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キッズラーニングネットワーク株式会社
株式会社 GLOBAL EDUCATIONAL PARTNERS
株式会社ウィズダムアカデミー

「GWG Teachers 株式会社」設立に関するお知らせ
インターナショナルスクール、幼児教育、民間学童教育のプロフェッショナルによる共創
民間学童英語教育事業で課題となる、外国人教員の育成やシフト管理運営を最適化

https://gwgteachers.com/
キッズラーニングネットワーク株式会社（以下、ジンボリー プレイ＆ミュージック、本社:東京都港区 代
表取締役: 山田 晋司）, 株式会社 GLOBAL EDUCATIONAL PARTNERS（以下、GSA、本社:東京都港区
代表取締役: モントゴメリー 道緒）、株式会社ウィズダムアカデミー（以下、ウィズダムアカデミー、
本社:東京都豊島区 代表取締役: 鈴木 良和）の３社は、講師の派遣業・紹介業サービスの展開を目的とし
た GWG Teachers 株式会社（以下、GWG）を設立したことをお知らせします。GWG では、紹介・派遣
業免許を取得しており、2019 年 10 月 1 日より派遣業務を開始し、外国人教員市場規模の拡大やニーズ
にも対応します。

10 月 1 日より

【GWG 設立の目的】
国内における民間主導の学童英語教育に早期から携わり、新たな事業展開を進めてきたジンボリー プレ
イ＆ミュージック、GSA、ウィズダムアカデミーの３社は、それぞれが専門とする事業領域の親和性に
着目し、教育コンテンツや人材リソースの「シェアリング」を行ってまいりました。
この度、各社が運営する外国人講師の勤務システムや英語教育カリキュラムを統合、共有、運営すること
で、迅速な講師の育成を実現し、講師レベルの向上と安定を図り、昨今、急速に注目度が高まる「民間学
童英語教育」への需要に、迅速かつ機動的に対応することを目的に設立されました。
【GWG と他社との違い】
《インターナショナルスクール、乳幼児教育、民間学童教育のプロが集結》
プリスクール、アフタースクール運営事業の草分け的存在として約１０年の
実績を有するウィズダムアカデミーと、GSA が展開するオンライン・インタ
ーナショナル教育を導入したインターナショナルスクール事業、さらに、乳
幼児教室のグローバルリーダーとして定評のあるジンボリー プレイ＆ミュー
ジックが、それぞれの経営リソースを統合することで、幅広い教育カリキュ
ラムの選択が実現します。
《経験豊富な講師陣》
GWG の契約教員は、北米、カナダ、欧州、アジアなど世界の様々な地域から、教育専門学士（BA）、
教育学修士（MA）、幼児保育関連資格を有する教員経験年数 5 年から 10 年以上の教員が全体の半数以
上です。また数十年にかけて国内大手のインターナショナルスクールで培った教員経験や教員管理・トレ
ーニングノウハウも保有しており、サービスの量、質ともに、競争力の高いサービスを提供します。
《海外教育コンテンツと習い事の充実》
当社では、海外で生活するのとほぼ同等の環境で、ナショナルジオグラフィックラーニング教材やマグロ
ウヒル・エデュケーション教材等のような厳選された海外教育コンテンツを採用することで、幼少期の段
階からグローバルスタンダートを携えた人格形成にも注力しています。また専門講師による 20 種類以上
の習い事も提供しています。
【今後の事業計画】
ここ数年、民間学童英語教育に対するニーズが急速に高まり、異業種からの新規参入も活発となるなど、
同事業に対する市場は活況の様相を見せています。当社はオンライン授業、対面式授業による堅調な売上
を基盤に、今後展開する講師の派遣業・紹介業サービス事業へ大きく期待していることから、2019 年度
の年間売上 2 億円規模を目指します。
【本件プレスリリースに関するお問合せ】
Email: gsainfo@gsacademy.com
Phone: 03-5544-8508

GWGTeachers 株式会社について
GWG Teachers 株式会社

会社概要

所在地
設立
サービス開始日
資本金

〒106-0041 東京都港区麻布台三丁目 1 番 5 号
2018 年 5 月 25 日
2019 年 10 月 1 日
3.100 万円

代表者

代表取締役兼 CEO フェドロフ アイブン

事業内容

講師の派遣及び紹介（許可後） ・講師の教育及び研修 ・講師の生活支援業務・
留学ビザの取得代行 ・国際教育プログラム販売代行業務

URL

https://gwgteachers.com

キッズラーニングネットワークについて

ジンボリーでは、英語を使って新しいことに挑戦し、グローバル社会で役立つ 「好奇心」と「意欲」を育む
教育を実践していきます。お子さまにとっては “ウキウキ楽しい遊び場”でも、自然に脳や身体の成長・発達が
刺激されていく 米国の国立研究機関“Zero to Three®”と共に開発した、幼児発達学・脳科学 に基づく世界
共通で実施している最新のプログラムです。
キッズラーニングネットワーク株式会社

