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子どもの未来アクションとは？
子どもの未来アクションは、
貧困をはじめとする子どもの問題を、身近な地域の問題としてとらえ、
学び、考えることから、共感の輪を広げていく運動です。

日本には7人に1人、相対的貧困状態の子どもがいると言われています。
しかし、この問題を語るとき、
「私の周りに、そんな子はいない気がするんだけれど…」という声がよく聞かれます。

相対的貧困が「見えにくい貧困」とも言われるゆえんですが、
今日の子どもを取り巻く問題の多くは、
相対的貧困と同じように、“見ようとしないと見えない” 問題であふれています。

子どもの未来アクションでは、
「知ることから、学ぶことから、始めましょう」と、
貧困をはじめとする子どもたちを取り巻く困難な状況について、
大人たちが、身近な人たちとともに学ぶ、場づくりを支援します。

子どもを取り巻く問題について、
地域で主体的に活動する人（子どもの未来アンバサダー）を増やし、
子どもの未来のためアクションを広げます。

子どもの未来アクションは、この冊子を手にした、あなたから、始まる活動です。

●学習会を通じて子どもの貧困問題に関心を持つ人を増やそう！
●子ども食堂や学習支援などの活動への理解者、支援者を増やし、
　地域で助け合い、支え合える社会をつくろう！

目指すのは ...。
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子どもの未来アクションでは、ともに活動する個人・団体の皆さんを
「子どもの未来アンバサダー」と位置づけています。
アンバサダーとして登録していただくことで、地域で学習会を開催し、講師役を担うために、
次のような支援を行っています。

　1. 学習ツールの無償提供
　2. メールニュースの配信
　3. 学習会の開催に関する支援・アドバイス
　4. 活動交流会の開催

★アンバサダー登録の申し込み方法について
　⇨　下記のサイトにアクセスして子どもの未来アンバサダー登録の手続きをお願いします。
　　　個人登録と団体登録を選ぶことができます。
　　　インターネットでの手続きが難しい場合は、主催者までご相談ください。
　　　　https://miraiaction.org/ambassador.html

　★アンバサダー 学習ツールセットの内容
�　　①学習テキスト（Ａ5）
　　　②学習教材動画（DVD）
　　　③学習会スライド・学習会開催計画書、報告書、アンケート（ひな型）（CD）
　　　④学習会開催の手引き（アンバサダーのためのサポート・ブック）（Ａ4）

　

さぁ、学習会を開催しましょう
子どもの未来アクションのキーマンは？

アンバサダー

⇧こちらから
ご登録ください

お願い
１）開催日の２週間前までに、学習会の開催計画書を送ってください。
　　お申し込みいただいた人数分の学習テキストを登録住所へお送りします。
２）学習会の終了時にはアンケートを取るようにしてください。
３）学習会開催報告書を、主催者まで、終了後おおむね２週間以内に
　　送付ください。
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学習会のアウトライン
(1) 学習会の目標
　　●貧困をはじめとする子どもの問題を、社会の問題として捉える。
　　●学び、考えることから、共感の輪を広げる。

(2) 学習会の概要
1. 対象者（参加者）　　　
　貧困をはじめ子どもを取り巻く問題に関心がある人、あるいは関心を持ってほしい人たち

2. 規　模　
　数人でテーブルを囲む小さな学習会から、１００人を超える規模まで自由に設定できます。

3. 時　間　
　学習ツールの活用方法によって学習会の時間は、大切なポイントだけを伝える１５分程度の
　プレゼン型から、半日程度のワークショップ型まで、幅広く設定できます。
　　※詳しくは P11～を参考にして下さい。

4. 実施者
　子どもの未来アンバサダー

5. 活用できる学習ツール
　①学習テキスト
　②学習教材動画
　③学習会スライド
　④学習会の開催手引き
　　（アンバサダーのためのサポート・ブック）

6. 実施場所
　　集会室・会議室・カフェテリアや食堂　など
　　インターネットを利用してのWeb会議

　　　　　　　　　　　

①学習テキスト

②学習教材動画

③学習会スライド

④学習会の開催手引き
　（本冊子）

アンバサダーのためのサポート・ブック
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アンバサダー学習ツールセットのCDには、学習会スライドが、パワーポイントと PDF の
2種類でデータで納められています。学習会を実施する状況に応じて使い分けましょう。

●配布資料として活用する場合
学習会スライドを配布資料として活用する際は、PDF データからカラー印刷し、参加
者に配りましょう。
●スクリーンに投影して活用する場合
＜必要な機材＞
スクリーン、パソコン、プロジェクター、接
続ケーブル（HDMIケーブル）、電源ケーブル
※HDMI で接続できない場合は、音声再
生のためのケーブルや外部スピーカーま
たは　マイクなどが必要となります。 

パワーポイントのアプリケーションは、パソコンによってはインストールされ
ていない場合があります。その際は、PDF データーを使用しましょう。

動画再生のアプリケーションは、パソコンの機種により異なりますので、確実
に再生できるよう、必ず確認しておきましょう。

パソコンの外部モニターとの接続端子を確認しましょう。
HDMI 端子があり、HDMI ケーブルで双方が接続できれば、音声もプロジェク
ターのスピーカーから流れます。古いプロジェクターや
薄型のパソコンの場合、端子が異なる場合があります。

学習会スライドをプロジェクターで投影する場合は、必ず事前に、当日使用するパソコ
ンとプロジェクターを接続し、スライドが正しく表示されるか、動画が再生され、音も
きちんと聞こえるか、などを確認しましょう。

①学習会スライド活用方法について

確認事項ポイント！

注意1

注意2

注意3

D-sub15ピン（VGA) 端子しか備えていない場合、スライドや動画
の再生は可能ですが、音声はプロジェクターから再生できません。
プロジェクターの音声ケーブルをパソコンのイヤホンジャックにつな
いだり、外部スピーカーに接続したり、マイクで音を拾う、などの方
法で対応しましょう。

D-sub15ピン
（VGA) 端子

HDMI 端子

接続ケーブル

電源ケーブル
接続 パソコン

スクリーン

プロジェクター
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7）感染防止のため下記のうち 1 つでも該当項目があれば参加できない旨を周知しま
　　しょう。

・発熱の症状がある方
・風邪の症状のある方
　( 軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合 )
・感染が確認されている海外地域や国への訪問歴が14日以内にある方
・感染が確認されている海外地域や国からの来訪者との濃厚接触が 14 日以内に
　ある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方
※上記要件については、地域の感染状況に違いを考慮する必要があります。
　行政、地域自治体からガイドラインが示されている場合は、そちらも参考にし
　てください。

8）マスク着用を必須にしましょう。
　　忘れた参加者のための対応も決めておきましょう。
9）入口に「衛生管理に関しての注意書き」「感染症対策
　　（厚生労働省）」のポスターを掲示し、順守を呼びか
　　けましょう。
10）受付時の注意点

1 参加者が一度に入場しないよう、また一定の距離
　を保てるよう整理誘導します。
2 人と人が対面する受付場所は、机を 2 つ挟んで対
　応できるようにします。
　可能ならアクリル板・透明ビニールカーテン等で
　の遮断を行います。
3 入室時にアルコール含有液等で手指の除菌ができ
　るようにします。
4 参加者ごとに「健康状態チェック表」を記入して
　もらい適正に回収保管管理します。
5 参加費や交通費の授受が発生する場合は、直接手
　渡しにならないよう注意します。
　集金したお金をスタッフが素手で触らないような
　工夫もしましょう。

6 個人の荷物は、異なる参加者の荷物どうしが触れないようにします。
7 杖、車いす、ベビーカーなど入り口に置く物に関しては、距離を保つなどし、第
　三者が他の参加者の物を動かす必要のないように置いていただきます。
8 マスクを持参していない場合にはマスクを支給する。(※検討してください )
9 パンフレット等の配布物は手渡しで配布しない工夫をします。

11）「３密」防止と順守して欲しいルールの説明
1 人との間隔をできるだけ2m(最低1m)空けましょう。
2 座席は真向いには座らず、互い違いに座ってください。
3 会話をする際は、可能な限り真正面を避けましょう。
4 換気方法について説明し実践します。
　・エアコンを使用し、３０分ごと、または１時間ごと
　　に１５分行います。
　・2方向の窓開けによる通気のよい換気を行います。
5 夏には水分補給や適切なエアコンの利用により熱中症
　対策にも留意します。
　適宜休憩をとりマスクを外す場面をつくる配慮もします。
6 退場の際にも必ず手洗いや消毒の徹底をお願いします。
7 不安感を抱いたり、気分が悪くなった場合には、スタッフに伝えてもらいま
　しょう。
8 消毒に子ども用の除菌剤を用意する場合は、配置に気を付けます。特に口に
　入れないように保護者とともに注意します。
9ゴミは密閉できる状態で管理し持ち帰るルールを伝えましょう。

②会場の安全性の確保や感染予防対策について
1）会場は、火事や豪雨、地震などの災害発生時の安全性や新型コロナウイルスなどの
　  感染症予防対策を考慮して選びましょう。
2）危機管理担当者を決め、学習会の準備段階で、会場での避難経路の確認、誘導方法
　  を当日の担当者間で確認、共有をしましょう。
3）開会時のオリエンテーションでは、非常出口や災害時の対応について伝えましょう。
4）参加の緊急連絡先を申込時などに収集しておきましょう。

