「すべ
ての人」の心ゆたかな生活の実現のために、
学 研ココファンが展開する高齢 者向け住
宅を拠点とした「学研版地域包括ケアシス
テム」を推進しています。0歳の赤ちゃんか
ら、100歳を超えるご高齢者まで、すべての
世代の人が、地域の中で自分らしく暮らし
続けられる社会を目指し、さらなるサービス
提供の拡大と質の向上に注力しています。
　高齢者福祉分野では、新たに11棟のサー
ビス付き高齢者向け住宅を開設。また訪
問看護事業所も2か所開設し、高齢者の⼊
院リスク軽減に寄与しました。メディカル・
ケア・サービスとのシナジー創出の取り組
みを通し、「認知症ケア」「自由度の高い住ま
い」や、より細分化した高齢者のニーズに応
える体制づくりなど、さまざまな成果も表
れ始めています。そのほか、新規開設した
サービス付き高齢者向け住宅「ココファン
日吉七丁目」「ココファン原木中山」で地域
住民も対象にした認知症予防事業「大人の
教室」をオープンし、「学研版地域包括ケア
システム」の具現化を進めています。

● 多世代交流を積極的に展開   

 「学研版地域包括ケアシステム」が目指すの
は、地域の人々が世代を超えてつながり、支
え合いながら共生する社会です。そのため
の取り組みとして高齢者福祉事業と⼦育て
支援事業を結びつけた「多世代交流」の活動
に力を⼊れています。学研グループ以外の
高齢者施設や、幼稚園・保育園・学童との交
流も増えてきているのに加え、メディカル・
ケア・サービスが運営するグループホームで
の交流も初めて開催し、地域の中で活動の
輪を積極的に広げています。福祉・保育の
枠を超えたつながりが生まれるだけではな
く、高齢者の生きがいや、⼦どもたちの思い
やりやいたわりの心が育まれるなどの成果
が生まれています。
　今後も医療福祉分野はもちろん、学研の
リソースを一体化し、地域と連携しながら包
括的な暮らしのサポートを行っていきます。

● 学研初の介護職員初任者
  研修テキストを発刊！
　すべての世代の暮らしを支えるためには、
サービスを提供する良質な人財の安定的な
供給が不可欠となります。学研ココファング
ループは、今まで積み重ねてきた介護・保育
現場の運営経験を活かし、介護・保育業界全
体の人材不足解消に寄与するために人財養

成事業の「学研アカデミー」をスタートしまし
た。その中で、介護士養成コースは、各地で
介護の資格講座を開講していますが、新たに
学研オリジナルのテキスト『介護職員初任者
研修テキスト1・2』を発刊しました。
　これは、身体介護が行えるようになる介護
の⼊門資格「介護職員初任者研修」の講座で
使用するテキストですが、資格取得だけでな
く、介護を学びたい人の自学や家族の介護の
参考にも利用できます。学研のWEB通販サ
イトで販売しており、講座の受講生以外も購
⼊可能です。学研が持つ教育・出版・介護事
業・医学のノウハウを活用し、写真や図解が
豊富に使われ、だれもがわかりやすく学びや
すいテキストになっています。これまでの事
業運営から得たノウハウをコンテンツとして
活用することで、さらなる人財養成・育成につ
なげていきます。

▲介護現場での意見や医学の知識も取り⼊
れ、介護現場ですぐ役立つスキルが身につく
内容になっています。

Topics｜学研版地域包括ケアシステム
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■ 検討課題
● 発注先の事業者選定にあたって考慮すべき事項
（1. 環境マネジメントシステム 2. 環境への取り組み内
容 3. 環境情報の公開）の見直し

