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「21世紀の資本」

社会的関⼼が⾼まりつつある、⽇本における「貧困」



n  ⽇本の⼦どもの貧困率は13.9％ 7⼈に1⼈！ 13.9% 

50.8% 

4兆円 

⽇本の⼦どもの貧困率

年収が122万円（全体の可処分所得の中央値の半分）に満たない⼈の⽐率は、
全世代で15.6％、17歳以下の⼦どもに限ってみれば13.9％が貧困状態にあります。
主要なOECD加盟国の中でも⾼い⽔準です。

ひとり親家庭の貧困率

n  ひとり親家庭の⼦どもの貧困率は50.8％
前回の調査時よりもひとり親家庭における貧困は悪化
ひとり親家庭の⼦どもは、２⼈に１⼈の割合で貧困状態に陥っています。

n  ⽇本における⽣活保護費の総額は、まもなく4兆円を突破
多くの⼈が⽣活保護に頼ることになった結果、2017年度はおよそ３兆8,400億円
2010年度に初めて3兆円を超えてから、年々増え続けています。
（約半数は65歳以上の⾼齢者です。）

⽇本の⽣活保護費

⼦どもの貧困は⽇本にとって⼤きな「今、⽬の前にある」課題です



キッズドアは、⼦どもの貧困解決に取り組むNPOです

わたしたちキッズドアは、
貧困に苦しむ⽇本の⼦どもたちの社会へのドアを開けるべく、
多くの⼤学⽣・社会⼈ボランティアと共に、
⼦どもの教育⽀援に特化した活動を展開しています。

団体概要

名称  特定⾮営利活動法⼈キッズドア（NPO Kids' Door）

設⽴  2007年1⽉

理事⻑  渡辺 由美⼦

URL  http://www.kidsdoor.net

⽣まれてきた環境や災害によって、⼦どもたちの将来の夢や希望に不平等
が⽣じる社会はおかしい、貧困などの困難な環境にある⼦どもたちにも、
フェアなチャンスのある社会システムを作りたいと思い、キッズドアを 
設⽴しました。
進学をあきらめてしまったら、就職にも不利です。収⼊の⾼い職に就く事
が出来なければ、その⼦どもたちも、また貧困の問題を抱えてしまいます。
この負の連鎖を断ち切る為に、⼦どもたちに進学する喜びを伝えたいとの
思いから、⼦どものための無料の学習指導を中⼼に活動しています。
⼀⼈でも多くの皆様と⼀緒に、⼀⼈でも多くの⼦どもたちに、明るい未来
へのチャンスを届けられることを楽しみにしています。

NPO法⼈キッズドア 理事⻑  渡辺由美⼦



現状に対するNPO法⼈キッズドアの役割(私たちの使命)

困難な
⽣活環境

進学を
あきらめる

就職に不利
(低賃⾦) 国⼒低下次世代にも

貧困が連鎖

⼈⽣を変える⼀年を作り、
すべての⼦どもが夢と希望をもてる社会へ

親の収⼊格差が⼦どもの教育格差であってはならない!!

困難な
⽣活環境

キッズドア
が学⼒⽀援

⾼校・⼤学
へ進学

国⼒
アップ

夢を持って
社会で活躍

【現状】

【⽬指すべきところ】

【キッズドア使命】

⼩中⾼の学習ライフサイクルを⼀貫して⽀援し、貧困の連鎖を断ち切る!!!!



活動内容

親の収⼊が
少ない

⼗分な教育が
受けられない

進学・就職で
不利

収⼊の⾼い職
につけない

⼦ども世代も
貧困に

仙台・南三陸町での学習⽀援
•  中学⽣向け「タダゼミ」「タダゼミJr.」
       「Ｅ－Ｄｒｉｖｅ」
•  ⾼校⽣向け「ガチゼミ」
•  中⾼⽣向け「Ｓりびんぐ」
•  志津川⾼校「志翔学舎」
•  志津川中学校・歌津中学校「タダゼミ南三陸」

キャリア教育
体験活動

地⽅創⽣事業

ボランティア育成⽀援

⾼校に進学できずフリーターから
  →⽣活保護受給 40才〜75才 
⽉額8万円を35年受給 総額3,360万円

⼤学→中⼩企業正社員
⽣涯賃⾦2億6000万円 
⽣涯納税額3,010万円

一人を貧困の連鎖	
	＋	 ＝	

－ ＋

6,370万円の効果 
⼀⼈を連鎖から救うことが
国にとっても⼤きなプラス



■東京 25事業
⽣徒数     1,651名
ボランティア数    964名
実施回数    2,808回

■宮城 8事業
⽣徒数     413名
ボランティア数 121名
実施回数    763回

■2017年度実績
62教室
⽣徒数     2,064名
ボランティア数 1,085名
実施回数    3,571回
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2017年度 学習会を実施した主な地域



