
「すべての子どもが夢と希望を持てる社会」の実現を

特定非営利活動法人 キッズドア
2016年度年次報告書
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岩﨑 春香さん（看護師、目黒区学集会）
私は目黒区学集会の一部の男の子たちから、「コー
ヒーばばぁ」と呼ばれています。毎回コーヒーを持
参するからです。
最初は私のことを「ばばぁ」と呼んでいた彼ら、最
近は私のことを「先生」と呼び、「コーヒーの飲み
すぎは体に良くないよ」「コーヒーマシーンのコー
ヒーは馬鹿にできない」と話してくれます。
また、自分の学校生活や家族のことを話したり、学
集会設営の手伝いを自らしたりしてくれます。
子どもたちは大人の関わり方で、変わります。彼ら
は私たち大人の鏡です。たとえ血がつながっていな
くとも、いつまでも見守り続けることはできなくと
も、仮に週に数時間だけだとしても・・・子どもた
ちに笑いかけ、話しかけ、愛を与えることが、社会
の大人としての役割だと私は信じています。
だから私は、今週も火曜日・水曜日には彼らに会い
に行きます。

阿久津 邦熙さん（学生、ガチゼミ四谷）
大学受験は人生を左右する大きな挑戦だと思い
ます。
しかしその挑戦が、経済的な理由で阻害されて
しまう子どもたちが居ることを知りました。
実際の現場を見る必要がある。傍観者ではなく
当事者として、何が問題で何をすべきなのかを
考え、生徒たちの挑戦をサポートしたい。私が
ボランティアとしてガチゼミに参加した理由で
す。
実際に参加してみると、そこには確かに私たち
の支援を必要とする生徒たちが居ました。
生徒たちには、決して諦めることなく自分にも
挑戦する権利があると信じてほしい。自分の夢
に向かって挑戦することができると実感してほ
しいと思い活動を続けています。
1年前まで高校の授業にさえまともに出席して
いなかった生徒が、早稲田大学を目指します！
と宣言してくれた時には、自分の活動に意味が
あったと実感できました。
生徒たちが大学受験を通して、挑戦の価値を見
出し、挑戦することへの自信を身に付けてくれ
ることを願っています。

岩森 俊介さん（会社員、ITドライブ）
正直に言って、ボランティアと聞いて私がどうしても抱いてしまうのは、慈善的な活動でした。しか
し、それが、ITテクノロジーや先進的な体験を子どもたちに授けられる取り組みだったらー。
ロボットやアプリを動かすためのプログラミングを無料で提供するITドライブは、それを実現する取
り組みであり、無知から生じた私の偏見を消し去ってくれました。
ところで、「情報化」という言葉が踊りだしてからいく年も経ちますが、それでも尚この世界は、今
までのツールや考え方が太刀打ちできない程の情報の質と量、そしてスピードの世界になるものと、
私は想像しますし、昨今流行するバズワードを見ても、多くの人に同じ思いをさせることでしょう。
その超情報化の世界で通用する、または自由でいられるように子どもを育む、言わば人財育成とも言
えるITドライブという活動は、私の偏見を正しただけではなく、それに触れ・見聞きする多くの人に
人財育成こそが、子どもを貧困から救う方法と認識させてくれる活動だと、強く思います。

ニキティン クリスティーナ 美咲さん
（学生、タダゼミ中央区）
私の人生の中で最も誇らしく思った瞬間
は、元生徒から「英語を学ぶために外語
大に行きたい」と言われた時でした。つ
い一年前までは、英語が苦手といつも主
張し、英語担当の私が話しかけても耳を
貸そうともしなかったからです。
ある日私は、彼の英作文を添削していた
時、創造力豊かな文章を目にしました。
私は、彼には才能があり、もっと自信を
持つように伝えました。彼はその時、初
めてそのようなことを言われたかのよう
な表情をしていました。
タダゼミは、生徒たちに都立高校受験に
向けた対策を教えるプログラムである一
方、高校に行くことは未来のための最初
の一歩に過ぎず、自分らしい未来を切り
拓くには、真に興味がある学問・職業・
目標を追求する必要があります。
そして、自分で描いた未来に羽ばたくに
は、多くの壁を乗り越えないといけませ
ん。
私たちボランティアは、生徒たちと力を
合わせ、共に一歩一歩進んでいく意志を
もって、彼らを全力でサポートします。
元生徒から外語大に進学したいと言われ
た時、私は初めて教育者になりたいと自
覚しました。これからもっと多くの生徒
が未来に羽ばたくため、思いやり溢れた
学ぶ環境を作りたいと思ったからです。
タダゼミとは、生徒とボランティアが共
に支え合い学び合う、未来に向かう居場
所ですが、私にとってタダゼミで学ぶ生
徒やボランティアのみなさんは、大切で
大好きなファミリーでもあるのです。

小野 哲哉さん（会社員、みらい塾・かるがもスタディルーム北沢教室）
キッズドアの学習会での活動歴は約1年半です。
もともと子ども好きで「退職したら子どもに関わる何かをしたい」と思
っていました。会社卒業はまだ先ですが、役職を離れて時間が出来たと
ころへ折よく紹介していただき、参加してみました。
当然ですが子どもも十人十色。学校の授業に飽き足りない子に難しい問
題を教えたり、静かに勉強を始めて自分から質問してくるような子を見
守ったりするのも楽しいのでしょうが、私には、「今日は教科書を家に
忘れた」と毎回けろりとして言う子の方が向いているようです。
この子はどこで躓いているのか、何になら興味を持つのかと考えながら
教材を作る。学習会で試す。上手くいかずに作り直す。また試す。なか
なか先は見えません。
しかし、これを繰り返しているうちに心が通うようになる。笑顔を見せ
てくれるようになる。それまでじっと座っていられなかった子が落ち着
いて勉強するようになる。これを経験したら、もう止められません。