● 印刷サービスシンボルマークの使用についての規定の
見直し

●カーボンフットプリント、カーボンオフセット、グリー
ン電力への配慮項目等の追加事項の検討

取引先とともに

　取引先に対しては良識と誠実さをもって接し、公平かつ
公正に扱います。
● 複数の業者の中から取引先を選定する場合には、信用

度、安定性、品質、価格、納期、技術力等諸条件を公平に
比較、評価し、最適な取引先を決定します。

● 取引先の選定や評価について影響力を持つ立場にある場
合でも、特定の取引先を不当に優遇する等の恣意的な取
扱いをしません。

● 下請法で定める下請取引を行う際には、下請法を十分に
理解したうえで契約および取引を行い、発注書面の不交
付、支払遅延等の違反行為を行わないように留意します。

　（学研コンプライアンス・コード4-2より）

　書籍・雑誌の制作現場では、ライター、デザイナー、編集プロ
ダクション、フォトグラファーなど、さまざまな取引先と協力して
商品をつくっています。学研グループでは、出版事業における
下請事業者との取引を適正かつ確実に行うため、Ｗeb画面と
電子メールを利用して注文書を交付・管理するシステムを構
築しています。このシステムは学研グループが独自に開発した
もので、下請法違反を未然に防ぐために、日々役立っています。

　学習塾など民間教育機関を取り巻く環境は年々その厳し
さを増しています。地方の学習塾がいつまでも元気でいら
れるよう、個社では対応が難しい課題を解決すべく、ゆるや
かな民間教育機関の連携組織として株式会社学研ホール

ディングスと株式会社市進ホールディングスが発起人とな
り2018年９月20日に一般社団法人教育アライアンスネッ
トワーク（NEA）が設立されました。
 「子どもたちの未来を輝かせる指導方策の拡充」と「民間
教育機関の持続的発展」のふたつを目的に、学習塾を中心
に正会員が135社、学習コンテンツや学びの環境を整備す
る企業など賛助会員32社が加盟。セミナーや講演会の開
催、各種教育情報やｅラーニングによる講師研修の提供な
どを行っています。また、「思考力・判断力・表現力」を見え
る化するアセスメント「明日の学力」診断（「あすがく」）を年
に２回実施しており、１回の受検者は５万人を超えました。

　学研グループは「グリーン購入ネットワーク」の会員とし
て、印刷物を調達する立場から「オフセット印刷サービス発
注ガイドライン改定タスクグループ」に担当者を派遣し、グ
リーン購入ガイドラインの改定に参画しています。

　■ グリーン購入ガイドラインの追加検討事項
　1．印刷量の配慮について考慮すべき事項の追加
　2．環境情報の表示について考慮すべき事項の追加
　3．用紙・インキ・表面加工の項目の見直し
　4．リサイクル適性の表示
　5．デジタル印刷についての項目の追加

体制・仕組み

出版事業

ＮＥＡ（教育アライアンスネットワーク）

グリーン購入

▲「Ｇ管理システム」は出版関連の契約書・注文書・使用許諾書等を適切に
管理するための学研グループ独自のデータベースです。

▲2019年9月に、東京、大
阪、福岡の3か所「4 技 能英
語の指導」「プログラミング
教育」「塾の広報戦略」につ
いての学習会を実施。

▲「明日の学力」診断では、添削型の採点
と詳しい分析で生徒のやる気を引き出す
指導が可能に。

すべての取引先と公平な関係を築き、

公正で自由な市場競争を行います
— 学研グループ企業行動憲章より—

取引先のために

32



■ 財務報告に関わる内部統制の規定
　この規定は学研グループが、金融商品取引法が求める財
務報告の適正性を確保するための体制の評価制度を整備
し、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活
動に係る法令等の遵守ならびに資産の保全の4つを達成す
ることを目的とします。
■ 学研ホールディングス財務報告統制部会
　学研グループの財務報告に係る内部統制の整備・運用の
基本方針、評価計画を決定し、学研ホールディングス内部
統制報告書の審議を行います。

体制・仕組み

　株主・投資家の皆様に学研グループの事業内容や業績を
理解していただくために、適時・適切な企業情報を開示して
います。また、安定的かつ継続的な配当を基本に、総合的
な株主還元の充実を図るなど、双方向の関係構築を目指し
つつ、緊密なコミュニケーションを推進しています。当社の
最近の投資単位当たりの金額は、東京証券取引所が望まし
いとしている上限の50万円を上回っています。かかる状況
の中、株式分割により、投資単位当たりの金額が引き下げら
れることになり、より投資しやすい環境が整えられることに
なります。特に、この度の株式分割にあたっては、当社商品
の主力である幼児、児童向けの商品、サービスの購入層で
ある子育て世代にも当社株式を購入していただくために普
通株式1株を4 株に分割して、投資単位当たりの金額を大
きく下げる決定のもと、令和2年3月31日を基準日として、1
株につき4株の割合をもって分割いたしました。