キッズドア東北の歩み

◆概要　　2010年より、東京都新宿区にて低所得世帯の中学生のための無料学習会を実施。

　　　　　　2011年4月より、東日本大震災の被害を受けた宮城県南三陸町の仮設住宅にて、学習支援を開始。

　　　　　　同年、仙台市に事務所を構え、岩手県、宮城県、福島県においても学習支援を実施してきた。（現在は宮城県のみ）

◆対象　　主に直接的、間接的震災の影響を受けた世帯、及び経済的に困窮している世帯の中高校生を対象に、

　　　　　　学習支援を伴った居場所の提供、経済教育などを提供している。

2011年
・震災直後の⼦どもたちの
 学習⽀援・居場所づくり
・⽂部科学省緊急スクール
 カウンセラー等派遣事業
・ＯＥＣＤ東北スクール
・タダゼミ・ガチゼミ

2015年
・English Drive
・タダゼミJr.
・東北シンポジウム

2017年
・東北事務所移転
・志津川⾼校「志翔学舎」
・地⽅創⽣事業
（Ｕ18東北次世代育成カン
ファレンス、U25ビジネス
コンテスト）



⼦どもたちが抱える課題

【宮城県の子どもの現状】　※2016年度

●不登校（小・中）全国1位　

●不登校（高校）全国4位

●いじめ 全国3位

●高校中退 全国4位

東日本大震災から7年が経過し、当時の中高生の中にはすでに「親」になっている人もいます。

宮城県の子どもの現状は、不登校率も高いまま、発達障害・発達性トラウマ障害・虐待など、多く

の問題があります。

震災の影響と言えるかどうか定かではありませんが、貧困の問題も子どもの養育環境を阻害して

います。



 そもそも「⼦どもの貧困」とは

「家にお⾦がない」ということが経済的な次元を超え、さまざまな不利と	
結びつき、複合的な不利が⽣まれます。	
家庭の経済状況は⾐⾷住、健康⾯、親の⼼理⾯、体験、学習環境など、	
さまざまな⾯に影響します。	
	

経済的	
困窮

不⼗分な
⾐⾷住

健康・	
発達への影
響

親の	
労働問題・
ストレス

虐待・	
ネグレクト

⽂化的資源	
の不⾜低学⼒

さまざまな
体験の不⾜

低い	
⾃⼰肯定感

孤⽴	
 ・排除

この複合的な不利が、	
⼦どもの可能性を奪っていきます	 参考：秋⽥喜代美・⼩⻄祐⾺・菅原ますみ編著

「貧困と保育」かもがわ出版 2016年



 ⾼校受験対策講座［タダゼミ］

キッズドアの取り組み ≪仙台≫ 

 中退防⽌・⼤学受験対策講座［ガチゼミ］

経済的な理由で、塾などの有料教育サービスを受けることがで
きない中学3年⽣を対象に受験対策を⾏っています。
2011年にスタートしたこの講座は現在も続いており、
受講⽣徒数は延べ300名となります。

2018年は30名の⽣徒が志望校合格を⽬指し、
ボランティアの先⽣⽅と⼀緒に⽇々勉強に励んでいます。

経済的に厳しい環境にある⾼１〜3年⽣を対象に、2011年から
スタートした無料学習会。
困窮家庭の⾼校⽣は、経済的な理由や学⼒⾯、環境変化などの
理由で中退の危険性が⾼く、⾼校卒業後の進路選択も難しい状況にあり、
社会のサポートを必要としています。

現在は、25名の⽣徒が登録しています。
参加希望者が年々増えており、希望進路も多種多様なため、
⼀⼈⼀⼈に合わせるため改善を重ねながら運営しています。



キッズドアの取り組み ≪仙台≫ 

 English Drive 

遅刻常習犯・⽋席続き・⾚点連発など今にも⾼校中退しそうな⼦、
⼤学進学を⽬指して勉強も部活も頑張っている⼦、
就職や進学の壁に直⾯している⼦、
交友関係や家庭の愚痴を聞いてほしい⼦、
そんな中⾼⽣のための⼼の拠り所＆⾃由な学習スペースです。

週3⽇オープンしている教室では、スタッフやボランティアが
⼀⼈⼀⼈に寄り添い、悩みに付き合ってくれます。
週に1回程、⼣⾷提供もしています。

経済的な理由で英語学習に触れる機会がない⼦どもたちは、
周囲と⽐べて遅れをとり、英語に対する苦⼿意識を持つことが
少なくありません。 

これからの未来を考えると、英語⼒は必要不可⽋。
キッズドアでは⼦どもたちが気軽に楽しく、英語に触れる機
会を作っています。

 ⼼の拠り所：⾃由な学習スペース『Ｓりびんぐ』



 タダゼミ南三陸

東⽇本⼤震災から7年が経ちましたが、南三陸町は津波被
害により閉校や統合を余儀なくされ、徒歩で通学ができな
い⽣徒たちが多くいます。
そんな南三陸町の⼩・中学⽣のために、キッズドアでは
2011年から継続した学習⽀援を⾏って来ました。

2018年は、「タダゼミ南三陸」という学習会を開き、
⾼校受験を頑張りたい中学3年⽣のための受験対策を
⾏っています。

キッズドアの取り組み ≪南三陸≫

 志津川⾼校「志翔学舎」

南三陸町では⼈⼝流出が進み、町内に唯⼀ある志津川⾼校も
年々⼊学者数が減り続けています。
「歴史ある志津川⾼校をなんとかしたい！」
そんな思いからスタートしたのが、町の公営塾とも⾔える
「志翔学舎」です。

