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２０１５年度も、皆様のご支援をいただき、たくさんの子どもたちを笑顔にすることができま
した。
２０１５年度は、東京、東北、そして共同事業体として実施させていただいた福岡の２８拠点で

率１００％を達成いたしました。
子どもたちのために貴重な時間を割いていただいた学生や社会人のボランティアの皆様、
ご寄付で活動を支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。
２０１５年度は、国が「子供の未来応援国民運動」を開始するなど、
「子どもの貧困」が大きく
クローズアップされた1 年でもありました。
キッズドアとしても、新しい事業として、足立区で開始した、より困難な状況にある子どもた
ちのための毎日通える学習支援機能付き居場所の運営、そして困窮家庭の子どもたちが特に
苦手としている英語を集中的に学ぶ無料英語塾『English Drive』を開始しました。
東日本大震災から5 年となる東北事業部は、
「地方の子どもの課題を解決するモデル事業
の開発拠点」として位置づけ、永続的に事業を続ける体制に刷新いたしました。
また、多くの団体や著名人の方々と連携し、
「児童扶養手当の複数子加算の増額」を目指し
てインターネット署名を行ない、見事成功を勝ち取ることができました。
様々な角度から子どもの支援に取組む団体と連携して、2日間にわたる「Kids Day Japan」

ました。しかし、子どもたちをめぐる状況はますます厳しくなっています。
困難な環境の中で将来をあきらめてしまう子どもたちや、将来への不安を抱えながら日々懸
命に頑張る保護者の方々をもっともっと力強く支えられるよう、皆様と力をあわせ活動して参り
たく、今後も益々のご支援を何とぞよろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人キッズドア
理事長 渡辺由美子
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2015年度 学習会実績一覧
東北

東京

委託元／
助成・ご支援
企業

開催場所

タダゼミ仙台

自主事業
・共同事業

仙台市

ガチゼミ仙台

自主事業

仙台市

自習室

自主事業

仙台市

プロジェクト名

対象
家庭の経済状況など
の理由から塾に通え
ない中学3年生
家庭の経済状況な
どの理由から塾に通
えない高校生
家庭の経済状況な
どの理由から塾に通
えない中高生

宮城県
震災復興
担い手NPO等 南三陸町立
志津川中学校
志津川中学3年生
支援事業
志津川中学校
みやぎ地域
復興支援事業
東京都中央区と
すがスク
三井不動産 南三陸町立志
（志津川中学
志津川中学3年生
株式会社
津川中学校を
オンライン授業）
中継
戸倉小学校

南三陸町

戸倉小学校 戸倉小学校1・2年生

委託元／
助成・ご支援
企業

開催場所

自主事業
・共同事業

足立区

タダゼミ杉並

自主事業

杉並区

ガチゼミ

自主事業

豊島区

ファミリーアシスタント
プロジェクト
（ＦＡＰ）

自主事業

都内2か所

算数キャンプ

自主事業

都内1か所

登録
生徒数

登録ボラン
ティア数

実施回数

47名

63名

45回

タダゼミあだち

43名

63名

36回

93名

63名

164回

70名

11名

63回

20名

20名

10名
0名
※パート
スタッフ
5名

22回

プロジェクト名

英語塾
@八丁堀
英語塾
＠足立区居場所

20回

都立青井高校
土曜補習講座
「まなぶ」
コープみらい学習会
「みらい塾」
「同援」子ども学習会

バンクオブ
アメリカ・
メリルリンチ
バンクオブ
アメリカ・
メリルリンチ
東京都教育庁
CO・OP共済
地域ささえあい
助成
社会福祉法人
恩賜財団
同胞援護会

家庭の経済状況など
の理由から塾に通え
ない中学3年生
家庭の経済状況など
の理由から塾に通え
ない中学3年生
大学受験合格を目指
す高校生
母子生活支援施設
の小学生・中学生
学童保育に通う小１
〜3年生

登録
生徒数

登録ボラン
ティア数

実施回数

23名

29名

44回

16名

19名

39回

37名

55名

32回

10名

2名

24回

200名

3名

10回

中央区

中学１年生〜3年生

15名

42名

44回

足立区

足立区在住の中学生

10名

15名

13回

足立区

青井高校在校の高
校１年生から３年生

90名

44名

20回

中野区

困 窮 家 庭 の 小 学４
年生〜中学3年生

18名

28名

20回

昭島市

小学4年生〜中学3
年生

40名

55名

25回

103名

173名

24回

２０名

43名

40回

25名

70名

32回

40名

55名

25回

32名

54名

44回

58名

27名

180回

世田谷区

世田谷区
５拠点

墨田区学習会

墨田区

墨田区

中央区学習会

中央区

中央区

ぐんぐんスクール

品川区

品川区

目黒学集会

目黒区

目黒区

足立区
居場所型学習会

足立区

足立区

かるがもスタディルーム

対象

世田谷区に住むひと
り親家庭の小学１年
生から中学３年生
墨田区に住 む生 活
保護家庭・困窮家庭
の中学1年生から中
学３年生まで
中央区に住む生活保
護家庭・困窮家庭の
小学4年生から中学1
年生
ひとり親家庭の小学４
年生から中学生・高
校生
目黒区に住む困窮家
庭の中学生・高校生
足立区在住の中学生

全体
まとめ
福岡
プロジェクト名
のびるば
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委託元／
助成・ご支援
企業

開催場所

対象

登録
生徒数

登録ボラン
ティア数

実施回数

福岡市

福岡市

福岡市に住む生活
困窮家庭の中学２
・
３
年生

20名

0名
※アルバイト
スタッフ10名

61回

2015年度合計

登録生徒数

ボランティア数

実施回数

拠点数

1050名

787名

1027回

28ヶ所
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キッズドアの学習支援〈東京・自主事業〉
（足立区・杉並区）
高校受験対策講座［タダゼミ］
開催場所：足立区、杉並区
開催時期・頻度（2015年5月〜2016年3月）
：
毎週日曜日
（10:00-17:00) ※夏期・冬期講習あり
登録生徒数：39名

英語塾（中央区）
feature
勉強する場であり、
学校でも家庭でもない
憩いの場
タダゼミ杉並・学生ボランティアリーダー

実施回数：足立区44回、杉並区39回

経済的な理由で塾などの有料教育サービスを受けること
ができない中学3年生を対象に都立高校の受験対策を行っ
ています。2010年の夏期講習から新宿でスタートし、2011年
は杉並に移転、2012年から足立区と 杉並区2ヶ所で開催し
ています。2015年度は全員の生徒が高校進学の夢を実現さ
せました。
《進学先高校》
（一部抜粋・五十音順）
江戸川高校、科学技術高校、葛飾総合高校、工芸高校、江北高校、
小平南高校、忍丘高校、杉並総合高校、広尾高校、深川高校、
目黒高校

タダゼミは、塾に通うことが困難な中学3年生を対象としている
ため、社会人や大学生のボランティアが都立入試問題を分析し、
定期テスト・受験指導を行うことを主たる目的としてはいますが、
そ
れ以上に生徒にとって学校でもない家庭でもない 憩いの場 とし
ても機能していたと思います。
中学生は家族や学校の先生にはなかなか気恥ずかしくて相談
できないことも多くある時期ですが、年齢の近い大学生がスタッフ
としていることで私たちに相談を持ち掛けてくれることがよくあり
ました。ある生徒は両親の前ではなかなか将来の希望の進路や
興味がある分野に関して言い出せなかったのですが、あるスタッ
フの前では
「留学を考えている」
という話をしてくれました。
その結
果、留学制度のある高校を中心に
志望校を探すことが出来ました。
このように色々な生徒がいる中
で一人一人に向き合い、生徒に
とって何がベストかを考えること
により自分は人と向き合う忍耐力
が身についたと思います。今年度
のタダゼミで得たことを忘れずに
次年度以降も頑張っていきたいと
思います。

（豊島区）
高校中退防止・大学受験対策講座［ガチゼミ］

開催時期・頻度（2015年4月〜2016年3月）
：
月2回、第2・4日曜日
（13:00〜17:00）※夏期・冬期講習あり
登録生徒数：37名
実施回数：32回

