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が

困っている子どもがいなくなるために
いつも、暖かいご支援をありがとうござい
ます。

国中に悲しみをもたらしました。いじめ自殺

2018 年度は、キッズドアにとって特別な

の報道も多く、また2017 年から行なってい

年でした。NPO 法人キッズドアとして法人

る「ブラック校則をなくそう
！プロジェクト」に

登記が完了したのが 2009 年 10月5日。キッ

は、今も校則に苦しんでいる子どもたちから

ズドアが活動を始めてから10 年目に入りま

の声が届きます。

した。
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素晴らしい方々に発起人となっていただ

「なぜ、キッズドアを始めたのですか？」と

き、10月19日には10 周 年 記 念 チャリティ

今まで何百回も聞かれました。色々なきっか

Index

P.2

理事長挨拶

P.3

パーティを開 催いたしました。たくさんの

けはありますが、実は一番の理由は「困っ

学習支援の成果調査報告

P.4・5

方々にご出席いただき、スタッフとともに喜び

ている子どもがいるから」です。特別な理

を噛み締めました。

由などありません。

インタビュー
佐々木みつはさん

P.6

三輪一博さん

P.7

江戸川区子ども家庭部 児童女性課
課長

野口 千佳子

様

渡辺亮さん

また、高校生向けの学習支援が身を結
び、2018 年度は東北大学や北海道大学な

P.8

どの難関国公立大学や有名私立大学に

P.9

合格者を出しました。

教育支援事業部

2

した。２つの痛ましい虐待の事件は、日本

「貧困家庭の子どもを大学なんか行かせ

「困っている子どもがいたら、大人が助け
る。」
今の日本では、なぜかこの当たり前のこと

学習会一覧

P.10・11

タダゼミ／ガチゼミ

P.12

東北事業部

P.13

もありますが、毎年子どもたちは頑張ってい

1日も早く、キッズドアのような団体がなくて

English Drive

P.14

ます。高校生に対する支援はこれまで、ほと

も、すべての子どもが幸せに成長できる社

IT Drive

P.15

リライン／リファインド

P.16

んどありませんでしたが、私たちが訴え続け

会になるように、スタッフやボランティアの皆

小中高支援

P.17

る中で、国や行政も高校生や高校中退した

様方と力をあわせて頑張ります。

イベント・キャリア教育・体験ワークショップ

P.18・19

若者の支援に動き出しました。奨学金や学

ご支援・ご協力企業からのメッセージ

P.20

費免除の制度も整い始める中、
「誰もが夢

キッズドア応援クラブ

P.21

や希望を持てる」社会に一歩近づきました。

2018年度トピックス

P.22

2018年度ご支援いただいた企業・団体等の皆様

P.23

メディア掲載リスト

P.24

講演リスト

P.25

会計報告

P.26

団体概要

P.27

てもしょうがない。」という心無い声を聞くこと

一方、日本社会全体を見回せば、2018
年も子どもに関する悲しい事件が多い年で

が忘れられてしまっているようです。

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。

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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学習支援の成果調査報告

学習支援の成果検証
2018 年度は学習支援の成果を検証するために、研究者や調査会社にご協力をいただき、客観的にキッズドアの学習支
援の成果を測りました。また、その成果を公表することで、多くの方々と、子どもの貧困対策や教育格差解消に向けての学
習支援の重要性について検証の機会を設けました。



社会的インパクト評価

キッズドアの無料学習支援や居場所は無償で提供しているために、いわゆる

ケイスリー株式会社
COO兼取締役

商業的な
「売上」や「生産」はありませんが、社会課題を解決することで、
お金で

落合千華様

はない価値を生み出しています。NPOなどのソーシャルセクターの活動の価値

慶應義塾大学大
学院工学修士修
了 後、外 資 メ ー
カー R&D、経営コンサ ルタントを経て、
2015 年より慶應義塾大学 SFC 研究所
に研究員として 参画。2016 年よりケイ
スリー株式会社参画。
慶應義塾大学政策・メディア研究科研
究員、同大学院博士課程在籍中。

をはかるために、
「社会的インパクト評価」
に注目が集まっています。
しっかりと、



事業を評価することで、
自治体や行政もNPOの活動に投資をしやすくなります。

教育格差背景調査

キッズドアが実施している
「低所得家庭の無料学習会」
に通

うご家庭を対象に、所得や家庭環境と子どもの学習習慣や学
力の調査を行い、教育格差の原因とそれを解決する施策の立

2018年度は、
ケイスリー株式会社の落合千華氏に依頼し、
１.無料英語学習
会English Driveプロジェクト 2．
低所得家庭の高校生のための学習支援機能
付き居場所
（東京・仙台）
事業

の2件の社会的インパクト評価を行いました。

それぞれに成果報告会を実施し、多くの人に社会的インパクト評価や、
キッズド
アの事業に強い関心を持っていただきました。

案を目的に調査を行いました。教育格差の第一人者でいらっ
しゃる耳塚寛明教授の監修のもと、株式会社インテージリサー
チが調査分析を実施しました。
2018年10月2日に文部科学省記者クラブで、調査結果の記
者会見を実施し、読売新聞、毎日新聞、教育新聞など多くのメ
ディアに取り上げていただきました。

●１．無料英語学習会 English

Driveプロジェクト

社会的インパクト評価の前提となるロジックモデルの作成を行
い、それに沿ってアンケート項目の指標を策定し、毎回の学習会
の終了後にタブレットを使って生徒にアンケートを行いました。

青山学院大学
コミュニティ人間科学部 学部特任教授

調査結果を定期的に確認し、改善が必要な部分はすぐに改善に

耳塚 寛明様

つなげるソーシャル・インパクトマネジメントも同時に行い、プロ

1953 年長野県松本市生まれ。東京大学教育学部卒業、同
大学院教育学研究科単位取得退学。東京大学助手、国立教
育研究所研究員を経て、お茶の水女子大学基幹研究院人間
科学系教授、お茶の水女子大学文教育学部長、理事・副学長を務め、2019 年４
月より、青山学院大学 コミュニティ人間科学部 学部特任教授。
日本教育社会学会元会長、長野県教育委員、文部科学省 全国的な学力調査に
関する専門家会議座長。専門は、教育社会学(学力の社会学、教育政策、学校組
織など)。
『教育格差の社会学』(有斐閣、2014)『学力格差に挑む』( 金子書房、
2013)『学力とトランジッ ションの危機―閉ざされた大人への道』( 金子書 房、
2007) 等。(いずれも編著）

グラム内容の改善によるインパクトの向上につなげました。
無料英語教育プロジェクト
English Drive 実践と
成果報告会
東京 ２０１９年１月１９日
（土）
仙台 ２０１９年３月１８日
（月）
大阪 ２０１９年３月２８日
（木）

● 2．低所得家庭の高校生のための

学習支援機能付き居場所

社会的インパクト調査とは何かを、研修で学び、
それに沿って調査を実施しました。居場所型学

まとめ～特筆すべき成果～
• アンケートの結果、特に成果が認められた項目について、下記にまとめた。

今日参加することで、学校や家
族からは得られない情報を得ら
れましたか

90%

あなたが悩んだ時に相談する
人、当てはまる人

30%

（他に比べ最も多い）

習会は、毎日のように来る生徒もいる中で、学力
向上以外の、
「情報取得」や「ロールモデルとの
出会い」
「将来の選択肢の広がり」など広い領

Kid‘ doorに参加することで、
尊敬できる人と出会えましたか
（上段足立、下段仙台）

域で、生徒に大きな影響を与えていることがわ
かりました。

Kid's doorに参加することで、
将来の選択肢が広がりましたか
（上段足立、下段仙台）

100%
90%

100%
90%

スタッフ・ボランティアの人
は自分の希望や夢を応援して
くれる

スタッフ・ボランティアの人は
自分の話をよく聞いてくれる

© 2019 k-three Inc.
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インタビュー
仙台学習会生徒から、大学生ボランティアへ

キッズドアの学習会に通う生徒

父の死、震災で、人との関係や
地域コミュニティの大切さに気づく

高校時代に通訳無しで英語で
コミュニケーションできるのが目標

佐々木 みつは さん

三輪 一博 さん

大学1年
板橋区「学び i プレイス」学生ボランティア

高校1年

仙台のタダゼミに中3 の 10月から通いました。中学では

一定の条件で参加者や人数が決められるのに対し、ここは自

僕は小学校３年生の秋からキッズドアの運営する「かるがも

吹奏楽部に入っていて、その年は運良く大会で勝ち進んだた

由参加型で誰でも来れる場所なので、勉強はもちろん、話をし

スタディルーム」に通いました。勉強は好きでしたがひとり親

め、10月になるまで部活一辺倒でした。部活を引退して高校

にくるだけの生徒もいます。

家庭なので塾へ行く余裕もなかったため、そういう教室がある

受験に向き合ったときに、
「このままの成績では志望校は絶対
にムリ！塾には経済的にいけない、どうしよう…」
そう思っていたところ学校に置いてあったチラシでキッズド

私は東日本大震災当時、小学４年生で、大きな被害には遭
いませんでしたが、マンションの住人同士の交流が盛んで、

ボランティアの方たちが優しく、自分のペースにあわせて学習

お互いに気遣ったり食材を持ち寄っての炊き出しなどが豪華

を進めてくれるので、とても楽しく学習できました。

アの無料学習会を知り、家族と相談して通うことにしました。

だったり、地域コミュニティでの交流の大切さを感じました。

数学が苦手だったので、とても丁寧に教えてもらいました。

たくさんの人と関わる楽しさや大切さに気づいたのはそれが

志望校に進学し、引き続きキッズドアの大学入試用学習会
[ガチゼミ]にいくことにしましたが、吹奏楽部と市立オーケス

と聞いて行ってみたいと思いました。最初は緊張しましたが、

きっかけです。
子どもたちの悩みや関心事に親身に耳を傾けることから、

●英語を実際に使う体験で、さらに英語への関心が高まる
中学からは、
「English Drive」に通っています。学校の勉強
とは違って、実際に外国の方と英語で会話をしたりゲームをし

トラでの活動で忙しく、月に1回か 2回行くのがやっとでした。

人と関わることの楽しさ、勉強の面白さ、将来への興味などが

たり、英語を使ったイベントなどがあってとても実践的で楽し

テストの直前に駆け込んで「ココがわかりません！」といって

生まれてくるのではないかと思います。

いです。

教えてもらっていました。
しかしこのままでは志望大学への進学は難しいと考え、3 年

「English Drive」のイベントでは、英語でスピーチをしたり、
●父の夢を叶えようという思いが、勉強する原動力

WEBカメラを通して海外にいる外国の方と英語で会話をした

生の 4月に部活を辞める決断をし、ガチゼミにきちんと通うこ

私の父は、震災の年の夏、急性の病気で倒れ、翌日亡くな

り、銀座で外国人の方に英語で話しかける「銀座で英語イン

とにしました。わからないところや苦手なところをどんどん質問

りました。震災も身近でしたが、大切な家族が亡くなり、それ

タビュー」などに参加しました。知らない外国の方にいきなり

して、教科によっては学生ボランティアさんに私の専任になっ

がどんなに自分と近しい間柄の人だったとしても、それで世の

英語で話しかけるのは最初は緊張しましたが、話し出すといろ

ていただきながら、とても親切に教えていただきました。

中が大きく変化するわけではなく、世間では同じような日常が

いろ会話も弾んでとても楽しかったし、自分の英語力を試すこ

続いていること、自分もだんだんその人が欠けた生活に慣れ

とができてとても良かったです。

そのおかげで無事、志望校に合格できました。キッズドアの
学習会がなかったら、志望高校にも大学にも行けておらず、

ていくことに寂しさを感じた記憶があります。

今の自分はなかったのではないかと思います。

少ししてから、生前の父がセカンドキャリアとして日本語教

●たくさんの人と関わることの楽しさを伝えたい

ました。代わりに父の夢を叶えようという思いが、当時、勉強し

師を目指していたこと、資格試験直前での死だったことを知り
現在、週１回、キッズドアが運営する、板橋区中高生向け学
習会「学び i プレイス」でボランティアをしています。

