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すべての子どもたちが
夢や希望を持てる

社会の実現をめざしています

特定非営利活動法人キッズドア
理事長　渡辺 由美子

　 2017 年度も多くの皆様のご支援をいただき、たくさんの子どもたちに

支援を届けられました。本当にありがとうございます。

　 2017 年は国による大学進学の給付型奨学金が開始されました。ま

た、東京都では、私立高校に通う低所得家庭の授業料が都立高校レベ

ルに軽減される授業料軽減助成金が一昨年から開始しています。

　キッズドアの活動で、中学生に勉強を教えていても、

「うちは母子家庭だから、大学には行かないで就職します。」

「うちは、絶対に私立高校には行けないから、受験は公立１本で。だか

ら偏差値は5ぐらい下の学校を選びます。」

と実力以下の高校を選ぶ生徒をたくさん見てきました。

　私たちが「もっと上の高校を受けても絶対に受かるよ。」と勧めても「こ

こでいいから」と実力より大幅に下の高校を受けて合格した生徒が、「自

分の行く高校は、大学進学するような生徒はいないダメな学校だから。も

う人生終わりです。」と、スタッフに呟いて学習会を卒業して行ったこと

もありました。

　NPO法人キッズドアが直接支援できる子どもの数はおかげさまで年々

増えています。しかし、13.9％、およそ7 人に1 人の子どもが貧困状況に

ある日本で、私たちがリーチできる数には限りがあります。

　現場で聞いた子どもの声、限界を超えて頑張っているお母さんの様

子、実態と合わない制度の齟齬などを、私たちが代弁者となって社会に

伝え、制度の変革につなげることもまた、キッズドアの重要な仕事です。

　日本の最大の課題は、少子高齢化です。すべての子どもが夢や希望

を持って、生き生きと成長し自立ができる社会を、皆様と一緒に作り上げ

ていきたいと思っております。

　これからも引き続きのご支援を何卒よろしくお願いいたします。
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キッズドアの5つの事業
教育支援事業

地方創生事業

アドボカシー

その他子ども支援事業
コンサルティング事業

1

3

4
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「貧困の連鎖」を断ち切る教育支援で
次世代の社会システムを担う人材を育てます。

復興支援から地方創生へ。地方を支える人材を
育てるためのリーダー育成

子どもを取り巻く環境改善のための活動

子どもの貧困解決に向けた共同事業

学習支援を拡げるための人材育成・教育開発

　ひとり親家庭、ごきょうだいの多いご家庭、生活困窮のご家庭の小学
生から高校生・高校中退者に、無料の学習支援を提供しています。日本
では子育てに保護者のお金がかかるために、貧困家庭の子どもは学力
が低くなってしまい、進学や就職がうまくいかずに、結局子どもの世代も
貧困になってしまうという「貧困の連鎖」が起こっています。
　無料の学習教室や、学習支援と食事を提供する居場所で、一人ひと
りの子どもにあわせた個別指導や受験対策を行い、子どもたちの学力
とソーシャルスキルを上げ、様々な体験活動やキャリア教育で、子ども
たちが夢や希望を持てるよう支援しています。（詳細 6～13ページ）

　キッズドアは、東日本大震災をきっかけに東北での活動を継続してきました。震災支
援のニーズは減少する一方で、少子高齢化により地方では学校の統廃合が進み、学習
内容や教育機会で都市部との格差が生じています。東北では多くのエリアで、地方消滅
や若年層の流出が大きな課題であり、いかに教育を充実させ、子育て世代の流出を防
ぐかが重要です。過疎地では、教育やこれからのキャリアの情報が足りず、ITや英語に
対する学習意欲の不足、また起業やグローバルマインドなども足りません。
　2017年度は、宮城県南三陸町と連携し、公立高校に公営塾『志翔学舎』をたちあ
げ、毎日放課後に学習指導を行っています。また、東北の将来を担う人材育成プログラ
ムとして『U-18東北次世代リーダーカンファレンス』や『U-25東北ソーシャルビジネス
コンテスト』を行いました。（詳細 15ページ）

　子どもの貧困対策や子どもが明るく成長できる社会を実現
するために、様 な々団体や有識者と共に社会の皆様の関心を
集め、制度変更など、より大きなステージで社会課題を解決す
る活動を行っています。
　2017年度は、「ブラック校則をなくそう！」プロジェクトを発足
しました。髪の毛が生まれつき茶色いにも関わらず、教員から
黒染めをするよう強要され、精神的苦痛を受け不登校になっ
たとして女子高校生が裁判を起こしたことをきっかけに、この

問題を放置できな
いと感じた有志で
発足したプロジェ
クトです。多くの生
徒が心身の苦痛を被るような行き過ぎた校則やルール、それ
に基づく指導を見直し、さらに子どもたちが安心して健全に生
き生きと学べる学校になるために、社会全体で考え、改善を目
指すプロジェクトです。（詳細 16ページ）

　子どもの貧困問題は、いろいろな要因が複雑に絡みあい、
解決のためには、さまざまな取り組みが必要です。
　2017年度は、文京区とNPOなど６つの団体で構成された共
同事業体によるプロジェクト「こども宅食」をスタートさせまし
た。キッズドアは、文京区の生活の厳しいひとり親家庭に食品
の配送と、お届けした家庭の声をうかがい、支援の可能性を探

る部分を担当して
います。この成果
をしっかりと検証
し、これを切り口に
子どもの貧困問題を解決する新しいセーフティネットを全国に
拡大してきたいと考えています。（詳細 16ページ）

　2007年設立から日本の子どもの支援に特化してきたキッズドアは、いち早く
日本の子どもの貧困に注目し、数多くの現場で貧困家庭に接する中で、様 な々
ノウハウを蓄積してきました。
　学習支援コーディネーター養成講座などの研修事業や、低学力の子どものた
めのオリジナル教材作成を行い、全国で学習支援に取り組む団体や行政・地域
の方 へ々支援のノウハウを伝え、子どもの貧困問題の理解や解決のために担い
手を増やす活動を拡げています。また、理事長の渡辺は、内閣府や厚生労働省
の有識者会議の委員として、法案立案に貢献しています。（詳細 14ページ）

【2017年度実績】
・学習会・居場所拠点数：62　・登録生徒数：2064
・登録ボランティア数：1085　・学習会実施回数：3571
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教育支援事業1● 2017年度実績：33事業62拠点  登録生徒数：2064 登録ボランティア数：1085

