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     年度末報告書（実⾏団体⽤） 
 

１年⽬ 年度末報告書 
1．事業名 「⼀⼈も取り残さない」ための包括的学習⽀援展開事業 

ー拠点型・アウトリーチ型・オンライン型学習⽀援を組み合わせてー 
2．実⾏団体名 社会福祉法⼈さぽうとにじゅういち 
3．実施期間 2020 年 4 ⽉〜 2023 年 3 ⽉ 
4. 報告期間 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇〜2021 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
5.事業進捗に関する報告（概要）  進捗状況 
中⻑期アウトカム 
・⾸都圏近郊において、外国ルーツの児童・⽣徒が居住地域にかかわらず、
来⽇後速やかに⽇本語のハンディキャプを克服し、⼗分な教育を受けられ
るようになる。 
・後続事業の参考になる拠点型＋アウトリーチ型＋オンライン型の学習⽀
援のモデル（効⽤や課題を含む）を提⽰する。 

 

短期アウトカム 
1.（拠点型⽀援・アウトリーチ型・オンライン型⽀援共通） 

受講者の⽇本語を読み、書き、話し、聞く能⼒が向上する 
 
 
 
 

 
２.（拠点型⽀援・アウトリーチ型・オンライン型⽀援共通） 

受講者（⼩中学⽣）の学校成績が向上し、学業が継続され、進級、進学
できる 
 

 
 
 
 
 
 

 
１．計画より遅れている（外国⼈児童⽣徒のための JSL 対話型アセスメント
（DLA）の判定に⾄らなかった） 
DLA の実施により受講者の⽇本語能⼒の正確なアセスメントを⾏った上でそのステ
ージアップを⽬指していたが、DLA 判定を⾏うアセッサーの育成に時間を要したた
め、DLA の実施・判定には⾄らなかった。2021 年度上期に初期値の設定を⾏い、
取り組みを進めていきたい。  
 
２．その他（新型コロナウィルス感染症（以下、感染症）拡⼤によりオンライン型

学習を中⼼とする実施形態へと変更したため） 
コロナ禍にてオンライン型学習が中⼼となったため、受講者（⼩中学⽣）54 名の⽀
援開始段階の学校成績の確認が困難であったほか、通知表評定や評価シート等を利
⽤した⾃⼰評価の機会の提供が難しく実施できなかったため、⼝頭による確認が中
⼼となった。⼀⽅、⾼校進学について、進学希望者 4 ⼈は全員合格し、事業初年度
においても⽬標値を達成することができた。 
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３.（拠点型⽀援・アウトリーチ型・オンライン型⽀援共通） 
受講者（⾼校⽣）の学校成績が向上し、学業が継続され、進級、進学で
きる  
 
 
 
 
 
 

4.（アウトリーチ型⽀援対象エリア拡⼤） 
学校や学習⽀援室以外に学習の場がつくられる 
 
 
 
 
 

5.（学習⽀援者向け⽀援） 
学習⽀援者の⽇本語・学習⽀援能⼒が向上する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.（学習⽀援者向け⽀援） 

学習⽀援者のオンラインでの⽇本語・学習⽀援能⼒が向上する 
 
 
 

３．その他（感染症拡⼤によりオンライン型学習を中⼼とする実施形態へと変更し
たため） 

受講者（⾼校⽣）の⽀援開始段階の学校成績の確認については、オンライン型学習
が中⼼となったため困難であり、通知表評定や評価シート等を利⽤した⾃⼰評価の
機会を提供することは難しかった。しかし、⾼校 3年⽣ 6⼈については、通知表評
定から１がなくなり、評定の向上が確認された（⾼校 1・2 年⽣ 11 ⼈は確認できな
かった）。また、⾮中退率については 17⼈全員の 100％維持が達成され、⽬標値を
達成した。 

 
４．計画どおり進んでいる 
学習⽀援個所 10件を 2022 年度末までの⽬標値としており、2020 年度は、1件
（千葉県⾼洲地域の教室）を設置するなど、計画どおりに進めている。今後、アウ
トリーチ型⽀援を主として担う⼤学⽣をいかに発掘するか、どのようなネットワー
クを築いていくかを含めた⽀援の枠組みづくりを⾏い、⽀援個所の拡⼤を⾏ってい
きたい。 
 