卒業までに英検 1 級を取ることを目指しています。
英語や理系科目が好きで時事問題にも関心があります。

ンティアさんやスタッフさんに応援してもらったことを感謝する

し、たくさんの外国の方や大人の方と海外のことなどについて
話せるのでいろいろな知識が学べます。

とともに、今度は自分が何か人のためにできることを実行に移
すために、日本語教師になることも視野にいれながら勉強して

の居場所です。キッズドアの他の学習会では、生活困窮者や

いきたいと思っています。

て教室に入ることができず、学校にいっても校長室
や保健室にいて、ほぼ不登校状態でした。勉強の
遅れを不安に思い転校も考えていたところ、キッズ
ドアの無料学習会を知って通うようになりました。
小４から６年まで３年間担任だった先生は、前任
がグアムの日本人学校で英語が得意だったため、
授業に英語でのゲームのようなものを取り入れてく
れたこともあり、英語への興味が高まったようです。
キッズドアの学習会では、本人の性格や学力に
寄り添って楽しく勉強に取り組めるような工夫をして
くれるので、本人は楽しく通っています。
母一人子一人だと教えられることも限られますが、
「English Drive」にいくと普通では会えないような
企業の方や学生さんなど様々な大人と接することが
できます。そのおかげで社会への関心や視野が広
がっていると感じています。本当に感謝しています。

しました。2 級と比べるとさすがに難しくて撃沈でしたが、高校

「English Drive」に行くと英語以外の科目も教えてもらえます

この学習会は、勉強や成績アップだけを目指すのではな

一博は、小学校３年生時、
「担任が怖い」といっ

中学時代に英検 2 級を取り、今年 6月に英検準 1 級を受験

ようという原動力になりました。中学、高校とキッズドアのボラ

く、勉強しつつ様々な相談にものるような子どもたちの放課後

お母様のお話

2017年に行われた
「銀座で英語インタビュー」
（協力：バンクオブ
アメリカ・メリルリンチ）

●さまざまな将来の夢を実現するために
7月には2 週間、オーストラリアの語学学校への短期留学
プログラムに参加します。初めての海外で今からワクワクして
います。
海外についてはニューヨーク、イギリス、ウィーンなど行って
みたいところはたくさんあります。海外に行って通訳無しで英
語でコミュニケーションができることが当面の目標です。
将来は、鉄道が好きなので鉄道会社、医療系、弁護士、研

中学１年 のとき、E n g l i s h
Drive活動報告会にて英語
でスピーチを行いました。
（協力：バンクオブ
アメリカ・メリルリンチ）

究開発など関心があるものがたくさんあって、まだわかりませ
ん。自分のやりたいことができるように、英語はもちろん、ほか
の勉強も頑張りたいと思います。
6
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インタビュー
自治体

大学生ボランティア

子どもに必要な支援を
全国に先駆けて実施

子どもと社会をつなげる
安心できる居場所をつくりたい

野口 千佳子 様
江戸川区 子ども家庭部
児童女性課 課長

江戸川区は東京 23 区の中でも、平均年齢が若く、子どもが

「学校の生活が楽しいと言うことが多くなった」
、
「将来なんて

多い区です。結婚したばかりで収入が高くない人が多く、婚姻

どうでもいいと言っていた子が夢を語るようになる」などキッ

も多いけれど離婚も多く、都心に比べると経済状況が比較的

ズドアの大学生や社会人のボランティアが一人ひとりに寄り

低めの世帯が多いです。

添って話を聞いたり、いろいろな話をしてくれたことにより、明

一方で子どもが多いという事は活気があり、お祭りや盆踊り

らかに変化が現れました。また中学生から高校生になっても

など地域コミュニティの交流が盛んで下町の良さがあります。

継続して来てくれる子どもたちもいることが何よりも成果だと考

子ども支援としては、他地域に先駆け、昭和 44 年に0 歳児
向けに「保育ママ制度」を始めました。小学生支援としては、

えます。
昔は家族や兄弟も多く近所の人たちなど多くの人たちとの

放課後の校舎と校庭を使ってその学校に通っている1 年生か

関わりがありましたが、最近は学校と家庭しか居場所がなく、

ら6 年生まで定員を設けずに誰でも登録ができる「すくすく

気軽に相談や愚痴を言える相手がいないため、こういった場

スクール」事業を平成 17 年度に全国に先駆け江戸川区全校

所が生徒に求められているのだと考えます。子どもにとって

73 校で実施し、学童クラブ待機児はゼロになりました。この

様々な人と関わること、いろいろな体験をすることはとても重

事業は国の「放課後子ども総合プラン」のモデルにもなって

要ですので、体験や交流ができる場所や機会を増やしていく

います。

必要があると考えています。

●困難を抱える子どもを支える、学校以外の場所

●区の児童相談所開設で様々な連携が可能に

江戸川区では平成 27 年 11月に子どもの実態調査を行い

令和 2 年 4月には区立の児童相談所を開設します。
平成 22 年 1月、江戸川区の小学校 1 年生の男の子が虐待

職員、保育士、幼稚園教諭、民生児童委員、保健師、保護司

で亡くなるという悲しい事件があり、それ以降「同じような思い

など、日頃子どもたちと接している人たち1500 名を対象に調

をする子を出さない！」と江戸川区として固く誓っています。た

査をしたところ、
「勉強机もなく家で勉強できるような環境では

だ全国的に見ると虐待件数は右肩上がりに増えており、虐待

ない」
、
「弟や妹の面倒を見ないといけないので勉強ができな

の通報も増えています。それを減らすためには、 子育ての

い」
、
「お母さんが昼夜働いていて長い時間子どもたちだけで

孤立化 を防ぐことが重要です。

過ごしている」
、
「ご飯を作ってもらえず、常に空腹」
、
「小学生

虐待と一言に言っても、親の経済問題や健康問題、夫婦

だがひらがなが読めない」
、
「中学生だが九九ができない」な

間の問題、子どもの発達障害などいろいろな面が複雑に絡み

どネグレクトや虐待も含め、学習面、栄養面、生活面、経済面

合っているため、区に児童相談所ができることにより、様々な

の様々な実態がわかってきました。

分野の部署や地域との連携が可能になります。

この調査によって困難を抱えた子が江戸川区にもたくさん

江戸川区には26カ所も子ども食堂が開設されており、昔か

いるということがわかったため、翌年の平成 28 年度から高

らコミュニティーが盛んなため、困っている子がいたら何かし

校・大学進学、就職など自立サポートとして学習支援事業をス

たいという思いの方はたくさんいらっしゃいます。ただ一方で

タートさせ、その運営をキッズドアにお願いしました。

貧困といっても戦後の貧困とは全然違うじゃないかという古い

が、実際に子どもたちの変化が見えてきました。

考えの方もいらっしゃいます。現代の相対的貧困についてご
理解を頂き、地域の人の意識を高める取り組みで、子どもの

「無表情だった子に表情が出て明るくなりニコニコしてくる」
、

ために力になる人を増やしていきたいと思っています。

目的
学習の下支え

江戸川区内在住のひとり親家庭の中学生

毎週土もしくは日

1655勉強café

学習の下支え

江戸川区在住の中学1年生〜高校3年生

毎週火・水・木・金曜日

なごみの家

学習の下支え

江戸川区在住の小学1年生〜高校3年生

毎週土曜日

江戸川さくら予備校

学力向上・中退防止・受験対策

江戸川区内在住のひとり親家庭の高校生

毎週土曜日

江戸川区内在住のひとり親家庭の小５、
６年生

毎週日曜日

江戸川e-りびんぐ

学習習慣の定着・学習意欲向上 居場所型 江戸川区内在住の小学生〜高校生

ています。キッズドアには様々な学習会があるなかで、人と人

いうより、生活をより良くする 何か を伝えることのお手伝い
ができればと思います。

との関係を大切にしている「みらい塾」の自然な雰囲気がい
いなと思いました。
「みらい塾」は 、月2回、2 時間の学習時間で小学 4 年生か

ゴールデンウィーク明けや夏休み明けに子どもの自殺が多
いという報道で「辛い時には逃げればいいんだよ」という人

ら中学３年生まで幅広い年齢の子どもたちがいます。スタッフ

がいますが、逃げる場所が無いからそうなってしまうんです。

とボランティアで相談して、その日来た子どもたちの担当を決

子どもにとって学校の占める割合は大きいので、僕の場合家

めています。

にいられたのでまだ大丈夫でしたが、学校に行かなくなって
家の居心地が悪ければ、 安心して過ごせる場所 がありま

●家族や学校外に、心配してくれる誰かがいることの大切さ

せん。学校を中退してもいく場所や復帰できる制度があれば
いいのに、と思います。

いけなくなりました。志望高校に進学したのですが、なぜそう

そんな辛い時に自分のことを心配してくれる、無条件に受け

なったのか、今でもはっきりした理由はわかりません。ずっと

入れてくれる第三者の存在や場所を子どもたちが知っていれ

家にいる状態が続いていましたが、両親は特に学校に行くよ

ば、何か困難があった時に自分を見失わず、自分なりに方法

う勧めたりせず見守ってくれていました。12月に他校受験す

を見つけて前に進むことができるのではないかと思います。

るか、復学するかどちらかを選ばなくてはいけない状態にな
り、他の高校を受験することにしました。
小さい頃からボーイスカウトで活動していましたが、学校に
いけなくなりボーイスカウトも止めました。子どもにとっての居

現在大学では教育や心理について学んでいて、将来の事
はまだ漠然としていますが、キッズドアでの経験を生かして子
どもたちの居場所を作る事に将来携わることができればいい
なと考えています。

場所は家と学校しかなく、学校を止めたら社会とのつながりが
全くなくなってしまうんだなと痛感していたところ、ボーイスカウ
トの人が「大丈夫か？」と気遣ってくれたんです。
「家族では
ない人が無条件でこんなに自分を心配してくれるんだ！」
。社会
と隔絶された孤独感を彼のおかげであまり味あわずに済みま
した。 家族ではない人 かつ 学校の外側 に自分のことを
心配してくれる誰かがいることの大切さを感じ、この活動を始
めました。
「子どもたちの学校外での居場所を作りたい」とい
う思いがあり、
「みらい塾」では、子どもたちが安心して通える
居心地の良い場所づくりをめざして活動しています。
●生徒の生活をより良くするお手伝いをしたい
驚きました。
１時間、学校のことや友達のことをしゃべったら帰