【
東
京
】

【
東
北
】

事業名 拠点数 学習会名 対象 登録生徒数 登録
ボランティア数

年間学習会
実施回数

タダゼミ 3

タダゼミあだち

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

15 14 40

タダゼミ杉並 15 21 37

タダゼミ中央 15 13 37

ガチゼミ 1 ガチゼミ 家庭の経済状況などの理由から塾に通えない高校生、大学受験生 58 51 66

E-Drive 7 English Drive 小学生・中学生・高校生 75 62 150

みらい塾 1 みらい塾 困窮家庭の小学4年生～中学3年生 35 38 25

都立青井高校  土曜日補修講座「まなぶ」 1 都立青井高校　土曜日補修講座「まなぶ」 青井高校の高校1年生～ 3年生 169 23 20

かるがもスタディルーム　世田谷区 5 かるがもスタディルーム　世田谷区 世田谷区在住のひとり親家庭の小学1年生～中学3年生 86 170 24

しながわドリームサポート 1 しながわドリームサポート 品川区在住の困難を抱えながらも夢に向かって努力する高校生 8 5 171

ぐんぐんスクール　品川区 1 ぐんぐんスクール　品川区 品川区在住のひとり親家庭の小学5年生～中学生・高校生 40 12 30

目黒区学集会 1 目黒区学集会　目黒区 目黒区在住の困窮家庭の中学生・高校生 234 20 106

同援子ども学習会 1 同援子ども学習会 困窮家庭の小学4年生～中学3年生 20 8 24

志津川中学校WEB授業 1 志津川中学校WEB授業 宮城県南三陸町　志津川中学3年生 10 2 16

足立区居場所学習会 3 足立区無料学習会　 足立区在住の中学1年生～ 3年生 160 112 800

足立区サテライト学習会 2 足立区サテライト学習会 足立区在住の高校1年生・2年生 32 2 68

江戸川区学習会 16

江戸川さくら塾 江戸川区在住のひとり親家庭の中学生 95 57 36

1655勉強cafe　江戸川区 江戸川区在住の中学生・高校生 240 80 289

なごみの家　江戸川区 江戸川区在住の小学生・中学生・高校生 23 15 49

さくら予備校　江戸川区 江戸川区在住のひとり親家庭の高校生 30 15 36

江戸川さくら塾Jr. 江戸川区在住のひとり親家庭の小学5、6年生 20 17 36

江戸川e-りびんぐ 江戸川区在住の小学生・中学生 24 11 171

リファインド（高校中退学び直し事業） 1 リファインド（高校中退学び直し事業） 15歳～ 25歳の子ども・若者（高校中退者・通信制高校在学者など） 36 16 253

板橋区中高生勉強会まなび iプレイス 4 板橋区中高生勉強会まなび iプレイス 板橋区在住・在学の中学生・高校生 122 38 165

港区学習支援事業ふらっぱー 4 港区学習支援事業ふらっぱー 港区在住の生活保護・就学援助受給家庭の中学1年生・2年生 64 104 129

大江戸スクール　中央区 1 大江戸スクール　中央区 中央区在住の困窮家庭の小学4 ～ 6年生 25 58 30

仙台学習会（東北学習支援事業） 5

タダゼミ仙台 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 37 35 42

ガチゼミ仙台 家庭の経済状況などの理由から塾に通えない高校生 22 12 44

English Drive仙台 中学1年生～中学3年生 16 14 41

タダゼミJr.仙台 家庭の経済状況などの理由から塾に通えない中学2年生 23 15 102

自習室仙台 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 88 40 144

志津川中学校放課後学習会 1 志津川中学校放課後学習会 宮城県南三陸町志津川中学3年生 70 5 22

南三陸町放課後子ども教室推進事業遊び
見守り支援 1 戸倉小学校見守り支援 宮城県南三陸町戸倉小学校の児童 35 ー 155

志津川高校学習支援センター「志翔学舎」（公営塾） 1 志翔学舎：志津川高校内公営塾（南三陸町） 宮城県志津川高校の生徒 122 ー 213

自
主
事
業

自
主
事
業

委託事業

委
託
事
業

委
託
事
業
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● 高校受験対策講座[タダゼミ] ● 小中高支援
中３生を対象に高校受験を支援する自主事業。 学習支援、受験対策から居場所まで、地域のニーズにあわせた行政から委託された学習支援事業。

⃝開催場所：足立区、杉並区、中央区
⃝開催時期・頻度（2017年5月～2018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：45名
⃝実施回数：足立区40回、杉並区37回、中央区37回

教育支援事業1

 経済的な理由で塾に通うことが困難な中学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、2016年度から
中央区が加わり、３ヶ所で開催しています。2017年度は全員の生徒が
高校進学の夢を実現させました。

　タダゼミは、中３生を対象に社会人や大学生のボラン
ティアが定期テスト・受験指導を行うことを目的としてはい
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ると思います。
　家族や学校の先生にはなかなか相談できないことでも、
年齢の近い大学生のスタッフには相談を持ち掛けてくれる
ことがよくあります。ある生徒は両親には将来の希望や興味

分野に関して話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」ことを話してくれました。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できました。
　いろいろな生徒がいる中で一人ひとりに向き合い、生徒
にとって何がベストかを考えることで、私自身、人と向き合
う忍耐力が身に付いたと思います。タダゼミで得たことを
忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。

─ 小学生支援 ─

　小学生支援では、学習習慣の定着に重点的に取り組んで
います。学校の提出物が期限通りに出せない、家で宿題に取
り組めないという生徒が多くいます。そのため、小学生対象
の学習会では、漢字ドリルや計算ドリルなどの学校の宿題を
持ってきてもらい、ボランティアのサポートの下、一緒に学習
を進めています。生徒たちのやる気を高めるために、学習の
合間には100マス計算などのゲーム性のある学習も取り入れ
ています。

─ 中学生支援 ─

　中学生支援では、基礎学力の定着を重要視しています。
英語や数学など、積み重ねが必要な科目では、多くの生徒た
ちが中学1年生の学習段階でつまずいてしまい、学校の勉
強についていくことが難しくなります。一人ひとりの生徒を見
て、何が苦手なのか、どこで勉強についていけなくなったの
かを見極め、それぞれのニーズに合わせたサポートをしてい
ます。中学3年生になると高校受験があるため、受験に向け
た成績アップのサポートや受験対策を行っています。

─ 高校生支援 ─

　高校生支援では、大学進学や専門学校進学、中退の予
防など生徒たちのニーズに合わせたサポートをしています。
大学受験では科目数も多く受験方式も様 な々ため、生徒た
ちの希望を聞きながら受験の仕方や勉強の進め方などのア
ドバイスをしています。また、生徒たちが家庭での学習に取
り組めるよう、学習アプリや動画授業なども活用しています。

─ 居場所型学習支援 ─

　居場所型学習支援では、食の支援も行っています。家庭
の事情で満足に食事をとれない子どももいるため、食事が
あることで休まずに通ってもらうきっかけになります。スタッ
フやボランティアと食事をしながら、さまざまな人とコミュ
ニケーションをとることで、安心できる場所、落ち着いて勉
強に集中ができる環境づくりを心がけています。

ボランティアの声 ─星野（慶應義塾大学3年生）─

⃝開催場所：
　足立区：５拠点　江戸川区：16拠点　世田谷区：5拠点
　品川区：2拠点　目黒区：1拠点　板橋区：4拠点
　中央区：1拠点　港区：4拠点　昭島市：1拠点

協力企業からのメッセージ

　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「#YourMilesMatter」(ユアー・マイ
ルス・マター)という社員向けプログラムを立ち上げてから3年になりま
す。このプログラムは社員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
り組みです。定着してきた2017年の活動は、昨年を越える総勢約300名の社員が参加しました。実施期間中は、走って/
歩いたほか、ボーナスイベントの朝ヨガ、マラソン、セミナー等のイベントに参加しながら、寄付活動に取り組みました。そ
の結果、総距離が目標の30,000kmを大きく上回り42,000km強となりました。社員の皆の300万円の寄付金をNPO法
人キッズドア様の運営する[タダゼミ]で学習に励む子どもたちにお役立ていただいています。

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

エヌエヌ生命保険株式会社
広報部
大畑 智美様  小松 ミリツァ様

板橋区《学び i プレイス》の
分数の授業

港区《ふらっぱー》
上：学習支援風景
下：スタッフミーティング

江戸川区《1655勉強cafe》

世田谷区《かるがもスタディルーム》

江戸川区の居場所型学習会《ｅ－りびんぐ》
では食の支援も行っています

江戸川区《1655勉強cafe》
上：学習支援風景
下：学生ボランティアによる
マスターミーティング

[タダゼミ中央区]地理のカード
ゲームでの学習

足立区居場所学習会では、キッズド
アファームで学習会に通う生徒が、
ゼロから野菜をつくり、収穫した野
菜で料理をつくりました 

委託事業自主事業
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● English Drive

● ガチゼミ

社会に出て実際に使える英語力を身に付ける独自プログラム。

大学受験対策＆高校生学習支援講座

⃝開催場所：中央区・足立区
⃝開催時期・頻度（2017年4月～2018年3月）：
　上級コース（中3生～高校生）月曜18：30～20：30
　基礎コース（中学生）足立区  水曜18：30～20：30　
 中央区  木曜18：30～20：30
　小学生コース（小学5～6年生）土曜10：30～12：00
　施設訪問型（小学生）渋谷区  土曜13：00～15：00
　企業連携クラス（中学生～高校生）中央区  土曜14：00～15：30
⃝登録生徒数：75名　⃝実施回数：150回