５．その他（計画どおりであるものと対応を変更したものが含まれる） 
DLA（外国⼈児童⽣徒のための JSL 対話型アセスメント）習得者数については、
2022 年度末を最終的な達成時期として⽬標値を設定しているが、2020 年度につい
ては全４回の勉強会・研修会の実施後、DLA の有効性を確認し、アセッサーとして
積極的に関わる⼈材 15 ⼈を確保できた。学習⽀援を受ける学習者の満⾜度につい
ては、アンケート作成・実施を予定していたものの、学習者本⼈より、⽀援者を評
価することの難しさについて意⾒が多く出されたため、アンケートの実施を⾒送っ
た。今後は当初設定した⽬標値/状態について修正をし、満⾜度調査の⽅法につい
ては第三者によるヒアリング等、実施⽅法の再検討を⾏っていきたいと考えてい
る。⼀⽅、⽀援者に対するアンケート結果からは、「⽀援能⼒が向上した」という
回答（5 名）が全体の 83％（会社員、⾃営業等：3名（75％）、学⽣：1 名
（100％）、⽇本語教師：1 名（100％））を占め、80%以上という⽬標値を達成し
た。 
 
６．その他（計画どおりであるものとそうでないものが含まれる） 
学習⽀援者のオンライン学習⽀援対応可能者数は、⽬標値 50 ⼈を⼤幅に超えて 76
⼈を達成した。学習⽀援者の評価については、アンケート調査実施の際に、学習者
より、⽀援者を評価することの難しさについて意⾒が多く出されたため、アンケー
トの実施を⾒送り、数値による評価は⾏えなかった。今後は、当初設定した⽬標値
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7.（学習⽀援「開始者」向け研修） 

学習⽀援者の⽇本語・学習⽀援能⼒が向上する 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
８.（拠点型・アウトリーチ型⽀援） 
散在地域の外国ルーツ⻘少年、ムスリム家庭の⻘少年等の抱える教育上
の課題に関⼼をもつ⼈が増える 

/状態について修正をし、満⾜度調査の⽅法については第三者によるヒアリング
等、実施⽅法の再検討を⾏っていきたいと考えている。しかし、学習⽀援時の学習
の様⼦からは、学習者の学習⽀援者に対する満⾜度の⾼さが感じられる。学習⽀援
者のオンラインでの⽇本語・学習⽀援能⼒に関するアンケート調査では、「⽀援能
⼒が向上した」という回答（14 名）は全体の 61％を占め（会社員、⾃営業等：9
名（69％）、学⽣：2 名（100％）、塾講師：0 名（回答 1 名）、専業主婦：1 名
（100%）、退職者：2 名（33％））、⽬標値には届かなかった。 
 
７．その他（対応を変更したものが含まれる） 
学習⽀援者の⽇本語・学習⽀援能⼒に関しては、当初、学習者による満⾜度調査を
通して確認する予定であったが、学習者より、⽀援者を評価することは難しいとい
う意⾒が多く出されたため、予定していた形式でのアンケート実施では適切なデー
タの収集が困難であると考え、実施を⾒送った。学習⽀援「開始者」の⾃⼰評価に
ついては、「⽀援能⼒が向上した」という回答（12 名）は全体で 63％（会社員、⾃
営業等：6名（87％）、学⽣：5 名（63％）、休職中：0 名（0％）（回答 1 名の
み）、退職者：1 名（100％）、不明：0 名（0％）（回答 1 名のみ））を占め、80％以
上という⽬標値は達成できなかった。このことは、⽀援能⼒の向上を実感するに⼗
分な回数の活動を⾏っていないためだと考えられる。今後、継続的に活動参加する
中で、学習者、コーディネーター、他のボランティアとのやりとりを重ね、経験を
積み徐々に能⼒の向上を図っていただきたい。 

 
 

８．その他（⽬標達成時期は 2022 年度末） 
2020 年度は、すでに活動参加者数が 43⼈（2020 年度 10⽉以降の新規活動参加者
は 18⼈）と⽬標値の 20 名の 2倍以上をすでに達成した。これは、オンライン型学
習⽀援、平⽇の学習⽀援の開始に伴い、距離や曜⽇を問わず活動参加が可能となっ
たことが⼀因であり、加えて、ホームページや facebookを通じた広報、外部での積
極的な活動紹介の成果だと思われる。今後シンポジウムを開催する際は、参加者の
関⼼度をアンケート調査で測る予定である。 
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アウトプット 
1-1.（拠点型⽀援）⽬⿊教室で学習⽀援を実施する 
 
