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一般社団法人日本青少年育成協会、学習塾公開企業協議会、公益社団法人全国学習塾協会、

私塾協同組合連合会、全国学習塾協同組合、全日本私塾教育ネットワーク、
特定非営利活動法人学習塾全国連合協議会、特定非営利活動法人全国教育ボランティアの会、民間教育連盟
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受賞おめでとうございます
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（株） i-cube（アイキューブ） 代表取締役 矢崎 勇人

（株）アカデミー 代表取締役 河内 宏之

（株）市進ホールディングス 代表取締役社長 下屋 俊裕

（株）イトクロ　 代表取締役 領下 崇

（株）インパクト 代表取締役 井形 兼通

（株）ウィザス 代表取締役 生駒 富男

英進館（株） 代表取締役社長 筒井 俊英

（株）えいすう総研 代表取締役 山本 千秋

エース教育総合研究所 理事長 青木 清

（株）エジソンクラブ 代表取締役 新村 一臣

（株）エスアールジー 代表取締役 古屋 健二

（株）ＳＲＪ 代表取締役 堀川 直人

（株）エス・アイ教育綜合センター 代表取締役 塾長 野中 績宏

（株）エデュケーショナルネットワーク 代表取締役社長 二瓶 嘉男

（株）エデュ・パートナー 代表取締役 竹野 弘恭

（株）エムプランニング情報システム 代表 南　勲

（株）大阪進研 代表取締役 市川 彰裕

NPO法人学習塾全国連合協議会 全国会長 沼田 広慶

（株）学書 代表取締役 田村 茂彦

（株）学友社 代表取締役 星野 卓也

教育開発出版（株） 代表取締役社長 蔭山 正生

（株）クロノクリエイト 代表取締役 小木曽 正浩

（株）京葉学院 代表取締役 望月 將史

（株）ケーイーシー 代表取締役 小椋 義則

（株）研秀社 代表取締役 小玉 潮

（株）興学社 代表取締役 池田 晃

（株）好学出版 代表取締役 仲川 栄次

（株）コスモ 代表取締役社長 望月 てる

駒込学園中学校・高等学校 学校長 河合 孝允

（株）サイタコーディネーション 代表取締役 江藤 真規

（株）サクシード 代表取締役社長 高木 毅

（株）さなる 理事長 佐藤 イサク

ＧＭＯメディア（株） 代表取締役社長 森 輝幸

私塾協同組合連合会 理事長 坂田 義勝

（株）城南進学研究社 代表取締役社長 下村 勝己

（株）ステップ 代表取締役 龍井 郷二

（株）スプリックス 代表取締役社長 常石 博之

（株）すららネット 代表取締役 湯野川 孝彦

（株）成学社 代表取締役会長 太田 明弘

成基コミュニティグループ 代表 佐々木 喜一

公益社団法人全国学習塾協会 会長 安藤 大作

私塾の歴史資料館 事務局長 佐藤 勇治

（株）仙台進学プラザ 代表取締役 阿部 孝治

全日本私塾教育ネットワーク 理事長 仲野 十和田

（学）龍澤学館（株）MCS生涯学習センター 代表取締役 龍澤 正美

（株）チャレンジ学院ホールディングス 代表取締役 松本 紀行

中央教育研究所（株） 代表取締役社長 梶浦 真平

（株）中萬学院グループ 代表取締役 中萬 隆信

ティエラグループ 代表取締役社長 増澤 空

東京書籍（株） 代表取締役 千石 雅仁

（株）トモノカイ 代表取締役 徳岡 臣紀

（株）どりむ社 代表取締役社長 税所 貴一

（株）ナガセ 代表取締役社長 永瀬 昭幸

（学）西大和学園 学長 田野瀬 良太郎

（株）日能研東海 代表取締役 野田 幹人

日本アクティブラーニング協会 理事長 相川 秀希

日本作文指導協会 代表 大川 尚志

（財）日本数学検定協会 専務理事 高田 忍

（株）ビーシー・イングス 代表取締役会長 田中 弘樹

（株）ビジュアルビジョン 取締役社長 井沢 隆

（株）ヒューマレッジ 代表取締役 木村 吉宏

（株）FREEMIND EVANカンパニー 代表取締役 北田 秀司

FLENS（株） 代表取締役社長 大生 隆洋

（株）文理 代表取締役社長 山川 博昭

（株）ホットライン　特進館学院 代表取締役 北村 昌弘

（合資）マネジメント・ブレイン・アソシエイツ 代表 中土井 鉄信

（株）ユーデック 代表取締役社長 武正 芳和

練成会グループ 代表取締役会長 奥山 英明

（株）早稲田アカデミー 代表取締役社長 古田 信也
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　日本民間教育大賞の授賞式は、２０１８年度中にお亡くなりになった民間教育の皆様に黙祷を捧げることから始まった。
「中萬学院グループの中萬憲明会長、池上学院学院長の池上公介先生をはじめ、民間教育に多大なる貢献をなさった多くの方
がお亡くなりになりました。授賞式に先立ちまして、ご冥福を祈って黙祷を捧げたいと思います」と、司会のヒューマレッジ・
木村吉宏代表が述べると、参加者はいっせいに起立して目を閉じ、故人の冥福を祈った。
　選定会議委員が紹介されると、代表して全国学習塾協同組合の森貞孝理事長が挨拶。「この日本民間教育大賞も本日で６
回目を迎えました。本日表彰される先生方、本当におめでとうございます。20年、30年、40年、50年、ずっと頑張り続けて
こられた民間教育の先生方が表彰されるのは、誠にすばらしいことだと思います。心からお祝い申し上げます」
　その後、お一人おひとりの表彰と受賞のご感想、そして記念撮影が行われた。その間、多忙な公務の合間を縫って駆けつけた、
選定会議顧問の下村博文衆議院議員がお祝いの言葉を述べ、同じく選定会議顧問の大島九州男参議院議員も祝辞の挨拶を
述べた。
　また、この日を祝って会場には数々の祝電も届けられた。
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日本民間教育大賞 授賞式
記念講演会 祝賀会
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