2016年度キッズドアのボランティアの男女比

男性 45％ 女性 55％
Data of Kidsdoor 2016 ①

2016年度
キッズドアの
ボランティア数

1,133人

Data of Kidsdoor 2016 ② 2016年度
ボランティアの
平均年齢

33.9歳

Data of Kidsdoor 2016 ③
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八木澤 あゆみ
English Drive担当

「勇気と挑戦！」
～ 語学の壁を取り払うChallenge Drive ～

英語に特化した無料学習支援「English Drive」。そのEnglish Driveが今年は街へ飛び出
しました！
浅草にいる外国人にインタビューするという大胆企画。それがChallenge Driveです。参加
してくれたのは、東京と仙台のEnglish Driveに通っている生徒たち。そこにキッズドア
の他の学習会に通っている中高生も加わってくれました。2020年の東京オリンピックで、
日本の「おもてなし」を担ってくれる若者たちです。
イベントは計2日間。初日はEnglish Driveをご支援いただいているバンクオブアメリカ・
メリルリンチ様のオフィスで、インタビューの練習やインタビューした外国人の方々への
サンキュー・ギフトを準備しました。
社員ボランティアの方にも多数ご参加いただくなど、準備段階から白熱したとても有意義
な学びの機会となりました。社員の方々は、普段職場で英語をお使いになるものの、実は
英語が母国語でない方が大勢いらっしゃるという事実に、子どもたちは驚いていました。
また英語ではいかに「practice」が重要か、間違えても勇気をもって使ってみることが英
語習得に欠かせないことを熱心にアドバイス頂き、インタビューに不安を持つ子どもたち
の表情がパッと晴れたのがとても印象的でした。
いよいよ2日目のインタビュー当日。溢れる外国人に気後れすることもなく、子どもたちは
少人数のグループに分かれ勢いよく浅草の街へ飛び出しました！
英語に自信がある子も、それほど得意ではない子も、元気いっぱいな子も、人見知りがち
な子も、「Challenge」を合言葉に、勇気を出して初対面の外国人に話しかけました。意思
疎通できるよう工夫しながら、うまくいかないときもめげることなく、どんどん英語での
コミュニケーションに挑み続けました。
「全然こわくない！」「今までで一番英語を使ったかも！」「英語で話すのは面白い！」
「外国の人とコミュニケーションできるのはうれしい！」
戻ってきた子どもたちはキラキラした笑顔で、興奮気味に教えてくれました。
これからも子どもたちには、英語学習を通じ、間違えることを恐れず、何度でも挑戦して
いく強い気持ちを育んでいってもらいたいと思います。

「挨拶、時間感覚、責任感」
～ 子どもたちの視野が広がる職場体験 ～

足立区無料学習会は居場所型学習会として、子どもたちと一緒に過ごす時間がとにかく長
い！そのぶん大変なことも本当に多い！でもだからこそできることというのもたくさんあ
ります。勉強だけでなく、色々な経験を積んでもらいたくて、一年を通じ様々なイベント
を企画しています。
今年度特に子どもたちの成長を実感できたのが「職場体験」です。職場体験のスローガン
は「挨拶、時間感覚、責任感」。少しでも子どもたちの視野を広げ、社会的スキルを身に
つけるきっかけになることを願ってのイベントです。
手始めに、私たちキッズドア職員の現場での仕事を、子どもたちにも実際に体験してもら
いました。掃除、洗濯、洗い物といった家事的なことから、電話対応、お礼メール作成、
名刺交換といった少しお仕事的な内容まで様々です。
大切なのは、こまかな指し図ではなく、何が目的で、そのために何が必要かの問いかけで
す。逆に、今やっていることが何につながっているかを考えさせることです。ひとつひと
つ丁寧に接していくことで、ゆっくりですが確実に変化が見えてきます。ある子は、率先
して手伝いをしてくれるようになります。自分でできることを探して助けてくれます。別
の子は、電話対応でうまく敬語を使いたくて国語の勉強に意欲を燃やします。最初は受け
身で消極的だった子どもたちとは思えないほどの変化に、私自身が驚かされます。
そして内部の職場体験で少しだけ成長した子どもたちに、今年度は様々な企業さまが次の
ステップをご用意くださいました。ケイト・スペード ジャパンさま、J.P.モルガンさま、
ハーマンミラージャパンさまなど、実際の職場体験の機会をご提供いただけたのです！
普段は入れないような空間で、イキイキとお仕事をされている大人に囲まれ、真剣にでも
楽しく働く！そこで得られた緊張感と達成感は、子どもたちにとって多くの学びの機会と
なりました。
成功体験が少ない。でも失敗体験も少ない。そんな子どもたちに、失敗してもそれが自分
の糧になると思えるような場をこれからも築いていきたいです。玉木 絵梨

足立区無料学習会担当

※本事業は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ様の
助成金とキッズドアへのご寄付で実施しています。
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タダゼミ
キッズドア学習会の原点
中学3年生向け無料学習支援

2010年度からスタートした教室も2016年度に７年目を迎え、中央区に教室を新規開校。
「大学生のアイディアで、子どもたちに受験を乗り切る力を！」という文化を継承し、毎年多くの学生ボランティ
アが活動に参加、子どもたちをサポートしてきました。

※2016年度のタダゼミは、年賀寄附金配分事業、
エヌエヌ生命保険株式会社様、足立区生涯学習センター様、
あおばケアセンター様のご協力のもと、キッズドアへのご寄
付で実施しました。

2016年度合格実績

タダゼミあだち
◆都立高校（五十音順）
　青井高校
　足立高校
　足立工業高校
　荒川工業高校
　江東商業高校
　江北高校
　竹台高校
　深川高校
　淵江高校
◆私立高校
　安倍学院高校

タダゼミ杉並
◆都立高校（五十音順）
　井草高校
　上野高校
　芝商業高校
　杉並総合高校
　世田谷泉高校
　多摩高校
　千歳丘高校
　農芸高校
　保谷高校
◆私立高校
　クラーク国際高校
　東京文理学院
　日大桜丘高校
　宝仙高校
　明法高校