 
 
 
 
 
 
1-2.（拠点型⽀援）錦⽷町教室で学習⽀援を実施する 
 
 
 
 
 
1-3.（拠点型⽀援）冬期休暇期間集中学習⽀援を実施する 
 
 
 
 
 
2.（拠点型⽀援）⾏徳教室で学習⽀援を実施する 
 
 
 
 
 
 
 
3.（アウトリーチ型⽀援）アウトリーチ型学習⽀援を実施する 
 
 
 
 
 

 
1-1. その他（⽬標達成時期は 2022 年度末） 
2020 年度は、⽬⿊教室での学習⽀援を 9⼈に対して 44回（延べ 226⼈（5.1 ⼈/
回））実施し、継続率は 100％であった。感染拡⼤防⽌のため、オンライン型学習
を中⼼に実施し、感染防⽌の観点から拠点型（対⾯型）教室への参加者数を制限せ
ざるを得なかったため当初の⽬標値との⽐較は難しいものの、コロナ禍でありなが
ら 1回につき約 5 名の参加を継続して確保することができたことは評価できるとい
える。 
 
1-2. その他（⽬標達成時期は 2022 年度末） 
感染拡⼤防⽌のため、オンライン型学習を中⼼に実施するよう切り替え、拠点型
（対⾯型）の実施を減らして学習⽀援を⾏った。2020 年度は、年 35回実施し、5
⼈（延べ 76⼈（2.1 ⼈/回））の外国ルーツ⻘少年に対する学習⽀援を実施した。ま
た、継続率は 100％であった。 
 
1-3. 計画より進んでいる 
冬期休暇期間集中学習⽀援は、コロナ感染拡⼤を踏まえて対⾯とオンラインの両⽅
で⾏った。⽬標値を⼤幅に上回る 7 回実施し、参加者は 30 ⼈だった（延べ⼈数：
拠点型 39⼈、オンライン型 50 ⼈）。継続率も 100％であったことから、同様の取
り組みを今後も続けていきたい。 
 
2．その他（実施回数を変更したため） 
平⽇⼀⽇、⼟曜⽇⼀⽇開催の計画だったが、平⽇はモスクでの勉強があることが明
らかとなり、その学習と重ならないようにするため、⼟曜⽇⼀⽇開催に変更した。
また、感染拡⼤防⽌のため、対⾯から⼀部オンライン型学習を⾏うという対応を⾏
い、それに従って、実施回数は⽬標値を下回らざるを得なかった。しかし、31回
実施した⾏徳教室での学習⽀援は、9⼈の参加があり（延べ 129⼈（4.1 ⼈/回））、
100％の継続率が確認された。 
 
3．その他（⽬標達成時期は 2022 年度末） 
感染症拡⼤の状況下、外出を控えなければならず、アウトリーチ先の開拓、⽀援者
確保は積極的に⾏えないという状況にあった。そのため、アウトリーチ型学習⽀援
の実施回数や受講者数は想定よりも下回ったが、13 回の実施、2 ⼈の参加（延べ
25 ⼈（1.9⼈/週））、100％の継続率が得られた。 
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4.（オンライン型⽀援）オンライン型学習⽀援を実施する 
   
 
 
 
 
5-1.（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型⽀援）⼤学⽣学習⽀援者を 
増やす 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-2.（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型⽀援）学習⽀援者勉強会を 
実施する 
  

 
 
 
5-3.（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型⽀援）学習⽀援「開始者」 

向け研修を実施する 
  

 
 
6. 拠点型・アウトリーチ型・オンライン型統合学習⽀援の成果を発表する 

4．その他（開催計画の変更） 
⼟⽇と平⽇ 2 ⽇の週 4 ⽇の開催計画だったが、受講者や保護者からの要望があり平
⽇も毎⽇開催した。そのため、⽬標値を⼤きく上回る年 341回実施し、60 ⼈（延
べ 4,033⼈（11.8⼈/⽇））の参加があった。また、継続率は 100％だった。受講者
や保護者のニーズに寄り添い、その要望に迅速に対応することができた。 
 