　毎年6月と12月に｢株主通信｣を発行し、決算情報、グ
ループ各社のトピックス、セグメント別の事業内容など、最
新の情報を株主の皆様に提供しています。学研グループの
状況や経営方針を、よりご理解いただける誌面づくりに努め
ていきます。

株主・投資家とのコミュニケーション

「株主通信」を年 2 回発行

ステークホルダーへの経済的価値分配

　毎年9月30日時点で100株以上保有している株主様には、
「株主優待カタログ」掲載の学研グループ商品、サービス23
点の中から1点、300株以上保有の株主様には2点を贈呈し
ています。さらに300株以上を3年以上保有の株主様には長
期特別優待も行っています。2020年4月1日からの株式分割
後も、100株以上保有の株主様から新たな株主優待を企画
中です。
　73期よりはがきでのお申込みに加え、スマートフォンやパ
ソコンで簡単に手続きできるWebでの優待申込み受付がス
タートしました。はがき申込みよりも早期に発送できるように
なり、ご利用いただいた多くの株主様にご好評をいただきまし
た。今後も株主の皆様にご満足いただけるよう、サービスの
拡充を図ってまいります。また、IRメールサービスで株主様を
はじめとしたステークホルダーの皆様への情報発信も行って
います。これらのサービスをご利用いただくことによって、学
研グループへのご理解がより一層深まるものと考えています。

株主優待・IRメールでの株主とのコミュニケーション

■ 株主への配当金の推移（１株当たり配当）

2016 年 9 月 期（ 71期 ）

2017 年 9 月 期（ 72 期 ）

2018 年 9 月 期（ 73期 ）

2019 年 9 月 期（ 74 期 ）

90,023

46,041

657

136

2,309

1,283

140,449

64.1％

32.8％

0.5％

0.1％

1.6％

0.9％

100.0％

ステーク
ホルダー

取引先 売上原価＋販管費
（人件費除く）

配当金の支払額

支払利息

法人税等の支払額
寄附（交際費）その他

〈高校・大学研究室〉

当期利益−配当支払額

売上原価＋販管費
（人件費）従業員

株主

債権者

政府・行政・
社会

企業内部

合計

74期分配金
（百万円） 合計比 金額の算出方法

6 円

60 円

70 円

75 円
＊上記数字は連結数字となっております。

株主・投資家とともに

経営情報を適正に開示し、

株主・投資家との信頼関係を築きます
—学研グループ企業行動憲章より—

株主・投資家のために
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会計監査人

社外役員連携会議

経営会議

内部統制室

業務監査室

内部統制委員会

eラーニング
運用チーム

財務報告
統制部会

リスク
管理部会

情報セキュリティ
部会

弁護士

株
　
主
　
総
　
会

グ
　
ル
　
ー
　
プ
　
会
　
社

監査役会 ４名（うち社外監査役２名）

コンプライアンス部会
コンプライアンス・ホットライン 社外窓口

社内窓口
選任・
解任

選任・
解任

監督

選任・
解任

■ （株）学研ホールディングス機関組織図（2019年9月末現在）

ガバナンス諮問委員会 ６名

※構成員は当社の顧問ないし会計監査人ではありません

社外取締役：２名　社外監査役：２名
弁護士：１名　　　公認会計士：１名

 指名・報酬諮問委員会 5名
（社外取締役：２名　社外監査役：２名 代表取締役社長：１名）

取締役会 9名（うち社外取締役２名）

代表取締役社長

監査

ガバナンス

コーポレートガバナンスと内部統制

G
G o v e r n a n c e

　私たち学研グループは、「すべての人が心ゆたかに生き
ることを願い 今日の感動・満足・安心と明日への夢・希望
を提供します」という企業理念の基に、教育・情報・文化
などの分野で、世の中の人々が求めている価値に応える企
業活動を目指しています。
　私たちは、学研グループの一員として、長年培ってきた