実施曜日

江戸川さくら塾

江戸川さくら塾ジュニア 学習の下支え

8

対象

大学 1 年に入った時から「みらい塾」でボランティアを行っ

ボランティアを始めた頃、生徒が教材を持ってこないことに

キッズドアが江戸川区から受託している事業（全16拠点）
事業名

大学3年
みらい塾・目黒区学集会 ボランティア・リーダー

僕自身、高校 1 年の 6月頃、何かがぷつんと切れて学校に

ました。子どもや保護者ではなく、学校やすくすくスクールの

その成果として、数値で現れるのは進学率しかありません

渡辺 亮 さん

火曜以外

るんです。でも来てくれた事はとても嬉しいこと。話を聞いてく
れる人がいるからまた来ようと思う、そうやって人との関係が
築かれていくことが子どもの居場所を作る大前提。大切なこと
は生徒の側が、
「この人に何をしても自分のことを好きでいて
くれる」と感じ取れる安心感だと思うので、こちらから閉ざすこ
2018年11月23日
に行われた「 成 長
支援フォーラム」の
チラシ

とは絶対にしないように心がけています。
２週間に一度、好き
なことを話せる場所であることが重要なので、成績を上げると
9

教育支援事業部 学習会一覧
● 2018年度実績:21事業65拠点

運営
体系

事業名

タダゼミ

ガチゼミ

自
主
事
業

︻
東
京
︼

E-Drive

拠点数

3

1

9

学習会名

10

年間学習会
実施回数

中学3年生

毎週日曜日

19

31

49

タダゼミ杉並

中学3年生

前：隔週日曜日・後：毎週日曜日

14

24

37

タダゼミ中央

中学3年生

前：隔週日曜日・後：毎週日曜日

15

19

37

ガチゼミ

高校生〜浪人生

毎週日曜日

40

60

40

E-Drive月曜

中学3年生〜高校3年生

毎週月曜日

16

16

45

E-Drive実践コース

中学１年生〜高校３年生

毎週火曜日

4

0

26

E-Drive水曜

中学１年生〜中学３年生

毎週水曜日

12

7

43

E-Drive木曜

中学１年生〜中学３年生

毎週木曜日

16

12

46

E-Drive jr.八丁堀

小学5年生〜6年生

隔週土曜日

10

8

18

E-Drive jr.江戸川

小学5年生〜6年生

隔週火曜日

12

16

20

E-Drive plus

中学１年生〜高校３年生

隔週土曜日

14

2

24

E-Drive 渋谷区施設

小学１年生〜中学１年生

隔週日曜日

10

4

18

みらい塾

小学４年生〜中学3年

毎月第二第四土曜日
（原則）

32

62

24

リライン

1

リライン

高校1年生〜高校3年生

毎週月・金・土曜日

25

13

120

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
(生活困窮枠もあり）

毎月第一、
第三土曜日
（５会場）

71

127

120

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

品川区在住の進路の決まっている高校生

平日毎日

7

4

212

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〜高校3年生

不定期土曜、
夏期冬期講習

28

11

30

目黒区学集会

1

目黒区学集会

生活保護、
生活困窮者世帯の中学生、
高校生

毎週火、
水曜日

40

45

103

同援子ども学習会

1

同援子ども学習会

経済的な事情で塾に通えない小学４年生〜中学3年

不定期日曜日

18

9

24

1

足立区西部居場所学習会

足立区在住の生活保護受給世帯・就学援助世帯の中学1年生〜高校1年生
（高1は修了生のみ）

火曜日〜日曜日
（月曜定休）
、
年末年始休
（12/29〜1/3）

76

70

300

1

足立区東部居場所学習会

足立区在住の生活保護受給世帯・就学援助世帯の中学１年生〜高校３年生
（高校生は修了生のみ）

火曜日〜日曜日
（月曜定休）
、
年末年始休
（12/29〜1/３）

46

78

300

1

ソライロ

足立区在住の生活保護受給世帯・就学援助世帯の高校1年生〜高校３年生

毎週火曜日

16

0

54

1

ハピネス

足立区在住の生活保護受給世帯・就学援助世帯の中学１年生〜高校１年生
（高1は修了生のみ）

毎週火曜日

6

0

37

江戸川区学習会

委託事業

登録
ボランティア数

1

委
託
事
業

助成金事業

登録生徒数

みらい塾

足立区サテライト学習会

︻
東
北
︼

実施日

タダゼミあだち

足立区居場所学習会

自
主
事
業

対象生徒

登録生徒数:1907 登録ボランティア数:1267

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

毎週土もしくは日曜日

98

67

180

1655勉強café

江戸川区在住の中学1年生〜高校3年生

毎週火・水・木・金曜日

300

54

297

なごみの家

江戸川区在住の小学1年生〜高校3年生

毎週土曜日

25

15

204

さくら予備校

江戸川区在住のひとり親家庭の高校1年生〜高校3年生

毎週土曜日

33

32

36

江戸川さくら塾ジュニア

江戸川区在住のひとり親家庭の小学5年生〜6年生

毎週日曜日

26

17

36

江戸川e-りびんぐ

江戸川区在住の小学生〜高校生

火曜日以外

58

28

305

中央区ステップアップスクール

2

中央区ステップアップスクール

中央区在住の就学援助、
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の
中学１年生〜中学３年生

火曜日、
土曜日

27

30

30

リファインド

1

リファインド

15〜25歳

月・金曜日以外

43

32

253

板橋区学びiプレイス

5

板橋区学びiプレイス

板橋区在学在住中学１年生〜高校３年生

火・水曜日
（２会場）
木・金曜日

221

64

200

港区ふらっぱー

5

港区ふらっぱー

港区在住の生活保護受給世帯、
就学援助世帯の中学１年生〜２年生

毎週水曜日

79

128

245

大江戸スクール 中央区

1

大江戸スクール 中央区

中央区在住の生活保護受給世帯及び生活困窮家庭の小学4年生
〜小学6年生

土曜日
（月に2〜3回）
、
夏期講習4回、
冬期講習3回、
春期講習2回

26

77

30

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

毎週日曜日

32

24

44

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１年生〜高校３年生

毎週日曜日

30

23

39

English Drive仙台

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〜中学３年生

毎週土曜日

16

15

43

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１年生〜中学2年生

毎週月・金曜日

14

13

54

Sりびんぐ

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〜高校3年生

毎週月・水・金曜日

110

30

142

仙台学習会

5

南三陸学習会

1

タダゼミ南三陸

志津川中学校・歌津中学校に通う中学３年生

毎週土曜日

21

0

19

志津川高校学習支援センター
志翔学舎

1

志翔学舎

志津川高校の高校１年生〜３年生

学校スケジュールに合わせて

201

0

224

11

教育支援事業部

● 高校受験対策講座
［タダゼミ］

● 東北事業部

中3生を対象に高校受験を支援する自主事業

● 仙台

経済的な理由で塾に通うことが困難な中学 3 年生を対象とした都立高校 受験対策講座です。2010 年の夏期講習
から新宿でスタートし、2011 年には杉並に移転、2012 年から足立区と杉並区、2016 年度から 中央区が加わり、東
京では 3 ヶ所で開催しています。2018 年度は全員の生徒が 高校進学の夢を実現させました。

高校生の中には、進学を希望する子もいれば、就職する子
もいます。そのため一人ひとりに合った支援が必要になります。
「ガチゼミ」は主に進学を希望する高校生が登録し利用できる

開催場所:足立区、杉並区、
中央区

5 名が一般入試で全員第一志望校に合格することができました。

実施回数：足立区49回、杉並区37回、
中央区37回

中学生支援 【タダゼミ】中学 3 年生の受験対策講座、
【タダゼ

● 大学受験対策&高校生学習支援講座
［ガチゼミ］
大学進学をめざす高校生・浪人生などを対象にした自主事業
2010 年の[タダゼミ]を受講した高校進学者のために、
有料教育サービスを受けることができない大学進学をめざ
す高校 1 年生〜 3 年生、浪人生、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。2018 年度は定期 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。

▼東京
開催場所：四ツ谷

ミJr.】中学 1・2 年生対象の英数塾、
【English Drive】中学
1 〜 3 年生を対象にした英語だけの学習会

高校1・2年生:10:00〜13:00 受験生:13:30〜17:00
登録生徒数:40名
実施回数:40回
※東北の活動は、p.13にてご確認ください。

国公立：北海道大学、東北大学、宮城教育大学、新潟大学、宮城大学、首都大学東京
私立：学習院大学、共立女子大学、慶應義塾大学、国士館大学、実践女子大学、聖学院大学、専修大学、
中央大学、帝京
大学、東京女子医科大学、東北学院大学、東北福祉大学、東洋大学、獨協大学、南山大学、
日本大学、法政大学、明治学
院大学、立教大学、早稲田大学、和洋女子大学、
など

協力企業からのメッセージ

起業・経営に関する育成機会の創出をめざして

女子大学など

【Sりびんぐ】
「Sりびんぐ」は中学生から高校生まで気軽に利用で
きる学習型居場所で、週 3回平日の夕方に開放し、学校
の宿題や受験勉強、悩み相談、進路相談などができま

り、ボランティアの先生方とフレンドリーな関係のもと学習

す。家庭では自主学習が進まない、誰かに教えてほし

会を行うことができました。中学 3 年生は、無事に全員が高

い、話を聞いてほしい、という子どもたちが集まり、賑や

校進学することができました。

かな環境のもと、楽しく学習します。他の 4 つの学習会

高校進学率100％

いずれかに登録し、さらに「Sりびんぐ」も併用するとい
う子がほとんどです。

● 南三陸
高校生支援

【キッズドアの学習会に通っていた生徒の主な大学合格実績（東京・東北）】

東北福祉大学、宮城 学院

3 つの多彩なコースでは、それぞれ少人数制を取ってお

開催時期・頻度(2018年5月〜2019年3月): 毎週日曜日

難関国立大学合格者がはじめてでました！

公営塾「志翔学舎」

中学生支援

[タダゼミ南三陸 ]

志翔学舎は、2017 年 6月、南三陸町の支援を受け宮城県

9月から2月までの半年間、中学 3 年生を対象と

立志津川高等学校の中に設立された、県内初の県立高校内の

する受験対策講座を開催し、全 16回の講座では、

公営塾です。志津川高校は南三陸町内で唯一の高校ですが、

英語と数学を中心に3 つのグループを作って学習を

震災後の人口流出が続いていることから、進学意識の高い中

進めました。勉強の合間にはミニトークの時間を設

学生が町外の進学校を選ぶ傾向から、生徒数は減少の一途を

け、法律、経済、食、志翔学舎などの話に、真剣に耳

辿っています。統廃合の可能性としての危機感を募らせた志津

を傾けていたのが印象的でした。11月には「タダゼ

川高校、南三陸町、町民による協議の結果、
「志翔学舎」は設

ミ仙台」との合同キャリア教育合宿を実施し、仙台

立され、キッズドアは志津川高校生の学習を支援しています。

の同世代と交流し未来について一緒に考えました。

エヌエヌ生命保険株式会社

事業開発部 CSV推進チーム

大畑 智美様 小松 ミリツァ様

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。主に次世代を継
ぐ若者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ました。
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。
2018年の活動では、
インター
ン生開発のアプリを活用しながら、昨年を越える総勢約350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クロスフィット、
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、
総距離目標の30,000キロを早くも3週間以内に達成し、
結果300万円の寄付金
を
「タダゼミ」の運営費としてお役立ていただきました。社員みんなでの取り組みを通じて、高校への進学を目指す方たちに、
このよう
な機会を通じて応援できますことを嬉しく思います。今年もより多くの生徒の方たちが夢を叶えられますことを祈っております。
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教育大学、東北学院大学、