⃝開催場所：四ツ谷駅
⃝開催時期・頻度（2017年5月～2018年3月）：
　毎週日曜日
　高校1・２年生：10:00～13:00
　受験生：13:30～17:00
⃝登録生徒数：58名　⃝実施回数：66回

協力企業からのメッセージ

　私どもソシエテ・ジェネラルはパリに拠点を置くフランスの金融機関
です。教育とスポーツを通して子どもたちの未来を支えることを社会貢
献活動のテーマの一つとして掲げており、子どもたちの未来への扉を開
けるというキッズドア様の活動理念に賛同し、2017年4月から北千住の
English Driveへの協力をスタートしました。
　ソシエテ・ジェネラルでは英語を社内公用語として使用していますが、
日本人スタッフ全員が流暢な英語を話せるわけではありません。簡単な
単語を駆使しつつ日々 のコミュニケーションを行なうことが多いのですが、そのような日本人スタッフがEnglish Driveに
参加することによって、巧拙に関係なく自信を持って伝えるという姿勢を子どもたちに見てもらえたらと考えております。
　また、フランスだけでなく、アフリカ、アジア、米州など様 な々国の文化圏出身のスタッフが働いております。その外国人スタッフ
もクラスに参加することによって、英語だけでなく子どもたちが異文化に触れる機会に繋がればとも願っております。
　English Driveを通じて、お子さんたちが将来への希望をつなぎ、夢をもって心豊かに成長できるよう微力ながらお手
伝いできたら嬉しく思います。

好奇心に満ちた笑顔のために

ソシエテ・ジェネラル
CSRアンバサダー
高倍 友彦様  アルノー・ダヴースト様

　English Driveは、多様なバックグラウンドをもつ大人や外国人たちがボランティアとして、アクティビティやイベント
などを交えた独自プログラムで英語を教えることで、子どもたちの将来の可能性を拡げることを目指しています。

　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・高等学校卒業程度認定試験
受験生を対象に行っています。2017年度は58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。 

教育支援事業1

【2017年度実績】

【進学先大学（50音順）】

都立高校の転入試験合格　2名
高校卒業　2名
高卒認定試験合格　3名
高卒認定試験科目合格　4名
計算技術検定合格　1名  など

国公立:電気通信大学、首都大学東京　私立：
國學院大學、専修大学、大正大学、東京造形大
学、東洋大学、明治大学、早稲田大学など

⃝開催場所：四ツ谷駅
⃝開催時期・頻度（2017年4月～2018年3月）：
　週５日（火・水・木・土・日曜日）
　15:00～20:30
⃝登録生徒数：36名　⃝実施回数：253回

様々な事情を抱えた若者たちが安心
して居られる場所として、週5日、年間
250日オープンし、毎日欠かさず夕食を
提供しています

生徒たちは皆、高い目
標に向けて日々勉強
しています

初回開催日には、ボランティアや
生徒が仲良くなれるようにグル
ープワークを行いました

大学受験に対応できるボラン
ティアが個別形式で学習の
サポートをしています

● リファインド
高校中退者の進学支援や中退予防のための居場所型学習支援

　リファインドは、高校中退や不登校経験などで通信制高
校や定時制高校に通う若者を支援するために、2016年
10月にオープンした居場所型学習会です。単なる自習室
ではなく、社会人や学生がチューターとして勉強を教える
他、学習計画の立て方も個別支援しています。「ここは安
心できる場所」と利用者が感じられるような環境を作り、落

ち着いて勉強に取り組めるような場所を提供しています。
　毎回出される軽食は買い出しから調理、片付けまでを利
用者が行い、生活者としての自立を助けるとともに、スタッ
フと一緒に食事することは、様 な々人とのコミュニケーショ
ンを重ねながら良好な人間関係をつくることもできます。

生徒たちの変化
English Driveに参加することで、学習に取り組む姿勢や将
来への前向きな気持ちが向上しており、英語への抵抗感が
減って自信を付けていくことで、留学やスピーチコンテスト、
英検などに挑戦する生徒が増えています。

自主事業

自主事業
そう思う

勉強に対する意識が高まった 高校に行きたい、大学に行きたいなど、
進路のことに対し前向きに考えるようになった

そう思う
22%

56%とてもそう思う

とても
そう思う

72%
44%

委託事業
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● 仙台
宮城県仙台市で展開する学習支援事業

キャリア教育・体験ワークショップ・2017年度

【
東
京
】

⃝開催場所：キッズドア東北事務所
　[タダゼミ仙台] 登録生徒数：37名　実施回数：42回
　[ガチゼミ仙台]登録生徒数：22名　実施回数：44回
　[自習室ネクスタ]登録生徒数：88名　実施回数：144回
　[English-Drive]登録生徒数：16名　実施回数：41回
　[タダゼミJr.]登録生徒数：23名　実施回数：102回

キャリア教育・体験ワークショップ
さまざまな体験を積むことで将来へのモチベーションを高める

　企業や他団体など外部の協力を得て、キャリア教育や体験ワークショップを行って
います。さまざまなバックグランドをもつ大人とのキャリアトーク、職場体験、アートや音
楽、自然体験をすることで、楽しみながら新しい知識を得たりコミュニケーションの力を
高めたりできるとともに、子どもたちが自分自身を見つめ、将来の進路について考える
きっかけになります。

教育支援事業1

　2011年の東日本大震災後に仙台市に事務所を構え、７年になります。2017年
度には事務所を移転し、これまでよりも広く機能的な環境を整えました。
　高校受験対策講座[タダゼミ仙台]では、中学3年生が部活を引退する6月から
入試が終わる3月までの毎週日曜日に5教科指導をしています。
　[ガチゼミ仙台]は高校生のための学習会で、中退予防や進学支援を行っています。
　[自習室ネクスタ]は、中1から高3まで登録することができ、平日の夜、週3回
程度開いています。
　[English Drive]は英語の学習会で、個別指導後のアクティビティの時間は中1
から中3までがお互いに協力し合って活動します。年度末には成果発表として英語
の劇を披露しました。
　[タダゼミJr.]は 2016 年 9 月からスタートした中1・中2 向けの学習会で、英
語・数学の少人数制個別指導をしています。今年度から毎週英単語テストを
導入しました。

月日 内容 協力企業・団体
4月4,5日 中学生対象「English Drive」「ロボット教室」 ブルームバーグ・エル・ピー

6月7日,14日 東京都教育庁×キッズドア  キャリア教育事業　青井高校1，2年対象 アクセンチュア株式会社
株式会社日本保育サービス

7月27日 中高校生対象「夏休みに上野公園でアートを楽しもう！」 「Museum Start あいうえの」主催／東京都、
東京都美術館・アーツカウンシル東京、東京藝術大学