5-1. 計画より進んでいる 
⾼校や⼤学の授業やサークル活動の⼀環でインタビュー等の申し⼊れがあった場
合、当団体としてはできる限りその要望に対応することを⼼がけてきた。その結
果、当団体の活動をよく理解した上で、学習⽀援の活動に参加する学⽣が増加し
た。それらの学⽣を「⼤学⽣チーム」として編成し、まとめ役を配置し、さらに研
修資料作成やアウトリーチ型⽀援の展開という、成果の⾒えやすいタスクを課し
た。それらの活動を通して学⽣同⼠の繋がりが深まり、学⽣⾃らが積極的に新規参
加者の獲得に動くようになり、⽬標値を上回る⼤学⽣ 25 ⼈が学習⽀援者として参
加することになった。 
 
5-2. 計画どおり進んでいる  
学習⽀援者勉強会は、座学での講義だけでなく、実践的なトレーニングの場が必要
と判断し、⽬標値の２倍である４回実施した。計 75 ⼈（1回 27⼈、2回 25 ⼈、3
回 14 ⼈、4回 9⼈ ※3 回⽬、4回⽬はアセッサー希望者のみを対象）の参加者が
あり、団体としてアセスメント実施に踏み切る状況を整えることができた。 
 
5-3. 計画どおり進んでいる（研修の実施回数の調整） 
グループあるいは個別での研修を実施した。学習⽀援「開始者」の個々の都合を優
先させ、柔軟に対応したため、当初の計画より開催数は増え、27 回（グループ 11
回、個別 16 回）実施し、合計 47⼈という多くの参加者を得られた。 
 
6．その他（⽬標達成時期は 2022 年度末） 
報告書の作成、配布やシンポジウムの実施等については、2020 年度の実践の振り
返りをもとに課題の解決に真摯に取り組み、活動をさらに充実させ、より現実的か
つ有益な報告ができるよう準備を進めていきたい。 
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6.事業進捗に関する報告（詳細） 
 外国ルーツ⻘少年に対する学習⽀援は、コロナの影響を受け、拠点型（対⾯型）の活動を縮⼩してオンライン型学習を中⼼に実施したため、⽬⿊教室と錦⽷
町教室では実施回数と受講者数が⽬標値を下回った。⾏徳教室では、学習者が平⽇モスクで勉強していることが明らかとなり、開催を週 1回に減らしたため実
施回数は⽬標値を下回った。⾏徳教室については、当該地域の定住外国⼈をよく知る（社福）⽇本国際社会事業団と連絡を取り合い、当事者理解、ニーズ調査
に努めた。今後も房総多⽂化ネットワーク、千葉⼤学「移⺠難⺠スタディーズ」と協⼒して地域の理解に⽣かしていく。冬期休暇期間集中学習⽀援は、受講
者・保護者へのヒアリングの結果、⽀援ニーズが⾼いことが分かり、開催⽇数・場所を年 7 回・4 か所に変更しオンラインでも⾏った。受講者数は計画を上回
り、今後も実施してほしいとの声が寄せられたため、次年度以降も予定している。 

学習⽀援の受講者（⼩中⾼⽣）の評価を通じた現状把握等については、オンライン型学習が中⼼であったため受講者に関する情報確認が難しく、評価関連デ
ータの⼊⼿は困難であった。今後は、通学校の年間予定表を⼊⼿し、⼩中学⽣に関しては保護者との⾯談の設定・情報共有の協⼒・個別の学習状況の確認を⾏
うこと、また、⾼校⽣向けには進路相談を⼊学時から開始・個別の学習状況の確認等をしていきたい。他⽅、⾼校進学希望者 4 ⼈は全員公⽴⾼校普通科に進学
し、進学決定後も学習⽀援に参加している。看護⼤学に進学した 1 名は、「学習⽀援室に通うことで毎回⾃分⾃⾝の学⼒の向上を実感していた。⽀援を受けて
いなかったら⼤学進学は果たせなかったと思う。」と語り、⾃⼰評価の⾼まりや⾃信を⾒せた。なお、学習者に対する満⾜度調査は、⽀援をしてくれる⼈の評
価が難しいという意⾒が多かったことから、⽬標値/状態を修正し、第三者によるヒアリング等の対応⽅法を検討している。 