2010年のタダゼミを受講して進学した子どもたちのため
に、2011年度からスタートしました。高校中退防止・大学合格
を目指しているが経済的な理由で塾などの有料教育サービ
スを受けることができない高校1年生〜3年生・大学入学資
格検定受験生を対象に行っています。
2015年度は30名を対象とし、定期テスト対策、大学受験
対策、
キャリアセミナーなどを実施しました。
《進学先大学》
（五十音順）
清泉女子大学、多摩美術大学、
ルーテル学院大学
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開催時期・頻度（2015年5月〜2016年3月）
：
毎週木曜日
（18:30-20:30)
登録生徒数：15名

実施回数：44回

南 吉隆さん

※タダゼミあだちは足立区生涯学習センター様のご支援により運営しています。

開催場所：豊島区

feature

開催場所：中央区

経験豊富な先生の指導で
視野も希望も広がる
英語塾担当 キッズドア職員

本吉 勇武

ひとり親家庭・就学援助世帯などの中学生を対象に、
英語に特化した学習会を行うキッズドアの自主事業とし
て2015年5月にスタートしました。
15名を対象とし、英語嫌いを好きに変える・自分一人
で勉強できる力を身に付ける・受験に対応できる英語力
を身に付けることを目指し、TOEICハイスコアホルダーや
海外経験豊富なボランティアによるマンツーマン指導は
もちろん、
英語を使ったアクティビティも実施しました。

英語塾の魅力は、ボランティアの
先生たちです。海外での経験が豊
富な方や、英語力に長けた方がた
くさんいます。
また、子どもたちを成
長させようという温かみに溢れてお
り、忙しい中でもみなさん熱心に活
動に参加してくれています。
そんな先生たちに囲まれて、子ど
もたちも毎週英語塾に来てくれるこ
とを楽しみにしています。通い始め
たころは勉強が手につかなかった
子も、先生たちの丁寧な指導を受
け、一緒にアクティビティを楽しむう
ちに英語への意欲が高まっていき
ました。
「自分も海外に行きたい」、
「英語を使って日本の文化をたくさんの人に
伝えたい」
「
、海外留学をしたい」
など英語塾に通うことでたくさんの子ど
もたちが視野を広げ、将来への希望を育んでいます。
英語学習の重要性が主張されている現在でも、英語を学ぶためには
多大なお金が掛かってしまいます。潜在的には英語を学ぶ力を持って
いる子や海外に興味を持っている子も、家庭の経済的な事情でその可
能性を奪われています。
これからもたくさんの方からの協力を得て、子どもたちに英語を学び
世界を知る機会を届けていきたいと思います。

※バンクオブアメリカ・メリルリンチ様のご支援により運営しています。

feature
多種多様な人たちが集う
生徒、
学生スタッフの成長の場
ガチゼミ・学生ボランティアリーダー

協力企業からのメッセージ

遠間 和哉さん

私がガチゼミに参加し
て今 年 で３年目となりま
す。参加当初は学習指導
をはじめ、様々なことに不
安を感じていました。
しか
し、経験豊富なスタッフの
方々の親切なご指導のお
かげで、
自分自身が抱えて
いた活動に対する不安や
悩みが解消されました。
現
在は学生リーダーとして受験指導チームの指揮を執っています。
ガチゼミは学生、
コンサルタント、SE、医師、教師、公務員など、
多種多様なボランティアが集う場であり、学生にとっては自らを成
長させることができる貴重な場であると私は思います。
なぜなら、
普段接することができない社会人との関わりの中で、新たな価値
観や観点を知ることができるからです。実際、私自身も活動中に社
会人スタッフの方々から鋭いご指摘をいただき、それについて熟
考することで成長できたと感じています。
今後も生徒のために、そして自分も含めた学生スタッフの成長
の場として、
ガチゼミをより良くしていきたいと思います。

起業家が生まれるような
支援を共に

日本マイクロソフト株式会社
デベロッパーエバンジェリズム統括本部 マーケティング部
シニアオーディエンスマーケティングマネージャー

久手堅 幸恵 様

近年、貧困と格差問題がクローズアップされるように
なりましたが、私は出身の沖縄県に生活困窮者が多いた
め、常に身近な問題として感じ、何かできる事はないか考
えていました。
そんな中、会社のプロボノ活動をきっかけに貧困と教
育問題に取り組んでいるキッズドアさんの存在を知りま
した。活動内容に共感し、会社のプロボノ活動に加え、
個人でもマンスリーサポーターとして支援させて頂くよう
になりました。
キッズドアさんは明確なビジョンに加え、
ス
タッフの皆さんの情熱と実行力、
その結果としてお子さん
たちの進学の実績が増えており、
良い活動をされている
と感じます。
私は現在マイクロソフトで起業支援を担当しています。
起業のハードルは低くなり、英語力と技術力があれば個
人でも世界と戦える時代となりました。
今後キッズドアさん
とプログラミング教室などを実施し、
キッズドアのお子さ
んの中から起業家が生まれる、
そんな支援が一緒にでき
たら幸いです。
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キッズドアの学習支援〈東京・委託事業〉
（世田谷区）
世田谷区ひとり親家庭の子どもの学習支援事業［かるがもスタディルーム］

feature

開催場所：世田谷区
開催時期・頻度（2015年4月〜2016年3月）
：
月２回、第１・３土曜日
（14:00-16:00)
登録生徒数：103名

実施回数：24回

（足立区）
都立青井高校 土曜補習講座［まなぶ］

feature

開催場所：足立区
開催時期・頻度（2015年5月〜2016年3月）
：
月1〜4回、土曜日
（10:00-12:00)

子どもたちの自主性を育み、
将来の視野を広げる
かるがもスタディルーム担当 キッズドア職員

登録生徒数：90名

実施回数：20回

糸岡 友子

世田谷区から委託を受け実施している、
ひとり親家庭の小
学生・中学生を対象とした学習会です。2015年度は、三軒茶
屋教室、成城教室、玉川教室、烏山教室、北沢教室の５ヶ所で
開催しました。
大学生や社会人のボランティアが、
マンツーマンや少人数
で個別に対応し、生徒一人ひとりの進度に合わせて丁寧に
指導を行ないました。あたたかく楽しい雰囲気を大切にする
「子どもが通いたくなる」学習教室に定期的に通っていただ
くことで、
ご家庭での学習習慣の定着や勉強への苦手意識
の克服を目指し、
実施しました。

かるがもスタディルームは、小学1年生から中学3年生までが同
じ教室で学習を行なう中で、高校受験合格を目標としている子が
いれば、座って2時間学習が出来るようになることが目標の子もい
る学習会です。学習を通して
『自分にはどうせできない』
という気持
ちを取り除き、
『やればできる』
と思えるようにすることで、学習習慣
の定着に向けたスタートラインに立つことができます。
同学年の子がいる場が苦手で学校にほとんど通うことができな
かった子が、
かるがもスタディルームを通して、幅広い年代のボラ
ンティアスタッフ・様々な学年の子どもと関わることによって、学校
で行なわれた卒業生を送る会で司会を務めることができたといっ
たことや、学習障がいがあり学年相応の学習は難しいが、学習会
でその子のできることを増やすことによって、高校に入ってプログ
ラミングを学びたいといった、将
来のビジョンを描く子もいました。
学習会は、児童・生徒一人ひと
りの個性や状況をみながら、子ど
もの自主性が育つよう学習指導
を行なうと同時に、勉強だけでな
い居場所の役割でもあり、
また、
将来の視野を広げる場としても
重要な場であると考えます。

足立区居場所型学習会（足立区）
開催時期・頻度（2015年8月〜2016年3月）
：
毎日開講（火曜日休み）
平日
（15：00〜20：00）
土曜・祝日
（13：00〜20：00）
日曜（10：00〜20：00）
実施回数：180回

2015年8月より開講した足立区から委託を受け実施して
いる、生活困窮世帯（生活保護受給世帯を含む）の中学生を
対象とした学習会で、
キッズドア初の取り組みです。家庭に
学習環境がない、学校の授業についていけない、経済的事
情により学習塾に通えない、何らかの事情により放課後や夜
間に子どもだけで過ごすなど、様々な福祉的課題を抱えた子
どもが通っており、学習支援だけでなく食事提供などの居場
所支援も行っています。
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「まなぶ」担当 キッズドア職員

