
地域から選ばれ続ける教室づくりを目指す！

語学講師採用ノウハウ資料
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握手している写真？
未来？

採用は未来への投資活動
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イントロダクション

SNS・インターネット等で様々な情報にアクセスできるようになる中、語学教室や学校においても実際にレッスンを体験した人のリアルな口コミが教室・園の人気

を大きく左右する時代になりました。口コミで目立つのは講師の質です。どんなに良い研修や教材があっても講師の質が伴わなければ、教室・園の人気に悪

影響を及ぼしかねません。本資料では下記①と②について理解を深めることができます。

①語学講師の採用に関して真の課題を明らかにする

②語学講師の定着率をアップさせる見直しポイントがわかる

より具体的にイメージいただけるよう、弊社で実際ご支援し、会社と講師のエンゲージメントを高めた取り組み事例もご紹介します。

貴社・貴校の語学講師のエンゲージメント強化や講師の定着率改善、そして教室運営の一助となれば幸いです。

語学講師の採用を見直して、地域から選ばれ続ける教室づくり目指しませんか？

本資料は、英会話学校、児童保育施設、学校等、語学講師の採用ご担当者様を対象とした資料です。

こんなお悩みありませんか？

講師の早期離職
どうにかならない？

良い口コミを増やして
生徒/児童数を
増やしていきたい

生徒、保護者、
身内スタッフと気持ちの良い
コミュニケーションが
とれる講師がほしい
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教育・語学講師の課題

語学講師の採用は競争率が高い

77求人

60.00％

求人媒体教育・語学講師の求人数と全体求人数に対する割合
（2021年1月末時点）

J社 G社D社

9求人 224求人

44.77％ 78.05%

右表は、外国籍人材の採用をサポートする代表的な求人広告媒体を参考

に、語学講師を募集する求人広告の割合を示したものです。教育・語学講

師の求人が全体の約半数以上を占めています。さらに、コロナによる入国制

限の影響で、競争率はより高い状態です。同時に失職者も増加傾向なので

、求職者は増えるという見方もありますが、誰でも良いから採用というわけにも

いきません。優秀な人材をめぐる競争が激しくなっています。

講師の定着率は教室運営に影響する
生徒から選ばれ続ける教室づくりで最も重要なポイントの１つは講師の定着率です。英会話スクールに通う生徒のネガティブな口コミでよくみられるのは「レッ

スンの質が均一でない」ことでした。例えば、せっかく相性の良い講師に出会えたのに担当講師が変わってしまったせいで退会したという声がありました。レッスン

の質とは、下記のような講師の特徴で成り立っています。

たとえ講師向け研修や同じレッスン教材が用意されていたとしても、上記3点によって生徒側の受け取り方が変わり、結果として生徒の受講継続意欲が下が

ってしまうということです。したがって、生徒からの評判の良い講師がスクールに沢山おり、出来るだけ長く活躍してもらえる状態が大事ということです。しかし、一

般的に語学講師の定着率は低いと言われています。生徒数が伸び悩んでいたり、ネガティブな口コミが増えている場合、早急に講師の定着率を改善する必

要があります。

教育への熱意（生徒の成長に関心がある）

コミュニケーション能力（生徒への気遣い、フレンドリー、楽しいレッスンづくり）

指導力（教養レベル、間違いやすいポイント理解、改善）
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定着率を高める採用のコツ