コロナ感染拡⼤を踏まえてアウトリーチ活動も実施回数、受講者を制限して⾏ったため⽬標値を下回った。しかし、アウトリーチ型⽀援をきっかけに遠隔地
からの相談（近くに勉強できる場所がない、他県から東京近郊に引っ越し学習⽀援に関して何も情報がなくて困っている等）が寄せられ、⽀援対象エリアが拡
⼤した。また、当団体の⻑年に亘る難⺠向け学習⽀援室の経験、千葉市⾼洲地域在住の中学⽣へのオンライン型・アウトリーチ型学習⽀援の実績が⾼く評価さ
れ、2021 年 4⽉から（公財）アジア福祉教育財団の委託を受け、⼩学⽣向けの平⽇ 4 ⽇間の学習⽀援教室の開催実現が決定した（同地域は、⽇本政府が主導す
る第三国定住難⺠が 3か年にわたり定住し、⼩中学⽣ 10 ⼈以上に対する教育をどう進めていくかが⼤きな課題としてあげられており、2020 年 4⽉以来、同財
団が対応策の検討を重ねていた）。今後は⾼洲地域でのアウトリーチ型学習⽀援の経験を踏まえ、⽀援体制を作るまでの仕組みづくりに注⼒していきたい。 

学習⽀援者の確保や⽀援の実施については順調に進んだ。オンライン型⽀援は計画通り進み、活動実施⽇ 341 ⽇、学習者延べ 4,489 ⼈、ボランティア延べ
3,745 ⼈（国内・海外居住者含む）が活動に参加した。また、活動説明会は計 27 回実施し、団体概要、学習⽀援室の活動、在⽇難⺠やその⼦どもの現状・課題
等を伝えた。また、⼤学⽣の学習⽀援者は 25 ⼈に達し、彼／彼⼥らの紹介や独⾃のネットワークでの発信により、ボランティア希望の⼤学⽣からの連絡が継続
してみられた。 

学習⽀援者の⽀援能⼒の向上に向けては、DLA勉強会・研修会を計 4回（参加者合計 75 名）実施し、DLA アセッサー候補者が実践を開始した。勉強会・研
修会後にはアセッサー希望のボランティア 15 ⼈が集まった。ただ、アセッサーの育成は時間を要したため、実際の DLA 判定の実施には⾄らなかったことから
2021 年度上期に DLA 判定に関わる初期値の再設定を⾏う。⼀⽅、「⽀援能⼒が向上していない」と回答する⽀援者がおり、理由として「参加⽇数の不⾜」が多
く挙げられた。「多彩な学習者との授業経験の積み重ね」、「他のボランティアの授業の⾒学」、「他のボランティアとのやりとり」により、⽀援能⼒の向上を実感
する者が多くいたことから、「継続的な活動参加への促し」、「ボランティア同⼠の交流の機会の提供」が有効であると考える。オンライン型については、学習⽀
援対応可能者数は⽬標値を達成したが、⾃⾝の⽀援能⼒の向上を感じていない者が 4割近くいた。「学習者がビデオカメラをオフにしていて反応が⾒えない」、
「気持ちが伝わりにくい」といった声が多く聞かれた。オンラインでの学習⽀援については、受講者・ボランティアの双⽅が気持ちよく参加するためのルール
（ビデオオン/オフについて等）づくりとその徹底が課題であるため、2021 年度以降は双⽅の意⾒を聞きながら、オンライン型学習⽀援の形を整えていきたい。 

 
7.資⾦計画に関する報告 
① 資⾦計画どおりの執⾏状況ですか。 ： 計画どおり進んでいる ／ 計画より遅れている ／ その他（理由につき、以下に記載） 
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→①で「計画どおり進んでいる」以外を選択した場合の理由：  
・感染症の状況により、感染予防の観点から拠点型の教室活動の縮⼩開催、イベントを中⽌する等の対応を⾏った。また、アウトリーチについても活動を控え、
⽀援対象者へのアセスメントも限定的に実施することとしたため、主に賃借料、謝⾦、旅費交通費について当初計画よりも減額となっている。 
 