小杉 真澄

東京都立青井高校土曜補習講座「まなぶ」では年間20回の学習
支援を通して青井高校に通う高校生をサポートしています。2015
年度で開催3年目となり、開始当初参加者10名でスタートした「まな
ぶ」も、登録者80名、平均参加者約60名と非常に多くの生徒が 参
加するプログラムとなりました。
また、3年前から継続して通ってくれ
た生徒の進路も無事決まり、2016年3月に「まなぶ」卒業生第1号と
なりました。
中途退学の防止、進路未決定卒業の減少を目的に「生徒のまな
びたい気持ちを応援する！」
というコンセプトで活動をしてきました
が、ある生徒からは「生徒の点数が上がりクラス順位、学年順位が上
がった」
と、嬉しそうに順位の入った写メを見せてくれ、担当の先生か
らも「まな ぶ がもしな
かったら、あの生徒は
とっくに学校をやめて
いたかもしれません」
と、嬉しい報告もあり、
年度を追うごとに学校
の雰囲気が変わってき
ていることを実感して
います。

feature

開催場所：足立区

登録生徒数：58名

都立青井高校在学の希望者を対象とした、
キッズドア
唯一の高校現場での学習会です。
中退防止・進路未決定卒業者の減少を目指し、高校で
の過ごし方や卒業後の進路が見えず、高校生活に価値
を見いだせないことや、
中学校の勉強でつまずき、それ
が原因で高校の授業についていくことが難しく挫折して
しまうことがないよう、ボランティアが巡回型マンツーマ
ン指導を行っています。2015年度は毎回平均60名の生
徒さんにご参加いただきました。

生徒のまなびたい気持ちを応援

学習と社会性を身につける居場所
足立区居場所型学習会 施設長

土井 清子

足立区無料学習会は、足立区が区内
在住の中学生を対象に昨年8月から実施
している、
無料の学習支援事業です。
気にいってくれた子は、
ほぼ毎日来てく
れます。
自習をする子も増えてきました。
これも根気よく生徒を支えてくれるボラン
ティアのおかげです。
不登校気味のある生徒は、利用当初、
立ちすくんでしまうことが多かったのです
が、他の生徒と過ごす機会が増え、今で
は笑顔も見られ笑い声も聞こえるように
なりました。
お母様から
「ここに通い始めてから徐々に学校に通える
日数が増えてきた」
と嬉しいお電話があり、子どもたちの成長を身
近でお手伝いできる事は感動的です。
ここでは学習以外に、
社会性を身に付けることも目的の1つです。
他の生徒と仲良くなることで、
自己肯定感を高められ、
自信がついて
いきます。
我々も喜びでいっぱいです。
年齢の近い大学生ボランティアから大学キャンパスの話を聞い
たり、進学の相談をしたり、仲良くなった生徒同士で将棋を指した
り、思い思いの過ごし方をしています。泣いたり笑ったりリビング
ルームで過ごす大家族のような雰囲気です。

協力企業からのメッセージ

高校生たちとの出会いは、
貴重な学びの機会

アクセンチュア株式会社

コーポレート・シチズンシップ推進室

山崎 丁巳生様

キッズドアさんとは、アクセンチュアのコーポレートシ
チズンシップ活動における
「子どもの機会均等」のプロ
グラムの一環として、
「ガチゼミ」および青井高校「まな
ぶ」に参加されている高校生の皆さんと、進路やキャリ
アについて考えるプログラムを運営させていただいて
おります。
弊社の社員にとっては、
日常生活・業務上で接する機
会のない高校生の皆さんと接することを通じ、人との接し
方やコミュニケーションの方法などについて新たな気づ
きを得たり、
また、皆さんの将来に対する純粋な想いに触
れ、
自らの初心を振り返るきっかけともなっている様子で
して、
貴重な学びの機会になっております。
プログラム実施中や終了後の、
キッズドアの職員・ボラ
ンティアの方々との交流においても、社会貢献活動に取り
組まれている皆様の問題意識や姿勢に、大きな刺激を受
けております。
来年度以降も、
プログラムの発展と成功のために、
ご
協力させていただけるとありがたく存じます。
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キッズドアの学習支援〈仙台・福岡・南三陸〉
高校受験対策講座［タダゼミ仙台］
、高校中退防止・大学受験対策講座［ガチゼミ仙台］
、
（仙台市）
居場所機能を備えた
［自習室］
キッズドア東北事業部は、仙台市宮城野区に事務所を構え
て5年目を迎えます。
これまで仙台市教育委員会様の共催で、
震災等の事情や経済的困難を抱える中学3年生のための無料
受験講座
「タダゼミ」
を行ってきました。
また、
タダゼミを受講して高校へ進学した子どもたちのために
「ガチゼミ」
もスタートしました。高校中退防止・大学合格を目指
しているが有料教育サービスを受けることができない高校1年
生〜3年生・大学受験希望者を対象に行っています。
事務所を有効活用した
「自習室」
は、
宿題や課題、
受験勉強以
外に、
友達やスタッフと交流する場としても重要な役割を果たし
自習室での冬休み中に補習。
成績が振るわない子だけ集めて実施しました。

ています。
夕食を作って皆で一緒に食べたり、学校や将来の話
をしたりして過ごしています。数名ではありますが中学1・2年生
の妹・弟世代も受け入れており、学校や家庭以外において早期
から学習習慣や社会性を養える居場所づくりを目指しています。
仙台では「タダゼミ・ガチゼミ・自習室」の3つの事業が相互
に関係し合い、素晴らしい教育環境を提供できています。
2015年度の高校進学率100％
（実績47名）内、
高専2名、公立高校29名、私立高校16名

河合塾講師による
国語の作文の授業。

（南三陸）
［志津川中学校］
南三陸町は津波被害により閉校や統合を
余儀なくされ、徒歩で通学が出来ない生徒
が多くいるため、
スクールバスが出ています。
キッズドアは2014年より、帰りのバスの発車
時間までの放課後残っている中３生向けに学
習をサポートしています。基本的に週2日、夏
休みと冬休みは集中講座、2月・3月の受験前
にはほぼ毎日、仙台市から片道2時間弱をか
けて学習支援員を派遣しています。
2015年度の学習支援は６月９日にスタート
しました。夏休みには、夏期講習を行いまし
た。
（ 7/23〜8/20・10時〜15時、11回）。
当
初は少人数でしたが、
７月後半になると1、2年
生も含め80名〜120名の参加になりました。
2015年度は、
合計63回の開催になりました。

（南三陸）
［すがスク
（志津川中学オンライン授業）
］
後期入試直前のタダゼミ。
私立入試と前期入試の反省も含め、
入試本番までにしっかり準備。

クリスマスパーティー。
仙台バプテスト教会
「FCBC仙台」様が
招待してくださいました。

未来へ希望を持ち続けるために
キッズドア様には、
震災以降、
子どもたちへの支援
を継続して行っていただいていることに、
敬意を表し
ます。
キッズドアの皆様をはじめ、ボランティアで学
習補助にあたってくださっている大学生・大学院生
の皆様、社会人の皆様のおかげで、夢をあきらめず
に未来に向かって力強く歩み出すことができた子ど
もたちがたくさんおります。震災等で経済的困難を
抱える子どもたちが、
自己肯定感を高め、
未来への希
望を持ち、
努力を続けていけるような環境を整えるに

は、
まだまだ多くの支援が継続して必要になると考え
ます。皆様からの温かい心に触れた子どもたちは、
きっと何年後かには、
今度は、
自分たちが貢献する番
だと動き出すことと思います。
このような社会へ貢献
する思いが、本市におきましても、
より深まっていくこ
とを祈念したいと存じます。