タダゼミ中央区
◆都立高校（五十音順）
　大森高校
　北園高校
　狛江高校
　桜町高校
　新宿山吹高校
　第一商業高校
　広尾高校
　深沢高校
◆千葉県立
　四街道高校
◆私立高校
　江戸川女子高校
　KTC中央高等学院
　淑徳SC高等部
　正則学園高校
◆その他
　日野工業高等学園

タダゼミ仙台
◆公立高校（五十音順）
　泉松陵高校
　大河原商業高校
　黒川高校
　白石高校
　仙台市立仙台高校
　仙台工業高校
　仙台西高校
　仙台南高校
　松島高校
　宮城県工業高校
　宮城県農業高校
　宮城野高校
　宮城広瀬高校
　亘理高校
◆私立高校
　聖ドミニコ学園高校
　仙台育英学園高校
　仙台城南高校
　東北高校
　東北生活文化大学高校
◆高専
　国立鶴岡高等専門学校

※2016年度のガチゼミは、がんばれ！子供村様、東日本橋SHOKUTAKU様のご協力
のもと、キッズドアへのご寄付で実施しました。

ガチゼミ
高校生向け無料学習支援

2011年度からスタートした教室も６年目を
修了。
「大学受験対策支援・高校中退防止支援の
２本の柱で貧困の連鎖の離脱を目指す！」
というスローガンのもと、毎年多くの学生
ボランティア・社会人ボランティアが活動
に参加し、子どもたちの希望の進路を実現
させてきました。

2016年度合格実績

ガチゼミ池袋
　学習院大学
　駒澤大学
　上智大学短期大学部
　聖和看護専門学校
　日本大学
　日本保健医療大学
　法政大学
　武蔵野大学

ガチゼミ仙台
　帯広畜産大学
　神奈川大学
　仙台高等技術専門学校
　仙台白百合女子大学
　SENDAI中央理容専門学校
　東北学院大学
　東北芸術工科大学
　東北文化学園大学
　徳洲会看護専門学校
　姫路大学
　県立米沢女子短期大学

タダゼミ杉並
学生ボランティア
南 吉隆
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自主
事業

キッズドアの学習会は、自主事業または受託事業に分類することができます。自主事業は、キッズドアが必要と考える
学習会をみなさまからの寄付金や企業さまのスポンサード、助成金によって実現しています。

■東京エリア

■東北エリア

多くのご支援をいただき、2016年度も様々な場所で
無料学習会を開催することができました。 受託 受託事業は、キッズドアがこれまで培って来たノウハウを最適化することで、それぞれの地域のニーズに応じた学習会

をご提供しています。事業
■教室型：公共施設をご提供いただき、ひとり親家庭・困窮家庭の子どもたち等を対象とした無料学習会を開催しています。

■居場所型：安心して過ごせる居場所のご提供をいただき、家庭での学習が困難な子どもたちを対象とした学習支援を行っています。

プロジェクト名

プロジェクト名

プロジェクト名

プロジェクト名

委託元

委託元

開催場所

開催場所

開催場所

開催場所

対象

対象

対象

対象

延べ実施
回数

延べ実施
回数

延べ実施
回数

延べ実施
回数

生徒
登録数

生徒
登録数

生徒
登録数

生徒
登録数

ボランティア
登録数

ボランティア
登録数

教室数

教室数

ボランティア
登録数

教室数

ボランティア
登録数

教室数ご支援企業・ご助成団体等

ご支援企業・ご助成団体等

東京エリア 自主事業合計

東北エリア 自主事業合計

タダゼミあだち

タダゼミ杉並

タダゼミ中央区

ガチゼミ

English Drive

みらい塾

ITドライブ

足立区生涯学習センター

年賀寄附金配分事業

エヌエヌ生命保険株式会社

自主事業

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

自主事業

内閣府子供の未来応援基金

足立区

杉並区

中央区

豊島区

中央区

中野区

都内各地

仙台市

仙台市

仙台市

仙台市

仙台市

南三陸町立
志津川中学校

南三陸町立
東京都中央区と
南三陸町立志津川
中学校を中継

タダゼミ仙台

タダゼミJr.仙台

ガチゼミ仙台

English Drive仙台

自習室

志津川中学校
放課後学習会

南三陸出張学習会

すがスク
志津川中学校
オンライン授業

住友商事 東日本再生
ユースチャレンジ・プログラム
内閣府子供の未来応援基金

住友商事 東日本再生
ユースチャレンジ・プログラム

バンクオブアメリカ・メリルリンチ
東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト

公益財団法人ベネッセこども基金 災害地の子どもたちの
学びや育ちの支援活動助成

宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業
社会福祉法人読売 光と愛の事業団福祉事業助成

登録ボランティア（有償）
宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業
社会福祉法人読売 光と愛の事業団 福祉事業助成

三井不動産株式会社

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

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

小学生、中学生、高校生

困窮家庭の小学４年生～中学３年生

キッズドアの学習会に所属するすべての
小学生、中学生、高校生

45 20 25 1

39 15 22 1

38 15 16 1

47 30 45 1

116 48 50 4

24 25 39 1

33 47 8 1

342 200 205 10

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１年生～２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