「学研」ブランドに責任と誇りを持ち、法令・社会倫理を
遵守し、その社会的責任を果たしていきます。
　学研グループの役員及び社員のすべてが、「学研グルー
プ企業行動憲章」に基づいた行動を実践し、コンプライア
ンス経営を推進していきます。

　学研グループのコーポレートガバナンスの業務執行と監督
機能は、取締役会が取締役9名で構成され、うち2名が社外
取締役（独立役員）です。会社法で定められた事項のほか、
グループ全体に関わる経営方針について意思決定を行い、か
つ、取締役の業務執行を監督しています。監査役会は、監査
役4名で構成され、うち2名が社外監査役（独立役員）です。
監査役会事務局を設置し、監査の品質向上と効率性の確保

に努めています。また、第三者としての立場で、半期に一度、
当社のガバナンスの状況を協議・提言する機関として、ガバ
ナンス評価委員会を設置しています。

学研グループ企業行動憲章

コーポレートガバナンス体制

社会貢献活動や環境保護に取り組み、社会の一員と
しての責任を果たします

製品・サービスの高度な安全性と適正な販売活動で、
お客様の信頼を得ます

お客様のために

経営情報を適正に開示し、株主・投資家との信頼関
係を築きます

株主・投資家のために

すべての取引先と公平な関係を築き、公正で自由な
市場競争を行います

取引先のために

人権を尊重し、社員が創造性を最大限に発揮できる
企業風土を築きます

社員のために

社会のために

　学研グループは、グループ理念に基づく「学研グループ企
業行動憲章」を定めています。業務の適正性を確保するため
の体制（内部統制システム）を構築するために、2006年5月
の取締役会で内部統制システム構築の基本方針を決定し、

2006年10月には内
部統制委員会を設置
し、同委員会のもとに
4つの部会（コンプラ
イアンス部会、情報セ
キュリティ部会、リス
ク管理部会、財務報
告統制部会）とeラー
ニング運用チームを
設置しました。

内部統制システムの考え方と整備状況
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全
　
社
　
統
　
制

経理
部門

I T
部門

現業
部門 販売等 会計基礎データ 購買等 会計基礎データ 在庫等 会計基礎データ

社内基幹システム「ガリレオ」その他

財
務
報
告
に
係
る
内
部
統
制

■ 財務報告に係る内部統制の評価概要

決算・財務報告プロセスの統制

IT に係る統制

業務プロセスの統制

総勘定元帳 残高試算表 財務諸表

（4）情報提供について
　取締役会での審議に必要な情報提供、社外取締役への情
報提供の質・量、社外役員への自社に関する情報提供、社外
役員に対する経営課題の情報提供、社外役員への市場動向、
競争環境の情報提供および社外役員に対する固有のリスク要
因や法規制についての情報提供、社外役員連携会議の内容、
社外役員と社内役員とのコミュニケーションのいずれについて
も、概ね評価する結果（全体の平均点 3.8〜4.2）となりました。

（5） 取締役会の役割・責務について
　グループ理念等の確立、行動指針の浸透、経営戦略や経
営計画についての建設的議論、取締役の報酬体系の構成
と内容、取締役会による経営幹部への委任についての明確
化、役員に対するトレーニングについては、概ね評価する結果

（全体の平均点 3.7〜4.3）となりました。
（6） 2018年12月決定の行動計画について
　行動計画①「社外役員と社内役員のコミュニケーションをさ
らに深めるため、具体的な策を講じる」、行動計画②「経営幹
部への委任についての内容、明確化について議論し、必要な場
合は、具体的な方策を講じる」については、それぞれ 3.3、3.4 
と、より充実すべき事項という評価となりました。一方、行動計
画③「役員トレーニングについて、具体的な内容を決定し、実
施する」については、4.0と概ね評価する結果となりました。
3.本行動計画の概要
　実施したアンケートの分析結果を受けて、外部の有識者を
構成するメンバーとする当社ガバナンス評価委員会で客観的
な立場からの意見を聴取したうえで、本行動計画を以下のと
おり策定しました。
① 取締役会審議のさらなる充実を図る。
② 社外役員に対する情報提供について実効性の向上を図る。
③ DX（デジタルトランスフォーメーション）戦略推進のた
　 め、取締役を対象とした研修会を継続的に実施する。