感謝の心をもち、努力の継続を
南三陸町立志津川中学校校長

仙台市教育局 学校教育部
学びの連携推進室 室長

菊地 道雄先生

佐藤 淳一

（福岡市）
「子どものまなびと居場所づくり」事業［のびるば］
「のびるば」
は、
福岡から委託を受け、
特定非営利活
動法人子どもNPOセンター福岡を中心に全6団体で
行なっている事業です。
「まなび舎」
（市内4ヶ所）
と
いう小中学生対象の居場所事業と
「のびるば」
（市内
２ヶ所）
という中学生向けの学習支援事業を行なっ
ています。
キッズドアは
「のびるば南区」
の運営を担
当いたしました。福岡の団体の皆様との連携事業
は、
キッズドアにとっても大きな学びとなりました。
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キッズドアでは、東京にある南三陸町の情報発信施設「わたす日本橋」
でカメ
ラに向かって授業を行い、志津川中学校の教室のテレビに映像を映すテレビ会
議システムで、双方向コミュニケーションができる授業を行うプロジェクト
「すが
スク」
を行っています。東京・日本橋から学生や社会人のボランティアが、高校受
験指導をオンラインのリアルタイム授業で指導を行っています。

feature
学習に取り組む場であり、
安心して過ごせる居場所
のびるば 責任者 松田

洸さん

「のびるば」
は、
中学2、
3年生20名とスタッフ10数
名で週2回開催している学習支援事業で、みんな
のびのび楽しく開催しています。
子ども達に勉強を教えることはもちろん、恋愛相
談にのったり、
将来の話をしたりと、
子ども達にとっ
てなんでも話せるお兄ちゃんお姉ちゃん的なスタッ
フがたくさんいます。
そんな楽しくワイワイした雰囲
気から、子ども達の勉強スイッチがONに切り替わ
る瞬間は、
なんだか凄く嬉しい気持ちになります。
また、2月・3月の受験シーズンは、子ども達と一緒に一喜一憂します！ 子ども
達の合格発表の日は、
自分の仕事や大学の講義なんて手につきません！ そんな
2015年度卒の3年生達は、
13名全員が無事高校進学を決めました！
！
子どもたちにとってのびるばは、学習に取り組む場であり、
自分たちの居場所で
もあります！卒業した3年生達は今でも頻繁にのびるばに遊びに来ています。

2016年３月、震災から５年が経ちました。2014年４月１日に震災
で校舎が津波に襲われた戸倉中学校と統合しましたが、生徒数は
震災前の２校の生徒数に比べ１５０名ほど減少し、現在２２３名の生
徒が在籍しています。
そのうち、
約３割の生徒が仮設住宅で生活し、
９割弱の生徒がスクールバスを利用して通学しています。校庭に
は、
１０２棟の仮設住宅が建ち、今もなお９６棟に入居している状況
です。
このような状況の下、
戸倉中学校との統合を契機に、
それまで戸
倉中学校で受けていたキッズドアさんからの学習支援を引き継ぐ
形で志津川中学校が学習支援をしていただくことになりました。前
述のように、震災から５年が経過しましたが、町の復興にはまだま

だ時間がかかります。本校生徒の家庭学習の環境は仮設住宅で
の生活もあり決して十分とは言えません。町内の学習塾等も増え
てはきているようですが、経済的な負担も大きく、通塾する生徒も
限られています。
そのような状況の中、
本校では、
３年生がスクール
バスを待つ時間帯を利用して放課後学習を行っています。
３年生
担当職員２名が学習支援をしていますが、
部活動指導、
会議や出張
のためなかなかついて指導することが難しい中、
キッズドアさんの
学習支援をいただくことは、生徒の基礎・基本の定着、学力の向上
にとても役に立っています。
また、今年度からWeb授業も行ってい
ただき、
受験に向けて頑張っている生徒にとって心強い支援となっ
ています。
生徒達には、
支援を受けていることへの感謝の気持ちを
もち、
自分の夢に向かって努力を継続するよう話しています。
キッズドアさんの学習支援を受けて２年になりますが、
将来の南
三陸町を担う生徒達を鍛え、育てていくことは志津川中学校、南三
陸町の継続した課題です。
今後も、
キッズドアさんとの絆を太く、
強
くして、復興を支え持続可能な南三陸町の町づくりをしていく生徒
達の成長を支援していきたいと願っています。

（ 南三陸）
［戸倉小学校］
キッズドアは、震災直後から現在まで、
スクールバス
が来るまでの間の放課後、地元のお母さんたちを雇用
して、
子どもの見守り活動を行っています。
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学生ボランティア向け研修・合宿
キッズドアでは、子ども達への学習支援にあたる学生ボランティアスタッフのスキル向上を目的に、
ボランティア研修を全5回にわた
り実施いたしました。
また、
特に教育支援の中核を担う学生ボランティアに向け、合宿研修も開催いたしました。

2015年6月26日 19時〜21時
タイトル：
「エントリーシートにも役立つ文章講座！
〜プロ直伝！相手に伝わる書き方のコツ〜 」
講師：木本 一彰氏
共同通信社 国際局記者
参加人数：10名

第
1
回

2015年9月29日 19時〜21時
タイトル：
「発達障害への理解と支援
〜関わり方の基本〜 」
講師：熊 仁美氏
NPO法人ADDS共同代表・
法政大学非常勤講師
参加人数：10名

第
2
回

第
3
回
・
第
4
回

現役ベテラン記者の視点か
ら、読 み 手に伝わる書き方
の コツ を教えて頂きまし
た。Facebook やブログ、会
報誌など、
日頃の活動のまと
め方や、エントリーシートを
意識した自己ＰＲ文の書き方も教えていただきました。

教育格差解消をデザインする
『ガクボラ』の取り組み ─ を
開催しました！
─

キッズドアの 1 年間の学習支援活動を総括する「
［ガク
ボラ］報告会」が 2016 年 2月29日、日比谷図書文化館日
比谷コンベンションホールで開かれ、行政やキッズドアの
支援者など60 名以上の関係者にご来場いただきました。

「自閉症スペクトラム障害」についての説明と、
「見え方の違い」や「聞こえ
方の違い」
を疑似体験するワークを通じて、発達障害への理解を深めていき
ました。
また発達障害を持つ子ども達への
実際の対応方法として、子ども達と関わっ
ていく上での心構え、子ども達が見ている
世界を想像し問題行動を未然に防ぐこと
の大切さ、
また、適正な行動を引き出す具
体的な褒め方などを学んでいきました。

2016年1月8日 13時 〜14 時半
19時 〜 20時半
タイトル：
「都立高校入試向け英語指導講座」
講師：松見 幸太郎氏
元・佐鳴予備校講師
参加人数：7名・19名

ガクボラ報告会

冒頭で、前文部科学省生涯学習政策局子どもの貧困対
策参事官（現文化庁文化財部伝統文化課長）の大谷圭
介氏にご挨拶いただき、1 年間学習支援に携わってきた学
生ボランティアへのメッセージをいただきました。
報告会では各学習会・12 のプロジェクトから活動内容
を発表。この 1 年間どのように子どもたちと関わり、どんな

子どもへの指導テクニック
「褒めテク」
を実践練習し、褒められると
やる気が上がることを体感しました。そして実際の都立入試問題
を使い、大問ごとの傾向や解き方を学びました。入試まで残り２か
月となった今やるべきこととして、①時間に慣れる ②問題に慣れる
③解き方に慣れることを教えていただきました。

成果を上げたのかを報告しました。
多くの学生ボランティアは、
「子どもの『自分にはどうせできない』という気持ちを取り除く」ことを実践し、
「
『やればでき
る』と思えるようにすることで、スタートラインに立てる」ということを実感していました。
理事長渡辺は、
「貧困状況にある子どもたちは非常に孤立していて、今ま

2016年3月26日 前半14時 〜16時
後半18時〜20時
タイトル：
「子どものやる気をグンと伸ばす」国語指導法講座
講師：長谷 剛氏 志桜塾主宰
参加者：27名

第
5
回

合宿

で人にかまってもらったり、自分の勉強を心配してもらったりした経験が少

機能分析を用いて、
それぞれの子どもの特性にあわ
せた指導を行っている長谷先生から、
「耳から情報を
得るのが得意な子」
「目から情報を得るのが得意な
子」
などそれぞれにあわせた指導法のコツや、
「でき
ない＝楽しくない→やりたくない」
を
「できない＝楽し
い！→もっとやりたい！」
に変える言葉がけを教えてい
ただきました。

ない。一緒にいて話をしたり、ただ横にいるだけでもその子のためになる」
と今までの実体験を踏まえつつコメントしました。
会場に取材にきていた新聞記者からは、
「印象に残ったのは、子ども達
が信頼によって心を開くまで、学生ボランティアたちが辛抱強く待ち続けた
点。」との感想も。