●新型コロナウイルスなどの感染予防対策について

1）短時間で開催できるよう工夫し、30分～1時間ごとに15分程度の換気時間を設
　  けましょう。
2）討議や対話は短時間にとどめ、必要に応じパーテーションなど設置しましょう。
3）間隔をとって着席するよう座席を決め、適切な定員設定を行いましょう。
　  長机 1本に対して1人、最低限2本で3人。
　  対面は２m、最低１mの距離を取ります。（長机ロの字であれば可）
4）会場施設の設備（ドアノブ、スイッチ、机、椅子…）を消毒しましょう。
5）参加者には、あらかじめ健康状態に問題がある場合は参加を見合わせるよう伝えま
　  しょう。
6）「健康状態チェック表」の提出を求めましょう。
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4 換気方法について説明し実践します。
　・エアコンを使用し、３０分ごと、または１時間ごと
　　に１５分行います。
　・2方向の窓開けによる通気のよい換気を行います。
5 夏には水分補給や適切なエアコンの利用により熱中症
　対策にも留意します。
　適宜休憩をとりマスクを外す場面をつくる配慮もします。
6 退場の際にも必ず手洗いや消毒の徹底をお願いします。
7 不安感を抱いたり、気分が悪くなった場合には、スタッフに伝えてもらいま
　しょう。
8 消毒に子ども用の除菌剤を用意する場合は、配置に気を付けます。特に口に
　入れないように保護者とともに注意します。
9ゴミは密閉できる状態で管理し持ち帰るルールを伝えましょう。

1）会場は、火事や豪雨、地震などの災害発生時の安全性や新型コロナウイルスなどの
　  感染症予防対策を考慮して選びましょう。
2）危機管理担当者を決め、学習会の準備段階で、会場での避難経路の確認、誘導方法
　  を当日の担当者間で確認、共有をしましょう。
3）開会時のオリエンテーションでは、非常出口や災害時の対応について伝えましょう。
4）参加の緊急連絡先を申込時などに収集しておきましょう。

●新型コロナウイルスなどの感染予防対策について

1）短時間で開催できるよう工夫し、30分～1時間ごとに15分程度の換気時間を設
　  けましょう。
2）討議や対話は短時間にとどめ、必要に応じパーテーションなど設置しましょう。
3）間隔をとって着席するよう座席を決め、適切な定員設定を行いましょう。
　  長机 1本に対して1人、最低限2本で3人。
　  対面は２m、最低１mの距離を取ります。（長机ロの字であれば可）
4）会場施設の設備（ドアノブ、スイッチ、机、椅子…）を消毒しましょう。
5）参加者には、あらかじめ健康状態に問題がある場合は参加を見合わせるよう伝えま
　  しょう。
6）「健康状態チェック表」の提出を求めましょう。
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子どもの未来アクションでは、学習テキスト、学習教材動画、学習会スライドの３種類の学習ツー
ルを用意しています。学習会の前に、ひと通りすべての内容を確認し、時間に応じて上手に組
み合わせて学習会を実施しましょう。

(1)  学習テキスト
学習会の参加者のためのテキストです。

子どもの貧困について、
子どものくらしの格差、
子どもの人権、
広がる草の根の支援（学習教材動画と連動しています）、
家族ではなく社会的に育てられている子どもたち、
地域の専門家情報…など
子どもの問題について、知ってほしいことを、わかりやすく紹介しています。

巻末には、ディスカッションに活用できるワークシートを2種類掲載しています。
テキストを活用して学習会を進めていきましょう。
　　　※学習テキストの活用のための情報を、本誌 P29～30に紹介しています。

(2) 学習教材動画
学習会で活用できる教材動画です。
子どもの未来アクションの紹介動画をはじめ、子どもの問題に日々取り組む３つの実践活動
を取材編集した６分程度の学習動画と、専門家からの２つのメッセージ動画の６本です。

　1. 子どもの未来アクション紹介動画
　　子どもの未来アクションの全体像を紹介している動画です。
　　プロジェクトの全体像を共有する際に活用するのに、おススメです。
　　Time：２分02秒

2. 子どもたちを支援する３つの実践活動
　①子ども食堂　Time：6分 10秒
　内容　1）なぜ、子どもの食堂が、求められているのでしょう？

2）子ども食堂に参加するようになって…
3）子ども食堂 開催の様子「ほっこりごはん＠Hug」（埼玉県：新座子育てネットワーク）
4）インタビュー：NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
　　　　　　　　  理事長　栗林知絵子氏
　・プレイパークから生まれた子ども食堂
　・地域の子どもを地域みんなで支える
　・子どもにとって大切な「おせっかい」
5）こんなことから始めてみませんか？

　②フードバンク　Time：6分６秒
内容　1）なぜ、フードバンクが必要とされているのでしょう？
　　　2）フードバンクの支援を受けて…
　　　3）経済面での支えになるとともに、親や子どもの安心へとつながっています。
　　　4）インタビュー：認定 NPO法人フードバンク山梨 理事長 米山けい子氏
　　　　　・食品ロスの活用から始まった子どもへの支援
　　　　　・支援される側の気持ち、協力しやすい仕組み
　　　　　・支えられた体験が、貧困の連鎖を断ち切る
　　　　　・賛同から、一歩踏み出し、参加へ
　　　5）こんなことから始めてみませんか？

　③学習支援　Time：6分 10秒
内容　1）なぜ、学習支援が、広がっているのでしょう？
　　　2）学習教室に参加するようになって・・・
　　　3）子どもたちが、本当の自分を出せるようになり、勉強や友達との交流を楽しめる
　　　　 ようになります。
　　　4）インタビュー：一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク
　　　　　　　　　　　  理事 山浦健二氏
　　　　　・親に寄り添い、子どもへの支援が始まる
　　　　　・仕事に追われるひとり親、困窮から不登校へ
　　　　　・看板のない学習教室
　　　　　・家庭訪問を重ね、学びで貧困の連鎖を断ち切る
　　　5）知っておきたいポイント

3. 専門家インタビュー　Time：6分 35秒
　①いま、この問題に取り組む必要性
内容　1）子どもの未来アクションについて
　　　2）世界的に見ても深刻な日本の子どもの貧困
　　　3）地域での助けや見守りが子どもたちの力に
　　　4）インタビュー：こどもソーシャルワークセンター 代表 幸重忠孝氏
　　　　　・みんなと違う「あたりまえ」
　　　　　・地域の大人だから、いい
　　　　　・「普通の生活」にある子どもの育ち
　　　　　・知ることからアクションへ

②子どもの貧困を生み出す社会　Time：6分 10秒
内容　インタビュー：首都大学東京 人文社会学部 准教授 室田信一氏
　　　　　1）子どもの貧困は、社会の貧困
　　　　　2）子どもを主体に、親子に目線を合わせた支援を

(3)  学習会スライド
　学習会で投影または配布資料として提供するスライド（パワーポイント・PDF）

学習ツールを活用しよう
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子どもの未来アクションでは、学習テキスト、学習教材動画、学習会スライドの３種類の学習ツー
ルを用意しています。学習会の前に、ひと通りすべての内容を確認し、時間に応じて上手に組
み合わせて学習会を実施しましょう。

(1)  学習テキスト
学習会の参加者のためのテキストです。

子どもの貧困について、
子どものくらしの格差、
子どもの人権、
広がる草の根の支援（学習教材動画と連動しています）、
家族ではなく社会的に育てられている子どもたち、
地域の専門家情報…など
子どもの問題について、知ってほしいことを、わかりやすく紹介しています。

巻末には、ディスカッションに活用できるワークシートを2種類掲載しています。
テキストを活用して学習会を進めていきましょう。
　　　※学習テキストの活用のための情報を、本誌 P29～30に紹介しています。

(2) 学習教材動画
学習会で活用できる教材動画です。
子どもの未来アクションの紹介動画をはじめ、子どもの問題に日々取り組む３つの実践活動
を取材編集した６分程度の学習動画と、専門家からの２つのメッセージ動画の６本です。

　1. 子どもの未来アクション紹介動画
　　子どもの未来アクションの全体像を紹介している動画です。
　　プロジェクトの全体像を共有する際に活用するのに、おススメです。
　　Time：２分02秒

2. 子どもたちを支援する３つの実践活動
　①子ども食堂　Time：6分 10秒
　内容　1）なぜ、子どもの食堂が、求められているのでしょう？

2）子ども食堂に参加するようになって…
3）子ども食堂 開催の様子「ほっこりごはん＠Hug」（埼玉県：新座子育てネットワーク）
4）インタビュー：NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
　　　　　　　　  理事長　栗林知絵子氏
　・プレイパークから生まれた子ども食堂
　・地域の子どもを地域みんなで支える
　・子どもにとって大切な「おせっかい」
5）こんなことから始めてみませんか？

　②フードバンク　Time：6分６秒
内容　1）なぜ、フードバンクが必要とされているのでしょう？
　　　2）フードバンクの支援を受けて…
　　　3）経済面での支えになるとともに、親や子どもの安心へとつながっています。
　　　4）インタビュー：認定 NPO法人フードバンク山梨 理事長 米山けい子氏
　　　　　・食品ロスの活用から始まった子どもへの支援
　　　　　・支援される側の気持ち、協力しやすい仕組み
　　　　　・支えられた体験が、貧困の連鎖を断ち切る
　　　　　・賛同から、一歩踏み出し、参加へ
　　　5）こんなことから始めてみませんか？

　③学習支援　Time：6分 10秒
内容　1）なぜ、学習支援が、広がっているのでしょう？
　　　2）学習教室に参加するようになって・・・
　　　3）子どもたちが、本当の自分を出せるようになり、勉強や友達との交流を楽しめる
　　　　 ようになります。
　　　4）インタビュー：一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク
　　　　　　　　　　　  理事 山浦健二氏
　　　　　・親に寄り添い、子どもへの支援が始まる
　　　　　・仕事に追われるひとり親、困窮から不登校へ
　　　　　・看板のない学習教室
　　　　　・家庭訪問を重ね、学びで貧困の連鎖を断ち切る
　　　5）知っておきたいポイント

3. 専門家インタビュー　Time：6分 35秒
　①いま、この問題に取り組む必要性
内容　1）子どもの未来アクションについて
　　　2）世界的に見ても深刻な日本の子どもの貧困
　　　3）地域での助けや見守りが子どもたちの力に
　　　4）インタビュー：こどもソーシャルワークセンター 代表 幸重忠孝氏
　　　　　・みんなと違う「あたりまえ」
　　　　　・地域の大人だから、いい
　　　　　・「普通の生活」にある子どもの育ち
　　　　　・知ることからアクションへ