の登録者が 14 名と例年よりも多く、9 名が AO入試・推薦入試、

登録生徒数：48名

【主な進学先】
立教大学、東北大学、宮城

学習会で、毎週日曜日に開催しています。今年度は高校 3 年生

開催時期・頻度（2018年5月〜2019年3月）
：
日曜日 ※夏季・冬季講習あり

2011 年度からスタートしました。経済的な理由で塾などの

希望進路達成率100％
大学12名、専門学校2名、就職4名

高校生支援【ガチゼミ】

協力企業からのメッセージ

東北事業部と交流を深めながら応援していきたい

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 ジャパンは、米国の半導体・ディスプレイ製造装置メーカー、
アプライド マテリアルズの
日本法人で、2019年10月に設立40年を迎えます。
アプライド マテリアルズは、社会貢献の重点分野として教育、環
境、文化・芸術、地域支援の4分野を定めており、
当社もその方針に従い、
日本で様々な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、常勤のスタッフを数名配置することで、東北で息の長い
支援を行っています。
その姿勢に共感し、
当社では2017年度より東北事業部のタダゼミ、
ガチゼミ、
自習室事業な
どの学習支援活動を微力ながら支援させていただいています。3月には東北事業部のスタッフや、ボランティアを
行っている学生さん数名による活動報告会を当社内で社員向けに開催、現在の東北の状況についての説明や、子どもたちと日々触
れ合っている大学生たちの経験などを直接聞くことができる貴重な機会となっています。
これからも、
キッズドア様の活動を応援して
いきたいと思います。
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教育支援事業部

● %NGLISH

$RIVE

● )4

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

$RIVE

子どもの「IT格差」解消に向けて、プログラミングを楽しむイベントを開催

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。
2018 年度の生徒に行ったアンケートでは、92％が「進路について前向きに考えるようになった」、88％が「English

IT-Driveでは経済的事情でIT技術に触れる機会が少ない子に楽しみながら学べるイベントを開催しています。
2018 年度は継続的に学べる機会を創出するため、複数回にわたって子ども達が参加するプログラムを初めて開催
致しました。

Driveに参加することで将来の選択肢が広がった」と答えています。10月と年度末２回のアンケートでは、
「英語を使用し
たり学んでいるときは、とても楽しいと思う」人は、33%から60%に、
「勉強にとても意欲的になった」人は、3%から44％
Amazon様

に増加しています。

STEM教育プログラム

Amazon製品である「Fireタブレット」と小型AIロボッ
ト「COZMO」を寄贈いただき、小 5 〜中2までの２７名

開催場所:中央区、渋谷区、足立区、江戸川区、仙台市

が３回にわたるプログラムに参加しました。

開催時期・頻度（2018年4月〜2019年3月）
：
・English Drive Jr（小学5・6年生）
中央区：土曜、江戸川区：火曜、渋谷区：日曜
・基礎コース
（中学生） 中央区：木曜、足立区：水曜、仙台：土曜
・上級コース
（高校生） 中央区：月曜
・English Drive PLUS（中・高生） 中央区：土曜
・英会話コース
（中・高生） 渋谷区：火曜・木曜

初回はAmazon社内にお伺いして、ロボットのプログ
ラミング体験を行い、2回目は川崎FCにて倉庫で動くロ
ボットの見学、3回目は学んだことを生かして「タイムトラ
イアル」
「ロボットアクションコンテスト」の２つの課題に
取り組みました。

登録生徒数：100名
実施回数：280回

アプライド マテリアルズ ジャパン様

プログラミングワークショップ
民間のプログラミング教室でも使用している「LEGO
MINDSTORMS」を使用して6回にわたって様々なプ
ログラミングを行いました。
決められた線の上を進んでいく「ライントレース」や
お手製の迷路をクリアするためのプログラムを作成。
「The English Exchange」
株売買体験イベント
（協力：バンクオブ
アメリカ・メリルリンチ）

協力企業からのメッセージ

夢をもって心豊かに成長できるよう

音楽の日イベント・生演奏
と交流会（協力：ソシエテ・
ジェネラル）

試行錯誤することの楽しさを体験してもらいました。

協力企業からのメッセージ
ソシエテ・ジェネラル

CSRアンバサダー

高倍 友彦様

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
して子供たちの未来を支えることを社会貢献活動のテーマに掲げており、子供たちの未来への
扉を開くというキッズドア様の活動理念に賛同し、2018年4月からEnglish Drive足立教室への
協力をスタートしました。
私どもの東京オフィスには、
フランス、
アフリカ、
アジア、米州など様々な国と文化圏出身のス
タッフが在籍しております。子供たちが生きた英語と異文化に触れる機会につながればと願い、
クラスにも参加しています。
さらに私どもは、今年9月に開幕するラグビーワールドカップ日本大会の公式スポンサーを務
めており、準決勝の試合に足立教室の子供たちを招待する予定です。多様な文化、言語、
コミュニティの人々が集まる場で、子供たち
と一緒に最高の感動を共有したいと考えております。
今後も様々な形で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していきたいと
思います。
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ボランティア社員の皆さまに寄り添っていただきながら

子どもたちがITにいつでもふれられる、
STEM教育環境を提供

株式会社内田洋行
新川本社ビルの会場にて

アマゾンジャパン合同会社

パブリック・リレーションズ本部長

金子 みどり様

Amazonでは、子どもの教育支援をCSRの重点施策の１つに置き、2017年度よりキッズドア様と共に、子ども
たちのためのSTEM教育プログラムを実施しています。
2018年度は内容をより充実させ、
ロボティクスをテーマに、3回にわたって開催しました。第１回目はAIロボット
COZMO（コズモ）
を利用したプログラミング実習。第2回目はAmazonの川崎フルフィルメントセンターで実際に
ロボットが活躍している現場を見学。第3回目は、COZMOのプログラミングの完成度等を競う発表会を行いまし
た。
このプログラム実施にあたり、Fireタブレット、教材、資金をご提供させていただいたほか、Amazon社員ボラ
ンティアによる技術支援もさせていただきました。
Amazonが大切にしている 失敗から学ぶ ことを実際に体験していただき、
また、Amazon社員は、子ども達と共にプログラミングを
進める楽しさを体験させて頂きました。
2019年度からは
「Amazon IT自習室」の開設・運営の支援を通して、ITにいつでも触れられるSTEM教育環境を提供し、
子どもたち
の学びの機会をこれからも提供いきたいと考えています。
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教育支援事業部

● 高校生世代支援事業

● 小中高支援

●リライン

●リファインド

高校生が学校の勉強にとらわれず、
将来のために考え、学ぶための場

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

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

● 小学生支援

● 中学生支援

リラインは、2018 年 6月、足立区に開講した高校生支援事業です。

リファインドは、高校中退や不登校経験な

キッズドアが支援してきた中学生が、高校進学後、家庭や経済的な悩

どで通信制高校や定時制高校に通う若者に

みを抱え、相談できずに高校に通えなくなるケースが少なくないことが

学び直しの機会を支援するために、2016 年

小学生支援では、学習に対する意識づけに重点的に

英語や数学など積み重ねが必要な科目では、多くの

わかり、高校生支援の必要性から設立されました。

10 月から始まった居場所型学習会です。

取り組んでいます。学習会に通う生徒は学習に苦手を感

生徒たちが中学 1 年生の学習段階でつまずいてしまう

生徒たちは、進路や悩みについてスタッフやボランティアと相談しな

社会人や学生が学習計画の立て方から個別

じていたりやる気が起きなかったりすることが多いです。

と、学校の勉強についていくことが難しくなるため、基

がら、将来に向かって、自発的に取り組める環境を提供しています。資

支援しながら勉強を教えるだけでなく、軽食

学習会では計算ドリルなどの学校の宿題を中心にボラン

礎学力の定着を重要視しています。何が苦手なのか、

格取得のための勉強、ピアノの練習やパソコンの練習などのほかに、

のための買い出しから調理までを利用者が

ティアと一緒に学習を進めています。ボランティアとの個

どこで勉強についていけなくなったのかを一人ひとり見

社会体験や文化的資源にふれるイベントやワークショップを行ってお

行い、生活者として自立を促します。

別指導を通じて学習の楽しさやできた喜びを知ってもらう

極め、学年をさかのぼって学習をやり直したり、苦手な

ことを重視しています。また、生徒たちのやる気を刺激す

分野を反復して確実な学力を身に着けていけるよう、サ

るために、学習の合間には100マス計算などのゲーム性

ポートをしています。中学 3 年生は、高校受験に向けた

のある学習も取り入れています。

成績アップのサポートや受験対策を行っています。

り、2018 年度は 50を超えるイベントを開催しました。
開催場所:新宿区
開催場所:足立区
開催時期・頻度（2018年6月〜2019年3月）
：
週3日(月・金・土曜日）
月・金：16：00〜21：00 土：13：30〜21：00
登録生徒数：25名

開催時期・頻度
（2018年4月〜2019年3月）
：
週5日(火・水・木・土・日曜日) 15:00〜20:30
登録生徒数：43名
実施回数：253回

実施回数：120回

生徒自身のマイルールについての
プレゼンテーション大会の様子

● 居場所型学習支援
● 高校生支援
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
の講師によるテーブルマナー講座

協力企業からのメッセージ

社員ボランティア活動で子どもたちと積極的にふれあう

J.P.モルガン

CSRユニット長

マナーズ英美子様

J.P.モルガンはInclusive Growth（包括的な成長）
を最終ミッションを掲げ、就労支援や中小
企業支援を主な柱としたプログラムに対し、様々な非営利団体を通じて助成金を拠出していま
す。
また社員によるボランティア活動も盛んに行われており昨年１年間では約100件のイベント
やプロジェクトに社員が参加しました。困難な社会問題を解決するうえで、パブリックセクター、
非営利セクターだけでなく私たちのような民間セクターも積極的にサポートすることが必要だと
考えています。
昨年からキッズドアのリラインとご一緒させていただいているボランティアでは、
当社の調査
部の社員が中心となり、
中間・期末試験直前に訪問し、
そこに通う高校生と一緒に夕食をとった後2時間ほど試験勉強のお手伝いをし
ています。何度か通っているうちに子どもたちは打ち解けてきて、
学校のこと、
友達のこと、
色々なことを話してくれます。
このボランティアを通して私たちが子どもたちに提供できるものはほんの小さなものかもしれません。
それでもキラキラとした目で
待ち構えてくれる子どもたちを見るとやりがいを感じます。J.P.モルガンとの出会いをきっかけとして勉強が好きになり、
それが彼らの
将来の夢をかなえるために、少しでも役立ってくれたら嬉しく思います。
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家庭の事情で満足に食事をとれない子どもたちには、
食事があることで休まずに通ってもらうきっかけになる
ため、学習の合間に食の支援をしています。スタッフや