8月7日 秋川渓谷バーベキュー体験 株式会社マネジメント・ジャパン

8月7日 中高生対象 J.P.モルガン様会社訪問 J.P.モルガン

8月16日 高校生対象「グローバルな環境で生きた英語を学ぼう！」　 ブルームバーグ・エル・ピー

8月16日 中1・中2生対象「オフィス訪問(キャリア教育と茶室でのマナー体験」 日本オラクル株式会社

8月17日 中高生対象IT教室「夏休みの自由研究、ロボコンやってみる?」 ブルームバーグ・エル・ピー

8月17日.18日 食育イベント「コンビニの食材でバランスの良い食品を選ぼう」「カレー作り」 竹の塚保健センター

8月20日 谷在家祭り（赤城神社） 谷在家町会

8月23日・24日 中1・中2生対象「数学トライアスロン」 公益財団法人日本数学検定協会

8月23日-25日 富山県での保育と介護の職場体験 社会福祉法人アルペン会

8月24日 English Driveの生徒対象「グローバルな環境で生きた英語を学ぼう！」 ブルームバーグ・エル・ピー

8月25日 中学生対象「グローバルな環境で生きた英語を学ぼう！」 ブルームバーグ・エル・ピー

8月27日 [ガチゼミ]に通う高校生向けのキャリアイベント「Career Workshop ～ 10年後の
自分に投資しよう！～」 アクセンチュア株式会社

10月22日 小中学生を対象にした「アート教室～ハロウィーンリース作り～」（江戸川区にて） 三和タジマ株式会社／三和ホールディングス株式会社

10月28日 『江戸川さくら予備校』に通う高校生向けキャリアイベント「Career Workshop
～ 10年後の自分に投資しよう！～」 アクセンチュア株式会社

11月4日 あだキャラを探せ！～足立区のキャラクターを探す謎解きゲーム 株式会社マネジメント・ジャパン

11月8日 都立青井高校3年生対象キャリア授業プログラム 株式会社LIFULL ／アクセンチュア株式会社

11月19日 さくら塾ジュニア(小学5，6年生）対象「お金のスタートレーニング」 東京スター銀行株式会社

12月6日・13日 中1・2生対象「キャリア教育～ Catch Your Dream ～」 アクセンチュア株式会社
公益社団法人ジュニアアチーブメント日本

12月7日 東京中央ロータリークラブによる「クリスマスコンサート」（白寿ホール） 国際ロータリー第2750 地区
東京中央ロータリークラブ

12月16日 「Kindleで物語を作ろう！～ scratchを使ったプログラミング体験教室～」 アマゾンジャパン合同会社

12月17日 バードハウス作り 石巻工房／ハーマンミラー

12月17日 フェローオーケストラによるクリスマスコンサート フェローオーケストラ

12月19日 保育士志望の中高生対象「保育士さんのお話」(江戸川区にて） 株式会社日本保育サービス

12月27日 高校推薦入試面接練習 ハーマンミラー／特定非営利活動法人HUG for ALL

2018年
1月27日 船員さんによる「出前授業～船員の仕事について～」（江戸川区にて） 日本郵船株式会社

1月28日 [ガチゼミ]に通う高校生向けのキャリアイベント「Career Workshop ～ 10年後の
自分に投資しよう！～」 アクセンチュア株式会社

2月10日・17日 高校一般入試面接練習 株式会社村越不動産

3月4日 カルビースナックスクール カルビー株式会社

3月10日 キャンパスツアー 青山学院大学・國學院大學

3月14日・21日 中1・中2生対象「お金のスタートトレーニング」 東京スター銀行株式会社

3月18日 ヘアアレンジ講座 makeroomPALETTE

3月24日 ハーバリウム作り 特定非営利活動法人HUG for ALL

3月27日 丸の内オフィスツアー（職場体験） 株式会社ケイト・スペード ジャパン

3月27日 丸の内オフィスツアー J.P.モルガン

3月28日 船員さんによる「出前授業～船員の仕事について～」（目黒区にて） 日本郵船株式会社

3月31日 ｅ-りびんぐ「ファイナルデー～インドコミュニティとコミュニケーション！」 インドコミュニティ HSS Japan

全19公演 新日本フィルハーモニー交響楽団のコンサートご招待（すみだトリフォニーホール） 新日本フィルハーモニー交響楽団

月日 内容 協力企業・団体
7月～ 11月 タダゼミ　連続型キャリア教育（全4回） 自主イベント（講師：佐藤 陽）

7月～ 12月 タダゼミ　キャリアトーク①～③ タダゼミボランティア

8月2日～ 4日 お仕事体験＠富山 社会福祉法人アルペン会

9月23日 わたりグリーンベルトプロジェクト 植樹ボランティアツアー バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ブラックロック・ジャパン株式会社

11月3日 芋煮会＠秋保 自主イベント

11月12日 教育費支援策を賢く活用するセミナー ファイナンシャルプランナー：新美昌也先生

12月27日 クリスマス会 FCBC Sendai

【
東
北
】

【2017年度実績】

・中学3年生37名中、32名が第一志望の高校に合格
・高校3年生8名全員進学（仙台市内の4年制大学5名、
専門学校2名、キリロム工科大学1名）

10月28日 アクセンチュア様による高校生向け
キャリアイベント

《モリウミアス》では、
海や山での自然体験、
かまどでの炊飯など貴
重な体験ができました

⃝皆様からのご寄付で《モリウミアス》への卒業旅行
　 2017 年ゴールデンウィークに、キッズドアの居場所に通う新高校１年生たちを
連れて、宮城県にある自然体験施設《モリウミアス》に卒業旅行に行きました。
　新１年生は新しい学校環境や厳しい家庭環境により、高校中
退や不登校になるケースが少なくないなか、昨年《モリウミア
ス》に参加した生徒から中退する生徒は激減しました。仲間と
の自然体験で楽しい思い出ができ、お互いの絆を深め、生きる
力を育みました。

自主事業
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コンサルティング事業 地方創生事業

● 南三陸事業● 学習支援コーディネーター養成講座

● 起業家育成事業

● 英語スタートブック・英語チェックテスト

地方のニーズにあわせたモデル事業を開発し行政と連携

地方を支える人材育成を行い、地方創生をサポートする

子どもの貧困問題を解決するための学習支援の人材を養成

英語が本当に苦手な子どもたちのためのキッズドア完全オリジナルテキスト

⃝商品名：
「まずはここから始めよう！英語が本当に苦手なあなたの
ための英語スタートブック・英語チェックテスト」

⃝希望小売価格： 
英語スタートブック  ５００円(税込）
英語チェックテスト  ５００円(税込)
※セット販売のみ

　キッズドアは2010年より、いち早く無料の学習支援に取り組み、約3000人の子どもたちを希望の進路へ導いてきました。
しかし、現在の日本には、貧困状態の子どもが７人に１人、約280万人も存在します。学習支援だからといって、塾や家庭教師
のように勉強を教え、成績を上げればいいわけではありません。
『学習支援コーディネーター養成講座』は、低所得者家庭の子どもたちは、どういう環境で生き、どういう子どもたちなの

かを理解しながら伴走できる担い手を増やしていくことを目指しています。

【2017年度実績】

　低所得者家庭の子どもは様 な々理由によって、基本的な
学力や学習習慣が身に付いていない子どもが非常にたくさ
んいます。中学3年生の子どもでも、「アルファベットを完璧
に書けない」「基本的な英単語をほとんど覚えてない」「英
語が全く読めない」という課題を持っていることがわかりま
した。英語が本当に苦手な子どもたちは、教科書や市販の
参考書ではなかなか勉強が進みません。
　『英語スタートブック』は、そういった子どもたちの英語の
勉強の仕方の改善や、「読める」「わかる」「できる」といっ
た小さな自信を子どもたちに付けてもらうことを目指します。