②子どもの貧困を生み出す社会　Time：6分 10秒
内容　インタビュー：首都大学東京 人文社会学部 准教授 室田信一氏
　　　　　1）子どもの貧困は、社会の貧困
　　　　　2）子どもを主体に、親子に目線を合わせた支援を

(3)  学習会スライド
　学習会で投影または配布資料として提供するスライド（パワーポイント・PDF）
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子どもの未来アクションでは、学習テキスト、学習教材動画、学習会スライドの３種類の学習ツー
ルを用意しています。学習会の前に、ひと通りすべての内容を確認し、時間に応じて上手に組
み合わせて学習会を実施しましょう。

(1)  学習テキスト
学習会の参加者のためのテキストです。

子どもの貧困について、
子どものくらしの格差、
子どもの人権、
広がる草の根の支援（学習教材動画と連動しています）、
家族ではなく社会的に育てられている子どもたち、
地域の専門家情報…など
子どもの問題について、知ってほしいことを、わかりやすく紹介しています。

巻末には、ディスカッションに活用できるワークシートを2種類掲載しています。
テキストを活用して学習会を進めていきましょう。
　　　※学習テキストの活用のための情報を、本誌 P29～30に紹介しています。

(2) 学習教材動画
学習会で活用できる教材動画です。
子どもの未来アクションの紹介動画をはじめ、子どもの問題に日々取り組む３つの実践活動
を取材編集した６分程度の学習動画と、専門家からの２つのメッセージ動画の６本です。

　1. 子どもの未来アクション紹介動画
　　子どもの未来アクションの全体像を紹介している動画です。
　　プロジェクトの全体像を共有する際に活用するのに、おススメです。
　　Time：２分02秒

2. 子どもたちを支援する３つの実践活動
　①子ども食堂　Time：6分 10秒
　内容　1）なぜ、子どもの食堂が、求められているのでしょう？

2）子ども食堂に参加するようになって…
3）子ども食堂 開催の様子「ほっこりごはん＠Hug」（埼玉県：新座子育てネットワーク）
4）インタビュー：NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
　　　　　　　　  理事長　栗林知絵子氏
　・プレイパークから生まれた子ども食堂
　・地域の子どもを地域みんなで支える
　・子どもにとって大切な「おせっかい」
5）こんなことから始めてみませんか？

　②フードバンク　Time：6分６秒
内容　1）なぜ、フードバンクが必要とされているのでしょう？
　　　2）フードバンクの支援を受けて…
　　　3）経済面での支えになるとともに、親や子どもの安心へとつながっています。
　　　4）インタビュー：認定 NPO法人フードバンク山梨 理事長 米山けい子氏
　　　　　・食品ロスの活用から始まった子どもへの支援
　　　　　・支援される側の気持ち、協力しやすい仕組み
　　　　　・支えられた体験が、貧困の連鎖を断ち切る
　　　　　・賛同から、一歩踏み出し、参加へ
　　　5）こんなことから始めてみませんか？

　③学習支援　Time：6分 10秒
内容　1）なぜ、学習支援が、広がっているのでしょう？
　　　2）学習教室に参加するようになって・・・
　　　3）子どもたちが、本当の自分を出せるようになり、勉強や友達との交流を楽しめる
　　　　 ようになります。
　　　4）インタビュー：一般社団法人彩の国子ども・若者支援ネットワーク
　　　　　　　　　　　  理事 山浦健二氏
　　　　　・親に寄り添い、子どもへの支援が始まる
　　　　　・仕事に追われるひとり親、困窮から不登校へ
　　　　　・看板のない学習教室
　　　　　・家庭訪問を重ね、学びで貧困の連鎖を断ち切る
　　　5）知っておきたいポイント

3. 専門家インタビュー　Time：6分 35秒
　①いま、この問題に取り組む必要性
内容　1）子どもの未来アクションについて
　　　2）世界的に見ても深刻な日本の子どもの貧困
　　　3）地域での助けや見守りが子どもたちの力に
　　　4）インタビュー：こどもソーシャルワークセンター 代表 幸重忠孝氏
　　　　　・みんなと違う「あたりまえ」
　　　　　・地域の大人だから、いい
　　　　　・「普通の生活」にある子どもの育ち
　　　　　・知ることからアクションへ

②子どもの貧困を生み出す社会　Time：6分 10秒
内容　インタビュー：首都大学東京 人文社会学部 准教授 室田信一氏
　　　　　1）子どもの貧困は、社会の貧困
　　　　　2）子どもを主体に、親子に目線を合わせた支援を

(3)  学習会スライド
　学習会で投影または配布資料として提供するスライド（パワーポイント・PDF）

ポイント！

子どもの未来アクションWebサイトやメールニュ
ースの情報を活用しましょう。
ホームページやメールニュースを通じて、各地
の学習会情報や最新情報などを随時発信してい
ます。ぜひ活用してください。
　　　　⇨　https://miraiaction.org/index.html
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会議や研修会などの集まりで、15 分時間をもらえれば、子どもの貧困問題について、関心を高
めるためのプレゼンができます。
使用する学習教材
　●学習教材動画のいずれか1本
　●学習テキスト　参考資料として配布（お時間のある時にお読みください）
プレゼンの構成
1. 子どもの未来アクションのついて紹介
Webサイト「子どもの未来アクションとは」の下記の見出しの本文を参考に伝えましょう。
　　子どもの貧困問題、
　　それは、私たち大人の問題、社会の問題でもあります
2. 子どもの未来アクション紹介動画を１本上映
3. 子どもの貧困問題に着目する理由
　Webサイト「子どもの未来アクションとは」の下記の見出しの本文を参考に伝えましょう。
　　　子どもの貧困問題に着目する理由
4. 学習会や集会など、参加できる子どもの問題に関する活動があれば、情報提供をしましょう。

学習テキストを活用して、30分でポイントをレクチャーしましょう。
使用する学習教材
　●学習テキスト
レクチャーの構成
学習テキストの下記を中心に、読みながら、ときに意見交換しながら、学習しましょう。
例）1. 見えにくい、子どもの貧困　ｐ2
　　2. 貧困が、子どもたちへ与える影響　ｐ4
　　3. 子どものくらしの「格差」　ｐ8　　
　　4. 身近なところで、草の根の支援が始まっています ｐ14～17※活動をピックアップして紹介
そのほかの頁は、時間に余裕があったり、よく知っている内容があれば紹介しましょう。

スライドを活用して、レクチャーしましょう。P１４～２８に学習会モデルを紹介しています。

午前または午後の半日、3時間程度の時間を使って、学ぶだけでなく、ワークショップで子ど
もの問題への具体的アプローチを考えます。
「６０分学習会モデル」に、実践者や子どもの問題に取り組む専門家ゲストの事例やお話なども
加え、具体的なアクションをイメージします。

学習時間に応じた学びのモデル

１５分プレゼン型

３０分レクチャー型

６０分基本型

３時間ワークショップ型



-14-

スライド解説
タイムライン スライド シナリオ テキストほか

それでは、学習会を始めたいと思います。

私は、子どもの未来アンバサダーの○○○
○○です。
どうぞよろしくお願いします。

本日の学習会の構成です。

今日は、貧困をはじめとする子どもの問題
について、レクチャーと動画で、
皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

　１）子どもの未来アクションについて
　２）広がる子ども食堂
　３）見ようとしなくては見えない、子どもの貧困
　４）貧困が子どもに与える影響
　５）自分のこととして考えてみる
　６）貧困の連鎖
　７）子どもを守る法律や支援、社会的養護、児童虐待
　８）子どもに寄り添う市民活動
　９）私にできることを考えよう
　10）支え合い、助け合える関係を取り戻す

６０分程度の実施時間を想定した学習会モデルを紹介しています。

シナリオ部分は、それぞれのスライドで伝えておきたいポイントを、
シナリオ風に紹介しています。

地域の情報やトピックスを加えたり、
シナリオを参考に、話しやすいようにアレンジして活用してください。

実施時間は、
意見交換やワークショップ、視聴する動画を取捨選択したり、
参加者の活動発表やゲストの事例提供などを加えるといった方法で、
30～１２０分ぐらいまで、調整することが可能です。

学習会スライドを活用した、60分学習会モデル

60分学習会モデルの構成

0 0 :0 0
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子どもの貧困は、
とても深刻な問題だということを、
皆さんも感じていらっしゃると思いますが、
個人や家庭の問題ということもあり、
踏み込んで行動することは難しい、
と思われる方も多いのではないでしょうか。

フードドライブや子ども食堂に関わってい
る方は、
協力者が増えない、
と課題に感じている方もいらっしゃるで
しょう。

子どもの貧困を考えることは、
子どもの問題にとどまならい
気づきを与えてくれます。
私たちが生きる時代の、社会の、地域の、
様々な問題と貧しさに気づかせてくれます。
貧困をはじめとする子どもの問題を、
社会の問題として捉えるために、
いっしょに学んで、考えたり、話し合った
りしながら、共感の輪を広げていこう、
というのが、子どもの未来アクションです。

滋賀県で
子どもの問題に取り組んでいらっしゃる
ソーシャルワーカーの幸重忠孝さんは、
この分野の実践者で、
子どもの未来アクションの推進検討委員の
おひとりです。

皆さんへのメッセージの動画がありますので、
ご覧ください。

動画（6分35秒）
いま、この問題に取り組む必要性
こどもソーシャルワークセンター 代表 幸重
忠孝氏

（動画への感想をもらってからスタート）

ゆきしげ　ただたか

DVD 画面

0 0 :0 5１）子どもの未来アクションについて
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では、学習会を進めていきましょう。

「子ども食堂が、全国各地で、急増しています
 なぜ？」

子ども食堂に、関わっている方は、
いらっしゃいますか？

　　　（手を挙げてもらう）

いらっしゃいますねぇ。
（いらっしゃらないですかぁ？）

いま
全国に広がっている子ども食堂ですが、
むすびえの調査によると、
令和２年で
4960カ所あるという状況です。

さて、
ではなぜ、子ども食堂が、
これほど急速に広がっているのでしょうか？

　　（5~6人から、意見を聞く）。

（意見を引用しながら、少しコメント）

地域の大人たちが、子どもたちの食の状況に、
心を痛め、何かできないか？！　
という気持ちになってきています。

そこに、子ども食堂が、
あちこちで、いろんなやり方でやっているよ、
というニュースが流れてきて、
私たちにも、やれるんじゃないかしら、
近所に気になる子どもがいる、
やってみよう、と背中を押されている、
そんな状況のようですね。