日時：2015年8月31日
（月）〜9月2日
（水）
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
参加者：東京および東北の学習会ボランティア、
インターン計19名（東京9名、東北10名）

子どもとの年齢や距離感が近いのを活かし、親身になって接し、子どもか
らの信頼を得るまで粘り強く支え続けた経験が多くの学生によって熱く語ら
れました。

日頃は顔を合わせる機会があまりない各拠点の学生ボランティアスタッフリーダーたちが集合し、

最後には、2 年以上キッズドアでボランティアを続け、今春大学・大学院

◆子どもの貧困を取り巻く現況のレクチャー
◆「子どもの貧困を解決するビジネスプラン」企画立案グループワーク後、
ビジネスコンテストの開催
を行いました。
ビジネスコンテストには、畔上靖様（三菱UFJ
リサーチ＆コンサルティング）、宮本聡様（ジャパ
ンギビング）、石坂貴明様（ベネッセ教育総合研
究所）に審査員としてご参加いただき、学生たち
の発表へのコメントをいただきました。
また、東北からの参加者は、最終日に東京の
学習会拠点を見学し、仙台の学習会の日頃の運
営に役立つ情報やノウハウを持ち帰りました。
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を卒業した学生を表彰しました。
キッズドアの学習支援は、多くの学生の素晴らしい意識
と努力に支えられています。子どもたちを支えてきた学生
たちの経験は、社会に出ても大いに活用されると信じてい
ます。
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子供の未来応援国民運動

2015年4月2日、すべての子どもたちが夢と希望を持っ
て成長できる社会の実現を目指し、安倍首相をはじめとす
る関係閣僚・政財界・支援団体等が立ち上げた「子供の
未来応援国民運動」の発起人集会が、首相官邸で開か
れ、
キッズドア理事長の渡辺由美子も27人の発起人の一
人として集会に参加しました。
集会では、安倍首相が「子どもたちの未来が家庭の経
済事情によって左右されることがないよう、社会を挙げて
取り組んでいきたい」
と挨拶。
キッズドアのボランティア２
名を含む４名の学生が「趣意書」
を読み上げ、満場一致で
採択されました。
（※読み上げられた
「趣意書」や、発起人
については、
内閣府ホームページに掲載されています。）
集会の様子は各マスコミでも報道され、
多くの関心を集
めています。実は当日、
キッズドアの事業紹介も含め、
プロ
グラムが全部終わらないうちに予定時間をオーバーし、散
会になってしまいました。
しかし、有村治子内閣府特命大
臣の特別の計らいで関係者のみが残って事業紹介を行
いました。
このようなハプニングは首相官邸では初めてだそうです。
キッズドアのボランティアが学習支援事業
を紹介すると、
大臣をはじめ会場の皆さんは非常に熱心に聞いて下さいました。
キッズドアは今後、
この運動を盛り上げる一翼を担って参ります。
また、
こうした社会の動きから、
キッズドア
の活動についてより多くの皆様からご理解・ご協力をいただけるよう願っています。

日本の子どもの６人に１人が貧困状況にあり、
特にひとり親家庭の子どもの貧困は深刻です。
日本の子どもの貧困問題を解決するためには、
さまざまな支援の連携が必要であると考え、
この連絡会議を立ち上げました。
山科醍醐
子どもの
ひろば

子どもの貧困解決支援者団体連絡会議
《目的》
日本の子どもの貧困問題を解決するために、
日本全国
で活動する支援者団体をネットワークし、支援のため
の連携やノウハウの共有、発信力強化を行う。

あすのば

▼

◎理事長 渡辺も発起人集会に参加しました。

日本の子どもの貧困問題、
解決のためのネットワーク

「地元の子どもの貧困解決のために活動したい」
と思っ
ている支援者予備軍に情報提供を行うことで、
日本各
地での子ども支援活動の創発を目指す。

▼

官民挙げての「子供の未来応援国民運動」
が
スタートしました。

子どもの貧困解決支援者団体連絡会議

子どもの
貧困解決支援者
団体連絡会議
事務局：キッズドア

しんぐる
まざぁず・
ふぉーらむ

タイガーマスク
基金

フローレンス
意見交換

ネットワーク化

ひとり親を救え！キャンペーン
児童扶養手当の増額が決定しました！

ノウハウ共有

日本の
貧困問題について
興味がある方

ひとり親家庭では、
１人の親が家計を支えるために一生懸命働き、
そして同時に家事、育児を担わなければなりませんが、現状の
児童扶養手当制度には、
「子どもの数が増えると生活が破綻しやすくなる」
という欠陥があります。
2015年10月下旬から12月中旬まで、俳優の沢口靖子さんや作家の乙武洋匡さんなどとともに、ひとり親家庭に対する児童扶養
手当の増額を求める署名活動を行いました。
これまで、児童扶養手当は、所得の制限はありますが、扶養している１人目の子どもには、最高月額42,000円が出ます。
しかし、2人
目には、
どんなに所得が少なくても月額5000円、
さらに3人目以降は、月額3,000円しか出ませんでした。月5000円、3000円では、子
ども１人の1ヶ月の食費にすら到底足りません。ひとり親の貧困は、子どもの教育機会を奪い、子どももまた貧困となっていく負の連
鎖を生み出します。
10月、
キャンペーン開始にあたり
共同記者会見をしました。

こうした状況を打開するために、現在2人目月額
5000円、3人目以降3,000円の児童扶養手当の加算
額を、せめて1万円に増額していただくことを、政府に
要望するためキャンペーンを行いました。

約４万
の
集まり 署名が
ました
！

署名活動は大きな反響を呼び、政府は第2子以降
に支給する児童扶養手当を来年度から倍増する方
針を決めました。支給額の引き上げは実に36年ぶり
です。活動にご協力くださった皆様、
どうもありがとう
ございました。

▼
▼
▼

キャンペーン詳細
http://save-singleparent.jp/
12月17日、集まった署名を菅官房長官に渡しました。
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シンポジウム「日本の子どもの貧困 2015」
子どもの貧困の現状、
そして対策には、何が必要か？
2015年11月27日／全日東京会館

2015年７月より６回に渡って開催された、
トークライブ「子どもの貧困を考える」
シリーズでは、子どもの貧困問題に取り組んでいる
現場の方や研究者の方、
７名にお話しいただきました。講演後には、
キッズドア理事長渡辺とのパネルディスカッションや客席と双
方向のディスカッションを行い、
皆様とともに子どもの貧困問題を多方面から考える場となりました。

後援：公益社団法人全日本不動産協会

キッズドア主催のシンポジウム「日本の子どもの貧困 2015」には、行政や
NPO関係者ら約80人が参加され様々な立場から支援のあり方を検討しまし
た。第１部では３名の基調講演、第２部のパネルディスカッションでは東京と関
西のNPO代表者が参加。
「学習支援の全国展開」
「企業とNPOの連携」
「学習
会に来られない子どもにどうアプローチするか」
など会場からの質問について
討論しました。各パネリストはそれぞれの立場から提言を行い、団体間の連携
の重要性を改めて認識する場となりました。

第一部

トークライブ「子どもの貧困を考える」シリーズ

vol.1

2015年７月１０日
（金）

活動から見えてくる
子どもの困りごと

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

栗林 知絵子氏

vol.2

基調講演

2015年８月１０日
（月）

子どもの貧困と格差社会
〜「子育て」楽しめる社会へ〜

ニッセイ基礎研究所 主任研究員

内閣府
子どもの貧困対策担当参事官

東京都 世田谷区
子ども・若者部 子ども家庭課

貧困の現状と2015年10月に本

世田谷区ひとり親家庭の子ども

「無料学習会」のメリット〜 学力

格始動した 政府の「子供の未来

のための無料の学習会「かるがも

向上、
ソーシャル・スキル、キャリ

応援国民運動」
について

スタディルーム」の概要と課題

アプランの形成

藤澤 美穂 氏

片岡 敏江 氏

土堤内 昭雄氏

特定非営利活動法人
キッズドア理事長

渡辺 由美子

vol.3

2015年８月24日
（月）

みんなで考えよう！
「ひとり親家庭の子どもの貧困」改善策
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 理事長