　当社は代表取締役社長を除くすべての取締役・監査役を
対象に、毎年1回、取締役会の役割・責務を実効的に果たして
いるか否かについての自己評価に関するアンケートを実施し、
分析結果と行動計画案からなる評価報告書案を作成し、ガバ
ナンス評価委員会に報告して客観的な立場からの意見を反
映したうえで、取締役会で決議し、公表するものとしています。
1. 実施内容
　2018年度と同様にアンケートを実施

【対象者】
代表取締役を除く取締役全員および監査役全員

【実施期間】2019年9月下旬
【質問事項】
（1） 取締役会の構成について６項目
（2） 取締役会の付議事項について５項目
（3） 取締役会の開催、審議について４項目
（4） 情報提供について８項目
（5） 取締役会の役割・責務について6項目
（6） 前年取締役会で決議した「2018年12月決定の
     行動計画」について

【評価の方法】評価の高い順番で5〜1まで点数化

２. 実効性評価と分析評価
（1）取締役会の構成について
　取締役会はその役割や責務を果たすための知識、経験、能
力をバランスよく備え、多様性と適正な規模となっているかと
の点、社外取締役の属性、現状の社内取締役の構成について
は概ね評価する結果（全体の平均点3.8〜4.1）となりました。

（2）取締役会の付議事項について
　取締役会の付議事項、経営計画の進捗状況の報告、投資
の進捗状況の報告、株主総会議案の上程についての議論、
取締役会決議に至るプロセスについては、概ね評価する結果

（全体の平均点 4.1〜4.3）となりました。
（3）取締役会の開催、審議について
　取締役会の開催回数、取締役会の審議時間、取締役会で
の建設的な審議の有無、取締役会付議事項の説明時間、プ
レゼンテーションの質のいずれについても概ね評価する結果

（全体の平均点 3.5〜4.3）となりました。

取締役会の実効性評価

　学研グループにとって「内部統制」とは、グループの健全経
営のために、すべての役職員が自主的・自発的に、その仕組
みや体制を確立することであり、業務の効率性を高め、法令
や規範を守り、信頼性のある正しい財務諸表が作れるよう、
日常の業務を的確に行うことです。下図は財務報告に係る
内部統制の評価概要です。

財務報告に係る内部統制
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 「コンプライアンス・ホットライン」は全グループ会社社員か
ら一元的に通報を受けており、社内通報窓口に加え、会社か
ら独立した弁護士も窓口になっています。この内部通報は匿
名でも受けているほか、規程により、①通報者は何ら不利益

　学研グループではすべての取引先と公平な関係を築き、公
正で自由な市場競争を行います。いかなる状況であっても、
カルテルや談合、再販売価格の維持など独占禁止法違反と
なるような行為は行わず、公正で自由な企業間競争を行いま
す。また、取引先に対しては良識と誠実さをもって接し、公平
かつ公正に扱います。

　学研グループは反社会的勢力とは一切関係を持ちません。
また反社会的勢力から不当な要求を受けた場合は毅然とし
た態度で接し、金品を提供するなどの方法で解決を図ったり
しません。会社または自らの利益を得るために、反社会的勢
力を利用しません。

　学研グループでは全従業員を対象にガバナンス、リスク、コ
ンプライアンスについての研修を実施。またeラーニングシ
ステムを活用して2年に一度「学研コンプライアンス・コード」
定着度調査を実施しています。また2017年からは、「学研グ
ループ企業行動憲章」定着度調査と同時に実施することで、
定着度をさらに高めています。

を受けないことを明示し、②報復を禁止し、③担当者には秘
密を洩らさない誓約をさせるものとし、④担当者は自己が関
係する通報事案の処理には関係しないこと、を定めています。
　また内部通報の通報事実および対応については、取締役
会で報告し、さらにガバナンス評価委員会で客観的な立場か
らの意見を聴取しています。

■ コンプライアンス部会の設置
　学研グループにおけるコンプライアンスの確立及び推進に
向け、法令を遵守した企業行動の徹底を図るための重要事
項を審議することを目的に、内部統制委員会のもとにコンプ
ライアンス部会を設置しています。コンプライアンス部会に
は、人権侵害や各種ハラスメンントに対応するためのハラスメ
ント対策チームも設置しています。
■ 審議事項
① 学研コンプライアンス・コードの普及及び徹底に関する