子どもひとりの孤食
（ひとりでご飯を食べている）、
想像すると、少し寂しいですよね。

お母さん、お父さんが忙しくて、
経済的には豊かなんだけれど、
ひとりぼっちでご飯を食べている、

という子どももいれば、
お母さん、お父さんが、
必死で働いているんだけれど、
なかなかくらしが厳しい、
そんな中で孤食になっている子もいます。

ひとり食べているのは、
作り置きのおかずかな、
コンビニ弁当、カップ麺かな、菓子パン？
お金だけ置いてあるのかも？
いやお金もないのかも…。
……いろんな孤食がイメージされます。

地域の中に、
７人の子どもがいれば、
そのうち１人が、貧困状態、
と言われています。

以前は６人に１人だったので、
少し改善されてきていますが、
日本はいつの間にか、
こんな状況になっています。

でもこの数字を紹介すると、
「そんな子、私の周りにはいないんですよ」
と多くの方がおっしゃいます。

そこが日本の子どもの貧困の
わかりにくいところです。

見ようとしなくては、見えないのが、
現代の子どもたちの貧困、
と専門家はおっしゃっています。

私たちのイメージする貧困は、
子どもがやせ細っている、
路上で暮らしている、
難民の子どもたちのような状態を
想像しがちです。
これは、生存の危機に置かれている
「絶対的貧困」です。
日本や先進国でいう貧困の多くは、
「相対的貧困」といわれるものです。
聞いたこと、ありますか？

0 0 :1 5 では、相対的貧困、
とはどういう状態かというと、

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから
与えられていない状態

つまり、絶対的貧困のように
一見しただけでわかる貧困ではなく、
わかりにくい状態の貧しさなのです。
「私の周りにはいない」と
見過ごしてしまう貧困なのです。
子どもは、
自分の家が貧しいとか、
親がいろんな事情で世話をしてくれない、
なんてことは、知られたくないわけですね。

小学生・中学生ぐらいの子どもたちは、
お友だちと違う、ということに、
とても敏感で、抵抗感を持つものです。
自分から、うちは貧困家庭です
なんて言わないし、思われたくない、
隠そうとします。
そこがまた、周りからはわかりにくい、
気づかれにくい状況を生み出しています。

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから与えられてない状態
というと、
皆さんは、どんなことが
欠けていると思われますか？

（数人に意見を聞く）

夏休みというと多くの家庭では、
家族で外出したり、旅行に行ったり、
夏休みの作文ネタになるような経験を、
子どもと一緒にしますよね。
けれど、経済的に余裕がなくて、
旅行に行けない。
夏休み中、ずっと兄弟の世話をしている、
という子どもたちもいます。

例えば、修学旅行に行けないと、

子どもに、
どんなことが起こると思いますか？

　　　　（数人に意見を聞く）

修学旅行の学年になると、
旅行に関係した活動が、授業に組み込まれ
ます。
班を作りましょう。
旅のしおりをつくりましょう。
自由行動の計画を立てましょう、など。

そうした活動の間中、行けないのに、
一緒に過ごすのは、つらいですよね。

経済的な問題が、子どもの普段の暮らしや
学校、友だちとの過ごし方に、いろいろと
影響を与えるわけです。

差別やいじめという意見もあるでしょう。
みんながウキウキしている状況の中で、
どんどん気持ちが沈んでいく子どもがいる。
大人でも、こんな状況は、キツイですね。

このように、経済的な問題は、
子ども同士の遊びや体験、日常生活に、
じわじわと影響を与えていきます。
これが、「相対的貧困」です。

よく出る意見

・共働きの増加
・孤食
・ひとり親家庭
・育児放棄
  （ネグレクト）
・貧困
・長時間労働
・食生活の乱れ
・地域のつなが    
  りの希薄化
・マスコミの影響

２）広がる子ども食堂
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では、学習会を進めていきましょう。

「子ども食堂が、全国各地で、急増しています
 なぜ？」

子ども食堂に、関わっている方は、
いらっしゃいますか？

　　　（手を挙げてもらう）

いらっしゃいますねぇ。
（いらっしゃらないですかぁ？）

いま
全国に広がっている子ども食堂ですが、
むすびえの調査によると、
令和２年で
4960カ所あるという状況です。

さて、
ではなぜ、子ども食堂が、
これほど急速に広がっているのでしょうか？

　　（5~6人から、意見を聞く）。

（意見を引用しながら、少しコメント）

地域の大人たちが、子どもたちの食の状況に、
心を痛め、何かできないか？！　
という気持ちになってきています。

そこに、子ども食堂が、
あちこちで、いろんなやり方でやっているよ、
というニュースが流れてきて、
私たちにも、やれるんじゃないかしら、
近所に気になる子どもがいる、
やってみよう、と背中を押されている、
そんな状況のようですね。

子どもひとりの孤食
（ひとりでご飯を食べている）、
想像すると、少し寂しいですよね。

お母さん、お父さんが忙しくて、
経済的には豊かなんだけれど、
ひとりぼっちでご飯を食べている、

という子どももいれば、
お母さん、お父さんが、
必死で働いているんだけれど、
なかなかくらしが厳しい、
そんな中で孤食になっている子もいます。

ひとり食べているのは、
作り置きのおかずかな、
コンビニ弁当、カップ麺かな、菓子パン？
お金だけ置いてあるのかも？
いやお金もないのかも…。
……いろんな孤食がイメージされます。

地域の中に、
７人の子どもがいれば、
そのうち１人が、貧困状態、
と言われています。

以前は６人に１人だったので、
少し改善されてきていますが、
日本はいつの間にか、
こんな状況になっています。

でもこの数字を紹介すると、
「そんな子、私の周りにはいないんですよ」
と多くの方がおっしゃいます。

そこが日本の子どもの貧困の
わかりにくいところです。

見ようとしなくては、見えないのが、
現代の子どもたちの貧困、
と専門家はおっしゃっています。

私たちのイメージする貧困は、
子どもがやせ細っている、
路上で暮らしている、
難民の子どもたちのような状態を
想像しがちです。
これは、生存の危機に置かれている
「絶対的貧困」です。
日本や先進国でいう貧困の多くは、
「相対的貧困」といわれるものです。
聞いたこと、ありますか？

では、相対的貧困、
とはどういう状態かというと、

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから
与えられていない状態

つまり、絶対的貧困のように
一見しただけでわかる貧困ではなく、
わかりにくい状態の貧しさなのです。
「私の周りにはいない」と
見過ごしてしまう貧困なのです。
子どもは、
自分の家が貧しいとか、
親がいろんな事情で世話をしてくれない、
なんてことは、知られたくないわけですね。

小学生・中学生ぐらいの子どもたちは、
お友だちと違う、ということに、
とても敏感で、抵抗感を持つものです。
自分から、うちは貧困家庭です
なんて言わないし、思われたくない、
隠そうとします。
そこがまた、周りからはわかりにくい、
気づかれにくい状況を生み出しています。

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから与えられてない状態
というと、
皆さんは、どんなことが
欠けていると思われますか？

（数人に意見を聞く）

夏休みというと多くの家庭では、
家族で外出したり、旅行に行ったり、
夏休みの作文ネタになるような経験を、
子どもと一緒にしますよね。
けれど、経済的に余裕がなくて、
旅行に行けない。
夏休み中、ずっと兄弟の世話をしている、
という子どもたちもいます。

例えば、修学旅行に行けないと、

子どもに、
どんなことが起こると思いますか？

　　　　（数人に意見を聞く）

修学旅行の学年になると、
旅行に関係した活動が、授業に組み込まれ
ます。
班を作りましょう。
旅のしおりをつくりましょう。
自由行動の計画を立てましょう、など。

そうした活動の間中、行けないのに、
一緒に過ごすのは、つらいですよね。

経済的な問題が、子どもの普段の暮らしや
学校、友だちとの過ごし方に、いろいろと
影響を与えるわけです。

差別やいじめという意見もあるでしょう。
みんながウキウキしている状況の中で、
どんどん気持ちが沈んでいく子どもがいる。
大人でも、こんな状況は、キツイですね。

このように、経済的な問題は、
子ども同士の遊びや体験、日常生活に、
じわじわと影響を与えていきます。
これが、「相対的貧困」です。

0 0 :2 0 ３）見ようとしなくては見えない、子どもの貧困
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では、学習会を進めていきましょう。

「子ども食堂が、全国各地で、急増しています
 なぜ？」

子ども食堂に、関わっている方は、
いらっしゃいますか？

　　　（手を挙げてもらう）

いらっしゃいますねぇ。
（いらっしゃらないですかぁ？）

いま
全国に広がっている子ども食堂ですが、
むすびえの調査によると、
令和２年で
4960カ所あるという状況です。

さて、
ではなぜ、子ども食堂が、
これほど急速に広がっているのでしょうか？

　　（5~6人から、意見を聞く）。

（意見を引用しながら、少しコメント）

地域の大人たちが、子どもたちの食の状況に、
心を痛め、何かできないか？！　
という気持ちになってきています。

そこに、子ども食堂が、
あちこちで、いろんなやり方でやっているよ、
というニュースが流れてきて、
私たちにも、やれるんじゃないかしら、
近所に気になる子どもがいる、
やってみよう、と背中を押されている、
そんな状況のようですね。

子どもひとりの孤食
（ひとりでご飯を食べている）、
想像すると、少し寂しいですよね。

お母さん、お父さんが忙しくて、
経済的には豊かなんだけれど、
ひとりぼっちでご飯を食べている、

という子どももいれば、
お母さん、お父さんが、
必死で働いているんだけれど、
なかなかくらしが厳しい、
そんな中で孤食になっている子もいます。

ひとり食べているのは、
作り置きのおかずかな、
コンビニ弁当、カップ麺かな、菓子パン？
お金だけ置いてあるのかも？
いやお金もないのかも…。
……いろんな孤食がイメージされます。