下図は一般的な人材採用フローと各ステージの突破率および人数のシミュレーションです。

突破率は英会話学校、児童保育施設、学校によって変わってきますが、当社データに基づくと、最終的に内定者１名を選出しようとすると、初期接触段階で

最低65名の候補者との出会いを確保しておく必要があります。その中でも実際に応募に至るのは接触したうちの20％程、面接するのは十数名くらいです。限ら

れた人数の中で、いかに条件合致した候補者に応募してもらうか、本当に必要な人材をちゃんと絞り込めるかは気になるところだと思います。

そこで、次のスライドからは各ステージで確実に押さえるべきポイントを紹介していきます。

20%80%20%

1名2名10名65名

50%

13名

母集団形成 動機形成 見極め 口説き 内定付与

接触 応募 一次面接 最終面接

採用プロセス x 各ステージの突破率および人数

ス
テ
ー
ジ

突
破
率

人
数
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定着率を高める採用のコツ 母集団形成

応募条件を満たす人たち【質】といかに多くの接点をもてるか【量】

接触

ポイント①

サイト
訪問者数
もしくは
登録者数

量 質

母集団形成の手法は、求人広告と人材紹介の2種類に大別されます。どちらの採用手法を選択するにせよ、語学講師という仕事に対して興味を持つ候補

者と多くの接触機会を持てるかの見極めが大切です。見極めの際は、候補者の「量」と「質」という2つの観点に分けて考えると良いでしょう。とにかく沢山の候

補者との出会いを確保したい場合（量＞質）は、登録者数という「量」で秀でることの多い求人広告がおススメです。語学教育系求人の掲載が多い媒体を

利用すれば、他社求人との競争率は高まりますが、候補者の「質」もクリアできるでしょう。採用要件に合致した候補者にピンポイントで出会いたい場合（量＜

質）は人材紹介がおススメです。登録者数では求人広告に劣るものの、スカウトや広告宣伝を通して、企業が求める属性に近い候補者に絞って接点を増や

すことができるのが特徴です。

応募資格

⚫ 職務経験
⚫ 英語ネイティブ
⚫ 日本語レベル
⚫ 在留資格
⚫ 年齢 等

採用基準（子ども向け）

⚫ 感情表現・表情が豊か
⚫ 子どもと仲良くなれる
⚫ 教育に対して熱心
⚫ 色々提案してくれる
⚫ 誠実でトラブルを起こさない 等

閲覧・登録者の属性
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定着率を高める採用のコツ 動機形成

自社の魅力を伝える“オンリーワン”メッセージを発信する

応募

ポイント②

人が企業に所属する理由は給与や条件面だけではありません。社会心理学等をもとに、弊社グループが整理した、人が組織に所属する魅力要因のフレーム

ワーク「4P」と呼ばれるものがあります。これを活用し、採用したい候補者のペルソナ分析（職探しの軸、〇年後に目指す姿等）を行うと、自社の魅力要因の

中で何をメッセージとして取り上げれば良いかわかるので、効果的なPRができるようになります。

会社基盤

理念戦略

組織風土

人的資源

事業内容

仕事内容

報酬体系

仕事環境

People（人材の魅力）

Privilege（特権の魅力）
4P

Profession（活動の魅力）

Philosophy（目標の魅力）

上場区分、創業年数、資本金、売上、
従業員数、拠点数等の魅力

企業理念、経営層の考え方、中期経営
計画、海外戦略等の魅力

風通しが良い、若手も責任のある仕事を
任せてもらえる等

技術力や専門知識に秀でた社員や魅力
的な社員がいる等

社会への影響力、環境負荷への考慮、
業界内での知名度等

高い貢献感を得られる、最先端技術の
開発に関われる、スキルが身につく等

他業界の同世代よりも給与水準が高い、
能力次第で若手も高収入のチャンス等

新しい環境設備、通勤しやすい立地、
コミュニケーションしやすいレイアウト等



8(C) Link and Motivation Group

定着率を高める採用のコツ 見極め

「スペック」だけでなく、「共感」で選ぶ

一次面接

ポイント③

早期離職の要因として、入口（採用前）でのボタンの掛け違いがもっとも危険です。選考ではスペックばかり注目しがちですが、どれだけ能力が高くても、組

織への共感度合いが低ければ早期離職を招く可能性があります。そのため、一次面接の時点から相互理解を目指すようにします。採用活動を単なる人員

調達としてでなく、組織創りのための入口管理(＝エントリーマネジメント)と捉えることで、組織と講師のエンゲージメントを高め、講師の定着にも寄与するこ

とができます。

採用活動 エントリーマネジメント

目的 人員調達 組織創りのための入口管理

目標

量
人数

質
スペック・タイプ

量
人数

質
スペック・タイプ

関係性
共感創造度

語学教育の現場においては、下記のような要素をみると良いでしょう。

①生徒、保護者、身内スタッフと気持ちの良いコミュニケーションがとれるか。とりわけ、レッスン中に生徒を楽しませることができるか。

②教育に対して熱心で、人の成長や変化に興味を持てるか 等
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定着率を高める採用のコツ 口説き