　2017年度は、”復興を担う人材”を育てることを目的と
した新たな取り組みとして２つの人材育成プログラムを開
始しました。
　「U-18東北次世代リーダーカンファレンス」は、東北６
県の高校生３０名が南三陸町に集い、８月17日から20日
の３泊4日を共に過ごし、南三陸町佐藤仁町長のほか、衆
議院議員細野豪志氏、BuzzFeed Japan創刊編集長古田
大輔氏など著名人ゲストスピーカー6名による授業と漁業
体験などを経て、最終日には一人ひとりのアクションプラ
ンを発表をしました。
　「U-25東北ソーシャルビジネスコンテスト」では、東北
の8自治体から提出された古民家再生や森林資源の活用
などの自治体課題部門と自由課題部門から自由に選んだ
ビジネスアイデアを25歳以下を対象に募集したところ、
全国から約100名の応募がありました。第一次選考に選
ばれた30名は11月3日～ 4日、仙台で行われたメンタ

リング合宿に参加し、12月のメンタリング・デーにて各プ
ランをブラッシュアップしました。3月18日のファイナルス
テージでは、最優秀賞、優秀賞各１と、自治体賞を5名が
受賞しました。

　キッズドアは、東日本大震災直後から南三陸町の子ども
たちの支援を続けてきました。人口流出で学校の統廃合
が進むなか、中学校の放課後補習や夏期講座、無料の高
校受験対策講座、東京と南三陸とをインターネットでつな
いで双方向コミュニケーションができる授業をライブ配信
する「志津川中学校WEB授業プロジェクト」などを行い、
塾や予備校のない地域で教育格差が生まれないように学

習できる環境を提供してきました。
　2017年6月9日には、宮城県志津川高校の中に学習支援
センター「志翔学舎」がオープンしました。県立高校の中に
学習支援センターが設立されるのは、宮城県では初めての取
り組みです。週5日程度、キッズドアのスタッフが常駐し、志
津川高校の生徒たちの勉強を見るほか、将来に向けたキャリ
ア教育、推薦入試やAO入試の対策なども行っています。
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⃝コーディネーター・コース
開催：第2期～第4期（4日間×3期）　受講者数：29名

【プログラム】
１．日本の子どもの貧困問題の現状を知る
 ・子どもの貧困データ、低所得者家庭の子どもの生活の様子、
 進学率・就職率  ・世界との比較  ・国の政策  など

２．子どもたちの抱える問題
 ・不登校  ・発達障害  ・自己肯定感の低い子
 ・家庭問題・家族問題  ・さまざまな対応例  など

３．子どもとの接し方と効果的な学習支援
 ・困窮状態に対する適切な接し方、間違った接し方
 学習支援計画の立て方  ・効果的な学習支援方法  など

４．現場実習
５．実習報告会

南三陸町町議会で開
催された「志津川高
校まちづくり議会」で
は、キッズドアは運営
や生徒のサポートを
行いました

U-18東北ソーシャル
ビジネスコンテストの
様子は、NHKで放送
されました

U―25東北ソーシャル
ビジネスコンテストの
最優秀賞は、村山産業
高校の「郷土の素晴ら
しさに気付く(芋煮の
研究)」
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アドボカシー

その他子ども支援事業

2017年度
理事長・渡辺由美子  講演実績

2018年

6月
⃝16日（金）：渋谷区子ども家庭部子ども青少年課子ども青少年育成係
 渋谷区青少年対策地区委員会研修
  「現場から見える日本の子どもの貧困」

7月
⃝13日（木）：神戸市PTA安全教育振興会／神戸市PTA協議会
 神戸市PTA安全教育振興会会員対象研修会
 「日本の子どもの貧困と学習支援の効果」

9月
⃝30日（土）：しげまさ子ども食堂（大分市）
 しげまさ子ども食堂特別講演会「1人ひとりに寄り添いながら
 ～学習支援ボランティアの役割～」
 　第１部  日本の子どもの貧困と教育格差の実態
 　第２部  子どもが伸びる無料学習会や居場所の運営について

10月
⃝26日（木）：エヌエヌ生命保険株式会社
 エヌエヌ生命主催セミナー
 「子どもたちの未来づくりにむけて、今できること」
 ～子どもの貧困から考える社会形成のあり方について～
 プレゼンテーション及びパネルディスカッション

11月
⃝7日（火）：堺市議会
 子どもと女性が輝く社会実現調査特別委員会研修会
 「子どもの貧困と女性の社会参加について」
 堺市議会議員及び堺市理事者対象

⃝9日（木）：松戸市子ども部
 松戸市青少年健全育成講演会
 「子どもが求める居場所と支援～子どもの未来を応援する～」

⃝17日（金）：一般社団法人日本インバウンド連合会
 観光立国フォーラム2017 in Tokyo
 観光立国のその向こうへ！ インバウンド・子供のみらい・
 まちづくり
 基調講演「子どもの貧困対策が切り拓く日本の未来
 ～持続可能な社会の実現に向けて」

⃝29日（水）：足立区男女参画プラザ
 足立区男女参画プラザ講演会
 「すべての子どもが夢と希望を持てる社会へ
 ～子どもの貧困を考える～」

⃝30日（木）：マッコーリー・グループ
  Japan Infrastructure Conference 2017
 プレゼンテーション「日本の子どもの貧困について」

1月
⃝13日（土）：公益財団法人日立財団
 日立財団50周年記念シンポジウム「子どもへの投資が
 明日をつくる～教育と社会的リターン～」
 「貧困の連鎖と教育支援」
⃝26日（金）：社会福祉法人やまて福祉会
 子供の学習支援事業従事者向け研修
 「高校生世代への支援の必要性」
⃝31日（水）：越谷市議会
 議員会研修会
 「子どもの貧困対策～学習支援の効果～」
 （市議会議員、市長以下市幹部職員 対象）

2月
⃝11日（日）：米子東高等学校PTA（鳥取県米子市）
 米子東高等学校PTA人権教育講演会
 「すべての子どもが夢と希望をもてる社会へ」
⃝14日（水）：一般社団法人関西経済同友会
 関西経済同友会会員 対象
 「子どもの貧困について考える～学習支援の現場から～」
⃝16日（金）：社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
 子どもの居場所（学習支援）サポーター研修会
 「子どもの居場所について～全ての子どもが
 夢と希望を持てる社会づくりをめざして～」
⃝27日（火）：三井住友海上あいおい生命保険株式会社
 「子どもの貧困とキッズドアの活動について」
 （有志社員対象）

3月
⃝3日（土）：荒川区地域文化スポーツ部生涯学習課
 みんなで人権を考える講座「すべての子どもに笑顔と夢を」
 「子どもの貧困の実態、学習支援の事例と成果」
 プレゼンテーション及びコーディネーター
⃝4日（日）：カトリック学校教職員懇談会
 教育研究大会
 基調講演「現場から見える日本の子どもの貧困と
 学習支援の効果」
⃝11日（日）：社会福祉法人島根県社会福祉協議会
 「子育ち・子育て拠点推進フォーラム」
 基調講演及びコーディネーター

■ 「ブラック校則をなくそう！」プロジェクト

■ こども宅食
子どもの貧困解決に向けた共同事業

「こども宅食」は、文京区とNPOなど６つの団体
で構成された共同事業体によるプロジェクトで、
キッズドアはご家庭への食品の配送と、お届けし
たご家庭の声から様 な々支援の可能性を探る部分
を担当しています。10月19日より、生活の厳しい
ひとり親家庭など150世帯のご自宅に食品のパッ
ケージ配送が始まりました。配送後、育ち盛りの
お子さんがいる多くの家庭から食品について常に
困っているという声、また、食以外のお困りごとの
情報もいただきました。この声をもとに関係団体と
ともに解決方法を模索しています。

子どもたちが学校で健全に過ごせるために

　行き過ぎた校則やルール、それによる指導を見直し、さらに子どもたち
が安心して健全に生き生きと学べる学校になるために、社会全体で考え、
改善を目指すプロジェクトです。
　2017年12月14日にプロジェクト発足記者会見を行いました。その後、
実態把握のために社会的調査や事例収集などを行い、2018年3月8日に
記者会見を行い経過報告を行いました。
　記者会見の社会的影響は大きく、新聞・テレビなど大きく報道されています。