定期テスト対策、大学進学や専門学校進学、中退予

ボランティアと一緒に食事をしながら、さまざまな人とコ

防など生徒たちのニーズに合わせて個別にサポートをし

ミュニケーションすることで、信頼関係をつくり安心でき

ています。志望する大学によって科目数や受験方式も

る場所、落ち着いて勉強に集中ができる環境づくりを心

様々なため、生徒たちの学力や希望を尊重しながら受験

がけています。

方法や勉強の進め方、奨学金利用などのアドバイスをし
たり、家庭で学習が取り組めるよう、学習アプリや動画
授業なども活用しています。
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イベント・キャリア教育・体験ワークショップ

実施日
8月25日

IBMオフィスツアー

さまざまな体験から将来への可能性を見出す
経済的に厳しい家庭の子どもは、家族との旅行や外出をしたことがない、家族

8月25日

東京中央ロータリー
クラブ 様からのクリ
スマスコンサートご
招待

8月28日

以外の大人と話す機会がないなど、社会資源に触れ合う機会が少ないために将

港区学習会の中学生

港区学習会赤坂教室・麻布教室

公益財団法人日本数学検定協会

リライン高校生

リライン居場所型学習会

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン

アマゾンジャパン合同会社オフィス

アマゾンジャパン合同会社

さくら塾(上一色校)

江戸川e−りびんぐ

地域包括支援センターはるえ野

さくら塾ジュニア

栃木県

東京ピースライオンズクラブ

10月6日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

さくら塾(瑞江)

江戸川区子ども家庭支援センター

東京スター銀行

10月13日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

さくら塾(上一色)

江戸川e−りびんぐ

東京スター銀行

10月15日

J.P.モルガンDAY
（定期テストにむけてのマンツーマ
リライン高校生
ンでの勉強会）

リライン居場所型学習会

J.P.モルガン

10月20日

三軒茶屋大道芸＆サーカス公演を社員ボランティア 港区学習会中学生
と楽しむ
＆リファインド高校生

三軒茶屋商店街、
及び世田谷パブリックシアター

ブルームバーグ・エル・ピー

10月21日

ゴールドマンサックス
「FunFunパーティー」

ゴールドマンサックス
（六本木ヒルズ）

ゴールドマン・サックス

10月24日

女性航海士による
「出前授業〜船員の仕事につい English Drive あだち
て〜」
中学生

足立区生涯学習センター

日本郵船株式会社

昨年に続き、キッズドアの居場所に通う新高校 1 年生対象

10月26日

社員ボランティアによる生徒のプレゼンテーション講
リライン高校生
評

リライン居場所型学習会

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

に宮城県にある自然体験施設《モリウミアス》への卒業旅行を

10月28日

「アート教室〜ハロウィーンリース作り〜」

江戸川e−りびんぐ

三和タジマ株式会社
／三和ホールディングス株式会社

11月15日

「コンシエルジュのお話〜私の出身国 フィリピンに English Drive 八丁堀
ついて〜」
（森マリ―・アントワネット氏）
中学生

キッズドア・ラーニングラボ八丁堀

レ・クレドール ジャパン

「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・ビーにて）

旅行に参加することで、中退する生徒は激減しました。仲間と
の自然体験や共同生活により生きる力を育みました。
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「Fire タブレットでプログラミングを学ぼう
！ 〜最先端
STEM教材 COZMO を使ったプログラミング教室〜 中学生
」最終発表会

スマホとの付き合い方

11月18日

中退や不登校になるケースが少なくないなか、
《モリウミアス》

対象
さくら予備校

「コンシエルジュのお話〜コンシエルジュになるまで、
そ English Drive 八丁堀
して私の英語の学び方〜」
（川村一司氏）
高校生

場所（会場）

東
京

協力企業・団体

English Drive

中学生

江戸川区学習会の
小中高生

秋のコンサート〜オーケストラに飛び込もう〜

小学生・中学生・保護者

新宿村スタジオCENTRL

フェローオーケストラ

11月24日

デートDV講座

e-りびんぐ中学生・
さくら予備校高校生

江戸川e−りびんぐ

江戸川区

12月2日

クリスマスコンサート

江戸川区在住者

江戸川e−りびんぐ

フェローオーケストラ

12月7日

J.P.モルガンDAY(定期テストにむけてのマンツーマン
リライン高校生
での勉強会)

リライン居場所型学習会

J.P.モルガン

12月9日

VISA買い物イベント

English Drive小学生

VISA
（丸ビル）

VISA

12月13日

クリスマスコンサート

小学生〜高校生

ハクジュホール

東京中央ロータリークラブ

English Drive あだち
中学生

足立区生涯学習センター

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ

DTCC
（虎ノ門）

DTCC

12月19日

「シャイン・オン！キッズ」
についてのお話

12月28日

社会見学イベント
（国会議事堂見学）

English Drive

レ・クレドール ジャパン

12月20日

クリスマス会

足立区東部居場所の
中高生

足立区東部居場所学習会

マッコリ―グループ

株式会社リブセンス

2019 年
2月13日

出前授業「金融教育かるた」

小学生

江戸川e−りびんぐ

一般社団法人全国銀行協会

2月17日

食育イベント
「薬剤師さん、
お湯の富士君と一緒に
元気な体をつくろう
！」

さくら塾ジュニア

江戸川e−りびんぐ

公益社団法人江戸川区薬剤師会

3月1日

J.P.モルガンDAY
（定期テストにむけてのマンツーマ
リライン高校生
ンでの勉強会）

リライン居場所型学習会

J.P.モルガン

江戸川e−りびんぐ

特定非営利活動法人はぴシェア

キッズドア・ラーニングラボ八丁堀
株式会社リブセンス
本社オフィス
（目黒）

6月2日

Webデザインワークショプ

中学生

6月16日

キャリア教育ワークショップ

さくら予備校

江戸川e−りびんぐ

アクセンチュア株式会社

6月20日

社員と交流「音楽の日」

English Drive あだち
中学生

ソシエテ・ジェネラル
（大手町）

ソシエテ・ジェネラル

English Drive 八丁堀
高校生

キッズドア・ラーニングラボ八丁堀

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ
レ・クレドール ジャパン

6月25日

「シャイン・オン！キッズ」
についてのお話

7月11日

「コンシエルジュのお話〜私の出身国 インドについ English Drive あだち
て〜」
（アキル・ティワリ氏）
中学生

足立区生涯学習センター

「Fire タブレットでプログラミングを学ぼう
！ 〜最先端
STEM教材 COZMO を使ったプログラミング教室〜 中学生
」
キックオフワークショップ

アマゾンジャパン合同会社オフィス

アマゾンジャパン合同会社

港区学習会高輪教室

中高生

3月6日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

港区学習会の中学生

港区学習会麻布教室

東京スター銀行

3月13日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

港区学習会の中学生

港区学習会高輪教室・赤坂教室

東京スター銀行

3月17日

アメリカ・メジャーリーグ球団「オークランド・アスレチッ
小学〜高校生
クス」来日イベント

東京ドーム

ギャップジャパン株式会社

3月18日

マナー講座

リライン高校生

リライン居場所型学習会

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン

公益財団法人日本数学検定協会

3月20日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

港区学習会の中学生

港区学習会芝教室・芝浦港南教室

東京スター銀行

江戸川区食品衛生協会

3月22日
23日

英語の合宿＠富士カーム

English Drive

富士カーム
（山梨）

一般財団法人人材開発センター
／ブラックロック・ジャパン株式会社

3月24日

キャリア教育

中学生

アクセンチュア株式会社オフィス

アクセンチュア株式会社

3月28日

キャリア教育

足立区東部居場所学習会
の中高生

足立区東部居場所学習会

マッコーリーグループ

3 月 30 日

BBQ会

江戸川e-りびんぐの
小中学生

新左近川親水公園デイキャンプ場

東京江戸川南ライオンズクラブ

中学生

株式会社内田洋行新川本社ビル

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社
／株式会社内田洋行

新日本フィルハーモニー交響楽団の
コンサートご招待

小学生〜高校生
／高校中退生

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

仙台火力・メガソーラー発電所＆
うみの杜水族館 見学ツアー

仙台

中高生・家族

仙台火力発電所／うみの杜水族館

東北電力株式会社 宮城支店

宮崎県の大学生との交流 ＆ 夕食提供

仙台

中高生

キッズドア東北

一般社団法人みやざき公共・協働研究会

数学トライアスロン

港区学習会の中学生

夏休みKIDS料理教室

江戸川区学習会の
小中学生

江戸川e−りびんぐ

中学生・高校生

東京都美術館・東京藝術大学美術学部
コープみらいプラザ新中野

フェローオーケストラ

「夏休みに上野公園でアートを楽しもう
！」

ブルームバーグ・エル・ピー

日帰りBBQ&稲刈り体験

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

8月2日

ブルームバーグ・エル・ビー オフィス

10月6日

2018 年 4 月28日〜 30日に実施しました。

7月30日

東京ピースライオンズクラブ

9月29日

2 回目の《モリウミアス》への卒業旅行を実施

東
京

空と大地の丘 森本農園

アクセンチュア株式会社

ご寄付ありがとうございます！

7月25日

さくら塾ジュニア

「グローバルな環境で生きた英語を学ぼう
！」
（ブルーム 港区・世田谷区学習会の
バーグにて）
中学生

足立区西部居場所学習会

子どもたち自ら将来の進路について考える機会になっています。

7月21日

公益財団法人ニッセイ文化振興財団

足立区西部居場所学習会
の中高生

りコミュニケーションの力を高めることができ、夢や希望をもって前向きな姿勢で

5 月 28 日

日生劇場

プログラミング教育ワークショップ

います。さまざまな年齢や職業の大人と一緒に過ごすことで、新しい知識を得た

奨学金説明会

小学生

数学トライアスロン

験、キャリアトーク、職場体験などのキャリア教育や体験ワークショップを行って

2018 年
5 月 12 日

協力企業・団体

ホテルマンによる
「テーブルマナー講習」

9月29日

内容

日帰りBBQ&野菜収穫体験

場所
（会場）

9月20日

キッズドアでは、企業や他団体など外部の協力を得て、アートや音楽、自然体

実施日

対象
バレエ
「ド

8月29日

9月22日

来像を描くことができず、意欲が低くなってしまうケースが少なくありません。

内容
日生劇場ファミリーフェスティヴァル2018
ラゴンクエスト〜日生劇場版〜」

「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4日

夏休みコンサート

みらい塾の小中学生・
保護者

8月6日

プログラミングで自動車コントロール

江戸川区学習会の
小中学生

江戸川e−りびんぐ

一般社団法人ハギュット協会

8月7日

IBMオフィスツアー

中学生

日本アイ・ビー・エム箱崎オフィス

日本アイ・ビー・エム株式会社

8月12日

日生劇場ファミリーフェスティヴァル2018 「ニッセイ
小学生・中学生
親子歌舞伎」

日生劇場

公益財団法人ニッセイ文化振興財団

8月17日

石巻ハッカソン体験ツアー
（2泊3日）

リラインの高校生

石巻ハッカソン会場
（石巻市）

ハーマンミラー

8月22日

数学トライアスロン

港区学習会の中学生

港区学習会芝教室・芝浦港南教室

公益財団法人日本数学検定協会

8月23日

「The English Exchange」株売買ゲーム

English Drive全体

メリルリンチ
（日本橋）

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

8月23日

「1日里山体験」inいなぎめぐみの里山

江戸川区学習会の中学生

いなぎめぐみの里山
（稲城市）

生活協同組合パスシステム東京

8月24日

「Fire タブレットでプログラミングを学ぼう
！ 〜最先端
STEM教材 COZMO を使ったプログラミング教室〜 中学生
」
アマゾン川崎 フルフィルメントセンター見学