赤石 千衣子氏

第二部

パネルディスカッション
特定非営利活動法人
しんぐるまざあず・ふぉーらむ 理事長

一般財団法人ジャパンギビング
事務局長

必要な人に支援が届くようにする
には、NPOだけでなく学校や行政、
ソーシャルワーカーなどが連携する
ことが大切です。

企業とNPOとの連携の形として、
企業の社会貢献は、CSR（社会的
責任）からCSV（共通価値の創造）
に移っており、企業とNPOが共通
の価値を生み出し、マーケットをつ
くっていくことが重要です。

赤石 千衣子氏

特定非営利活動法人キッズドア
理事長

経済状況が厳しい子どもへの万能薬
みたいなものは存在しません。それ
ぞれの支援を組み合わせ連携させる
ことによって、より多くの子どもたちに
有効なサポートを届けることができる
ようになります。

行政とNPO がもっとうまく連携でき
れば、必要な支援が届けられると
思います。子どもの貧困問題をもっ
と多くの人に知って頂き、次のアク
ションにつなげていきたいと思い
ます。

2016年1月22日
（金）

関西での子どもの貧困の
取組みの現状

特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー 理事長

能島 裕介氏

宮本 聡氏

NPOブレーンヒューマニティー 理事長
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン理事

能島 裕介 氏
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vol.4

2016年2月8日
（月）

vol.5

被災地と地域をつなぐ食糧支援の役割
特定非営利活動法人ふうどばんく東北AGAIN 事務局長

高橋 陽佑氏

若者活動サポートセンターあおぞら 共同代表

秦野 英子氏

渡辺 由美子

vol.6

2016年2月24日
（水）

バウチャーを利用した

教育支援

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 代表理事

今井 悠介氏
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東日本大震災は子どもたちの教育に
何をもたらしたのか？
被災地で今も活動する教育支援NPO8団体による
5年間の総括と現状の課題、
そして未来へ
日 時：2016年2月11日
（木）
祝日 14:30〜17:00
会 場：TKPガーデンシティPREMIUM 仙台東口 ホール10B
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 アゼリアヒルズ

Kids Day Japan
子どもたちのために、
今、
私たちは何ができるのか？
2015年3月14日・15日の2日間開催された
「Kids Day Japan」
では、
子どもたちの困難な状況を改善するために、
私たちは何ができ
るのか、
を共に考えました。
１日目は、行政・企業の支援活動についてのお話と被災から５年が経った東北で子どもたちの支援を続け
てきた7団体が直面している問題や課題についてうかがいました。
２日目は、
『食の支援』
『
、保育支援』
『
、教育支援』
『
、若者支援』
活動
を行っている団体から、
どのような形で子どもたちの置かれている困難な状況を応援できるのか、
具体策を通じて考えました。

１日目

東日本大震災から５年

〜企業と私たちに求められていること〜

基調講演

震災から5年間、数多くの団体が子どもたちの教育支援を行ってきました。本シ
ンポジウムでは「子どもの教育支援」に的を絞り、被災直後から今に至るまで現
地で活動を続ける8団体が集い、第１部では各団体の活動報告と今後の課題、第
２部では今後の被災地での教育支援について広く検討する場となりました。

地域との連携で子どもたちが学べる
環境の確保を
文部科学省 大臣官房 文部科学広報官

基調講演
〜被災した子どもが安心して学ぶことができる環境の確保を〜

文部科学省 大臣官房 文部科学広報官

鍋島 豊氏

vol.1

居場所を起点とした課題解決＆
エンパワメントのネットワークづくり

vol.2

vol.3

自分の問題意識に対して

主体的に行動を起こせる人材の輩出

特定非営利活動法人寺子屋方丈舎 理事長

野田 篤秀氏

女川町と大槌町で学習指導と

江川 和弥氏

vol.6

心のケアのための「コラボ・スクール」を運営

特定非営利活動法人ビーンズふくしま 被災子ども支援部門理事

鶴賀 康久氏

貧困家庭や
様々な機関と連携しながら、

故郷の思いをつなぎながら、

地域コミュニティを育てる

認定特定非営利活動法人カタリバ 東北復興事業部統括ディレクター

vol.7

人と人との関係性が非常に重要。

関係性を修復するのが課題

特定非営利活動法人底上げ

vol.5

『学校外教育バウチャー』で教育格差を是正し、
奥野 慧氏

vol.4

中鉢 博之氏

vol.8

不登校の子どもたちを支援

子どもの本当の笑顔を取り戻すためには、
子どもを長期的に支援する視点と財源が不可欠。

特定非営利活動法人アスイク 代表理事

特定非営利活動法人キッズドア 理事長

大橋 雄介氏

第2部：全体討議「5年目以降の教育支援を考える」

〜子どもの貧困対策センター あすのばの取り組み〜

一般財団法人あすのば 代表理事

小河 光治氏

認定特定非営利活動法人Teach For Japan 代表理事

〜教育から格差の連鎖を断つ〜

松田 悠介氏

吉田 亜砂子氏

若者が希望を持てる社会を作るために

人を育てる活動への支援の大切さ

認定特定非営利活動法人D×P 理事長

〜地域参加型高校づくりへの挑戦〜

今井 紀明氏

発達障がいを障がいと捉えないことから
〜フリースクールの現場から〜

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 代表理事

門馬 優氏

『子ども第一社会』づくりに向けて

復興支援から、
全国、
アジアへの支援へ

相内 洋輔氏

貧困の連鎖の断ち切る

特定非営利活動法人TEDIC 代表理事

〜みんなで支える地域の子ども〜

Teach For Japanの挑戦

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

第1部：
「５年間の総括と現状の課題、
そして未来へ」

あなたができることを探しにきませんか？

鍋島 豊 氏

メリルリンチ日本証券株式会社
CSR推進チーム ヴァイスプレジデント

東日本大震災以降の教育支援について

2日目

渡辺 由美子

シンポジウム
子どもたちの声を聴いて、
連携して解決につなげる

特定非営利活動法人志塾フリースクール 理事長

山本 了輔氏

ひとり親の現状と子どもへの応援
特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ 理事長

特定非営利活動法人TEDIC 代表理事

赤石 千衣子氏

震災の風化を防止し、
１人でも多くの子どもに支援を届けたい

地域で見守る、
子どもたちの 学び・暮らし・未来

門馬 優 氏

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン 代表理事

特定非営利活動法人
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 理事長

今井 悠介氏

栗林 知絵子氏

生のふれあいから交流が深まる

子育てを取り巻く社会課題を解決する
フローレンスの取り組み

特定非営利活動法人底上げ

野田 篤秀氏

学習支援をきっかけに、
困窮者家庭とつながり、
地域で支える
特定非営利活動法人アスイク 代表理事

大橋 雄介氏

認定特定非営利活動法人フローレンス 経営企画室マネージャー

藤田 順子氏

子どもの居場所における食の重要性
ライオンズクラブ国際協会 FWT330複合地区コーディネーター

小川 晶子氏

子どもたちを支えていく仕組みをつくっていきたい
認定特定非営利活動法人カタリバ
広報・ファンドレイジング部 ジュニアマネジャー

Kids Day Japanを終えて

川井 綾氏

寄り添い型の学習支援で子どもの変化に早く気づく
特定非営利活動法人ビーンズふくしま
被災子ども支援部門理事

中鉢 博之氏

子どもの支援は継続することが重要
特定非営利活動法人キッズドア 理事長

渡辺 由美子
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2015年度
理事長・渡辺由美子 講演実績