⃝プロジェクトの進捗状況（2018年3月8日現在）
１．インターネット署名  29373人
　「ブラック校則をなくしてーいきいきと過ごせる学校にしてください」

２．ブラック校則事例の収集  合計94件
３．社会的調査（15歳から50代の男女2000人を対象にアンケート調査結果集計）

2017年
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　キッズドア応援クラブは、「日本の子どもの7人に１人が貧困」という問題解決のために、企業・団体様にメンバーになっ
ていただき、子どもたちへの支援活動を応援していただく仕組みです。2017年度よりスタートさせ、すでに24社のみなさ
まにメンバー企業としてご加入いただいております。
　日本のすべての子どもたちが夢や希望を持てる社会になるために、日本の子どもの貧困問題へのご理解と支援活動へ
の応援をどうぞよろしくお願いいたします。

キッズドア応援クラブご支援・ご協力企業からのメッセージ

株式会社ＨＢＧＣ  木々家（はやしや）グループ
代表取締役社長

林田 博之様

　どんな不平等な世界の中でも、そこでしかあ
り得ないかけがえのない出会い。そこでしかあ
り得ない貴重な体験。大事なことは未来を担う

子どもたちを想ってくれる人がいる事。
　キッズドアには勇気ある心優しい人がたくさんいます。自らの
人生を捧げて未来の為に尽くす姿に心打たれた事を今でも憶え
ています。
　世知辛い世の中でも、キッズドアの方 と々関われることがポジ
ティブでいられる私の源泉となっているのです。
　教育を通して子どもたちが自信を持ち、みんなが”自分らしく”
いられる社会のために、キッズドアさんのサポートを継続、拡大
に取り組んでまいります。

株式会社ライブズ
代表取締役

新畑 誠様

　かねてより学習支援等の活動に強い関心
を持っていたところ、キッズドア様とのご縁を
賜り、「応援クラブ」に参画させていただく事

となりました。
通常の協賛に加えて、弊社イベントでのチャリティーオークショ
ンであったり、住居に関するご提案であったりと、子どもたち
の未来のために、可能な限り積極的に関わらせていただいて
おります。
　微力ではございますが、これからも弊社にできる事や弊社
だからできる事を模索し、ご提案等もさせていただければと考
えております。
　今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社　代表取締役社長

中尾 均様

　アプライド マテリアルズは、米国の半導体・ディスプレイ製造装置メーカーで、当社はその日本法人として
1979年に設立されました。アプライド マテリアルズは、教育、環境、文化・芸術、地域支援を社会貢献の重点
分野と位置付け、グローバルで様 な々支援や協働を行っています。
　キッズドア様は東京の団体ながら仙台にも拠点を置き、東日本大震災の被災地向けに息の長い支援を行っ
ています。その姿勢に共感し、東北事業部の活動を微力ながら支援させていただきます。当社内で行った学生
ボランティアさんの活動報告には多くの社員が刺激を受け、当社にもいい影響を与えてくださっています。

東北の活動を支援。学生ボランティアからの活動報告に社員が刺激を受ける

ウエリントン・マネージメント・ジャパン　アシスタント・ヴァイス・プレジデント

加藤 晶子様

　ウエリントンでは、様 な々困難な境遇に置かれている若者の教育機会向上に取り組む団体やプログラムを支
援するため、1992年よりグローバルで社会貢献活動に取り組んでおり、近年では80超の団体への支援活動を
行っております。本活動の一環として、昨年キッズドア様から同法人の活動内容等のお話を伺い、躊躇なくお付
き合いを始めさせていただいております。願わくば、同法人の活動を通じて、日本のすべての子ども達が将来へ
の夢や希望を持って生活できる社会の実現に微力ながら貢献できればと感じております。

子どもたちが将来の夢や希望を持てる社会の実現に貢献

東京中央ロータリークラブ　社会奉仕委員長

金田 治様

　東京中央ロータリークラブ社会奉仕委員会 2017－2018 年度の活動の中心に、成長期に大切な情操教
育の一環として、足立区「居場所学習支援」東部に参加する中学生を対象としたプログラムを提供させて
いただきました。各プログラムを通じて深める友情と未来に明るい夢と希望が持てることを実感してくれたと感
じる「めっちゃ楽しかった！」「この仲間と一緒で最高！」「ロータリーの皆さん、有難う！」等の笑顔とお礼の言葉
は、私共への最高のプレゼントです。今年度も更に充実したプログラムを通じて子ども達に夢を提供できる事を
願っております。

子どもたちの笑顔と御礼の言葉は最高のプレゼント

”自分らしく”いられる社会ってどんなに
楽しい世界なんだろう？

子どもたちのために、できることを
提案していきたい

日本郵船株式会社　広報グループ社会貢献チーム

志村 美穂様

　当社には、社員によるボランティア活動をポイント化し、その合計に応じた金額を会社が寄付する『YUSEN
ボランティア・ポイント』制度があります。教育や子どもの支援に対する社員の関心は高く、2014年度以降、
キッズドア様は毎年社員による投票で寄付先に選定されています。
　また、小中学校を中心に外航船員の魅力を伝える『郵船みらいプロジェクト』の一環として、2017年度はキッ
ズドア様の学習支援の現場で現役船員による出前授業の機会をいただきました。今後も「すべての子どもが夢
と希望を持てる社会」の実現に向けて、ご支援できたらと思います。

現役船員による出前授業でも子どもたちを応援

ライオンズクラブ国際協会　FWT（家族及び女性会員チーム）東日本エリアリーダー

小川 晶子様

　ライオンズクラブ国際協会は46,000のクラブと140万人以上の会員を擁する世界最大の奉仕クラブ組織で
す。ライオンズは2020年までに２億人の人 に々奉仕を提供するという目標を設定しました。そのためには新しい
奉仕事業を提供しなければなりません。また、それを実行する人も必要になります。奉仕の仲間を増やし、５つ
のテーマ（糖尿病・小児がん・飢餓・環境・視力）を中心に奉仕の分野を広げていきます。飢餓の奉仕フレー
ムの中で子どもの貧困を改善するために行われているキッズドアの教育支援の現場でFWTが食事を作らせて
いただいております。子どもたちの夢を叶えるお手伝いを共に出来ることに感謝しております。

子どもたちの夢を叶えるために、食の支援を提供

キッズドア応援クラブの集い

キッズドア応援クラブ2017年度  メンバー企業様

　メンバー企業様と企業様同士で交流を図っていただく機会として、「キッズドア応援クラブの集い」を今年度は2回開
催いたしました。
　都内企業のみならず地方からもお集まり頂き、日本の子どもの貧困を取り巻く現状や日頃のキッズドアの学習会の様
子、困窮家庭の子どもやひとり親家庭を企業人としてどうサポートできるかなど、熱く語り合う時間となり、積極的に交流を
図ることができました。貴重なご意見や熱いメッセージ、ありがとうございました！

