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トマ・ピケティ著
「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％ 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、2014年度はおよそ３兆8,000億円
2010年度に初めて3兆円を超えてから、わずか4年で30％も増加、
⼤きな負担となっています。 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

教育学習⽀援活動
•  中学⽣向け「タダゼミ」
•  ⾼校⽣向け「ガチゼミ」
•  ひとり親／⽣活保護家庭向け学習⽀援
•  児童養護施設向け学習⽀援

キャリア教育⽀援活動
•  都⽴⾼校向けキャリア教育事業
•  英語教育「English Drive」
•  プログラミング教育「IT Drive」

ボランティア育成⽀援活動

キッズドアは、貧困の連鎖を断ち切る⽀援活動を⾏っています。

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



無料の⾼校受験対策講座［タダゼミ］

キッズドアの取り組み ≪東京≫ 

⾼校中退防⽌・⼤学受験対策講座［ガチゼミ］

※上記の⾃主事業以外にも、⾏政からの委託による無料学習会も多数開催しています。

経済的な理由で塾などの有料教育サービスを受けることが
できない中学3年⽣を対象に、都⽴⾼校の受験対策を⾏っています。
2010年に夏期講習からスタートしたこの講座は、その後、
杉並区・⾜⽴区で開催を続け、これまで参加した全ての⽣徒たちが、
⾼校進学の夢を果たしてきました。
2016年度は新たに中央区にも拠点をオープンし、
3拠点で計60名の⽣徒が進学に向けて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、豊島区1拠点で約40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、東京都内での2ヶ所⽬の
開設の必要があります。



キッズドアの取り組み ≪東京≫ 

English Drive /  IT Drive

※上記の⾃主事業以外にも、⾏政からの委託による無料学習会も多数開催しています。

⾼校を中退してしまい、就労や進学の壁に直⾯している若者への
学習⽀援クラスです。
週5⽇間オープンしている教室で、常駐のチューターの先⽣のサポー
トを受けながら
・⾼卒認定試験の対策
・通信⽣⾼校のレポート課題の作成
・編⼊試験対策、⾯接練習 
などを⾏っています。

経済的な理由で英語学習に触れる機会がない、パソコンに触
れる機会がない⼦どもたちは、周囲の⼦どもたちに⽐べて遅
れをとり、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、英語とITのスキルは必要不可⽋
。キッズドアでは⼦どもたちが気軽に楽しく、英語やITに触
れる機会を作っています。

⾼校中退者・通信制⾼校⽣向けの無料学習教室『リファインド』



 仙台での学習会・⾃習室運営

東⽇本⼤震災から5年が経ちましたが、東北では直接的に
地震・津波による倒壊被害を受けていない地域・家庭でも
、保護者の失業や収⼊減などによって⼦どもたちの教育に
も⼤きな影を落としています。

中学⽣〜⾼校⽣が約50名登録しているキッズドア仙台では
、週末の授業型学習会だけではなく、毎⽇⽣徒が通える⾃
習室運営を拡⼤し、⽣徒達が平⽇いつでも勉強をしに通え
る体制を整えています。

キッズドアの取り組み ≪東北≫

 南三陸への学習⽀援

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るため、スクールバ
スが出ています。キッズドアは2014年より、帰りのバス
の発⾞時間までの放課後残っている中学3年⽣に向けて、
無料の学習⽀援を⾏っています。

仙台からの学習⽀援員派遣と、東京からのオンライン授業
で⼦どもたちの学習をサポートしています。



■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年度に学習会を実施した主な地域



2017年度都内の活動地域

東京都内学習会拠点数 54教室
うち⾏政からの委託事業 42教室



キッズドアを体験された⽅々の声

n  合格者の喜びの声

n  保護者の声n  受講⽣の声

塾に通える⼦に学
⼒が引き離される
と焦っていたので、
学習⽀援を受けら

れて良かった。

志望⾼校に合格し
たので、医師にな
るために国⽴⼤医
学部を⽬指します

ここで愚痴や弱⾳
を吐き出せなかっ
たら、⼼が折れて

いた

何度かタダゼミに
⾏くのが嫌だった
時もあったけど参
加して本当によ

かった
⾃分の夢のために、
⾃分から机に向か
うようになった。

これが何よりも嬉
しい

毎回タダゼミから
帰って来ると、楽
しそうに先⽣の様
⼦を話してくれま

す。

タダゼミの先⽣に
話を聞くうちに、

息⼦が将来の夢を
語るようになって

くれた

「キッズドアの⽅々は、本当に親⾝になって私を⽀えてくれました。

そのおかげで今年岩⼿⼤学に合格し、今は楽しく⼤学⽣活を送っています！

本当に⼼から感謝しています、ありがとうございました！⼤好きです！」
【ガチゼミ】仙台
2014年度卒業⽣ 

⽵⾕史⾹さん



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

⇒ 応援クラブ×30法⼈で無料学習会１クラスの運営を
  1年間⽀えることができます。

ご⽀援額：年間 1⼝１0万円〜

御社からのご⽀援が、
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？



キッズドア応援クラブメンバーになられると

n  キッズドア応援クラブサイト
http://backers.kidsdoor.tokyo/

 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。

n  応援クラブの集いを開催します。
年1回東京にて、2⽉頃予定

n  メンバー証
  （年１回）のご発⾏

n  キッズドアが主催するイベントに優先的にご案内さ
せていただきます。

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、活動報告と交流の場です。
同じく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。

n  事業報告書（年1回）のご送付



メンバー資格の有効期限について

n  有効期限：⼊会⽉から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 キッズドア応援クラブメンバー規程をご確認の上、⼊会申込書をご送付ください。
 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 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』
の実現に、

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
〒104-0033 東京都中央区新川2－1－11 ⼋重洲第⼀パークビル7階

ＴＥＬ：03-5244-9990 / ＦＡⅩ：03-5244-9991 
応援クラブ担当 E-mail : backers@kidsdoor.net 