事項。
② 法令の制定・改廃、社会環境の変化等に基づく企業行

動及び学研コンプライアンス・コードの見直しに関する
事項。

③ コンプライアンス違反の報告窓口（ホットライン）の運用
に関する事項。

④ コンプライアンス違反が発生した場合の対応に関する
事項。

⑤ コンプライアンスの運用体制（担当役員、各グループ会
社担当者）に関する事項。

⑥ コンプライアンスの普及・徹底状況に関するモニタリン
グの実施に関する事項。

⑦ その他コンプライアンスに関する重要事項。
■ 構成と開催
　コンプライアンス部会は、部会長1名、メンバー若干名及び
事務局により構成されており、部会長は、コンプライアンス部
会を主宰し、コンプライアンス担当役員が就任。メンバー及
び事務局は、部会長が指名します。四半期に一度定例会を
開催するほか、必要に応じて臨時会を開催しています。

内部通報制度の運用

腐敗行為を防止する取り組み

反社会的勢力への対応

従業員コンプライアンス定着度モニタリングの実施

体制・仕組み

コンプライアンス
　学研グループは、あらゆるステークホルダーの期待に応
え、社会から信頼される企業であり続けるため、「学研グ
ループ企業行動憲章」を定め、企業活動における法令・社
会倫理の遵守を宣言し、コンプライアンス経営の推進をう
たっています。そのために「学研コンプライアンス・コード」
を定め、学研グループ全体の基準としています。

 「学研コンプライアンス・コード」は、ステークホルダーごと
に規程を設け、「学研グループ企業行動憲章」を実践する
うえで遵守すべき法令・社会倫理を明確に把握できる構
成となっています。また通常の社内ラインによる報告ルー
トとは別に、コンプライアンスに関する相談・報告窓口とし
て、「コンプライアンス・ホットライン」を設けています。

方針・考え方

■ 学研コンプライアンス・コード 定着度調査回答者数

3,137 名

2,862 名

85.80%

84.10%

実施年度

2019年度（74 期）

2017年度（72 期）

回答従業員数 回答率
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リスクマネジメント
　学研グループは、リスク管理に関する基本的事項を定
め、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して適切な管理
が可能となることを目的とした「学研グループリスク管理基
本規程」を定めています。
　当社グループの事業その他に関する主なリスクには、法
的規制等に関するリスク、災害の発生に関するリスク、情報

システムの障害に関するリスク、個人情報の管理に関する
リスク、出版市場の動向に関するリスク、高齢者福祉事業
の運営に関するリスク、子育て支援及び教室・塾事業の運
営に関するリスク、海外への事業展開に関するリスクなど
がありますが、これらのリスク管理の実践を通じ、事業の継
続・安定的発展を確保します。

方針・考え方

　学研グループは、リスク管理に係るグループ内規程、および
組織を整備するための基本方針に基づき、「学研グループリ
スク管理基本規程」を定めています。さらにこれに関連し、学
研グループの事業を取り巻くさまざまなリスクに適切に対応
するため、「学研グループリスク管理マニュアル」を定めていま
す。リスク管理にあたる統括組織として、内部統制委員会の
もとにリスク管理部会を設置し、グループ各社で選任された
GRC※担当取締役及びリスク管理担当者と連携を取り、各
種リスクの評価及びコントロールを行っています。
※GRC＝Governance Risk Compliance

　学研グループは、「学研グループ個人情報保護ガイドライ
ン」のもと、お客様や株主の皆様などの個人情報の取り扱
いについて具体的基準等を定めております。

　学研グループでは、保有する情報資産および皆様よりお預
かりする個人情報の管理と保護のために「情報セキュリティ
ポリシー」を定め、その遵守をすべての役職員に徹底してい
ます。2015年7月に「マイナンバー取扱基本規程」、2016年
7月に「学研グループ情報機器管理規程」を制定（2016年
10月1日から実施）し、2016年10月に「学研グループ情報セ
キュリティポリシー基本方針」を全面改定しています。