アマゾン川崎
フルフィルメントセンター

アマゾンジャパン合同会社

8月24日

「グローバルな環境で生きた英語を学ぼう
！」
（ブルーム
港区学習会の中学生
バーグにて）

ブルームバーグ・エル・ビー オフィス

ブルームバーグ・エル・ピー

12 / 16 , 1 / 6
, 1 / 20 , 2 / 3 , プログラミング教室
2 / 24 , 3 / 10
計 24 公演
4月5日
8 / 31 ‑ 9 / 3

東
北

中高生

植樹ボランティアツアー

仙台

中高生

NPO法人わたりグリーンベルトプロジェクト

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

10月28日

お金のスタートレーニング
（金融教育）

仙台

高校生

キッズドア東北

東京スター銀行

11 / 23 ‑ 24

GLBC
（グローバル･リーダーシップ･
ブートキャンプ）
in南三陸

仙台・南三陸

南三陸まなびの里いりやど

テラス株式会社

タダゼミ 教科指導及びボランティア研修

仙台

キッズドア東北

河合塾

9月1日

6月 3月

中学生

中学生
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ご支援・ご協力企業からのメッセージ
英語教育環境を整えるためにハード・ソフト双方向から協力
バンクオブアメリカ・メリルリンチ ディレクター

キッズドア応援クラブ
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、今年度は東北の企業
様も含め、28 社のみなさまにメンバー企業としてご加入いただきました。日本のすべての子どもたちが夢や希望を持てる

浦岡 暁子様

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。

バンクオブアメリカ・メリルリンチでは、ESG（Environment, Social, Governance）を企業の持続的な
成長戦略の中核と捉え、キッズドア様をはじめ多くのNPO、社会福祉法人等の外部組織の皆様とパートナー
シップを組み、様々なコミュニティ投資、支援活動に取り組んでいます。資金・物資面での協力は元より、ボラ
ンティアイベントへの社員参加に加え、その企画や運営のお手伝いも積極的にさせて頂いています。
弊社とキッズドア様との関係は 2012 年に遡りますが、
2016 年 度から2018 年 度にかけては、ご注力されてい
る英 語 教 育へ の 取り組 み の 一つ であるEnglish Drive/
Challenge Drive の立ち上げから軌道に乗せるまでの３年
間、ハード・ソフト面の双方向から協力させて頂きました。
これらの活動を通じ、我々もまたお子様たちを取り巻く英語
教育環境の現実と企業が成し得る貢献とは何かについて
洞察する貴重な機会を得ています。

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
八大株式会社 代表取締役

岩田 享也様
私が教育に強く関心を持つようになったのは子どもの小学校のPTA 活動に携わらせてもらったことからで
した。学校に任せるだけでなく、我々保護者が積極的に関わり、共に行事等を行う事で多くの子ども達がより
成長していく姿を目の当たりにして参りました。特に小学校・中学校の期間は人間の基礎を作るとても大切な
期間です。子ども達は興味持つと物凄い勢いで吸収し、またそれを積み重ねる事で大きく成長していきます。
我々大人が出来る事は子どもたちに多くの場（チャンス）を提供し、成長を後押しする事ではないでしょうか。
応援クラブの活動を通じながら、まずは物流を営む我が社としても子ども達にどのような場の提供が出来
るかを考え実行していきたいと考えております。
またそういった応援クラブの仲間が一人でも一社でも増えてくれると嬉しいなと思っております。
キッズドアのこれからの活動を心より応援しています。

イベント
「理想の学校を作ろう！」では、ボラン
ティア社員とともに、英語を使うだけではなく、
オフィス見学やチャット会議を体験しました。

子どもたちのためにできることのアイデアを絞り応援していきたい
株式会社ライブズ 代表取締役

キッズドア応援クラブ2018年度 メンバー企業様

新畑 誠様

東京

私自身が児童養護施設出身ということもあり、かねてより子どもの教育やその機会について関心を持っていた
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いて3 年目となりました。この間、弊社が
協賛している千葉ロッテマリーンズ様とタイアップしたイベント等での募金箱の設置やチャリティーオークションな
ど、何かお役に立てればと、ご提案をさせていただいて参りました。
こういった全社での活動の積み重ねの結果、出張のついでに縁
のあった施設にお菓子等を寄付して来るなどの行動を社員が自主
的に行うようになり、企業文化の醸成と
いう面で良い影響が出ており、非常に
感謝しております。
これからも、微力ながら弊社にでき
ることや、弊社だからできることのアイ
ディアを絞り、キッズドア様の活動の一
助となれればと思います。
ZOZO マリンスタジアムで開催された
「ライブズスペシャルデー」
では、
キッズドアのことをご紹介いただきました。

子どもたちが夢や希望をもって生活できる社会の実現に向けて
ウエリントン・マネージメント・ジャパン グローバル・リレーションシップ部

萩谷 友紀様
ウエリントンでは、様々な困難な環境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、キッズドア様から同法人の活動内容等のお話しを伺い、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
ての子どもたちが将来へ
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。

株式会社
ＣｌｏｕｄＮｉｎｅ

ロバート・ウォルターズ・
ジャパン株式会社

株式会社シルキー・アクト

シチズン時計株式会社

株式会社スプリックス

株式会社H．A．S

株式会社HBGC

リ・カレント株式会社

株式会社エコ・マイニング

有限会社家づくり工房Hau's

Newton Information
Technology Limited

カシオ計算機株式会社

株式会社
ベーシックシステム

八大株式会社

株式会社銀座屋

合同会社Coaching 4 U

有限会社
トランズパシフィック
エンタープライズ

株式会社ゼロナイズ

株式会社ライブズ

アクシオス・マネジメント
株式会社

株式会社浪忠

日本プラスター株式会社

株式会社シンクロ・フード

株式会社アクト・スマイル

株式会社ファンケル

株式会社ウェリントン＆
アソシエイツ

キッズドア応援クラブの集い
メンバー企業様と交流を図る機会として、
「キッズドア応援クラブの集い」を開催して
います。キッズドアから日頃の学習会の様子
や日本の子どもの貧困を取り巻く現状などを
お話しするとともに、企業の皆様とどのように
連携していくか、また企業の方々から困窮家
庭の子どもやひとり親家庭への支援につい
てのご提案など、深い交流を図る機会となり
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！

東北
株式会社サクラボ

食育フードシステム東北
株式会社

高校生世代が安心して勉強や相談ができる学習会づくりのご支援をいただいています。
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2018年度 Topics

2018年度 ご支援いただいた企業・団体・行政の皆様
■ご寄付

キッズドア 10 周年記念チャリティパーティ開催
10 月19日、キッズドア 10 周年記念チャリティパーティを
開催させていただきました。
九州や東北など遠方からわざわざお越し下さった方々、大
学生の時にボランティアをして今は立派な社会人なった懐か

「教育格差の要因分析と学習支援方法に関する調査報告」

文部科学省にて記者会見を行いました
10 月2日、文部科学省にて「教育格差の要因
分析と学習支援方法に関する調査報告」について
記者会見を行いました。

Ｉ
ＬＢＳ国際婦人福祉協会

株式会社Ｃｌ
ｏｕｄＮｉ
ｎｅ

太閤木下建設株式会社

ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン

ＩＤＥＣ株式会社

合同会社Coaching 4U

タクトピア株式会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

アクシオス・マネジメント株式会社

近喰診療所

中央労働金庫労働組合

ブルームバーグ・エル・ピー

株式会社アクト・スマイル

株式会社サクラボ

中国労働金庫労働組合

株式会社ベーシックシステム

ＮＰＯ法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

株式会社サンセイランディック

帝信リサイクル

ボーイスカウトむさし地区上尾第9団

アマゾンジャパン合同会社

三和ホールディングス株式会社

株式会社電通

北海道労働金庫労働組合

朝日ライフアセットマネジメント株式会社

公益財団法人社会貢献支援財団

東海労働金庫労働組合

マーサージャパン株式会社

アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社

株式会社ＪＰホールディングス

東北労働金庫労働組合

マッコーリーグループ

株式会社アーバンフューネスコーポレーション

四国労働金庫労働組合

徳浄寺

株式会社マネジメント・ジャパン

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

静岡県労働金庫労働組合

有限会社トランズパシフィックエンタープライズ

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

有限会社家づくり工房Hou's

シチズン時計株式会社

Trip Advisor

株式会社ミヤノ・サービス・エンジニアリング

株式会社イマジンズ

有限会社シブヤ

株式会社浪忠

株式会社村越不動産

株式会社ウェリントン＆アソシエイツ

ＪＰモルガン証券株式会社

新潟県労働金庫労働組合

株式会社メディアジーン

一般社団法人自由なラジオ

日本アイ・ビー・エム株式会社
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しい面々、そしていつもお世話になっている方々、160 名を超

キッズドアは、2017 年 10 月より公益財団法人

えるお客様にお集まりいただきました。当日は、チャリティパー

三菱財団の助成を受け、耳塚寛明氏（当時：お

ティの発起人代表としてご挨拶からチャリティオークションの

茶の水女子大学基幹研究院人間科学系教授・現

ウェリントン・マネージメント・ジャパン
株式会社Ｈ.Ａ.Ｓ

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

日本プラスター株式会社

株式会社ユニバーサルマリン

仕切り役まで担ってくださったビザ・ワールドワイド・ジャパン

在：青山学院大学コミュニティ人間科学部 学部特

株式会社ＨＢＧＣ

株式会社シルキー・アクト

日本郵船株式会社

ライオンズクラブ国際協会

任教授）の監修により「教育格差の要因 分析と

株式会社エコ・マイニング

食育フードシステム東北株式会社

株式会社二本松農園

株式会社ライブズ

株式会社代表取締役社長（当時）の安渕聖司様をはじめキッ

株式会社ＮＩコンサルティング

SIMPLY GIVING PTE.LTD.