② 報告年度に⽤意する予定だった⾃⼰資⾦は集めることができましたか。： 計画より進んでいる ／ 計画どおり進んでいる ／計画より遅れている 
→②で「計画より遅れている」を選択した場合の理由：  
 
8.報告期間における課題と次年度にむけた取り組み 
 学習⽀援室活動は対⾯とオンラインを併⽤することにより、ほぼ計画通り実施することができた。関係者（ボランティア、講師、団体役員等）の協⼒を仰ぎ、
オンライン活⽤の勉強会等も頻繁に⾏ったことが実を結んだと思われる。⼀⽅で、感染症拡⼤の状況下では、開始時期を変更せざるをえない取り組みが複数あ
り、勉強会や研修会、アウトリーチの学習⽀援等の活動は 2020 年度下期に集中せざるを得なかった。そのため、どの活動も事前の準備、事後の振り返りを⼗分
に⾏う時間までとることが困難であったため、今後は、コロナ禍での事業実施をどのように進めるべきかについて、早期に計画的に検討していく必要性が明ら
かになった。 
2021 年度は、上記を踏まえて、事業計画を⼀部変更し、経費を新たに計上しつつ、以下の３点について取り組んでいきたい。 

１. DLA 勉強会・研修会の継続開催とアセスメントを実践する。2020 年度に実施したアセッサー育成のための DLA 勉強会については、実際にアセスメントが
できるようになるまでに、アセッサー候補者が、アセスメントの実践を繰り返し⾏い、互いに切磋琢磨し、アセスメントのスキルを向上させていく必要がある
ということが明確になった。最終的には、さぽうと２１で学習をする全ての⼦ども・若者についてアセスメントが⾏われることを⽬標としているため、時間を
かけて、継続的に DLA を学ぶ場、実践を検証する場を設けていく必要がある。そのため、講師謝⾦・アセスメント謝⾦とそれに伴う交通費を追加で計上し、ア
セッサー育成を確かなものとする。さらに、アセッサーによるアセスメント結果をどのように共有していくか、どのように更新していくかなど、アセスメント
に関わるシステムの構築について検討していきたい。 
２. ⼤学⽣ボランティアをさらに増強する。2021 年度、アウトリーチの活動を増やしていくためには、適切な学習⽀援ができるボランティアが、関東近郊に数
多く存在している必要がある。アウトリーチ型学習⽀援の対象エリアの拡充、安定的な実施のためには、⼤学⽣ボランティアへの期待は⾮常に⼤きい。そこで、
効果的なボランティア募集を⾏い、活動参加までの⼯程をできるだけ減らして参加しやすくする⽅策を検討する必要がある。⼤学⽣参加者は、貴重な発信者で
もあるため、彼／彼⼥たちと柔軟なネットワークを構築して、⽀援者層のさらなる拡⼤を図りたい。 
３. ホームページ上に当該事業に関連した特設ページを制作する。そこでは、当団体が本事業で進める活動の報告と共に、⼦どもたちの声、⽀援者の思いが紹介
されるページを作成する。これまでのホームページでは当団体の活動全体を紹介するに留まり、学習⽀援の活動の実際の様⼦や、関わる⽅々のことを⼗分に発
信することができていなかったが、特設ページを設けることでより多くの⽅の関⼼を引き、外国ルーツ⻘少年の教育に新たな理解者、⽀援者を獲得したい。 
9.広報に関する報告 
 
●メディア掲載： 
・2020 年 6 ⽉ 29⽇発⾏「「地域に⾶び出す市⺠国際プラザ」 団体活動インタビュー」に掲載 
http://www.plaza-clair.jp/interview/contents/00115012.html 
※概要：当団体の活動のうち学習⽀援室事業を中⼼に紹介し、当該事業についても⾔及している 

・2020 年 11⽉ 12 ⽇発⾏「地域⽇本語⽀援ニュース こだま 第 391号」に掲載 
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⽇本語教育に関する事業を全国で⾏っている公益社団法⼈国際⽇本語普及協会（AJALT）発⾏のメールマガジンで、登録者に配信される。内容については、
別添資料をご参照。 
※概要：オンライン型学習⽀援について紹介されている 

・団体ホームページに当該事業のページ（簡易版）を制作し公開済で、活動の様⼦等を適宜公開していく 
https://support21.or.jp/ouractivites/jyoseikin-jigyou/jcie/ 