中学１年生～３年生

家庭の経済状況などの理由から
塾に通えない中学生・高校生

志津川中学３年生

南三陸町の中学３年生

志津川中学３年生

50 29 50 1

49 11 10 1

43 18 20 1

35 15 16 1

179 101 60 1

52 80 3 1

18 15 7 1

21 11 3 1

447 280 169 8

領域
カバレッジ

自主・受託事業を
合わせた、キッズ
ドアの学習支援事
業の領域

U25

高校生

中学生

小学生

未就学
児童

受託事業（ブルー）
■延べ実施回数 1,531回
■生徒登録数 1,038人
■ボランティア登録数 732人
■教室数 32

自主事業（ピンク）
■延べ実施回数 789回
■生徒登録数 480人
■ボランティア登録数 374人
■教室数 18

基礎学力向上
学習習慣定着

受験対策
進路指導

英語 STEM教育
プログラミング含む

■ 対象学年層 ■ 主目的

小学生
14.0％

中学生
56.8％

高校生
28.2％

U25 0.8%　　未就学児童 0.2％

基礎学力向上
学習習慣定着
60％

受験対策
進路指導
20％

英語
15％

STEM教育 5％

都立青井高校土曜日補習講座「まなぶ」

同援子ども学習室

かるがもスタディルーム

墨田区学習会

中央区学習会

ステップアップスクール

ぐんぐんスクール

目黒区学集会

江戸川さくら塾

1655勉強cafe

なごみの家

戸倉っ子放課後子ども教室

教室型 受託事業合計

居場所型 受託事業合計

足立区無料学習会（北部）

足立区無料学習会（東部）

リファインド

東京都立青井高校

社会福祉法人恩賜財団
東京都同胞援護会

世田谷区

墨田区

中央区

中央区

品川区

目黒区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

南三陸町

足立区

足立区

東京都教育庁

足立区

昭島市

世田谷区

墨田区

中央区

品川区

目黒区

江戸川区

江戸川区

江戸川区

中央区

南三陸町立
戸倉小学校

足立区北部

足立区東部

新宿区

青井高校在校の１年生から３年生

小学４年生～中学３年生

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

中央区に住む生活保護家庭・困窮家庭の
小学４年生から小学６年生

中央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

品川区に住むひとり親家庭の
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
江戸川区に住むひとり親家庭の
中学１年生から中学３年生

江戸川区在住の中学生・高校生

江戸川区在住の小学生・中学生・高校生

戸倉小学校の児童

足立区北部エリア在住の中学生

足立区東部エリア在住の中学生

16歳～25歳の高校卒業認定資格等の
取得をめざす若者

20 140 35 1

24 16 17 1

120 94 165 5

40 38 72 2

30 24 76 1

24 11 30 1

30 45 40 1

97 43 44 1

96 86 44 4

260 348 63 6

38 15 14 3

186 70 5 1

965 930 605 27

306 60 46 2

157 36 64 2

103 12 17 1

566 108 127 5

2,3202016年度合計

延べ実施回数 生徒登録数 ボランティア
登録数 教室数

1,518 1,106 50
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高校受験に挑む中学生たち。最後の1年だけではなくもっと早
くからみんなをサポートしてあげたい！
高校受験を控えた中3生を対象に無料で受験をサポートするのがタダゼミです。高校
受験に向けた最後の1年だけでなくもう少し早くからサポートしたい！そうすればも
っとみんなの選択肢が増えるのに！その願いがタダゼミJr.として実現しました。
2016年度、東北オリジナルのプロジェクトとしてタダゼミJr.の開講にこぎつけるこ
とができたのです！
受験対策の前段階として、中学1年生と中学2年生を対象に基礎学力の定着を目的と
するのがタダゼミJr.です。中でも苦手とする生徒が多く、ボリュームもある英語と
数学を中心に指導しています。
開講当初はタダゼミにならい集団授業をベースにしていましたが、思い切って少人数
の個別指導へと切り替えました。なるべく生徒一人ひとりの理解度に合わせた指導の
方がより効果が高いと判断したためです。
一方で、生徒が別の生徒を教えたり、お互いの頑張りを刺激にもうひと踏ん張りし

たりと、一体感も感じられるとてもいい雰囲気の学習会
になっています。
中3に進級する生徒は今後タダゼミを舞台に、翌年の高
校受験に向けさらに頑張ってくれることを祈っています！

「生徒がお互いのやる気スイッチを刺激する、
それがタダゼミJr.です！」

「未来は子どもから」 東北　チームの挑戦

東北事業部 タダゼミJr.担当
藤本 聡一郎

東北事業部 English Drive担当
佐藤 陽

英語が苦手な生徒も英語を好きに、好きな生徒はもっと好
きに！をコンセプトにスタートしたEnglish Driveがいよい
よ東北に上陸！
東京でスタートし大好評のEnglish Drive。2016年度には中学生を対象に東北
でも開講しました。
英語を身につけるには、地道な英語学習はもちろん、実際に英語を使ってみる
こと（＝アクティビティ）が欠かせません。その両方に共通するのは、どれだ
け楽しみながら英語に触れられるか？ということ。英単語の学習量を楽しく見
える化したスタンプラリー、色々なゲーム形式のアクティビティなど、ボラン
ティアさんは生徒のモチベーションに働きかける様々に面白い工夫をこらして
くれました。
英語へのハードルが徐々に低くなり、積極的になっていく生徒たちを見ている
と、英語を学ぶことと英語を楽しく使うことの垣根もまた、次第に取り払われ
ていくことが実感できました。
その象徴として年度末に企画されたのが英語劇「E-Drive Theater」です。な
んと脚本からセリフまですべて生徒とボランティアさんで作成したのです！何

度も繰り返し練習したこともあり最終回の上演は見
事大成功！英語と真剣に、楽しく向き合いながら大
きな達成感を得られた、本当に感動的なプログラム
でした。

「英語って楽しい！そう思ってもらえる工夫と
仕掛けに溢れています！」

高　　　校中退から社会とのつながりが切れていく現状
　から子どもたちを守る無料の高卒認定試験対策教室
「リファインド」がスタート（東京・新宿区）

中途退学者等を対象とした「学び直し」支援事業であるリファイン
ドは、2016年10月のオープン以来、徐々に広く知られ始め、既に
約20名の登録があります。毎日一緒に大笑いしたり、涙しながら、
生徒たちとともに過ごしています。
生徒たちと接していて思い知らされるのは、高校を中退したことで
社会とのつながりが切れてしまう上に、高校中退を決断する生徒た
ちは耳を塞ぎたくなるような厳しい生活状況であることです。この
子たちは今までどこでどうしていたのだろう？
そう思わざるを得ないほどに、独りで乗り越えるにはあまりに困難
な状況に陥っている子どもたちばかりです。
その一方で、リファインドで再び社会とつながることで、見違える
ほどにイキイキし始める子どもたちを見て、大きな可能性を感じて
います。決して学校だけがすべてではない。様々な選択肢を一緒に