　学研グループでは、災害リスクが発生した際、もしくは発
生するおそれがある場合、災害対策本部を設置し、災害対
策体制に移行します。また、事業継続対策事務局は、あらか
じめ策定した事業継続計画（BCP：Business Continuity 
Plan）に基づき、学研グループの事業継続対策を俯瞰しつ
つ、支援やアドバイスを行います。さらに、学研本社ビルに
おいては、東京都が制定した「帰宅困難者対策条例」に基づ
き、帰宅困難者対策についても防災対策マニュアルなどで整
備しています。

体制・仕組み

個人情報保護

情報セキュリティ

災害対策

「リスク
評価シート」
再提出と確認

P l a n Do

CheckAction

計画 実行

評価改善

「リスク
評価シート」

提出

各社
モニタリング

学研
グループ

各社の
リスク分析

P D

CA

■ リスク評価シート

■ リスク評価シートを活用したPDCAサイクル

災
害
対
策
本
部

災害対策
事務局
● 事務局長
● メンバー

● 学研ホールディングス代表取締役社長

● 学研ホールディングス
  内部統制委員会リスク管理部会長

● 学研ホールディングス取締役
● 学研ホールディングス監査役
● 学研ホールディングス上席執行役員
● 学研ホールディングス執行役員
● グループ各社社長

事業継続対策
事務局
● 事務局長
● メンバー

各地域災害対策
事務局
● （各地域の）
  事務局長
●メンバー

副本部長

本 部 長

本 部 員

■ 災害対策本部組織図
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教育コンテンツ事業

教育サービス事業

教育ソリューション事業

医療福祉サービス事業

トータルソリューショングループ

海外事業

学研グループの会社一覧
【75期（2020年1月末日現在）】

学研教育総合研究所 公益財団法人 才能開発教育研究財団 公益財団法人 古岡奨学会
学研科学創造研究所 一般財団法人 日本万歩クラブ

研究所・
関連財団

連結⼦会社（53社） 非連結⼦会社（13社） 関連会社（6社） ★：74期新規会社　※一部の会社は省略しています。

（株）学研エデュケーショナル（株）学研塾ホールディングス
（中間持株会社） （株）学研エル・スタッフィング

（株）イング

（株）学研アイズ

（株）全教研

（株）学研スタディエ

（株）高等進学塾

（株）創造学園

WASEDA SINGAPORE PTE.LTD.
飛翔文教股份有限公司
GAKKEN STUDY ET VIETNAM Co.,LTD

（株）SIGN-1

（株）文理学院
（株）学研メソッド

（株）早稲田スクール

（株）GIビレッジ

㈱
学
研
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス（
持
株
会
社
）

（株）文理 （株）ビーコン

（株）
Glats

GREAT LEARNING AND
TECHNOLOGIES（GLATS） CEBU, INC.

（株）学研プラス （株）学研出版サービス

（株）学研ステイフル
（株）学研ライツマネジメント
（株）TOKYO GLOBAL GATEWAY

（株）ジェイテックスマネジメントセンター 

（株）学研教育みらい （株）学研エリアマーケット
（株）学研データサービス
（株）福岡よいこの学習社

（株）学研ココファン（株）学研ココファンホールディングス
（中間持株会社） （株）学研ココファン・ナーシング

（株）シスケア
（株）学研ココファン・ナーサリー

（株）学研ココファンスタッフ

グリーンフード（株） 
（株）ケアスター 
MCSハートフル（株） 

（株）学研メディカル秀潤社

メディカル・ケア・サービス（株）

PT.GAKKEN HEALTH AND EDUCATION INDONESIA
（株）学研メディカルサポート

（株）学研ロジスティクス
（株）学研プロダクツサポート
（株）学研スマイルハート

学研（香港）有限公司

アイ・シー・ネット（株）★

Gakken Education Malaysia Sdn.Bhd.
Gakken Ace Education Co.,Ltd.
Gakken Nanmeebooks Education Co.,Ltd.
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一般社団法人　日本能率協会による第三者意見

　学研グループでは、「学研グループCSRレポート2020」（本誌）とWeb版におけるレポーティングのあり
方などについて、一般社団法人日本能率協会から第三者意見を受けています。この第三者意見を通じて、
学研グループの今後のCSR推進に役立てていきます。
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