・Facebookの公開 
 https://www.facebook.com/support21.org 
 ※概要：2020 年 11⽉よりスタートし、当団体の活動全般を発信している 
 
●報告書： 
・団体ホームページに毎年 7 ⽉頃、当該年度の事業報告書を掲載しているが、今回は当該事業のことも⼀部掲載予定である 
 https://support21.or.jp/aboutus/annualreport/ 
 
●その他発信：※当該事業で活動している⼤学⽣の発信 
・2020 年 5⽉ 23⽇公開「教育格差って他⼈事？オンライン教育の実態を紐解き、今あなたにできることを考える」 
 https://todai-umeet.com/article/54502 
 ※概要：オンライン化による教育機関の取り組み、情報格差について述べられていると共に、当団体のオンライン型学習⽀援室事業が取り上げられている 
・2021 年 1⽉ 20 ⽇公開「薮中塾⽣インタビュー企画 私たちの軸⾜＃４】~私たちがコロナ禍でできること~」 
 https://note.com/yabumaga/n/n69ab15c25f92 
 ※概要：学習⽀援室でのボランティア活動について紹介されている 
10.規定類の整備に関する報告 
① 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか。： 完了 ／ 整備中 

 
② 整備が完了した規程類を webサイト上で広く⼀般公開していますか。： 全て公開した ／ ⼀部未公開 ／ 未公開 
→②で「⼀部未公開」「未公開」を選択した場合の理由と公開予定⽇ 
 本事業の専⽤ページに掲載するのが適切であると考えており、該当ページの公開準備が整う 2021 年 5⽉頃に掲載予定。 
 
③ 変更があった規程類に関して資⾦分配団体に報告しましたか。： はい ／ いいえ ←該当するものは無かったため、未選択とする 
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：  
 
11.ガバナンス・コンプライアンスに関する報告 
① 社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか。： はい／いいえ 
→①で「いいえ」を選択した場合の理由：  
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② 内部通報制度は整備されていますか。： はい ／ いいえ 
→②で「はい」の場合は、設置⽅法（複数選択可）： 内部に窓⼝を設置 ／外部に窓⼝を設置 ／JANPIA の窓⼝を利⽤ 
 
③ 利益相反防⽌のための⾃⼰申告を定期的に⾏っていますか。： はい ／ いいえ  
→③で「いいえ」を選択した場合の理由：  
 
④ 関連する規程の定めどおり情報公開を⾏っていますか。： はい ／ いいえ 
→④で「いいえ」を選択した場合の理由：  
   
⑤ コンプライアンス委員会（※）は定期的に開催されていますか。： はい ／ いいえ 
※コンプライアンス委員会を設置していない実⾏団体は、担当部署または担当者に報告の対象となる不正⾏為を資⾦分配団体に報告済かを回答してください。 
報告の対象となる不正⾏為とは、資⾦分配団体-実⾏団体間の資⾦提供契約書第 15 条に定めるものです。 
→⑤で「いいえ」を選択した場合の理由：  
コンプライアンス委員会の定期開催は⾏っていないが、⽉次にて理事⻑、顧問、事務局⻑が同席するミーティングを⾏っており、その際に都度コンプライアン
スについての確認、気にかかる事案については必要に応じて協議する時間が設けられている。 
⑥ 報告年度の内部監査⼜は外部監査を実施予定ですか。（実施済みの場合含む）： 内部監査を実施／外部監査を実施／実施する予定がない 
→⑥で「実施する予定がない」を選択した場合の理由：  
 
 
 
 
 
 
14.活動の写真 
・（拠点型）⽬⿊教室での学習⽀援 
 コロナ禍でも、感染対策を取りつつ規模を縮⼩して開催。写真は「防災」に関するワークショップを実施した時の様⼦。 
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・アウトリーチ型学習⽀援、⽀援者向け研修教材作成の中⼼を担ってくれている⼤学⽣チーム 
 学業の合間を縫ってミーティングを重ね検討してくれている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・企業との連携（住友商事・組織⽀援チーム）により新しく始動した当団体の Facebook ページ 
 2020 年 12⽉の開設以降、着実にフォロワー数はのび続け、現在 145 名の⽅がフォローしてくださっている。 