考えていきながら羽休めをすることができ、ここに来
たい、あの人に会いたいと思ってもらえるよう、
これからも努力し続けます。

リファインド担当 小杉 真澄

◆ その他の新しい取り組み

区　　内６ヶ所の共育プラザに誕生した、cafeのよう
に気軽に立ち寄れる学習会。ワイワイ勉強できる温か
い場で子どもたちを支えています（東京・江戸川区）
毎日16時55分にオープンする1655勉強cafe。江戸川区内の6ヶ所
を点々としながら週に６日開催しています。区民に限らず、家庭環
境に関係なく、中高生であれば誰もが自由に参加できる完全フリー
アクセスの無料学習会は、キッズドアの中でも異色です。
cafeには遅刻も早退も欠席もありません。いつでも参加できて、い
つでも帰ることができます。勉強するのも進路や将来の相談をする
のも、趣味でも学校での出来事でも何でも自由に語り合えるのも、
どれもが1655勉強cafeの特徴です。
その敷居の低さから、6ヶ所のcafeを自転車でハシゴする常連生徒
もいます。生徒が友達を誘ってやって来ます。不登校の生徒までも
がふらっと立ち寄ってくれます。
もちろん勉強したい中高生には、大学生ボランティアがしっかり寄
り添い、勉強をサポートします。真剣に勉強する友達の姿を見て、
自分も勉強しようと意欲を高める生徒がいます。
お兄さんお姉さん的な大学生ボランティアと会うために、cafeで知
り合った友達と話すために、中高生が集う場として
1655勉強cafeは地域の人気店として、今日も
開店しています！

1655勉強cafe担当 柳 結夏

　　　年間の学習支援ノウハウを集結！低所得家庭の
子どもたちのための学習支援コーディネーター養成講
座第１期を開講（東京・中央区）
わたしたちの活動はおかげさまで広がっておりますが、まだまだ日
本には深刻な事情を抱える子どもたちがいます。
「無料学習会の取り組みをもっと広げていきたい！」
キッズドアでは、これまで培ってきた学習会運営スキルと現場実習
を組み合わせた
「低所得家庭の子どもたちのための学習支援コーディネーター養成
講座・第１期」を新規開講。
2017年２月開講の第１期には10名の方に受講いただきました。
進路が決定する前段階の子どもたちへ、勉強を入り口にさまざまな
相談を通じて、「自分のことを見てくれる人」との出会い、「わか
るって楽しい！」「勉強を頑張ったら喜んでもらえた！」等の学び
への動機づけを与え、実際に力をつけ、希望の進路へ導く。
そんな「学習支援コーディネーター」を育成し、無料学習会の取り
組みをもっと広げていくために、引き続き取り組んでまいります。

学習支援コーディネーター養成講座担当
山本 香苗

７ IT　　　体験の格差をなくす、新たな取り組み「ITドラ
イブ」。プログラミングを通して、ロジカルシンキン
グの定着を目指します（東京・都内各地）
IT体験の格差が子どもたちの将来の選択肢に直結することから、子
どもたち一人ひとりの創造性を喚起するプログラミング講座として
2017年２月より開講。子供の未来応援基金さまの助成により実現し
ました。
ロボット・プログラミングとアプリ・プログラミングに特化した授
業が特徴で、実際にIT業界で活躍するプロフェッショナルなボラン
ティアスタッフが提供することで、初めての子どもたちでも次々に
課題を克服。その姿に、ボランティアのみなさん全員が感動を覚え
るほどでした。
また、インターネットを安心安全に使えるよう実際に起こったトラ
ブルを事例に、全員でワークショップを行いました。
このようにITドライブの可能性は大きいと実感していますが、もっ
ともっと多くの子どもたちに気軽に遊びに来てもらえるよう、工夫
を重ねたいと思います。そして、ゆくゆくはSTEM教育を下支えす
るロジカルシンキングの定着を目指し、講座内 容のブ
ラッシュアップを図ってまいります。

ITドライブ担当 小宮 賢士
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2016年度も多くの支援者さまから、
温かいご支援をいただきました。
一部の方ではございますが、ご紹介申
し上げます。

◆ 個人支援者さまからのメッセージ（五十音順）

◆ 法人支援者さまからのメッセージ

エヌエヌ生命保険株式会社
広報部　大畑智美さま、小松ミリツァさま
エヌエヌ生命では「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」という使命に基づき、社会貢献活動「未来の社長」
を行っています。活動は主に次世代を継ぐ学生や子どもたちに教育機会や起業
・経営に関する育成機会の創出をめざしています。
本活動の一環として、2015年に「Your Miles Matter」という社員向けプログ
ラムを立ち上げ、一人ひとりが走ったり、歩いたりした距離１キロを100円に
換算し、キッズドア様に寄贈する取り組みを続けています。2016年は総距離が
約３万キロとなり、その結果、寄付金300万円を無料学習会「タダゼミ」に通
う子どもたちの学習支援にお役立ていただいています。

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部
理事・広報委員長　後藤博幸さま
私ども全日本不動産協会は、昭和27年に設立した不動産業最古の団体であり、
東京都本部には、約10,000店舗が加盟をしております。
当本部では、平成27年度より社会貢献事業の一環として、社会全体で取り組む
べき課題の一つである子ども達に対する支援活動を開始いたしました。
その中で、キッズドア様の「すべての子どもが夢と希望をもてる社会へ」を理
念のもと、未来を担う子どもたちへのサポート活動に感銘を受けお付き合いを
させて頂いております。
キッズドア様との協働をさせて頂き、日本の貧困事情が深刻な状況下にある事
を再認識しております。貧困という困難な問題は、すぐに解決できるものでは
ありません。しかし、私どもは皆様との協働活動を通して、微力ではあります
が支援継続させて頂き、一人でも多くの子どもたちが夢や希望を実現できる社
会作りに少しでも寄与出来ればと考えております。