地域の中に、
７人の子どもがいれば、
そのうち１人が、貧困状態、
と言われています。

以前は６人に１人だったので、
少し改善されてきていますが、
日本はいつの間にか、
こんな状況になっています。

でもこの数字を紹介すると、
「そんな子、私の周りにはいないんですよ」
と多くの方がおっしゃいます。

そこが日本の子どもの貧困の
わかりにくいところです。

見ようとしなくては、見えないのが、
現代の子どもたちの貧困、
と専門家はおっしゃっています。

私たちのイメージする貧困は、
子どもがやせ細っている、
路上で暮らしている、
難民の子どもたちのような状態を
想像しがちです。
これは、生存の危機に置かれている
「絶対的貧困」です。
日本や先進国でいう貧困の多くは、
「相対的貧困」といわれるものです。
聞いたこと、ありますか？

では、相対的貧困、
とはどういう状態かというと、

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから
与えられていない状態

つまり、絶対的貧困のように
一見しただけでわかる貧困ではなく、
わかりにくい状態の貧しさなのです。
「私の周りにはいない」と
見過ごしてしまう貧困なのです。
子どもは、
自分の家が貧しいとか、
親がいろんな事情で世話をしてくれない、
なんてことは、知られたくないわけですね。

小学生・中学生ぐらいの子どもたちは、
お友だちと違う、ということに、
とても敏感で、抵抗感を持つものです。
自分から、うちは貧困家庭です
なんて言わないし、思われたくない、
隠そうとします。
そこがまた、周りからはわかりにくい、
気づかれにくい状況を生み出しています。

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから与えられてない状態
というと、
皆さんは、どんなことが
欠けていると思われますか？

（数人に意見を聞く）

夏休みというと多くの家庭では、
家族で外出したり、旅行に行ったり、
夏休みの作文ネタになるような経験を、
子どもと一緒にしますよね。
けれど、経済的に余裕がなくて、
旅行に行けない。
夏休み中、ずっと兄弟の世話をしている、
という子どもたちもいます。

例えば、修学旅行に行けないと、

子どもに、
どんなことが起こると思いますか？

　　　　（数人に意見を聞く）

修学旅行の学年になると、
旅行に関係した活動が、授業に組み込まれ
ます。
班を作りましょう。
旅のしおりをつくりましょう。
自由行動の計画を立てましょう、など。

そうした活動の間中、行けないのに、
一緒に過ごすのは、つらいですよね。

経済的な問題が、子どもの普段の暮らしや
学校、友だちとの過ごし方に、いろいろと
影響を与えるわけです。

差別やいじめという意見もあるでしょう。
みんながウキウキしている状況の中で、
どんどん気持ちが沈んでいく子どもがいる。
大人でも、こんな状況は、キツイですね。

このように、経済的な問題は、
子ども同士の遊びや体験、日常生活に、
じわじわと影響を与えていきます。
これが、「相対的貧困」です。

スライドのカット
を活用して、＜欠け
ているもの＞例示
してみる。

ヒント
困窮家庭の高校生
や大学生がスマホ
を持っていること
を、「贅沢だ」と批
判する風潮があり
ますが、現代人に
とってスマホは必
要不可欠のコミュ
ニケーション・ツー
ルです。学校や部
活、アルバイトや
終活をする上にも
必需品となってい
ます。

ヒント
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では、学習会を進めていきましょう。

「子ども食堂が、全国各地で、急増しています
 なぜ？」

子ども食堂に、関わっている方は、
いらっしゃいますか？

　　　（手を挙げてもらう）

いらっしゃいますねぇ。
（いらっしゃらないですかぁ？）

いま
全国に広がっている子ども食堂ですが、
むすびえの調査によると、
令和２年で
4960カ所あるという状況です。

さて、
ではなぜ、子ども食堂が、
これほど急速に広がっているのでしょうか？

　　（5~6人から、意見を聞く）。

（意見を引用しながら、少しコメント）

地域の大人たちが、子どもたちの食の状況に、
心を痛め、何かできないか？！　
という気持ちになってきています。

そこに、子ども食堂が、
あちこちで、いろんなやり方でやっているよ、
というニュースが流れてきて、
私たちにも、やれるんじゃないかしら、
近所に気になる子どもがいる、
やってみよう、と背中を押されている、
そんな状況のようですね。

子どもひとりの孤食
（ひとりでご飯を食べている）、
想像すると、少し寂しいですよね。

お母さん、お父さんが忙しくて、
経済的には豊かなんだけれど、
ひとりぼっちでご飯を食べている、

という子どももいれば、
お母さん、お父さんが、
必死で働いているんだけれど、
なかなかくらしが厳しい、
そんな中で孤食になっている子もいます。

ひとり食べているのは、
作り置きのおかずかな、
コンビニ弁当、カップ麺かな、菓子パン？
お金だけ置いてあるのかも？
いやお金もないのかも…。
……いろんな孤食がイメージされます。

地域の中に、
７人の子どもがいれば、
そのうち１人が、貧困状態、
と言われています。

以前は６人に１人だったので、
少し改善されてきていますが、
日本はいつの間にか、
こんな状況になっています。

でもこの数字を紹介すると、
「そんな子、私の周りにはいないんですよ」
と多くの方がおっしゃいます。

そこが日本の子どもの貧困の
わかりにくいところです。

見ようとしなくては、見えないのが、
現代の子どもたちの貧困、
と専門家はおっしゃっています。

私たちのイメージする貧困は、
子どもがやせ細っている、
路上で暮らしている、
難民の子どもたちのような状態を
想像しがちです。
これは、生存の危機に置かれている
「絶対的貧困」です。
日本や先進国でいう貧困の多くは、
「相対的貧困」といわれるものです。
聞いたこと、ありますか？

では、相対的貧困、
とはどういう状態かというと、

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから
与えられていない状態

つまり、絶対的貧困のように
一見しただけでわかる貧困ではなく、
わかりにくい状態の貧しさなのです。
「私の周りにはいない」と
見過ごしてしまう貧困なのです。
子どもは、
自分の家が貧しいとか、
親がいろんな事情で世話をしてくれない、
なんてことは、知られたくないわけですね。

小学生・中学生ぐらいの子どもたちは、
お友だちと違う、ということに、
とても敏感で、抵抗感を持つものです。
自分から、うちは貧困家庭です
なんて言わないし、思われたくない、
隠そうとします。
そこがまた、周りからはわかりにくい、
気づかれにくい状況を生み出しています。

平均的な家庭の子どもなら
あたり前の環境や体験が
経済的な貧しさから与えられてない状態
というと、
皆さんは、どんなことが
欠けていると思われますか？

（数人に意見を聞く）

夏休みというと多くの家庭では、
家族で外出したり、旅行に行ったり、
夏休みの作文ネタになるような経験を、
子どもと一緒にしますよね。
けれど、経済的に余裕がなくて、
旅行に行けない。
夏休み中、ずっと兄弟の世話をしている、
という子どもたちもいます。

例えば、修学旅行に行けないと、

子どもに、
どんなことが起こると思いますか？

　　　　（数人に意見を聞く）

修学旅行の学年になると、
旅行に関係した活動が、授業に組み込まれ
ます。
班を作りましょう。
旅のしおりをつくりましょう。
自由行動の計画を立てましょう、など。

そうした活動の間中、行けないのに、
一緒に過ごすのは、つらいですよね。

経済的な問題が、子どもの普段の暮らしや
学校、友だちとの過ごし方に、いろいろと
影響を与えるわけです。

差別やいじめという意見もあるでしょう。
みんながウキウキしている状況の中で、
どんどん気持ちが沈んでいく子どもがいる。
大人でも、こんな状況は、キツイですね。

このように、経済的な問題は、
子ども同士の遊びや体験、日常生活に、
じわじわと影響を与えていきます。
これが、「相対的貧困」です。

よく出る意見

・友達と修学旅行
　の話ができない
・疎外感を感じる
・楽しめない
・学校が楽しく　
　なくなる
・不登校の遠因
・からかいやい　
　じめの遠因
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７人に１人、１３．5％が貧困
という、
子どもの貧困率を表したグラフです。
赤い折れ線グラフが全体を表しています。

母子家庭の経済状況が厳しいということは、
皆さんもニュースなどで
よく聞かれると思います。

母子家庭の多くが、
年間の所得３００万円以下で、
平成２８年の調査によると
平均２４３万円でした。
日本のひとり親家庭の８５％を
母子家庭が占めています。

パートなど非常勤の仕事を２つ掛け持つ
ダブルワークしている母親は珍しくなく、
３つ掛け持ちするトリプルワークしながら
頑張っているお母さんもいらっしゃいます。
家計を支えるために
仕事に多くの時間をとられ、
子どもの面倒を見る時間がない、
世話をしたくてもなかなかできない
そんなひとり親家庭も多いのです。

家庭の所得の格差が、
子どもの教育格差を生み出し、
学力に影響を与えることは、
近ごろではよく知られるようになりました。

最近の調査ですが、
生活保護世帯の子どもと
それ以外の子どもの偏差値に、
すでに、１０歳で、大きく差が出ています。
中学生にもなると、授業がわからないと
学校へ行くのも苦痛ですよね。
経済的に厳しいと、
授業について行くための
補習塾にも通わせられない。
生活が苦しいことがわかっていると、
子どもも塾へ行かせてほしいとは、
なかなか言い出せないものです。

日本の高校進学率は９９%と、
ほぼすべての子どもが高卒です。
仕事に就くにも資格を取るにも、
高校進学が必須の社会ですが、
進学せずに、働く選択をする親子が
困窮家庭には少なくありません。
高校進学は、学歴による貧困の連鎖を防ぐ
ためにも重要な選択です。