企業名

アクセンチュア株式会社 株式会社シルキーアクト

株式会社アルテジア 株式会社シンクロ・フード

株式会社H.A.S 株式会社スプリックス

株式会社HBGC 誠建クリエート株式会社

株式会社エコ・マイニング 有限会社トランズパシフィック
エンタープライズ

エヌエヌ生命保険株式会社 株式会社浪忠

株式会社エミネット Newton Information Technology 
Limited

株式会社銀座屋 Visa Worldwide Japan 株式会社

株式会社CloudNine 株式会社ファンケル

コニカミノルタジャパン株式会社 株式会社ベーシックシステム

株式会社サクラボ 株式会社ライブズ

シチズン時計株式会社 ロバート・ウォルターズ・ジャパン
株式会社 1918



2017年度
ご支援いただいた企業・団体・行政の皆様

株式会社アイエイエフコンサルティング  
アクシオス・マネジメント株式会社
アクセンチュア株式会社
NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン
AdRoll株式会社
株式会社アーバンフューネスコーポレーション
アプライドマテリアルズジャパン株式会社
株式会社アルテジア
株式会社NIコンサルティング
株式会社H.A.S
株式会社HBGC
ウエリントン・マネージメント・ジャパン
衛生検査推進協会
株式会社エコ・マイニング
エヌエヌ生命保険株式会社
榎町民生児童委員協議会
株式会社エミネット
大阪ロータリークラブ
大宮グリーンライオンズクラブ
株式会社キャセリーニ
株式会社銀座屋
株式会社Cloud Nine
コニカミノルタジャパン株式会社
株式会社サクラボ
サスナビリティ
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
CMGジャパン
CITI WMC USD CD LP
株式会社JPホールディングス
  j.p.モルガン
シチズン時計株式会社
一般社団法人シニアライフマネジメント協会
シブヤ
ジャミン

株式会社シルキーアクト
株式会社シンクロ・フード
SIMPLY GIVINP PTE.LTD.
株式会社スプリックス
S-mile基金
成蹊大学
誠建クリエート株式会社
清光林業株式会社
全日本不動産協会
ソシエテ・ジェネラル
ティー・エス・エー
テルモ株式会社
株式会社電通
東京ウィルライオンズクラブ
東京スター銀行株式会社
東京中央ロータリークラブ
東北電力株式会社
有限会社トランズパシフィックエンタープライズ
株式会社浪忠
西日本新聞東京支社
日本アイ・ビー・エム株式会社
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
日本郵船株式会社
Newton Information Technology Limited
株式会社ハーモニック
BNPパリバ
株式会社ファンケル
フィッツロイフィランスロピックファウンド
ふじみ野市
有限会社フットフィール
ブルームバーグ・エル・ピー
ブレーメンの仲間たち
株式会社ベーシックシステム
ボーイスカウトむさし地区上尾第９団

マーサージャパン株式会社
株式会社マーキュリー
マウントワン有限会社
マッコーリー・キャピタル証券会社
マネジメント・ジャパン
ミコース
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
UK ONLINE GIVING FOUNDATION
株式会社ユニバーサルマリン
ヨウキ書店
株式会社LIFULL
ラ・サール学園
ライオンズクラブ国際協会
株式会社ライブズ
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
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
新潟県労働金庫労働組合
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
ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社
浪漫会
株式会社ワイズ

■ご寄付 

■助成金・補助金
CO･OP共済 地域ささえあい助成
子供の未来応援基金支援金
東日本大震災復興支援 JT NPO応援プロジェクト
公益財団法人東京都福祉保健財団
公益財団法人 ベネッセこども基金
公益財団法人 三菱財団
NPO法人モバイル・コミュケーション・ファンド
宮城県NPO等の絆力を活かした復興・被災者支援事業

（補助金）
社会福祉法人 読売光と愛の事業団

■協働事業・プロボノ・ボランティア・寄贈
IDEC株式会社
東京都立青井高校
アクセンチュア株式会社
NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン
アスクル株式会社
アマゾンジャパン合同会社
社会福祉法人アルペン会
株式会社HBGC
エス・エー・エス株式会社
FCBC sendai
エヌエヌ生命保険株式会社
株式会社エミネット
加納公認会計士事務所
河合塾グループ
ギャップジャパン株式会社
株式会社ケイト・スペードジャパン
国際ロータリー第2750地区 東京中央ロータリークラブ
ゴールドマン・サックス
ザ・リッツカールトン・東京
三和ホールディングス株式会社

三和タジマ株式会社
株式会社資生堂
株式会社シルキーアクト
  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
一般社団法人 人材開発センター 富士研修所 富士calm
生活協同組合コープみらい
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
株式会社ダイドーフォワード
株式会社東京スター銀行
有限会社東京ナチュラルイースト
東北電力株式会社宮城支店
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本オラクル株式会社
株式会社日本保育サービス
日本マイクロソフト株式会社
日本郵船株式会社

株式会社八海山
ハーマンミラージャパン株式会社
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
BNPパリバ
公益財団法人東日本大震災復興支援財団
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
ブルームバーグ・エル・ピー
平和不動産株式会社
マッコーリー・キャピタル証券会社
南三陸志津川ライオンズクラブ
宮城県環境生活部共同参画社会推進課
宮城県志津川高校同窓会
宮城県南三陸町企画課
宮城県南三陸町教育委員会生涯学習課
一般財団法人村上財団
ヤフー株式会社
ヨウキ書店
ライオンズクラブ国際協会330-A地区
株式会社LIFULL

■受託事業
東京都教育庁
東京都足立区
東京都板橋区
東京都江戸川区
東京都品川区
東京都世田谷区
東京都中央区

東京都港区
東京都目黒区
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
宮城県南三陸町教育委員会

会計報告

● 2017年度  経常費用内訳
　学習支援事業を多くの場所で運営しているため、人件費が支
出の 42％を占めています。また、管理費が 20％を超えました。
今後は管理費の抑制に努め、効率的な事業運営を図ることによ
り、子どもの貧困問題解消に直接的に結びつく活動に充当する
よう心掛けてまいります。

● 2017年度  経常費用内訳（千円）

事業費（人件費） 129,622
事業費（その他経費） 108,760
管理費 66,618
 計  305,000

● 2017年度  経常収益内訳
　自治体からの委託業務収入が増加し、経常収益全体の 6 割を
超えました。また、企業様・個人様から多くのご支援をいただき、
寄付金収入が前年度の 2 倍となり、大きく伸びました。今後はご
協力企業様との関係をさらに強化すると共に、マンスリーサポー
ターの拡大を図り、ご支援者とのつながりも深めてまいります。

● 2017年度  経常収益内訳（千円）

受取寄付金 85,062
受取国庫・民間助成金 59,599
委託業務収入 237,491
会費・自主事業 1,323
 計  383,475

● 直近３ヶ年の事業規模推移
　順調に事業規模は拡大し続けており、2017 年度は３億円を
超えました。子どもの貧困対策として、東京都内の自治体からの
学習支援事業の委託が大きく伸びました。
　そして、自主事業としては、英語に特化した学習会「English 
Drive」において、新たなコース を立ち上げました。

（経常経費の規模で事業規模を表しております。）

● 各年度実績

2014 年度実績 80,523 千円
2015 年度実績 101,526 千円
2016 年度実績 196,475 千円
2017 年度実績 305,000 千円
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2014 2015 2016 2017（年度）

事業規模推移

受取寄付金

22.2％

受取国庫・
民間助成金

15.5％

委託業務収入

61.9％

会費・自主事業  0.3％

前年度の2倍に!

3億円を突破!