Brown-Forman Beverages Japan LLC
日本支社長　坂元太郎さま
当社は世界的ウイスキーブランド、Jack Daniel’s等を保有する世界的酒類メーカーで日本国
内ではアサヒビール社を通じて販売をしている会社です。当社は戦略、マーケティング、販
売促進活動を担い日本のトレード、消費者と接しております。
当社では世界的に「Global Civic Engagement and Workplace Giving」の冠の下、我々が
住み、働き、家族を養う地域の社会、人々の生活を豊かにしていこうというコンセプトがあ
ります。世界各国、弊社の事務所がおかれてる様々な地域で何らかの形で地域貢献を実施し
ております。そんな中、日本において子供の貧困や教育格差等の社会問題に真摯に向かい合
い｢全ての子供が夢と希望を持てる社会へ｣を掲げるキッズドアの活動が目にとまりました。
まさに私が考えていた「Impact the bottom line ‒ 本当の底辺の活動を支援したい」にあて
はまりました。
先日、東京でのEnglish Drive活動報告会に参加いたしましたが生徒さん達の英語スピーチ
には大変感激させられました。今後社員のボランティアなども視野に入れて活動に積極的に
参加したいと思いました。
微力ではありますが少しでも多くの子供たちの支援をしてまいりたいと思います。

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
広報部　伊藤 瑠美さま
Visaは、2015年9月より、キッズドア様の活動および理念に共感し、教育プロ
グラムへの支援を続けております。社員ボランティア活動の一環として、主に、
子供たちの英語学習のサポートを行ってまいりました。
通常の授業に加えて、できる限り子供たちが楽しみながら英語に興味をもって
もらえるよう、学習のテーマ設定にも工夫を凝らし、体験を通して英語を使っ
てみるというイベント形式でも実施しました。社員がボランティア活動を通じ、
支援しているお子さんたちの成長を身近に感じ、通常の業務とはまた違った達
成感を得ることに喜びを感じることができていることも非常に貴重な活動と考
えています。
今後も、ともに「参加する」という思いをもって、子供たちがグローバル化や
異文化コミュニケーションに触れる機会の提供や学習のサポートを継続してま
いりたいと存じます。

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　山崎丁巳生さま
キッズドアさんとは、弊社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」プログラムの一環として、「ガチゼミ」・「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。
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の時
間を通じ、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、初心を振り返るきっか
けともなり、貴重な学びの機会になっております。
今年からは、より多くの支援対象の皆さんに向けた新たなプログラムへの展開
も予定しており、社員一同、楽しみにしております。
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。

エー・ディー・エム・ジャパン株式会社
ADM Cares APAC Committee　菊池恒さま
相対的貧困者の多くは、綺麗な洋服を着て、片手にはスマートフォンを持ち、
周りからは「貧困者」と認識されにくいのではないでしょうか。こうした目に
見えづらい貧困の子どもたちを支援し、貧困の連鎖を断ち切り、「すべての子
どもが夢や希望を持てる社会の実現」に向けて活動するキッズドアさんに共感
を持ちました。
弊社ではADM CARES プログラムを通じて世界各国の教育、環境、医療等、
様々な分野で社会貢献活動を行っています。この度、同プログラムを通じて、
キッズドアさんが開催される無料学習会で使用されるノートPC、プロジェク
ターの購入費を支援させて頂きました。学習会がより円滑に進み、困窮家庭の
子ども達が自発的に生きて行けるよう貢献出来ればと思います。

株式会社エミネット
取締役管理部部長　山中浩二さま
エミネットは、2011年3月11日に発生した東日本大震災を受け、被災地域の復旧・
復興に少しでもお役に立ちたいという切なる願いから、お客様からのお申し出による
ポイント寄付とエミネットからの自動積み立てによる｢天使のリボン基金｣を設立いた
しました。この間、積み立てられた天使のリボン基金を、支援金として、被災地また
は状況に応じた地域へお届けしております。東日本大震災においては、多くの尊い命
が失われ、生活環境の激変など被災による困難を抱え、学習の機会を得ることが難し
い状況におかれている子供たちが少なくない状況にあります。
こうした中、貴法人は早くから、被災地の子供たちへの学習支援をはじめ、子供たち
を取り巻く環境を幅広くサポートすることで、東北復興支援にも取り組まれておられ
ます。エミネットは、貴法人の掲げられている「全ての子供が夢と希望を持てる社会
へ」という理念に深く共鳴し、2015年より「天使のリボン基金」から支援金として
寄付をさせていただいております。「天使のリボン基金」の支援が、全ての子供たち
が夢と希望を持てる社会へ少しでも近づく一助になればと願っております。

三井住友海上あいおい生命保険株式会社
経営企画部広報グループ長　酒井丈夫さま
三井住友海上あいおい生命では、豊かな社会づくりに貢献し、社会やお客さま
から信頼される企業でありたいとの理念のもと、さまざまなＣＳＲ活動を行っ
ています。その一環として、未来を担う子どもたちを支える活動ができないも
のだろうかと検討していたところ、キッズドア様にめぐりあうことが出来まし
た。
全国の18歳未満の子どもの貧困率が13.9％、7人に1人の子どもが貧困に陥っ
ているという日本社会で、教育支援に特化した活動を行うことで、多くの子ど
もたちに寄り添い、進学の道筋を作っておられるキッズドア様に感銘を受け、
支援を決定しました。また、活動報告会で貴団体の皆さまのイキイキかつ真剣
な姿を拝見し、今後は協働イベントや社員参画型の活動等でもご支援させてい
ただきたいと考えております。