定着を見据えた“チューニング”を行う

最終面談

ポイント④

「動機形成」で登場した、人が組織に所属する魅力要因のフレームワーク（4P）を活用します。候補者が4Pの中で一番大事にしている価値観は何かを確

認しながら、組織に所属する魅力をアピールするとともに、候補者の組織への期待値を調整します。本人が組織の規定や社風等に納得感を得られないまま

入社させるのはおススメしません。入社後、さらに不満を蓄積させ、仕事のパフォーマンスが低下したり、早期離職される可能性が高くなるからです。したがって、

入社前の早い段階から調整し始めることがお互いのためになります。下のイラストは、企業面接官が最終面接者からの発言意図を4Pのフレームワークに当ては

めて、どのようなメッセージを伝えるべきかを考えた例です。

自由に自分のやりたいように
仕事がしたい。

マニュアルもいいが、
オリジナリティを出せるのが

自分の良さ。

4Pの何を求めているのか？
仕事内容の裁量権か

求めているものが
提供できるのか？

教室によってはまさしく必要。
でもいきなりは無理。

提供できない場合は
何ができるか？

1年の経験は必要

候補者が組織のどこに魅力を感じて入社したいのか、組織にどのように貢献できるかをヒアリングします。その際面接官は、候補者に対して求めるスタンス、およ

び候補者がやりたいことを自組織だとどのように実現できるか、タイミングとともに率直に伝えると良いでしょう。双方の期待がすり合うと、入社後の協働意欲

をさらに高めることができます。
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まとめ

定着を見据えた“チューニング“を行う

応募条件を満たす人たち【質】と
いかに多くの接点をもてるか【量】

「スペック」だけでなく、「共感」で選ぶ

自社の魅力を伝える
“オンリーワン”メッセージを発信する

母集団形成

動機形成

見極め

口説き

ポイント
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リンクジャパンキャリアのご紹介

完全成功報酬型 人材紹介サービス 異文化 x エンゲージメント 研修サービス

●主なサービス紹介

●ポイント ●研修テーマ例

長年、英語講師の採用・紹介を中心に

事業を展開しており、欧米・技人国での

候補者リストは豊富です。講師以外にも

ホテルマネージャーやITエンジニアなども実

績がございます。お客様のご要望に合わせ

、スカウティング活動も並行しており、多種

多様な業種・職種に対応しています。

組織人事コンサルティングファームである親

会社の知見・フレームワークと、弊社が持つ

独自技術「クロスカルチュアルデザイン」を掛

け合わせた研修をご提供しています。下記

のようなテーマをはじめ、お客様のニーズやご

要望に合わせて、柔軟に研修を開発・提

供しています。

入社までの紹介・面接等の
プロセスは全て無料

サービス系からIT系など
多種多様な紹介実績有

欧米・技人国が豊富。
身分系の候補者も多数

採用コンサルの知見を活かし、
候補者と丁寧に面談

（日本人社員・外国籍社員向け）
異文化コミュニケーション

（管理職向け）

ダイバーシティ・マネジメント

（日本人社員・外国籍社員向け）

異文化ファシリテーション
（管理職向け）

外国籍受入マインドセット

クロス
カルチュラル

デザイン
クロス

カルチュラル
デザイン

日本と外国の違いを
強みとして「掛け合わせる」

組織/外国籍人材/環境の
最適な在り方を「描く」

外国籍人材の日本企業への
融合と活躍を総合的に支援



Facebook公式サイト メルマガ 弊社ホームページ

問い合わせ窓口
担当：神原紋音（かんばら あやね）
TEL： 080-9822-6492  /  E-mail：info@link-jc.co.jp

https://www.facebook.com/linkjapancareers.official/

https://www.link-jc.co.jp/

「いいね」「フォロー」お願いします！ お問い合わせ、お待ちしております！弊社FBページより登録お願いします！

外国籍人材マネジメントのことなら、いつでもお気軽にご相談ください

◼ 社名 株式会社リンクジャパンキャリア
◼ 創業 2016年 10月3日
◼ 資本金 8,000万円
◼ 株主 リンクアンドモチベーション 100％東証１部上場
◼ 所在地 東京都中央区銀座4丁目12−15 歌舞伎座タワー 15階
◼ ミッション クロスカルチュラルデザインを組織と個人にワンストップで

提供することにより、意味のあふれる社会を実現する
◼ 事業内容 外国籍人材の採用・受入・定着に関するコンサルティング

および支援事業

会社概要

https://www.facebook.com/linkjapancareers.official/
https://www.link-jc.co.jp/