子どもの貧困を具体的に話してきましたが、
経済的に苦しい状況になる
「きっかけ」や「リスク」は、
私たちの日常、身のまわりに、いろいろあ
ります。

問をテーマに、自分のこととして、少し考
えてみましょう。
お子さんがいらっしゃらない方も、「子ども
がいたら」と考えてみてください。

問1
あなたの家で、突然、一家の働き手が
病気で倒れて動けなくなったら、どん
な風に暮らしていきますか？

1分ほど各自で考えてみてください。

( 個人で考える )1分程度

考えましたか？
ではお隣の方 ( グループ ) と意見を交
換してみてください。

( 意見交換）3分程度

どんな意見がでましたか？

(1・2人にマイクをむける）

病気で倒れる、ということが、いろん
な問題に広がっていきますね。

テキスト
2・３ページ

0 0 :2 3４）貧困が子どもに与える影響
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７人に１人、１３．5％が貧困
という、
子どもの貧困率を表したグラフです。
赤い折れ線グラフが全体を表しています。

母子家庭の経済状況が厳しいということは、
皆さんもニュースなどで
よく聞かれると思います。

母子家庭の多くが、
年間の所得３００万円以下で、
平成２８年の調査によると
平均２４３万円でした。
日本のひとり親家庭の８５％を
母子家庭が占めています。

パートなど非常勤の仕事を２つ掛け持つ
ダブルワークしている母親は珍しくなく、
３つ掛け持ちするトリプルワークしながら
頑張っているお母さんもいらっしゃいます。
家計を支えるために
仕事に多くの時間をとられ、
子どもの面倒を見る時間がない、
世話をしたくてもなかなかできない
そんなひとり親家庭も多いのです。

家庭の所得の格差が、
子どもの教育格差を生み出し、
学力に影響を与えることは、
近ごろではよく知られるようになりました。

最近の調査ですが、
生活保護世帯の子どもと
それ以外の子どもの偏差値に、
すでに、１０歳で、大きく差が出ています。
中学生にもなると、授業がわからないと
学校へ行くのも苦痛ですよね。
経済的に厳しいと、
授業について行くための
補習塾にも通わせられない。
生活が苦しいことがわかっていると、
子どもも塾へ行かせてほしいとは、
なかなか言い出せないものです。

日本の高校進学率は９９%と、
ほぼすべての子どもが高卒です。
仕事に就くにも資格を取るにも、
高校進学が必須の社会ですが、
進学せずに、働く選択をする親子が
困窮家庭には少なくありません。
高校進学は、学歴による貧困の連鎖を防ぐ
ためにも重要な選択です。

子どもの貧困を具体的に話してきましたが、
経済的に苦しい状況になる
「きっかけ」や「リスク」は、
私たちの日常、身のまわりに、いろいろあ
ります。

問をテーマに、自分のこととして、少し考
えてみましょう。
お子さんがいらっしゃらない方も、「子ども
がいたら」と考えてみてください。

問1
あなたの家で、突然、一家の働き手が
病気で倒れて動けなくなったら、どん
な風に暮らしていきますか？

1分ほど各自で考えてみてください。

( 個人で考える )1分程度

考えましたか？
ではお隣の方 ( グループ ) と意見を交
換してみてください。

( 意見交換）3分程度

どんな意見がでましたか？

(1・2人にマイクをむける）

病気で倒れる、ということが、いろん
な問題に広がっていきますね。

テキスト20ページ

アドバイス！
参加者層に合わせて、
柔軟に問をたてましょう。

５）自分のこととして考えてみる



-22-

「貧困が子どもたちへ与える影響」を
解説しています。
経済的な貧困は、「貧困の連鎖」を、
子どもたちに引き起こしてしまいます。

そしてそれは、放置していると世代間で
連鎖をしてしまいます。

育っていくプロセスにある子どもが、
経済的困窮によって、
様々な体験を奪われることの、
影響は大きく、
大人が貧困におちいるのとは
大きく違うのです。

このように、
とてもつらい状況が連鎖していく状態は、
子ども自身の人格形成を
困難なものにしてしまいます。

子どものくらしの格差について、
東京都が小学５年生と中学２年生、
１６～１７歳の子どものいる家庭を
調査した結果があります。

経済的に苦しい家庭の子どもたちは、
同世代の友だちが「あたりまえ」に
親から与えられているものを持てない、
余裕のない生活で、
親が子どもにかける時間や体験が不足して
いる様子がわかります。

テキスト４ページ0 0 :3 3

不十分な
衣食住

孤立
排除

不安感
不信感

低い
自己評価

低学力
低学歴

文化的
資源の不足

適切な
ケアの欠如、
虐待・
ネグレクト

不十分な
衣食住

孤立
排除

不安感
不信感

低い
自己評価

低学力
低学歴

文化的
資源の不足

適切な
ケアの欠如、
虐待・
ネグレクト

経済的
困窮

・不十分な衣食住：多くの子ども
　が普通に与えられている衣食住
　が充分でない
・適切なケアの欠如：病気になっ
　ても病院に連れて行ってもらえ
　ない
・文化的資源の不足：本や漫画を
　買ってもらえない、映画やゲー
　ムもできない。
・低学力、低学歴：家庭学習する
　環境がなかったり、親が勉強を
　見てあげられない
・低い自己評価：多くの子どもた
　ちと比べて体験や環境が貧しい
　ことで、自分自身への評価が低い
・不安感、不信感
・孤立、排除

＜図の解説＞

テキスト
８・９ページ

６）貧困の連鎖
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子どもの貧困
それは、大人の問題、社会の問題　です。

子どもは受け身の存在です。
生まれる場所、生きる場所を、選べない。
おかれた環境で育っていくしかない。
「生まれてくる環境」を選べません。

子どもの貧困は
「貧困の連鎖」を生み出します。
貧困の連鎖から抜け出すには、
大人の手助けが必要です。
そして、貧困の連鎖は、
社会に影を落としていきます。

いま先進国が、経済的な観点から、
子どもの貧困問題に取り組んでいます。
子どもの貧困が、めぐりめぐって
社会の経済を停滞させる要因になっていると
気づいたからです。
子どもの生活環境を保障していくことが、
社会の未来を明るくする。
これは、いま、世界の共通の考えです。
「よりよい社会」を子どもたちに渡すのは、
私たち大人の役割です。

子どもは社会に守られて成長していくわけ
ですが、子どもを守る法律があるのをご存
知ですか？
日本には児童福祉法という法律があります。

戦後、戦争孤児と呼ばれ、
路上で生活する子があふれていた時代に、
最低限の生活を保障するために
つくられたのが始まりですが、
社会の変化とともに、
改定を重ねながら現在に至っています。

近年では、「子どもの貧困対策に関する大綱」
がつくられ、
官民あげての取り組みが始まっています。

子どもの人権に関して、もう一つ知ってお
きたいのが、「子どもの権利条約」です。

国際的に
子どもの基本的人権を保障するもので、
国連で採択され、日本も批准しています。

日本ユニセフ協会が普及活動をされていま
すので、皆さんも聞かれたことがあると思
いますが、

生きる権利
育つ権利
守られる権利
参加する権利

の４つの柱で構成されています。

子どものことを考えるときに、
子どもの基本的な人権を念頭に
支援していくことが
時代的にも求められていますので、
日本ユニセフ協会のホームページなどで、
ぜひ、読んでみてください。

昨年（2017年）に日本ユニセフ協会が、
世界中の子どもの貧困問題について調査した
レポートが発表されています。
ユニセフ・イノチェンティ・レポートカー
ド14です。

これを読むと、
日本は子どもにとても冷たい国であることが
よくわかります。
子どもの貧困では２３位（３７カ国中）、
格差では３２位（４１カ国中）、
つまり、
格差が大きいほうから１０番目となります。

政府や民間による支援も、多様に広がって
きています。

図の中に、ご存知のものはありますか？
参加した活動や
利用した支援がありますか？

（手が上がったものを１、２個紹介）

00 :36

0 0 :3 5

７）子どもを守る法律や支援、社会的養護、児童虐待
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子どもの貧困
それは、大人の問題、社会の問題　です。

子どもは受け身の存在です。
生まれる場所、生きる場所を、選べない。
おかれた環境で育っていくしかない。
「生まれてくる環境」を選べません。

子どもの貧困は
「貧困の連鎖」を生み出します。
貧困の連鎖から抜け出すには、
大人の手助けが必要です。
そして、貧困の連鎖は、
社会に影を落としていきます。

いま先進国が、経済的な観点から、
子どもの貧困問題に取り組んでいます。
子どもの貧困が、めぐりめぐって
社会の経済を停滞させる要因になっていると
気づいたからです。
子どもの生活環境を保障していくことが、
社会の未来を明るくする。
これは、いま、世界の共通の考えです。
「よりよい社会」を子どもたちに渡すのは、
私たち大人の役割です。

子どもは社会に守られて成長していくわけ
ですが、子どもを守る法律があるのをご存
知ですか？
日本には児童福祉法という法律があります。

戦後、戦争孤児と呼ばれ、
路上で生活する子があふれていた時代に、
最低限の生活を保障するために
つくられたのが始まりですが、
社会の変化とともに、
改定を重ねながら現在に至っています。

近年では、「子どもの貧困対策に関する大綱」
がつくられ、
官民あげての取り組みが始まっています。

子どもの人権に関して、もう一つ知ってお
きたいのが、「子どもの権利条約」です。

国際的に
子どもの基本的人権を保障するもので、
国連で採択され、日本も批准しています。

日本ユニセフ協会が普及活動をされていま
すので、皆さんも聞かれたことがあると思
いますが、

生きる権利
育つ権利
守られる権利
参加する権利

の４つの柱で構成されています。

子どものことを考えるときに、
子どもの基本的な人権を念頭に
支援していくことが
時代的にも求められていますので、
日本ユニセフ協会のホームページなどで、
ぜひ、読んでみてください。

昨年（2017年）に日本ユニセフ協会が、
世界中の子どもの貧困問題について調査した
レポートが発表されています。
ユニセフ・イノチェンティ・レポートカー
ド14です。