2016年度 ご支援頂いている企業・団体・行政の皆様
■ご寄付
あ
株式会社アクト
アサヒワンビールクラブ
足立区民生・児童委員協議会
AdRoll株式会社
AMMADO              
株式会社HBGC
株式会社エコ・マイニング
エスペランサ目黒
エスペランサ平河町
オリーブの木・里部
大阪ローターアクトクラブ
か
株式会社CloudNine
KLAテンコール株式会社
国際ソロプチミスト座間
国際ソロプチミスト5クラブ共同プロジェクト
国際ソロプチミスト日本東リジョン　東京・弥生
さ
サンシンドウユウカイ
株式会社サンセイランディック
三和ホールディングス株式会社
株式会社JPホールディングス
株式会社シー・レップ
シチズン時計
株式会社シルキーアクト
杉並ユネスコ協会
ステート・ストリート・ジャパン                 
清光林業株式会社
成蹊大学 法学部今井ゼミ
ゼブラ株式会社
た
株式会社大和
帝侶リサイクル
東京中央ロータリークラブ
な
日本キリスト教団 西上尾教会 
日本キリスト教団 阿佐谷東教会
日本バプテスト深川教会 教会学校
株式会社二本松農園
日本郵船株式会社/日本郵船 東京箱根駅伝日本郵船グ
ループ代表チーム
は
ハギゴウリサイクルバサ 
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
比津ヶ丘保育園
一般社団法人BNI財団ジャパン
不二聖心女子学院
株式会社ブリヂストン/ブリヂストンちょボラ募金
平和不動産株式会社
ボーイスカウトむさし地区上尾第９団        
ま
マウントワン
マーサージャパン株式会社
ミサト
民宿オガワ
メリルリンチ日本証券  
ら
ライオンズクラブ国際協会 西新井LC5RZゾーン
楽天株式会社
株式会社ランズエンド
株式会社リクルート住まいカンパニー「S-mile基金」
株式会社LIFULL
わ
株式会社ワイズ

■共同事業、プロボノ・ボランティア、寄贈
あ
東京都立青井高校
IDEC株式会社
エス・エー・エス株式会社
ＦＣＢＣ　Sendai
おてらおやつクラブ
か
株式会社ガウディア
河合塾グループ
株式会社銀座屋
グーグル株式会社
株式会社クリックネット
株式会社ケイト・スペードジャパン
ゴールドマン・サックス
さ
株式会社CDG

一般社団法人 終活協議会
生活協同組合コープみらい
J.P.モルガン
シチズンボランティアクラブ
一般社団法人シニアライフマネジメント協会
一般財団法人 人材開発センター 富士研修所 富士
calm
セカンドハーベスト・ジャパン
セラテックジャパン株式会社
仙台市教育局学校教育部 学びの連携推進室
た
大気社ボランティア分科会
株式会社TOブックス
な
日本赤十字社
株式会社日本保育サービス
株式会社ニュートン
は
ハーマンミラージャパン株式会社
特定非営利活動法人ふうどばんく東北ＡＧＡＩＮ
ブラックロック・ジャパン株式会社
ま
日本マイクソロソフト株式会社
一般社団法人みやぎびっきの会
モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所
ら
ローム株式会社
わ
ワコール流通株式会社　
株式会社ワコール浅草橋店

全国労働金庫労働組合連合会
北海道労働金庫労働組合
東北労働金庫労働組合
中央労働金庫労働組合
新潟労働金庫労働組合
長野県労働金庫労働組合
静岡県労働金庫労働組合
北陸労働金庫労働組合
東海労働金庫労働組合
近畿労働金庫労働組合
中国労働金庫労働組合
四国労働金庫労働組合
九州労働金庫労働組合
沖縄県労働金庫労働組合
ろうきんセントラル労働組合

■受託事業
東京都足立区
東京都江戸川区
東京都品川区
東京都墨田区
東京都世田谷区
東京都中央区
東京都目黒区
東京都教育庁
足立区生涯学習センター
社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会
宮城県南三陸町

■助成
東日本再生ユースチャレンジ・プログラム（住友
商事株式会社）
東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト
（日本NPOセンター）
災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成
（ベネッセ子ども基金）
福祉事業助成（読売光と愛の事業団）
Panasonic NPOサポートファンド（市民社会創造
ファンド）
独立行政法人福祉医療機構助成金（独立行政法人
福祉医療機構）
子供の未来応援基金支援金（子供の未来応援国民
運動）
年賀寄附金（日本郵便）
宮城県ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事
業（宮城県環境生活部共同参画社会推進課）

2016年度サマリー
　■マンスリーサポーター：362名
　■ご寄付：64法人・団体
　■共同事業・プロボノ・ボランティア・寄贈：51法人・団体
　■受託事業：9自治体、1社会福祉法人
　■助成：9プログラム
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Topics 2016年度注目ニュース

ご挨拶
理事長　渡辺由美子

内閣府 子供の貧困対策に関する有識者会議構成
員、厚生労働省 生活困窮者自立及び生活保護部
会委員、専修大学非常勤講師、「子供の未来応
援国民運動」発起人の一人

2016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。
東京、東北の50拠点で無料学習会を運営し、登録生徒数は1,518名、活動に参加したボ
ランティアは1,106名、学習会の実施回数は2,320回となりました。中学３年生は無事
に全員が高校進学を果たし、今年も高校進学率100％を達成いたしました。
子どもたちに学習支援をしてくださった学生、社会人のボランティアの皆様、そしてご
寄付で活動を支えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。

昨年度は、前期に江戸川区での学習会運営の開始、そして後期には、高校中退者などに
「学び直し」の機会を提供して高卒認定資格の取得を目指す講座「リファインド」の運
営なども開始しました。
東北事業部では「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、「タ
ダゼミJr.仙台」「English Drive仙台」もスタートしました。東北でも継続して学習支
援を拡大しています。