Newton Information Technology Limited

株式会社LIFULL

ズドアには過分なほどの発起人の皆様、たくさんの方々のご

貧困の連鎖を断ち切る学

エヌエヌ生命保険株式会社

スタディプラス株式会社

ハーマンミラージャパン株式会社

ラ・サール学園

株式会社エミネット

ステート・ストリート・ジャパン

一般社団法人ハギュット協会

株式会社ランズエンド

協力で、とても温かい、素晴らしいパーティになりました。

習支援方法の研究開発に

花王株式会社「みらいポケット基金」

株式会社スプリックス

株式会社博報堂

リ・カレント株式会社
株式会社リクルート住まいカンパニー

花王株式会社「ハートポケット倶楽部」

Ｓ‒ｍｉ
ｌ
ｅ基金

八大株式会社

係る調査」を実施し、その

カーディフ生命保険株式会社

清光林業株式会社

ＢＮＰパリバ証券株式会社

株式会社ルナー

カーディフ損害保険株式会社

セルマーク・ジャパン株式会社

ＰwＣコンサルティング合同会社

ろうきんセントラル労働組合

調査結果を記者会見にて

カシオ計算機株式会社

株式会社ゼロナイズ

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

ローム・アポロ株式会社

株式会社カタログハウス

全国労働金庫労働組合連合会

株式会社ファンケル「もっと何かできるはず基金」 ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社

報告いたしました。

北上宝飾株式会社

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部

フィッツロイフィランスロピックファウンド

九州労働金庫労働組合

仙台萩ライオンズクラブ

富士ゼロックス株式会社

株式会社銀座屋

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

富士ゼロックス株式会社「端数倶楽部」

株式会社ワコール

■協働事業・プロボノ・ボランティア・寄贈・寄付プログラム
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン

シチズンボランティアクラブ

合川精密株式会社

株式会社CDG

特定非営利活動法人はぴシェア

アクセンチュア株式会社

一般社団法人シニアライフマネジメント協会

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

ＮＰＯ法人アクト練馬たすけあいワーカーズエプロン

特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ

ＢＮＰパリバ証券株式会社

アスクル株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ

ＰwＣコンサルティング合同会社

アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社

株式会社シルキー・アクト

ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社

アマゾンジャパン合同会社

一般社団法人人材開発センター 富士研修所 富士calm

特定非営利活動法人ふうどばんく東北ＡＧＡ
ＩＮ

社会福祉法人アルペン会

新日本フィルハーモニー交響楽団

フェローオーケストラ

の東北・日本を担う人材を育てていくことの必要

株式会社内田洋行

スポーツデータバンク株式会社

ブラウン・フォーマン ビバレッジス ジャパン

性から2017 年より始めた 2 泊 3日の合宿型プロ

株式会社ＨＢＧＣ

生活協同組合パルシステム東京

ブラックロック・ジャパン株式会社

エス・エー・エス株式会社

生活協同組合コープみらい

公益財団法人パブリックリソース財団
「Give One
（ギブワン）
」

グラムです。

江戸川区食品衛生協会

セカンドハーベスト・ジャパン

バンクオブアメリカ・メリルリンチ

公益社団法人江戸川区薬剤師会

セラテックジャパン株式会社

ブルームバーグ・エル・ピー

江戸川南ライオンズクラブ

セルマーク・ジャパン株式会社

平和不動産株式会社

FC東京
（東京フットボールクラブ株式会社）

一般社団法人全国銀行協会

ボーズ・オートモーティブ合同会社

エヌエヌ生命保険株式会社

仙台市教育局学校教育部

マッコーリーグループ

FCBC sendai

ソシエテ・ジェネラル証券株式会社

株式会社丸運

株式会社エミネット

ソフトバンク株式会社「つながる募金」

みやざき公共・協働研究会

U-18東北次世代リーダー
カンファレンス2018
渡辺由美子の著書

『子どもの貧困 未来へつなぐためにできること』
5 月25日、理事長・渡辺由美子が著書『子どもの貧困 未
来へつなぐためにできること』
（水曜社）を
上梓しました。子どもの支援、日本の子ども
の貧困問題解決のために、キッズドアを立
ち上げて10 年間走り続けてきた渡辺の思
いが詰まった 1 冊です。ぜひ多くの方にお
読みいただければと思います。

７月30日-８月１日、
「U-18 東北次世代リーダー
カンファレンス 2018」が行われました。これから

２期目になる今年は、東北６県の高校生 26 名
が、宮城県南三陸町の平成の森に集結し、講演
やワークショップを通じて、
「社 会 の 変 化」
「リー
ダーシップ」
「課題解決力」を学び合いました。

一般社団法人ハギュット協会

学びの連携推進室

お宝エイド

株式会社ダイドーフォワード

宮城県志津川高校同窓会

カーディフ生命保険株式会社

地域包括支援センターはるえ野

宮城県南三陸町教育委員会

カーディフ損害保険株式会社

DTCC Japan

宮城県南三陸町企画課

公益財団法人科学技術広報財団

株式会社東京スター銀行

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

加納公認会計士事務所

東京中央ロータリークラブ

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

河合塾グループ

東京ピースライオンズクラブ

南三陸志津川ライオンズクラブ

ギャップジャパン株式会社

東北電力株式会社宮城支店

一般社団法人村上財団

株式会社ケイト・スペードジャパン

有限会社東京ナチュラルイースト

モリソン・フォスター外国法事務弁護士事務所
ヤフー株式会社「Yahoo!ネット募金」

キッズドアが「社会貢献者表彰」に選ばれました

国際ロータリー第2750地区東京中央ロータリークラブ

公益財団法人ニッセイ文化振興財団

ゴールドマン・サックス

日本アイ・ビー・エム株式会社
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キッズドアが「社会貢献者表彰（公益財団法人 社会貢献

ザ・リッツ・カールトン東京

日本オラクル株式会社

ヨウキ書店

三和タジマ株式会社

公益財団法人日本数学検定協会

ライオンズクラブ国際協会330-A地区

支援財団）」に選出され、11 月25日の交流会に続き、26日に

三和ホールディングス株式会社

日本マイクロソフト株式会社

株式会社LIFULL

ＪＰモルガン証券株式会社

日本郵船株式会社

株式会社リブセンス

表彰式がありました。とても光栄な表彰を授与できたことを

株式会社資生堂

ハーマンミラージャパン株式会社

リンベル株式会社

シチズン時計株式会社

株式会社ハーモニック

レ・クレドール ジャパン

大変うれしく思います。

■受託事業

■助成金・補助金

公益財団法人東日本大震災復興支援財団

東京都教育庁

東京都品川区

東京都目黒区

東京都足立区

東京都世田谷区

足立区生涯学習センター

子供の未来応援基金

東京都板橋区

東京都中央区

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

社会福祉振興助成事業(WAM助成)

東京都江戸川区

東京都港区

宮城県志津川高等学校同窓会

ハタチ基金
宮城県NPO等の絆力を活かした震災復興支援事業
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2018年度 メディア掲載リスト

講演リスト（2018年4月〜2019年3月）
★理事長渡辺以外のスタッフによる講演

2018 . 4 . 9

クリスクぷらす

4 . 22

中日新聞

ブラック校則に関する理事長渡辺のコメント掲載

10 . 5

読売新聞

10 . 12

読売新聞

「希望の学歴 親子で意識差」
教育格差の背景調査について

10 . 13

毎日新聞（夕刊）

「3割 食料買えない経験 中学生のいる低所得世帯
NPO調査」 教育格差の背景調査について

5 . 17

毎日放送「ちちんぷいぷい」
無料学習会の紹介、及び理事長渡辺と学生ボランティ
《石田敦子の
アへのインタビュー
ニュース百景》

5 . 18

テレビ東京「Newsモーニ
江戸川区の居場所型学習会「e-りびんぐ」の紹介、及
ングサテライト」
び生徒や担当者へのインタビュー
《西野見聞録》

10 . 13

毎日新聞電子版

「子どもの貧困 3割、食料買えない経験 中学生のい
る低所得世帯 NPO調査」 教育格差の背景調査に
ついて

soar

高校生世代のための居場所型学習会
「リファインド」
の紹
介と、
担当者へのインタビュー

10 . 15

日本教育新聞

「子は「大学」、親「高校」―学習支援団体が希望進路
調査」 教育格差の背景調査について

5 . 30

Think the Erath

「おてらおやつクラブ」支援先としてのキッズドアの活
動紹介や理事長渡辺へのインタビュー

10 . 17

6 . 14

YOMIURI ONLINE

足立区居場所型学習会、及び南三陸町「志翔学舎」の
取材記事

アントルプレナーライブ
第192回

「まさにグローバルカンパニー グローバルソリュー
ション」 理事長渡辺へのインタビュー
（インタビュー
アーは米倉誠一郎氏）

10 . 20

朝日新聞東京版

「変わる進学 大学入試新時代 ― 学びの格差解
消へ 支援の輪」 理事長渡辺のコメント

10 . 21

「しんぶん赤旗」
日曜版

10 . 22

時事ドットコム

「食料買えない」3割経験＝中学生いる低所得世帯、
希望
学歴に親子差ーNPO調査 教育格差の背景調査につ
いて

10 . 25

Japan Times NEWS
（オンライン）

「More than 30% of low-income households with
children in early teens struggle to afford food: survey」
教育格差の背景調査について

10 . 26

Japan Times

「Many poor homes with teens struggle to buy
food」 教育格差の背景調査について

10 . 27

キャリコネ

「中学生のいる低所得世帯、3割超が「食料を買えな
いことがあった」 新聞購読率は約2割で全国平均
を大幅に下回る」 教育格差の背景調査について

月刊「潮」

「貧困の連鎖を断ち切るために」 理事長渡辺のイン
タビュー

11 . 12

「週刊教育資料」

「潮流―すべての子どもが 夢や希望を持てる社会
へ」 理事長渡辺のインタビュー
（上）

11 . 19

「週刊教育資料」

「潮流―子どもの成長を社会全体で支える仕組みを」
理事長渡辺のインタビュー
（下）

6 . 24
6 . 22
6 . 25

読売新聞
「月刊日本」
7月号
日本経済新聞
折れないキャリア欄

6 . 26

陸奥新報

7.1/8.1

「私塾界」7月号・8月号

7.3

「クーヨン」

7.6

都政新報

記者が選ぶ本として、理事長渡辺の著書『子どもの貧
困』の紹介
「待ったなし！子どもの貧困」
理事長渡辺へのインタビュー記事
「無料学習指導
『自分がやるしかない』
」
理事長渡辺へのインタビュー記事
「若者支援は将来への投資」 理事長渡辺の著書
『子どもの貧困』の紹介（時事通信配信）
理事長渡辺のインタビュー記事
「夏休みがきらいな子どもを知っていますか？」
理事長渡辺の著書『子どもの貧困』の紹介
理事長渡辺へのインタビュー記事
「日本にはもっと 優しい目 が必要」 子どもの虐待に
関する理事長渡辺へのインタビュー

理事長渡辺の著書『子どもの貧困』の紹介

7.7

聖教新聞

7 . 15

東京新聞

7 . 17

徳島新聞

「貧困世帯向け無料学習塾 ー 幅広い世代が支え
る」 みらい塾取材、学生・社会人ボランティアへのイ
ンタビュー、理事長渡辺のコメント等（時事通信配信）

7 . 20

FMえどがわ
「おかえりなさい」

江戸川区学習会担当者の生出演、江戸川区から委託
を受け運営している学習会について

11 . 21

毎日新聞

「裕福でない子にも海外を身近に」 キッズドアの外
国人スタッフへのインタビュー

7 . 27

毎日新聞

「貧困の連鎖 教育支援で断つ」 高校生支援「リラ
イン」の活動紹介と理事長渡辺のコメント

11 . 26

「「大学生を見たことがない」子どもたち…日本が抱え
る貧困問題」 教育格差の背景調査について理事長
渡辺のインタビュー
（前編）

7 . 28

山口新聞

「経済困難な子支えるボランティア学習塾」 みらい塾
取材、学生・社会人ボランティアへのインタビュー、理事
長渡辺のコメント等（時事通信配信）

MONEY PLUS／
Yahoo News

12 . 5

MONEY PLUS／
Yahoo News

「「低所得・低学力の子どもは怠け者」のウソ―大学に
行きたい子どもとそれを"望めない"親」 教育格差の
背景調査について理事長渡辺のインタビュー
（後編）

12 . 1

「月刊ことぶき」
（薬局で無料配布）

12 . 9

朝日中高生新聞

理事長渡辺の著書『子どもの貧困』の紹介

8.2

陸奥新報

「無料の学習塾 幅広い世代が 関わり」 みら
い塾取材、学生・社会人ボランティアへのインタ
ビュー、理事長渡辺のコメント等（時事通信配信）

8.4

朝日新聞

理事長渡辺の著書『子どもの貧困』に対する寺尾
紗穂氏による書評

8.5

「潮」

11 . 5

理事長渡辺の著書『子どもの貧困』の紹介
12 . 14

通販生活

理事長渡辺へのインタビュー
「貧困の実情知り、成長を見守る」 学生ボランティア
の学習会での活動紹介及びインタビュー
「『勉強したい』
と言えない子どもたちがいる − 三
者面談に必要な模擬試験の結果。でも、模試代が払え
ない。」 みらい塾取材記事