これを読むと、
日本は子どもにとても冷たい国であることが
よくわかります。
子どもの貧困では２３位（３７カ国中）、
格差では３２位（４１カ国中）、
つまり、
格差が大きいほうから１０番目となります。

政府や民間による支援も、多様に広がって
きています。

図の中に、ご存知のものはありますか？
参加した活動や
利用した支援がありますか？

（手が上がったものを１、２個紹介）

テキスト
10～１1ページ

0 0 :3 8
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子どもの置かれている状況について、さら
に深めてみましょう。

社会的養護
という言葉を聞かれたことが
あるでしょうか？

家庭で育つことが困難な状況になった
児童を、
社会が育てることを意味しますが、
日本では、約４５,０００人の子どもが、
親と離れて、
児童養護施設や乳児院、
里親さんなどのもとで育っています。

経済的な問題だけでなく、様々な理由で、
この社会的養護のもとで育つ子どもは、
増えています。

一時的に施設でくらす子どももいれば、
１８歳になるまで、
ずっと施設で成長する子どももいます。

日本は海外に比べて、
里親率が低いことが課題となっています。

家庭的な環境での育ちは、
子どもによい影響を与えることが
わかっています。

政府は、
里親家庭を増やす取り組みを
しているところです。

母子生活支援施設は、
その名の通り母子で入所する施設です。

テキスト１８ページに、
社会的養護について紹介していますので
参考にしてみてください。

0 0 :4 0

テキスト１８ページ
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社会的養護に続いて、
もう少し子どもにとって、
つらい状況についてお話しておきたいと思
います。

子ども虐待　についてです。
年間、１３４,０００件（平成３０年度）の相談が
児童相談所には寄せられています。
虐待には
身体的虐待
ネグレクト
性的虐待
心理的虐待
４つあります。

最近増えているのが、
心理的虐待の中のひとつで
面前DVといわれる、
子どもの前で
激しい夫婦喧嘩をするものです。

子ども支援を行う中で、
虐待かな、と思ったら、
全国共通ダイヤル １８９（いちはやく）　
に電話をしてください。
匿名でも通告はできます。

子どもに寄り添う、市民活動が広がってい
ます。

子ども食堂やフードバンク、
学習支援などは、
その代表例ですね。
これらは、市民が主役になって、
地域の子どもたちが笑顔になるよう
取り組んでいる活動です。

活動を紹介する動画がありますので、
ご覧いただきましょう。

（３つの活動の動画から１本選んで視聴）

①子ども食堂（6分10秒）
　NPO法人豊島子どもWAKUWAKU」
　ネットワーク 　
　理事長 栗林知絵子氏

②フードバンク（6分６秒）
　認定NPO法人フードバンク山梨
　理事長 米山けい子氏

③学習支援（6分10秒）
　一般社団法人彩の国
　子ども・若者支援ネットワーク 
　理事 山浦健二氏

（動画を視聴した後、意見交換しましょう）

子どもの問題に、
市民の出番が求められていますね。

テキスト 21ページに、
みなさんのアクションを
記入する欄がありますので、
ぜひ、今日のうちに、
記入してみてください。

人間は社会的な生き物、と言われ、
人々との関係の中で
生かされている側面があります。
経済的貧困と並んで、現代は、
関係性の貧困、の時代といわれます。

困ったときに相談する相手がいない、
ちょっと助けて、と言える相手がいない。

もしかしたら、関係性の貧困は、
経済的な貧困よりも、
しんどい貧困かもしれません。

子どもの場合、子ども自身が
SOS を上げることがなかなかできません。
だから子どもの周りにいる気づいた人が、
この子たいへんよ！といって、
声を上げてあげたいですね。

子どもへの支援を通じて、
地域の身近な人たちが支え合って、
助け合う関係を取り戻していく、
子どもの貧困の問題を
一緒に取り組んでいくことは、
大人にとっても
実は大切なものを再生する活動の一歩とな
ります。
最後に、子どもの未来アクションの
推進検討委員のお一人、
首都大学東京の人文社会学部准教授の
室田信一さんが、
子どもの貧困を生み出す社会について
語ってくださっている動画をご覧下さい。
（動画）（6分10秒）

成長することが当たり前だった
かつての世代とは違う、
今の子どもたちの現実。
デフレ・ネイティブと言われ、
生まれた時から、経済は右肩下がり。
未来には楽しいことが待っている、
と胸を張って子どもに言えない親たち。

しんどさ、やるせなさ、
切なさに寄り添いながら、
生きづらさに耳を傾け、
支援できる地域が求められていますね。

今日の学びを機会に、ぜひ、皆さんも、
身近な子どもの問題に関心を持ち、
アクションをしていただければと願います。

本日は、
子どもの未来アクションの学習会に
ご参加いただきありがとうございました。

今後の活動の参考にしますので、
アンケートをご記入いただき、ご提出の上、
お気をつけてお帰りください。

0 0 :4 2

0 0 :4 2

８）子どもに寄り添う市民活動
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社会的養護に続いて、
もう少し子どもにとって、
つらい状況についてお話しておきたいと思
います。

子ども虐待　についてです。
年間、１３４,０００件（平成３０年度）の相談が
児童相談所には寄せられています。
虐待には
身体的虐待
ネグレクト
性的虐待
心理的虐待
４つあります。

最近増えているのが、
心理的虐待の中のひとつで
面前DVといわれる、
子どもの前で
激しい夫婦喧嘩をするものです。

子ども支援を行う中で、
虐待かな、と思ったら、
全国共通ダイヤル １８９（いちはやく）　
に電話をしてください。
匿名でも通告はできます。

子どもに寄り添う、市民活動が広がってい
ます。

子ども食堂やフードバンク、
学習支援などは、
その代表例ですね。
これらは、市民が主役になって、
地域の子どもたちが笑顔になるよう
取り組んでいる活動です。

活動を紹介する動画がありますので、
ご覧いただきましょう。

（３つの活動の動画から１本選んで視聴）

①子ども食堂（6分10秒）
　NPO法人豊島子どもWAKUWAKU」
　ネットワーク 　
　理事長 栗林知絵子氏

②フードバンク（6分６秒）
　認定NPO法人フードバンク山梨
　理事長 米山けい子氏

③学習支援（6分10秒）
　一般社団法人彩の国
　子ども・若者支援ネットワーク 
　理事 山浦健二氏

（動画を視聴した後、意見交換しましょう）

子どもの問題に、
市民の出番が求められていますね。

テキスト 21ページに、
みなさんのアクションを
記入する欄がありますので、
ぜひ、今日のうちに、
記入してみてください。

人間は社会的な生き物、と言われ、
人々との関係の中で
生かされている側面があります。
経済的貧困と並んで、現代は、
関係性の貧困、の時代といわれます。

困ったときに相談する相手がいない、
ちょっと助けて、と言える相手がいない。

もしかしたら、関係性の貧困は、
経済的な貧困よりも、
しんどい貧困かもしれません。

子どもの場合、子ども自身が
SOS を上げることがなかなかできません。
だから子どもの周りにいる気づいた人が、
この子たいへんよ！といって、
声を上げてあげたいですね。

子どもへの支援を通じて、
地域の身近な人たちが支え合って、
助け合う関係を取り戻していく、
子どもの貧困の問題を
一緒に取り組んでいくことは、
大人にとっても
実は大切なものを再生する活動の一歩とな
ります。
最後に、子どもの未来アクションの
推進検討委員のお一人、
首都大学東京の人文社会学部准教授の
室田信一さんが、
子どもの貧困を生み出す社会について
語ってくださっている動画をご覧下さい。
（動画）（6分10秒）

成長することが当たり前だった
かつての世代とは違う、
今の子どもたちの現実。
デフレ・ネイティブと言われ、
生まれた時から、経済は右肩下がり。
未来には楽しいことが待っている、
と胸を張って子どもに言えない親たち。

しんどさ、やるせなさ、
切なさに寄り添いながら、
生きづらさに耳を傾け、
支援できる地域が求められていますね。

今日の学びを機会に、ぜひ、皆さんも、
身近な子どもの問題に関心を持ち、
アクションをしていただければと願います。

本日は、
子どもの未来アクションの学習会に
ご参加いただきありがとうございました。

今後の活動の参考にしますので、
アンケートをご記入いただき、ご提出の上、
お気をつけてお帰りください。

0 0 :5 0

0 0 :5 1

テキスト２１ページ

DVD 画面

動画補足コメント
２０２０年、子ども
食堂は全国で５０００
以上と言われてい
ます。動画の作成
時点から大幅に増
えています。

９）私にできることを考えよう

10）支え合い、助け合える関係を取り戻す
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社会的養護に続いて、
もう少し子どもにとって、
つらい状況についてお話しておきたいと思
います。

子ども虐待　についてです。
年間、１３４,０００件（平成３０年度）の相談が
児童相談所には寄せられています。
虐待には
身体的虐待
ネグレクト
性的虐待
心理的虐待
４つあります。

最近増えているのが、
心理的虐待の中のひとつで
面前DVといわれる、
子どもの前で
激しい夫婦喧嘩をするものです。

子ども支援を行う中で、
虐待かな、と思ったら、
全国共通ダイヤル １８９（いちはやく）　
に電話をしてください。
匿名でも通告はできます。

子どもに寄り添う、市民活動が広がってい
ます。

子ども食堂やフードバンク、
学習支援などは、
その代表例ですね。
これらは、市民が主役になって、
地域の子どもたちが笑顔になるよう
取り組んでいる活動です。

活動を紹介する動画がありますので、
ご覧いただきましょう。

（３つの活動の動画から１本選んで視聴）

①子ども食堂（6分10秒）
　NPO法人豊島子どもWAKUWAKU」
　ネットワーク 　
　理事長 栗林知絵子氏

②フードバンク（6分６秒）
　認定NPO法人フードバンク山梨
　理事長 米山けい子氏

③学習支援（6分10秒）
　一般社団法人彩の国
　子ども・若者支援ネットワーク 
　理事 山浦健二氏

（動画を視聴した後、意見交換しましょう）

子どもの問題に、
市民の出番が求められていますね。

テキスト 21ページに、
みなさんのアクションを
記入する欄がありますので、
ぜひ、今日のうちに、
記入してみてください。

人間は社会的な生き物、と言われ、
人々との関係の中で
生かされている側面があります。
経済的貧困と並んで、現代は、
関係性の貧困、の時代といわれます。

困ったときに相談する相手がいない、
ちょっと助けて、と言える相手がいない。

もしかしたら、関係性の貧困は、
経済的な貧困よりも、
しんどい貧困かもしれません。

子どもの場合、子ども自身が
SOS を上げることがなかなかできません。
だから子どもの周りにいる気づいた人が、
この子たいへんよ！といって、
声を上げてあげたいですね。