事業費
（人件費）

42.5％
事業費

（その他経費）

35.7％

管理費

21.8％
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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3-2-5 
サンライズ仙台2階
TEL：022-354-1157　FAX：022-355-2071

［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 東北事務所設立
2013年  「ICT夢コンテスト2013」でCEC奨励賞受賞
2015年2月 ラーニングラボ TOKYO開設
2015年4月  「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 
2016年5月  「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」 副代表幹事
2016年7月  「内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議」
 構成員として参加
2017年5月  「厚生労働省 生活困窮者自立支援及び生活保護部会」
 委員に就任

2017年度  メディア掲載一覧 団体概要

どんなに厳しい環境にいる子どもも、
すばらしい力を持っています。

キッズドアは、子どもの力を信じ、
「君はできる」と期待し、励まし続けます。

たとえその時の目標が達成できなくても、「期待されること」が、
子どもの力を引き出します。

キッズドアは、いつまでも、どこまでも、
子どもの応援団です。

2017/4/17 「小説すばる」
5月号

2月に行った作家森絵都氏・編集者稲葉
努氏・理事長渡辺のスペシャル・トーク
ライブの載録

2017/4/17 ＮＨＫラジオ第1
「ＮＨＫジャーナル」

「子どもの“教育格差”にどう向き合う
か」居場所の子どもたちの様子、職場体
験、学生ボランティアやスタッフへのイ
ンタビュー

2017/4/18 全日本不動産協会
東京都本部中央支部

【広報委員会取材事業】『NPO法人キッ
ズドア』を訪れて

2017/5/1 「月刊私塾界」
5月号

学習支援について理事長渡辺のインタ
ビュー記事

2017/5/3 山陰中央新報 「教育危機、第2部負の連鎖」理事長渡辺
の貧困家庭の子どもについての話を紹介

2017/5/18 ＮＨＫ総合テレビ
「くらし解説」

「生活保護家庭の子どもに大学進学の
機会を」  理事長渡辺による女子中学生
の話を紹介

2017/5/18 日本テレビ
「news every.」

教育無償化について  理事長渡辺のイン
タビュー、ガチゼミの様子

2017/5/25 河北新報

「広がる学力格差」南三陸町や仙台で
の学習支援現場における子どもたちの
学力について仙台オフィス佐藤陽の話
を紹介

2017/6/5 「潮」7月号 評論家荻上チキ氏と理事長渡辺との子
どもの貧困についての対談

2017/6/13 TBSラ ジ オ「 森 本 毅
郎・スタンバイ！」

コメンテーター酒井綱一郎氏による子ど
もの貧困問題とキッズドアの活動紹介

2017/6/25 「Forbes Japan」
8月号

「次世代型寄付先カタログ 30」欄、寄
付先としてキッズドアの紹介

2017/6/28 FM東京「クロノス」
厚労省が公表した「子どもの貧困率」
の実態や相対的貧困率とは何か等々に
ついて、理事長渡辺の電話生出演

2017/6/28 産経新聞
（他、全11紙）

食費払えぬ家庭なお  子供貧困率改善
―理事長渡辺の話を紹介

2017/7/8 Japan Times Child poverty falls but public support 
still vital―理事長渡辺の話を紹介

2017/7/13 毎日新聞夕刊 「貧困が奪う  子どもの学び」理事長渡
辺のインタビュー及びみらい塾取材

2017/7/13 毎日新聞デジタル版 「貧困が奪う  子どもの学び」  理事長渡
辺のインタビュー及びみらい塾取材

2017/7/14 毎日新聞 「妊娠、中退  なぜ当然」写真及びキャ
プションでリファインドを紹介

2017/7/14 毎日新聞デジタル版 「妊娠、中退  なぜ当然」  写真及びキャ
プションでリファインドを紹介

2017/7/18 J-WAVE 
「JAM THE WORLD」

国連では「SDGs」が話し合われている
が、日本の子どもの貧困はどのような状
態か―理事長渡辺が電話生出演

2017/7/18 教育新聞電子版

「英語が苦手な子のための教材  無料学
習支援から開発」キッズドアで開発し
た「英語スタートブック」「英語チェッ
クテスト」を紹介

2017/7/19 朝日新聞
「学習支援  年の功生かす　無料塾でシ
ニア活躍」シニア・ボランティアさんた
ちの活躍を紹介

2017/7/24 教育新聞

「英語が苦手な子のための教材  無料学
習支援から開発」キッズドアで開発し
た「英語スタートブック」「英語チェッ
クテスト」を紹介

2017/7/25 「発達」  
2017 SUMMER

「学習支援で子どもたちの抱える貧困
を支えるために―キッズドアの活動か
ら―」理事長渡辺執筆記事

2017/8/1 独立行政法人福祉医
療機構発行「ＷＡＭ」 キッズドアの活動紹介

2017/8/4 FMえどがわ
「おかえりなさい」

子どもの貧困問題について、及びキッズ
ドアの江戸川区での最近の活動につい
て。理事長渡辺生出演

2017/8/16 福島民報
「東日本大震災から6年5カ月～居場所
づくりから人材育成へ～」宮城県南三陸
町でのキッズドアの活動紹介

2017/8/25 「Forbes Japan」
10月号

「『新しい社会の変え方』こども宅食の
挑戦！」こども宅食の紹介

2017/8/27 株式会社エミネット
発行「エミ通信」

「天使のリボン基金  支援金お届けのご
報告」キッズドアへ100万円のご支援

2017/8/30 河北新報 「U-25 東北ソーシャルビジネスコンテス
ト」キックオフイベントについて

2017/9/5 「ソトコト」
10月号

「ひと」欄　仙台オフィス 對馬良美の
インタビュー記事

2017/9/6 読売新聞
子ども向け「わくわく新聞活用」欄、「あ
なたは守られている」特集　キッズド
アの学習会写真掲載

2017/9/12 朝日新聞 「ひとり親の子に多様な体験を」理事
長渡辺のコメント

2017/9/13 民進党ＮＰＯ
レポート第18号

市民活動団体情報欄でキッズドアの活
動を紹介

2017/9/29 「DAZZLE」
October2017 理事長渡辺のインタビュー記事

2017/9/30 「月刊私塾界」
10月号

「英語スタートブック」に関して担当ス
タッフ山本香苗のインタビュー記事

2017/10/5 「ソトコト」
11月号

「ソトボラ新聞」欄、「U-18東北次世代
リーダーカンファレンス」の記事

2017/10/17 日本経済新聞
「衆院選 2017 暮らしの現場からー

子育て政策」欄、学生ボランティアと
理事長渡辺の話を紹介

2017/10/19 読売新聞
「 衆 院 選 2017 考 え る ー 教 育 費『 親 頼
み』卒業しよう」欄、理事長渡辺の話
を紹介

2017/10/20 仏国際テレビ局
「France 24」

「The mixed legacy of 'Abenomics' in 
Japan」日本の子どもの貧困と学習支
援について理事長渡辺のインタビュー
部分あり

2017/10/24 ReseMomリセマム
（教育情報ネット配信）

ス タ デ ィ プ ラ ス「Studyplus for 
School」のキッズドアへの無償提供
について

2017/10/25 BS朝日
「緑のコトノハ」

セカンドハーベスト武田幸佳氏の活動
の一貫として、足立区北部居場所が紹介
される

2017/11/1 「月刊福祉」12月号 「ひとり親世帯の支援の現状」座談会
に理事長渡辺 参加。

2017/11/25 河北新報 「困窮家庭の保護者向けセミナー」キッ
ズドア仙台オフィス對馬のコメント

2017/12/12 「女性自身」
12/26号

“つながり”配る「こども宅食」現場
ルポ  「こども宅食」に関する理事長渡
辺のインタビュー掲載

2017/12/24 静岡新聞
「教育無償化を閣議決定、一歩前進も拙
速な印象」理事長渡辺のインタビュー
記事

2017/12/25 教育新聞電子版

「アマゾンがプログラミング体験教室  
経済的困難抱える子供に」12/16に行わ
れたアマゾンジャパン社でのプログラ
ミング体験教室についての記事

2018/1/29 「アエラ」
2/5号

「社会起業家54人」特集号で、理事長
渡辺を紹介

2018/2/1 「STORY」
3月号

「子どもの貧困はあなたの目の前にあ
るかも知れない」特集記事―スタッフ
八木澤あゆみのインタビュー記事

2018/2/24 河北新報 「東日本大震災から7年」シンポジウム
についての取材記事

2018/3/5 全日本不動産協会
東京都本部中央支部

「東日本大震災から7年」シンポジウム
の報告レポート

2018/3/13 読売新聞
「被災地の教育ー若者たちが復興の活
力となる」南三陸町志津川高校での学
習支援を紹介
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