8.6

河北新報

「教育格差 実態伝える」 理事長渡辺の著書『子
どもの貧困』の紹介（共同通信配信）

8 . 27

エミ通信

『天使のリボン基金』支援金、寄付の対象としてキッ
ズドアを紹介

12 . 25

文化放送 斎藤一美の
理事長渡辺への電話インタビュー
ニュースワイド
Amazon ブログ Day One

読売中高生新聞

「社会保障CAFÉ」欄 ―子どもの教育格差、学習
支援で感じた― キッズドア若手スタッフへのイン
タビュー記事

12 . 27

8 . 31

2019 . 1 . 11

FMえどがわ
「おかえりなさい」

江戸川区学習会担当者の生出演、江戸川区から委託
を受け運営している学習会について

9 . 10

河北新報
ONLINE NEWS

認定NPO法人杜の伝言板ゆるる 後藤和広氏に
よる キッズドア仙台オフィスの活動紹介

1 . 29

読売新聞

貧困状態にある子どもを発見する取組みのひとつとし
て
「こども宅食」配達員による家庭状況の把握を紹介

9 . 13

河北新報
ONLINE NEWS

キッズドア仙台オフィスの活動紹介

2.4

日本教育新聞

「無料の英語塾で個別学習、 東京のNPOが開設4年
目」 英語学習会English Driveの取材記事

9 . 13

読売新聞

アマゾンジャパン様によるプログラミング教室の一
環として行われたフルフィルメントセンター見学を
紹介

2 . 11

河北新報

キッズドア仙台オフィスでの「東北応援クラブ」の創設
の紹介

2 . 17

東京新聞
TOKYOWEB

「子どもの貧困＜地域で支援を＞ 前橋でセミナー」
群馬県社会福祉協議会主催セミナーでの理事長渡辺
の講演について

アマゾンジャパンがキッズドアに対するSTEM教育
プログラムへの寄付を発表したことについて

2 . 25

東京新聞

「高校中退者へ温かな手を」 高校生世代支援「リファ
インド」取材、及び理事長渡辺へのインタビュー記事

「東京ウィルライオンズクラブ支部みらい」主催の
無料サッカー教室、理事長渡辺が中心になって企
画したことを紹介

3 . 20

公明新聞

「地域から児童虐待なくそう」 理事長渡辺の提唱を
目黒区が取り組むことになったと紹介

3 . 21

読売新聞

「県立高存続へ市町村が支援」 宮城県南三陸町での
「志翔学舎」の紹介

3 . 30

朝日新聞
週末別刷り版

「高校生の学習支援、 ここで将来の夢 見つけた
よ」 高校生世代支援「リファインド」取材、及び 理
事長渡辺へのインタビュー

9 . 18
9 . 20

「定年時代」
（ 朝日新聞へ
理事長渡辺へのインタビュー記事
の挟み込み）
ZDNet Japan

9 . 20

読売新聞江戸川版

10 . 3

教育新聞電子版

「家庭の貧困が低学力招くキッズドアが独自調査」
教育格差の背景調査について

講演日

「高校中退者の学習を支援」高校生世代支援について
「リファインド」の紹介と理事長渡辺へのインタビュー

4 . 26

5 . 21
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高校生世代のための居場所型学習会「リファインド」
紹介記事

開催場所

主催者

講演内容

独立行政法人国立青少年教育振興機構

日独青少年指導者セミナー
（ドイツからの参加者9名対象）
日本の子どもの貧困とキッズドアの活動について

千代田区

内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議

第5回 学習支援の現状および在り方
学習支援の第2ステージに向けて

6 . 12

渋谷区

渋谷区教育委員会

PTA研修会 「学習支援事業」
からとらえた
「子どもの貧困」〜子ども
の学びと成長を地域福祉の視点で考える〜★

6 . 18

新宿区

目白大学人間学部児童教育学科渡邉はるか先生

子どもの貧困とキッズドアの活動について
（授業の一環として）
★

7.1

杉並区

杉並ユネスコ協会

2018 . 5 . 16 新宿区

7.1

小平市

こだいらNPOセミナー推進委員会

7 . 22

千代田区

環境監査研究会

日本の子どもの貧困〜若者など多様な人が支える学習支援〜★
こだいらNPOボランティア・セミナー2018 第1部パネル・ディスカッション
「なぜ、今NPOで働くのか？」★
子供の貧困と現状とその対策
「保護者のためのInstagram ガイド」 日本語版ローンチ記念イベント
〜子どものInstagram 利用について一緒に考える〜

8 . 29

港区

Instagram

9 . 15

港区

未来の先生展2018

9 . 27

港区

WAM
（独立行政法人福祉医療機構）

10 . 2

目黒区

ILBS国際婦人福祉協会

11 . 2

港区

エヌエヌ生命保険株式会社

「子どもたちの未来づくりにむけて、今できること ―子どもの貧困対策の
あり方に迫る―」

11 . 9

港区

経済同友会

「すべての子どもが夢と希望をもてる社会へ〜子どもの貧困の現状と
キッズドアの活動について〜」

11 . 17

千代田区

日本災害復興学会・日本損害保険協会

日本災害復興学会10年記念フォーラム 「被災地
（東北）
における、被
災後の生活復旧の金銭面の苦しい実情について」

11 . 23

江戸川区

江戸川区

子どもの成長支援フォーラム2018
学習支援の現場から〜」

11 . 26

さいたま市

こども応援ネットワーク埼玉

こども食堂フォーラム パネルディスカッション
「地域ネットワークづくりの
実践」★

11 . 29

港区

マッコーリーグループ

オープニングプレナリー 「子どもの貧困と未来の先生」
「多様な連携のカタチ 〜持続可能な福祉社会を目指して〜 」 パネ
ルディスカッションへ参加
日本の子どもの貧困とキッズドアの活動について

基調講演 「子どもの貧困問題〜

Japan Infrastructure Conference でのプレゼンテーション
「第16回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合」
テーマ：貧困の
削減と子ども・若者のエンパワメントを通じた包摂的社会の促進（モデ
レーターとして）

12 . 5

横浜市

厚生労働省

12 . 22

練馬区

認定NPO法人アクト練馬たすけあいワーカーズ エプロン 日本の子どもの貧困とキッズドアの活動について★

2019 . 2 . 9

前橋市

群馬県社会福祉協議会

「子どもの居場所を考えるセミナー」 基調講演及びパネルディスカッ
ション・ファシリテーター

2 . 17

国立市

国立市公民館、
くにたち地域コラボ、NHK学園高等学校

「地域の学習支援、次の一歩へ」 基調講演「無料学習会の成果と可
能性」

2 . 19

さいたま市

埼玉経済同友会

日本の子どもの貧困と学習支援の効果

3 . 13

横浜市

横浜市資源循環局

日本の子どもの貧困とフードロスについて★

理事長渡辺へのインタビュー、 IT自習室の紹介
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2018年度 会計報告

団体概要

●２
０１８年度

（千円）

計上収益内訳

● 活動計算書要旨の比較

2016年度

2017年度

2018年度

受取寄付金

42,475

85,062

85,877

委託業務

123,385

237,491

220,005

その他

31,450

60,922

49,334

計

197,310

383,475

355,216

事業費

138,183

238,382

232,924

管理費

58,292

66,618

62,562

計

196,475

305,000

295,485

経常収支

834

78,475

59,731

その他

142

‑694

‑1,105

当期増減額

692

77,780

58,626

経
常
収
入

2018 年度は、より適正な活動を表すため消費税
の会計処理に関して税抜処理を行っています。そのた
め、昨年度と比較して収入及び費用が減少しているよ
うに見えますが、本年度は税抜き処理をしているため

経
常
費
用

実質的に収入及び費用ともに増加しています。
適切な決算書類の作成を通し、皆様への理解を広
げ安定した事業活動を行いたいと考えています。その
結果、子どもたちに安定した学習支援活動を届けて参
ります。
（2018年度からより適正な開示になるよう消費税に関して税抜処理を行っております。
）

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。
特定非営利活動法人キッズドア

●２
０１８年度

経常収益内訳

会費・自主事業 0.5％

自治体からの委託業務が昨年度から経常収益全体の６割を越え
大きなウェイトを占めています。企業、個人の皆様からのご寄付も
受取寄付金

今後とも、ご協力企業との関係を強化しつつ、マンスリーサポート

24.2％

等、個人の皆様のご理解のもとご支援、ご協力をいただき、収入の
2017 年度

2018 年度

受取寄付金

85,062

85,877

受取国庫・民間助成金

59,599

47,427

237,491

220,005

1,323

1,908

383,475

355,216

委託業務収入
会費・自主事業
計

61.9％

受取国庫・
民間助成金

13.4％

ますが、昨年よりも金額及び比率において減少しています。今
後も、管理の効率的な運営を図り、直接子どもたちの貧困問題

TEL：03-5244-9990

2017 年度

2018 年度

事業費（人件費）

129,622

138,465

事業費（その他経費）

108,760

94,459

66,618

62,562

305,000

295,485

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

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
「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

2015年4月

「子供の未来応援国民運動」
に理事長渡辺が

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

発起人として参加

管理費

21.2％

解消に結びつく活動に充当するよう心がけて参ります。
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東京事務所
〒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

2015年2月

支出が全体の 46%を占めています。管理費が 20%を超えてい

計

玉村修 / 塙創平

2013年

経常費用内訳

学習支援を多くの場所で運営しているため事業費の人件費

管理費

肘井 哲也 / 伊藤 櫻エリーサ / 松島訓弘 / 正直ゆり

監事

［沿革］

（2018年度からより適正な開示になるよう消費税に関して税抜処理を行っております。
）

● 2018 年度

理事

Email. info@kidsdoor.net

委託業務収入
（千円）

渡辺 由美子

［所在地］

全体の 1/4を占めており、私たちの活動の原資となっています。

安定化を図りたいと考えています。

理事長

2016年5月

事業費
（人件費）

46.9％

（千円）

事業費
（その他経費）

日経ソーシャルイニシアチブ大賞 ファイナリストに選出

2016年7月

「内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議」

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」

構成員として参加
委員に就任
2018年11月

公益財団法人社会貢献支援財団より、社会貢献者表彰

32.0％
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