子どもへの支援を通じて、
地域の身近な人たちが支え合って、
助け合う関係を取り戻していく、
子どもの貧困の問題を
一緒に取り組んでいくことは、
大人にとっても
実は大切なものを再生する活動の一歩とな
ります。
最後に、子どもの未来アクションの
推進検討委員のお一人、
首都大学東京の人文社会学部准教授の
室田信一さんが、
子どもの貧困を生み出す社会について
語ってくださっている動画をご覧下さい。
（動画）（6分10秒）

成長することが当たり前だった
かつての世代とは違う、
今の子どもたちの現実。
デフレ・ネイティブと言われ、
生まれた時から、経済は右肩下がり。
未来には楽しいことが待っている、
と胸を張って子どもに言えない親たち。

しんどさ、やるせなさ、
切なさに寄り添いながら、
生きづらさに耳を傾け、
支援できる地域が求められていますね。

今日の学びを機会に、ぜひ、皆さんも、
身近な子どもの問題に関心を持ち、
アクションをしていただければと願います。

本日は、
子どもの未来アクションの学習会に
ご参加いただきありがとうございました。

今後の活動の参考にしますので、
アンケートをご記入いただき、ご提出の上、
お気をつけてお帰りください。
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DVD 画面
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コロナ禍により世界的に利用が広がったインターネットを活用したオンライン会議システム。
2020年度は子どもの未来アクションでも、さまざまな場面で活用しましたので、アンバサダー
の皆さんの中にも、参加者として利用された方もいらっしゃることでしょう。
そこで、参加するだけでなく、学習会の主催者として、オンラインを活用するヒントをご紹介
しましょう。

●オンライン会議システムのいろいろ
昔からあるインターネットを使ったテレビ電話の Skype、ご存知の方も多いのではないでしょ
うか？
最近では、Zoom　というサービスをよく耳にされると思いますが、コロナ禍でテレワークや
ステイホームが求められ、このほかにもGoogleMeet や MSTeams など多くのサービスが登
場しています。
かつての一対一の通話だけでなく、複数人から数百人規模のイベントでも活用され、使い方
もURLをクリックするだけで、簡単にスムーズに進化しています。
友人同士のおしゃべりや仕事の打ち合わせや会議、研修、学校での授業、大規模フォーラム
やイベントなど、新しい生活様式として定着しています。
こんな便利なツール、学習会に活用してみませんか。

オンラインで開催する学習会のヒント

アカウントの作成

アプリダウンロード

人数制限

時間制限

画面共有

録音・録画

背景の変更

Zoom

各社無料サービスの状況（2020年 12月現在）
Microsoft
Teams

主催のみ必要

不要

100人

40分

○

○

○

主催のみ必要

不要

250人

なし

○

○

○

Google
Meet
必要

不要

100人

なし

○

△

○

Skype

必要

不要

50人

なし

○

○

○

Facebook
Messenger Rooms

必要

不要

50人

なし

○

×

○

Ciaco
Webex Meetings

必要

不要

100人

40分

○

○

○
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●主催者が準備すること
・オンラインでの学習会の開催には、講師役のほかに、オンライン受付などを担当する補助役
　が必要です。二人以上で準備、実施しましょう。
・安定した通信環境、機材（カメラ付きパソコン）、動画配信に適した環境を用意しましょう。
・使用するサービスを決め、各社が提供している使い方やマニュアル、トレーニングのWeb
　情報を活用し、参加者の受付から入室、画面共有やスポットライト、チャットや反応など
　基本的な機能をスムーズに使えるようマスターしましょう。
・学習会の告知チラシなどに、オンライン開催であることを明示しましょう。
　インストールが必要な場合など、使用するオンラインツールの使い方情報が公開されてい
　るホームページなども示しておきましょう。
・参加申込の際に、必ずメールアドレスの提示を求めましょう。

★アクセスに不安のある参加者には、学習会にアクセスできない際に電話対応するための電
　話番号を伝えておくとスムーズです。

前日までに、参加者のメールアドレス宛に、学習会の情報と参加の注意事項をメールしましょう。
　日程、URL、パスワード、注意事項　など
　※各サービスで提携のメール文が用意されています。必要な情報を加えて活用しましょう。
不慣れな参加者のために、開始前30分程度からオープンし、早めのアクセスを促しましょう。

●学習会で気をつけたいこと
・早めにログインして、参加者の入室状況を把握し
　ておきましょう。
・注意事項などを開始までの待機時間に画面共有し
て表示しておきましょう。
・雑音が入らないよう、発言時以外は、マイクを　
　ミュート（オフ）にしておきましょう。
・参加者の録画や録音は禁止事項であることなど、注意事項を伝えましょう。
▷時間配分を意識しましょう。
▷質問のタイミングが取りにくいので、適宜、参加者に声をかけるようにしましょう。
▷質問や感想にチャットを活用するように促しましょう。
▷オンラインで感情表現が伝わりにくいため、講師はリアクションやジェスチャーを積極的
　に活用しましょう。

ダミーダミー

例）活動報告会などで使用しています
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学習テキストは、子どもの問題の入門編として構成されています。
アンバサダーとして、さらに学習を深めるための情報源を紹介しますので、
活用して、あなたの学びを深めてみてください。

学習テキストを深めるために

P2-3　見えにくい、子どもの貧困
子どもの貧困問題に関する政府の情報
●国民生活基礎調査
厚生労働省が保健、医療、福祉、年金、所得などの国民生活の基礎
的な項目を調査しています。

●子供・若者白書
内閣府が平成２２年から、毎年発行しています。子ども・若者の状
況を把握し、支援のために講じられた施策の実施状況を報告してい
る白書です。

P4-7　貧困が、子どもたちへ与える影響
●「子どもの貧困ハンドブック」かもがわ出版刊
子どもの貧困問題の入門書としておすすめです。

●家庭の経済格差と 子どもの認知能力・非認知能力格差の 関係分析 
　－2.5 万人のビッグデータから見えきたもの
日本財団が平成２８年に発表した、大阪府箕面市の就学期の子ども
ビッグデータを活用し、世帯の貧困が、子どもの学習達成や非認知
能力にどのような影響を与えているのか等を分析したものです。

P8-9　子どもの暮らしの「格差」
●東京都子供の生活実態調査
東京都が子供・子育て支援施策の参考とするため、平成２８年度に
首都大学東京と連携して行った子供の生活に関する実態調査です。

P10-13　知っておきたい、子どもの人権
●児童福祉法 ●子どもの権利条約
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●ユニセフ　イノチェンティ研究所　レポートカード１４　日本語版

●オレンジリボン運動
児童虐待を防ぐために、オレンジリボンを共通のサインとして、
児童虐待防止を呼びかけています。

●児童虐待に関する情報
児童虐待に関する統計データや防止活動など様々な情報が厚生労働
省のホームページで発信されています。

P14-17　身近なところで、草の根の支援が始まっています
●フードバンク
農林水産省では、フードバンクに関する情報提供を行っています。

　　　　　　　　●認定NPO法人フードバンク山梨⇨

●子ども食堂
「広がれ、こども食堂の輪！」

P18　45,000人、日本の社会的養護で育つ子どもたち
●社会的養護
厚生労働省の社会的養護のホームページで詳細が公開されています。

●全国社会福祉協議会のホームページでは、民生・児童委員や
子どもの福祉について紹介しています。

P19　頼りにしたい、困窮家庭を支援する専門家たち
●市区町村の福祉事務所や教育委員会、社会福祉協議会、ボランティ
アセンターなどのホームページをチェックしたり、訪問して地域の
情報を入手しましょう。

●スクール・ソーシャルワーカー
文部科学省ではスクール・ソーシャルワーカーの実践活動事例集を
毎年公開しています。

●学習支援
一般社団法人彩の国・子ども・若者支援ネットワーク
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子どもの未来アクションでは、
様々な立場の人達とネットワークを築きながら、
子どもの問題に取り組んでいます。

■賛同団体
・子どもの貧困対策センター　公益財団法人あすのば
・NPO法人子育てひろば全国連絡協議会
・一般財団法人児童健全育成推進財団
・一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク
・社会福祉法人全国社会福祉協議会
・「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク
・NPO法人日本冒険遊び場づくり協会
・公益社団法人日本フィランソロピー協会
・公益財団法人日本ユニセフ協会
・「広がれ、子ども食堂の輪！」推進会議
・一般社団法人全国労働金庫協会
・全国大学生活協同組合連合会
・全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済coop）
・日本医療福祉生活協同組合連合会
・日本コープ共済生活協同組合連合会
・労働者福祉中央協議会
・NPO法人チャイルド支援センター
・NPO法人全国子ども食堂支援センターむすびえ
・一般社団法人　日本協同組合連携機構（JCA）
・日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）連合会

■後援
・内閣府
・文部科学省
・厚生労働省

■助成
　　　　　　　　

■主催
日本生活協同組合連合会
≪連絡先≫
日本生活協同組合連合会　組織推進本部　社会・地域活動推進部
住所：〒150-8913　東京都渋谷区渋谷 3丁目 29 番 8号 コーププラザ
電話：03-5778-8124　　FAX：03-5778-8125
E-mail： miraiaction@jccu.coop　　URL： https://miraiaction.org/

社会福祉法人中央共同募金会
「赤い羽根福祉基金（2018年度、2019年度）」
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