また、５月には「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」が設立され、私は副代表幹
事として参画しております。１年あまりで５９の団体が入会しており、全国規模でネッ
トワークを広げ、課題解決へ向けて教育支援活動のさらなる活性化を目指してまいりま
す。

2017年6月に厚生労働省より最新の「子どもの貧困率」が発表され、6人に1人（16.3
％）から7人に1人（13.9％）に改善されました。数値は改善されているものの、まだ
まだ現状は厳しい状況です。
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力強く支えられるよう、皆様と力をあわせ活動してまい
ります。益々のご支援をよろしくお願い申し上げます。

特定非営利活動法人 キッズドア 理事長　渡辺由美子　 

プロフィール
千葉大学工学部出身。大手百貨店、
出版社を経て、フリーランスのマー
ケティングプランナーとして活躍。 
2000年から2001年にかけて、家族
でイギリスに移住し、「社会全体で
子どもを育てる」ことを体験する。
準備期間を経て、2007年任意団体
キッズドアを立ち上げる。2009年
内閣府の認証を受け、特定非営利活
動法人キッズドアを設立。日本の全
ての子どもが夢と希望を持てる社会
を目指し、活動を広げている。

付型奨学金の創設が決定　2016年12月の国会で給
2016年5月、世話人のNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事
長の赤石千衣子氏、認定NPO法人フローレンス代表理事の駒崎弘樹
氏、賛同人代表として相模女子大学客員教授で少子化ジャーナリスト
の白河桃子氏とともに、文部科学省記者クラブでの記者会見を皮切り
に、給付型奨学金の創設を求める署名活動「すべての子ども達に学ぶ
機会を！」キャンペーンを行いました。
結果5,000筆を超えるご署名をいただき、12月の国会で給付型奨学金
の創設が決定しました。給付額、規模ともにまだ十分であるとは言い
切れませんが、引き続き訴えを続けてまいります。

供の未来応援国民運動 一周年の集いに参加
2016年11月、「子供の未来応援国民運動」一周年の集いが首相官邸
にて開催され、理事長の渡辺が発起人の一人として出席しました。
また「子どもたちを支援する若者」の代表として、キッズドア職員と
学生ボランティアの２名が登壇してスピーチを担当。子どもを支援す
るそれぞれの熱い思いを伝えました。

子

キッズドアは、健全かつ透明性の高い財務管理と財務報告を行うことで、特定非営利活動法人としての
説明責任・アカウンタビリティを果たすとともに、私たちが取り組む社会課題の解決のために、継続的
かつ安定的な運営を行ってまいります。

◆ 活動計算書

会計期間 4/1～3/31 単位：千円
科　目 2014 2015 2016

経常収支
収　入

収入計

寄付金
助成金

請負業務収入等
その他

事業費 人件費
その他経費
事業費計

管理費 人件費
その他経費
管理費計
経常費用計

経常収支
経常外収支
法人税、住民税及び事業税

前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額

次期繰越正味財産額

21,610
25,608
34,575
186

81,979

68,628

11,895

1,456

29,504
39,124

6,344
5,551

80,523

144

20,045
1,312

21,357

41,672
21,652
61,705
179

125,208

92,125

9,402

23,681

41,273
50,852

3,732
5,670

101,527

142

21,357
23,802

45,159

263

42,475
29,994
124,216

625

197,310

184,981

11,496

833

97,947
87,034

5,993
5,503

196,477

142

45,159
691

45,850

2014 2015 2016

■ 寄付金
■ 助成金
■ 請負業務収入等

21,610

25,608

34,575

41,672

21,652

61,705

42,475

29,994

124,216

81,979

125,208

197,310

◆ 収入推移（単位：千円）

◆ 2017年に向けての課題
順調な事業の拡大に伴い、収入が大きく伸びているも
のの、それに合わせて管理コストと事務処理ボリュー
ムも増大しているため、より効率的な組織運営が求め
られています。
そのため、先進的なITシステムの導入によるルーティ
ンワークの自動化、業務フローの見直しなどへの取り
組みが欠かせない他、職員のスキルアップやグリット
力（やり抜く力）も重要な要素です。さらには、透明
性の高い情報共有・情報発信も求められています。
SDGs*1が訴える「誰も置き去りにしない」支援活動を
を継続するには、活動に携わる一人ひとりが豊かな人
間性を獲得し、出来得る限りムダを排した、適正・適
切な運営がより必要と考えています。

*1 stai a  o t oa s
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任意団体キッズドア設立、活動開始
NPO法人取得
高校受験対策講座タダゼミを開始
高校中退防止・大学受験対策講座ガチゼミを開始
東日本大震災支援活動を開始
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
「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」設立に参加

沿革
2007年  1月 
2009年10月
2010年  8月
2011年  4月

2011年  6月
2014年  2月
2015年  2月
2015年  4月
2016年  5月

キッズドアのビジョン
すべての子どもが夢と希望を持てる社会の実現

キッズドアのミッション
■どんな環境にいる子どもたちにもフェアなチャンスがある社会システムを作ります

■社会システムの隙間に落ちている子どもたちに支援を届けます

■より大きなチャレンジをしている子どもたちが大きく羽ばたくことを応援します

■企業、行政、団体、学校、地域、保護者など様々なステイクホルダーを結びつけるプラットフォームになります

■子どもは将来を担う存在であること、子どもと家庭・地域を包括して支援することの重要性を常に社会に訴えかけます

www.kidsdoor.net
https://www.facebook.com/npokidsdoor
https://twitter.com/kidsdoor

Facebook
Twitter

[東京本部]
〒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

[四谷事務所]
〒160-0004
東京都新宿区四谷2-8 藤井ビル5F
TEL 03-6457-7105　FAX 03-5244-9991

[東北事務所]
〒983-0852
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-2-5 サンライズ仙台2階
TEL 022-354-1157　FAX 022-355-2071
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