スタッフが常駐し、勉強や進路について
いつでも相談できるʻ志校⽣の居場所ʼとなっています。



キッズドアを体験された⽅々から

・塾に通わせることが当たり前の時代の中、母子家庭との理由で諦めていたので、このような場があることは
とてもありがたかったです。また、学区外や現役の大学生の皆さんと関わることはとても刺激になりよかった
と思います。時々、夕飯を出していただけるなど温かい環境もありがたく、子どもも自主的にキッズドアへ通
っていたように思います。 
・英語が苦手で始めたＥ－ｄｒｉｖｅでしたが、すぐに英語は面白い！話したい！と言うようになり、日常会
話の中でも英語についての話題が増えました。先生や仲間との絆もでき、一緒に頑張るという気持ちが芽生え
たのも、とてもよかったと思います。 
・進路のことで悩んでいた時に、いつも相談に乗ってもらっていました。そのおかげで、後悔しない選択がで
、無事に進路が決まりました。 
・キッズドアに通うことで、不登校気味な息子が学校へ通う意欲を出すようになりました。 
・このような場所があることを知ることが出来ずにいる子どもがまだたくさんいると思います。この事業は必
要な事であり、子どもたちの選択肢を狭めないためにも、今後も継続していただきたいと思っています。 
 
 
 
 
・通い始めたころは勉強するのが嫌で仕方ありませんでしたが、勉強を教えてもらううちに、段々わかるよう
になりました。勉強だけでなく人生相談や恋愛相談にも乗ってもらえ、私にとって第二の居場所になりました。 
・家で勉強していると、夜遅くにしかお母さんが帰ってこなくて、寂しい思いをしていました。でも、キッズ
ドアにいると温かい雰囲気で勉強ができたので、とても良かったです。高校に進学してもキッズドアに通い
ます。 
・今まで、宿題を家でやってもわからない所はそのまま放置でした。キッズドアに通うようになって、わから
ない所を聞けるようになり、勉強が楽しくなりました。 
 
 

n  保護者の声

n  ⽣徒の声



 キッズドアの無料学習会（⾃主事業）を 
 企業・個⼈の皆様に⽀えていただく仕組みです。

⇒ 応援クラブのご⽀援は、
  学習スペース家賃・体験活動材料費・プリント印刷費 等
  に使⽤させていただきます。

選べるご⽀援額（年間）
１0万円・５万円・3万円

⾼校・⼤学への進学を⽬指す⼦どもたちの
「⼈⽣を変える⼀年」につながります。

キッズドア応援クラブとは？



キッズドア東北応援クラブメンバーになると

n  キッズドア応援クラブサイト
 並びに事業報告書にて、御社ロゴマーク・社名を
 掲載させていただきます

http://backers.kidsdoor-fukko.net/

n  南三陸杉を使⽤した⽊製オリジナルプレート進呈
 お名前を⼊れて、学習スペースに掲⽰させていただきます。

n  応援クラブの集いにご参加いただけます。
東京・仙台にて、それぞれ年1回開催予定

n  メンバー証（初回）のご発⾏
n  事業報告書（年1回）のご送付
n  その他、キッズドアが主催するイベントへご案内

応援クラブサイト

応援クラブメンバーのみご参加いただける交流の場。
⽇本の⼦どもたちの未来を応援するメンバーの皆様との
ネットワークづくりにお役⽴ていただけます。

n  応援クラブＷｅｂバナーをお使いいただけます
御社ＨＰにご掲載いただき、ＣＳＲ活動の広報にお役立てください。	



メンバー資格の有効期限について

n  現在募集しておりますのは2019年度メンバーです。

    【⼀次募集】2019年2⽉10⽇まで  【⼆次募集】2019年6⽉10⽇まで

n  有効期限：４⽉から翌年３⽉まで（１年間）
Ø Ｗｅｂサイトへのロゴマークのご掲載は⼊会後随時させていただきます
Ø 次年度以降は、基本的に⾃動継続となります

n  ご⼊会⽅法
Ø キッズドア東北応援クラブメンバー規程をご確認の上、⼊会申込書をご提出ください。
 ⼊会申し込み受付後、
Ø ご請求書を発⾏いたしますので、年会費のお振込みをお願いいたします。
Ø Ｗｅｂサイト掲載⽤の御社ロゴマークデータを t-backers@kidsdoor.net までお送り下さい。

n  翌年以降の流れ
Ø 有効期限終了の1か⽉前までに発⾏いたしますので、翌年会費のお振込みをお願いいたします。

n  退会のお⼿続き
Ø 期限の切れる1か⽉前までに退会届をご提出ください。



『すべての⼦どもに夢や希望が持てる社会』
の実現のため、ぜひお⼒をお貸しください。

皆様のご参加をお待ちしております。

特定⾮営利活動法⼈ キッズドア
〒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 
応援クラブ担当 E-mail : t-backers@kidsdoor.net 