協力者メッセージ
キッズドアを応援したくなる3つの理由

多くの子どもたちに手を差し伸べる支援を

株式会社ベネッセホールディングス
ベネッセ教育総合研究所 BERD編集長

Visa Worldwide Japan株式会社
マネージャー

石坂 貴明 様

鏡味 秀房 様（写真左上）

その１・貧困の連鎖を断ち切ろうとしている
貧困はあらゆる問題の温床であるから、
目の前の貧困対策は喫緊の課題だ。さらに
貧困は親子間で連鎖する傾向が強いので、その解消によっ
て、放置すれば招くであろう幸福度の低下や貧困率の更なる
上昇、社会保障費の増大を未然に防ぐことができる。その鍵
が教育だ。
その２・良質な教育で課題解決をしようとしている
経済的理由や家庭の事情によって継続的な学習が困難に
なっている子どもたちが、最も必要としているものを提供してい
る。それは安心して学べる環境と、信頼できる人間関係だ。MIT
教授のダニエル・キム氏によれば、結果の質（この場合、成績
向上や不登校率改善など）を最初に求めるより、そこにいる人
間関係の質を高めることが結果の質への近道であるという。こ
れまでに多数の学校や学級運営を見てきた私の経験から言っ
ても、子どもたちに寄り添い、やる気を引き出すキッズドアの手
法は、地味ではあるが着実で本質を突いていると感じる。
その３・素晴らしい人材を育てている
キッズドアの活動を支えているスタッフの多くは、ボランティ
アの大学生たちだ。しかし、彼らも全員が決して余裕があるわ
けではない。日本の大学生の 2 人に1 人が奨学金という多額
の負債を抱えながら大学に通っている。そんな中、貧困な家庭
から有名大学に入った経験を活かしたいと、アルバイトもでき
る時間をキッズドアの教室スタッフとして過ごす学生がいるの
だ。そんな大学生や、その目の前にいる子どもたちに対して、
我々大人はできることを1 つでも多く考えたい。
かくして、キッズドアが子どもたちに届けているのは、単に無
料の授業だけではない。一人一人が自分の可能性を埋もれさ
せずに、学び、自立して生きていける社会の実現という、誰も
が持ち得たい希望の光なのだ。

日本の子供の貧困対策に早くから取
り組まれ、高い実績を残されてきた団体
として、以前よりキッズドア様の活動に
関心を寄せておりました。又、日本社会
が抱える社会課題に弊社としても何か貢献できる部分はないだろうかと考
えていました。その様な背景から、社員提案によるチャリティプログラムを
通して、キッズドア様の教育プログラムに支援を開始する事となりました。
実際にキッズドア様と協働でイベントを開催してみて、団体の皆様が子
ども達の事を真剣に考えられている事を改めて実感していると同時に、子
ども達が抱える課題に対して、教育の専門家として的確なソリューションを
提示される姿を拝見し、門外漢の我々としてはとても頼もしいパートナーと
感じております。
子供の貧困 は根が深く、解決には時間が掛かると思いますが、少しで
も多くの子ども達に手を差し伸べていけるよう支援してまいりたいと思って
おります。

宮本 聡 様
私がはじめてキッズドアと出会ったのは
まだ法人格を持たない任意団体で活動を
されていた頃。出会った時にはとても小さ
な団体だったキッズドアが、社会の要請に応える形でこの
ように活動領域を広げられていること、大変うれしく思いま
す。また同時に、キッズドアが取り組んでいる社会課題の大
きさを実感し、自分では何もできないこの現状にたいへんも
どかしい気持ちも抱いております。
「日本の子どもの貧困」という見えにくく解決しづらい課題、
解決することは簡単ではないと思いますが、渡辺さんはじ
めとするキッズドアのスタッフ・ボランティア・理事の皆様
の力で一人でも多くの子どもたちに夢と希望を与えてくださ
い。そしていつの日か、キッズドアの活動が必要なくなる＝こ
の社会問題が解決している社会の実現を願っております。
日本だけでなく世界中のすべての子どもたちに、公平なチャ
ンスが与えられる世界になりますように。
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27日
（月）
：
『すぎなみフューチャーセンター 子ども支援をつなぐ
ダイアログ』パネルディスカッション登壇

2015年

5月

2日
（土）
：
（青年会議所神奈川支部 地域共生推進フォーラム
「ボクの生活をまもって！」パネルディスカッション登壇
17日
（日）
：
「子どもの貧困シンポジウム」講演
9月

5日
（土）
：ライオンズクラブ国際協会ＦＷＴ330複合地区
「第1回ライオンズ児童奉仕 シンポジウム」講演
10月

31日
（土）
：中央大学にて「子どもの貧困とは？」講演
11月

20日
（金）
：魚沼市にて「子どもの貧困について考える」講演

「未来の社長」を目指すきっかけに
エヌエヌ生命保険株式会社
広報部 シニアマネージャー

武井 発子 様
エヌエヌ生命では、
「未来の社長」の旗印のもと、若
い世代へ教育機会や起業・経営に関する育成機会を提
供する活動を行っています。
「中小企業とその経営者が
財務や財産の面で安定した将来を確保できるよう支援する」というエヌエ
ヌ生命の使命に基づき、次世代の起業家・経営者の育成を通じ、中小企
業ひいては日本経済の持続可能な発展に貢献することを目指しています。
この活動の一つの柱として、主に経済的な困難を抱える子どもたちを対
象とした学習支援の活動に寄付を行っています。2015 年度には、東京都内
での「タダゼミ」の新拠点開設・運営、また震災被災地である仙台市で実
施する学習支援に寄付させていただきました。エヌエヌ生命の支援が、意欲
的な子どもたちの学習を支え、ひいては「未来の社長」を目指すきっかけに
つながれば嬉しく思います。

すべての子どもたちに公平なチャンスを
一般財団法人ジャパンギビング
事務局長

4月

キッズドア様との協働について
公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部
副本部長

風祭 富夫 様
私ども全日本不動産協会東京都本部は、東京都内
の中小宅地建物取引業者の約９５００店舗が加盟する
公益社団法人です。
当本部では、地域や行政が掲げる課題に対して積極的に協力をしてお
り、社会全体で包有すべき課題の一つである子ども達に対する支援活動
を、平成２７年度から開始致しました。
貴法人の活動理念である「日本の全ての子どもが夢と希望を持てる社
会」は、地域と連携を図りながら街の価値向上を目指す不動産業界の思
いと重なります。
そこで、子供支援の実績が豊富な貴法人と連携を図りながら活動させ
ていただくことと致しました。
当本部としましては、協働活動を通じて、支援のあり方も積極的に学ば
せていただきたいと考えております。
今後も、困難な立場の子ども達の支援を図るため、微力ではありますが
引き続き貴法人の活動をバックアップさせていただき、日本社会の明るい
未来構築に貢献していきたいと考えております。

26日
（木）
：横浜みなとみらいライオンズクラブにて
「日本のこどもの貧困について」講演
28日
（土）
：リベラル市民政治研究所主催講演会
「社会保障・生活保障のしくみ」
に登壇
12月

4日
（金）
：毎日メディアカフェ「企業における社会的責任
『貧困問題解決を考える』」講演

1月

27日
（水）
：国立青少年教育振興機構
「第32回全国青少年相談研究集会」分科会にて講演

2016年

30日
（土）
：南アルプス市にて「すべての子どもが自信と
誇りをもって成長できる地域とは」講演
2月

17日
（水）
：自由民主党・一億総活躍推進本部会議に出席
18日
（木）
：千葉県酒々井町にて「子どもの貧困と学習支援
の効果〜子どもの貧困と地域の関わり〜」講演
19日
（金）
：東京都社会福祉協議会児童部会リービングケア委員会
にて報告
20日
（土）
：咢志会にて講演
25日
（木）
：新宿区子ども総合センターにて「
〈生きる力〉を
育む無料学習会の効果と多様な連携について」講演
3月