会社概要

所在地
設立
資本金

〒106-0046 東京都港区元麻布 2-3-30 元麻布クレストビル 1 階
2005 年 10 月 20 日
1 億円

代表者

代表取締役社長・CEO 山田

事業内容

英語を使った幼児教室とプリスクール＆アフタースクールの運営および経営指導

晋司

ジンボリー プレイ＆ミュージック
URL

https://www.gymboglobal.jp
ジンボリー インターナショナル プリスクール＆アフタースクール
https://gymbointernationalschool.jp/

Facebook

https://ja-jp.facebook.com/gymboglobaljapan/

GLOBAL EDUCATIONAL PARTNERS について

オンライン教育事業、国際教育メディア事業、国際教育コンサルティング事業、チュータリング事業、インタ
ーナショナル・プリスクール、及び学童保育事業を運営する国際教育に特化した「Global Step Academy」
グループ・ブランドを管理するホールディング会社です。
株式会社 GLOBAL EDUCATIONAL PARTNERS

会社概要

所在地
設立
資本金

〒106-0041 東京都港区麻布台 3-1-5 麻布台日ノ樹ビル 7F
2006 年 11 月
502.5 百万円（資本準備金含む）

代表者

代表取締役社長 モントゴメリー道緒

事業内容

グローバル教育関連コンサルティング、海外留学支援、英会話教育／Tutoring 支援、オンライン・
グローバル教育プラットフォームの販売、インターナショナル・プリスクール、学童保育

URL

https://www.gsacademy.com/

Facebook

https://www.facebook.com/globalstepacademy

ウィズダムアカデミーについて

「学べるアフタースクール」をテーマに、2010 年にスタートした民間学童保育・幼児保育事業です。
幼児から小学生までのお子様を対象に、学校へのお迎え、学外での習い事へのお迎えお送りの付き添いから、
ご自宅へのお送り、おやつ・お食事のご提供、高水準かつ豊富な習い事など、安心と責任あるきめ細やかな
サービスを提供しています。
株式会社ウィズダムアカデミー

会社概要

所在地
設立
資本金

〒171-0031 東京都豊島区目白 2-20-5
2010 年 5 月
120.5 百万円（2019 年 10 月 1 日）

代表者

代表取締役 鈴木 良和

事業内容

民間学童保育運営事業、ビジネスアドバイザリー事業、不動産活用ソリューション事業

直営校舎

13 拠点（2019 年 10 月 1 日現在）
目白校・恵比寿校・田園調布自由が丘校・横浜上大岡校・成城祖師ヶ谷大蔵校・三鷹吉祥寺校
市ヶ谷飯田橋校・池尻三軒茶屋校・名古屋グローバルゲート校・王子校・駒沢桜新町校・
千葉幕張校・二子玉川校
【運営受託】6 拠点（2019 年 10 月 1 日現在）

提携校舎

ティップネス・キッズ アフタースクール 宮崎台
ティップネス・キッズ アフタースクール 大泉学園
ティップネス・キッズ アフタースクール 東武練馬
ティップネス・キッズ アフタースクール 国領
ASAHI KIDS．アフタースクール 港北綱島校
エミフィス練馬アフタースクール
【運営協力】7 拠点（2019 年 10 月 1 日現在）
福岡
英進館アフタースクール
埼玉県所沢 SO-ZEMi アフタースクール所沢航空公園校
RAINBOW KIDS(名進研アフタースクール) 名駅校
RAINBOW KIDS(名進研アフタースクール) 新端校
RAINBOW KIDS(名進研アフタースクール) 八事校
関西学院クレセントスクール
ダッドウェイラーニングセンター横浜関内

公設学童保育
運営受託校舎

ウィズダムアカデミー国分寺校

URL

https://wisdom-academy.com/

Facebook

https://facebook.com/Wisdom-after-school-after-kindergarden-581054832013038/

Instagram

https://www.instagram.com/p/B3Q6VD9nA9C/?igshid=1s72aoyxb1sx7
アカウント: wisdomacademyjp