5日
（土）
：
「繋がる力でいじめに向き合う」イベントで
スピーカーとして登壇
6日
（日）
：茅ヶ崎青年会議所主催
「地域再生フォーラム〜平成の寺子屋を目指して〜」
パネルディスカッションに登壇
7日
（月）
：経済産業省勉強会にて講演
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2015年度 メディア掲載一覧
読売新聞(朝刊）仙台市で行われている学習支援の
様子が掲載
内閣府HP「子供の未来応援国民運動」の発起人のメ
2015/4/3
ンバーとして代表渡辺由美子の名前が掲載
2015/5/5
日本経済新聞 社説でキッズドアの取り組みが掲載
教育新聞社 子どもの貧困、トークライブ の記事が
2015/5/21
掲載
2015/6/22 福祉新聞「特養内に無料の学習室開設」記事掲載
TBC東北放送 / Web Magazine Skip!「東京からオ
2015/7/2
ンラインで被災地中学校の補習授業」
日本経済新聞 「ライブ配信で学習支援」活動紹介
2015/7/3
記事
Yahoo! ニュース「日本橋のカフェで被災地中学校に
2015/7/3
オンライン補習授業」活動紹介記事
2015/7/4
FM西東京放送のラジオ番組 代表渡辺が出演
日本消費経済新聞 南三陸の中学校へのオンライン
2015/7/15
補習授業紹介記事
産経新聞 「貧困の連鎖断ち切れ」無料学習支援活
2015/7/29
動紹介記事
希望新聞 南三陸の中学校へのオンライン補修授
2015/7/31
業紹介記事
福島民報 「わくわく・どきどきパソコン教室」の記事
2015/8/8
が掲載
2015/8/25 毎日新聞 余禄 キッズドアの学習支援活動紹介
Bloomberg Business (英語版、日本語版） 貧困の
2015/9/9
連鎖、教育機会の格差について
THE JAPAN TIMES『Poverty cycle endangers
2015/9/11 kids education, future prospects』貧困の連鎖と
子どもの教育について
All about 貧困の連鎖を断ち切るために……キッズ
2015/9/24
ドアの無料学習塾紹介
読売新聞（朝刊）「無料学習塾 心強い講師、元利
2015/10/2 用者の大学生 進学の夢、自身を子どもに」仙台で
の元学習会生徒の学生ボランティア活動紹介
テレビ朝日「羽鳥真一 モーニングショー」
「そもそも総
2015/10/15 研」コーナー【タダゼミ】での取組みや理事長渡辺の
インタビュー
情報誌『こどもと体育』No.169「低所得の子どもへ
2015/10/20
の配慮を」理事長渡辺執筆
全日本不動産協会東京都本部広報誌『不動産東京』
2015/10/20 座談会「東京都本部、子育て支援NPO法人と連携〜
子育て支援事業で社会貢献〜」理事長渡辺参加
FMラジオ：J-WAVE「JAM THE WORLD」理事長渡
2015/10/26
辺 電話出演
読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」理事長渡辺 生
2015/10/29
出演
朝日新聞（朝刊）にっぽんの負担「学習支援ＮＰＯ 寄
2015/11/2
付が支え」理事長渡辺のコメント
日本経済新聞（朝刊）「学習支援 居場所も提供、困
2015/11/3
窮世帯の子に」足立区居場所の紹介
朝日新聞（朝刊）
「一億総活躍会議 少子化巡り議論」
2015/11/6
理事長渡辺の発言紹介
日本経済新聞（朝刊）文化欄 作家森絵都氏「糸を
2015/11/8
つなぐ」 理事長渡辺との出会いについて
FMラジオ：J-WAVE「JAM THE WORLD」
のコーナー
2015/11/17
「BREAK THROUGH」に理事長渡辺出演
ＮＨＫラジオ「ラジオ深夜便」理事長渡辺のインタ
2015/11/18
ビュー
月刊『赤ちゃんとママ』12月号 教育の力で子どもを
2015/11/25
貧困 から救う」
（理事長渡辺のインタビュー）
政府インターネットテレビ「徳光＆木佐の知りたい
2015/11/26 ニッポン！」子供たちに夢を笑顔を 子供の貧困をな
くそう！
ラジオ：文化放送「福井謙二グッモニ」理事長渡辺
2015/11/26
電話出演
2015/4/3
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衛星放送テレビBS11「報道ライブ21、貧困に投資
せよ」理事長渡辺のインタビュー
河北新報（夕刊）
「ＮＰＯ情報室：貧困の連鎖に歯止め
2015/11/30
を」キッズドアの活動紹介
毎日新聞（朝刊）オピニオン欄「発言 一 人口減少招く
2015/12/3
教育格差」（理事長渡辺執筆）
FMラジオ：J-WAVE「TOKYO MORNING RADIO」理
2015/12/3
事長渡辺 電話出演
NET放送局「ウ・ツ・ワ」スタッフ本吉 生出演
2015/12/11
キッズドアの活動説明
ライフネット生命・ライフネットジャーナル「子どもの
2015/12/11 貧困問題、学習支援で扉を開く」理事長渡辺のイン
タビュー
TBSテレビ「報道特集」
「救えたはずの命 〜 母子家
2015/12/12 庭の貧困問題」理事長渡辺のインタビューや学習支
援の紹介
2015/12/13 朝日新聞（朝刊）
「天声人語」理事長渡辺のコメント
読売新聞（朝刊）学ぶ育む欄「展望2016 入試改革
2016/1/15
で風穴を」理事長渡辺のコメント
産経新聞 子育て・教育欄「貧困の子供のために一
2016/1/20
学習支援やキャリア教育に力」
The Japan News (by The Yomiuri Shimbun)Opinion &
2016/1/23 Analysis Exam reform would bring opportunities
理事長渡辺のコメント等
日本経済新聞（朝刊）日曜に考える／かれんとスコー
2016/1/24 プ欄「なくせ 放課後の学び格差、無料塾・助成制度
広がる」
河北新報（夕刊）「杜の都のチャレンジン」キッズドア
2016/1/30
東北事業部 對馬良美の紹介
朝日新聞出版『月刊 ジュニアエラ』3月号 特集：なく
2016/2/15 したい！日本の子どもの貧困、
「中学生に勉強を教え
る『タダゼミ』
」タダゼミあだちの紹介
河北新報（朝刊）「検証 学びや もう一度笑顔に 東
2016/2/20 日本大震災5年」キッズドアの南三陸町や仙台での学
習支援紹介
帝国書院発行『階 〜社会科教育を考える〜』 震災
2016/2/25 と教育「被災地での教育支援の現在・過去・未来」
（理事長渡辺執筆）
日本テレビ「ニュースゼロ」
「旬な人に光 を当てる：
2016/3/3
ZERO human」コーナー、理事長渡辺の紹介
NHK総合テレビ「NHKスペシャル」
『 東日本大震災
2016/3/12 「 26兆円 復興はどこまで進んだか」
』宮城県南三
陸町におけるキッズドアの補習授業等紹介
NHK 総 合テレビ「 午 後6時 全 国 ニュース」とNHK
NEWS WEBで「被災地の教育支援 資金不足や人
2016/3/14
材確保が課題」
（ニュースの映像付き）キッズドア主
催「Kids Day Japan」1日目紹介
教育新聞 電子版「つらい子ほど声を上げられない
2016/3/15 ― 奨学金にも学力格差 ― 貧困の境に線引き難しい」
キッズドア主催Kids Day Japan 2日目の紹介
『子どもの権利条約 NEWS LETTER』 特集：震災か
2016/3/15 ら5年 東北の子どもたちは今「これまでの5年間と、そ
こから見えてくる今後の課題」
（理事長渡辺執筆）
ANA総合研究所発行『ていくおふ』誌No.141 チャ
2016/3/15 レンジする人びと第1回、
「日本の子どもの貧困の現
状と解決に向けての取り組み」
（理事長渡辺執筆）
TOKYO MXテレビ「モーニングCROSS」足立区居場
2016/3/18
所での活動紹介
『月刊日本』4月号「貧困の連鎖を断ち切れ！」理事
2016/3/22
長渡辺のインタビュー記事
NHK 総合テレビ「おはよう日本」制服リユースに関す
2016/3/25
る理事長渡辺のコメント
教育新聞 電子版〔ガクボラ〕報告会 貧困による教
2016/3/29
育格差解消へ

団体概要

2015/11/26

特定非営利活動法人キッズドア
理事長

渡辺 由美子

理事

肘井 哲也 / 伊藤 櫻エリーサ

［所在地］
東京事務所 / キッズドア・ラーニングラボ TOKYO
〒104-0033 東京都中央区新川2-1-11 八重洲第１パークビル7階
TEL. 03-5244-9990

FAX. 03-5244-9991

Email. info@kidsdoor.net
東北事務所
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8
パルシティ仙台1階C
TEL. 022-354-1157
［沿革］
2007年1月

設立

2009年10月

NPO法人取得

2010年8月

高校受験対策講座タダゼミを開始

2011年４月

高校中退防止・大学受験対策講座ガチゼミを開始

2011年４月

東日本大震災、支援活動を開始

2011年6月
2013年
2015年2月
2015年4月

東北事務所設立
「ICT夢コンテスト2013」でCEC奨励賞受賞
ラーニングラボTOKYO開設
「子供の未来応援国民運動」
に
理事長渡辺が発起人として参加
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