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お礼とご挨拶 
「人と人とのつながりによって活動が広がった 1 年」 

理 事 長  高 橋 勇 造  

2016 年も Kacotamを応援していただき、ありがとうございました。当年も継続して活動することができました。 

「活動を継続する」、一言で片付けられてしまいがちなことではありますが、子どもたちと関わるうえでとても大事なことであり、

難しいことでもあります。メンバーにとっても、子どもたちにとっても、次もまた会えるかどうか分からない。そのような環境下で私た

ちは活動しています。だからこそ、「活動を継続すること」に大きな意義があると考えます。 

当年は、人と人とのつながりによって活動が広がった 1 年でした。口コミによってスタサポ事業の新規利用者が増え、子ども

の現状やカコタムの活動について以前よりも大学や他機関でお話をする機会をいただけるようになりました。運営面にも積極

的に参加するメンバーが増えたことで、受験カコタムやカコタイムの内容を充実させたり、様々なプロジェクトチームを立ち上げ

て団体の課題を解決したりと、団体として成長することができました。また、市内の一軒家を貸していただいたことで、ずっと思

い描いていた「ゆるきち」という新たな事業を展開することができました。 

12 月のある日、二人の中学生が言ってくれた言葉が心に残っています。「その人の目に見えないところを考えるようになっ

た。私たちが知らないところでゆうちょ（高橋）が努力しているからこそ、こうやって勉強できるし、『ゆるきち』にだっていられるんだ

よね。ありがとう」 寄付や様々な形で支援していただいている方々がいて、私たちはこうして活動することができます。 

これからも皆様と一緒に、「すべての子どもたちが学びの機会に出会い、自己実現に向けて挑戦できる社会」を作っていき

たいと思います。 
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私たちの活動の行く先 
ビジョン 

❝すべての子どもたちが学びの機会に出会い、 

自己実現に向けて挑戦できる社会❞ 
ミッション 

❝環境に左右されない楽しい学びの場を 

すべての子どもたち・若者へ❞ 
 

私たちの活動にかかわる社会背景 

現在の日本社会では、上図で示したように、子どもが困難を抱え、機会の不平等に悩まされる傾向があります。私たちは学

びの機会格差問題の解決を目指して活動し、子どもたちが自己実現に向け視野を広く持ち、前向きに取り組むことを応援して

います。状況は人により様々ですが、例えば下図のように、習い事に通いたくても経済的理由で通うことができず、周囲から孤

立していると感じてしまう場合などがあります。 

  
① ② ③ 
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困難な環境の下では学びの機会が不足します。例えば、

ひとり親世帯とふたり親世帯を比較すると、学習塾を含めた

習い事の機会に格差があります（図1）。さらに、札幌市の

ひとり親世帯は全国のひとり親世帯よりもその機会が少ない

状況です。大学等進学率に関しても、全国平均とひとり親

世帯、生活保護世帯、児童養護施設の間に差が生じてい

ます（図2）。これらの調査結果から、環境によってやりたい

ことの実現が阻まれている子どもたちの存在と、平等な学び

の機会の必要性がわかります。 

また、困難を抱えた状況下では、安心できる空間や周囲

とのつながりが不足したり、自己肯定感・自己効力感が不

安定になったりします。その結果、自己実現の機会があって

もそれを利用する意欲が低下する傾向が強まり、将来への

希望を失うことにつながります（図3）。 

これを防ぐためには、安心できる居場所や、自分を受け入

れ応援してくれる存在が重要になります。 

 

（図１） 

 

（図３） 

（図２） 
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私たちの事業概要 
Kacotam では、二つの柱を事業の中心に据えて活動を行っています。一つは「学びの機会保障」であり、もう一つは「自分が

大事にされる居場所」です。これら二つを事業の柱とし、また達成するために、私たちは前年に続き当年も子どもたちに寄り添

う事業を展開・活動してきました。 

一つ目の柱「学びの機会保障」 

すべての子どもたちに環境に左右されない楽しい学びの場を提供するために、「スタサポ事業」・「学ボラ事業」・「スクール

サポート事業」・「リラーニング事業」の四つの事業を行っています。 

「スタサポ事業」では、主にひとり親世帯・生活保護世帯など経済的な理由などによ

り十分な学習環境にいない子どもたちを対象に、それぞれの子どものニーズに合わせ

た総合的な学習支援を行っています。活動場所は、エルプラザ拠点、こども學舎拠

点、へるすたでぃ拠点、ねっこぼっこのいえ拠点、ゆるきち拠点の５拠点です。 

「学ボラ事業」では、児童養護施設やファミリーホーム、母子生活支援施設等の社

会的養護にかかわる児童福祉施設の子どもを対象とした学習支援を行っています。メ

ンバーが施設に伺い、各施設のニーズに合わせて学習のサポートをしています。通年

での学習支援に加え、定期テスト前の学習支援も実施しています。 

「スクールサポート事業」は、小学校から高校における子どもたちの学びをサポートす

る事業です。支援先学校の生徒全員を対象に活動をしています。現在は市立札幌大

通高校で週1 回程度、活動を行っています。「チャレンジベーシック」という、小・中学校

の範囲の復習をする授業にメンバーが参加し、生徒たちと関わっています。 

「リラーニング事業」では、過去に経済的理由や家庭環境によって学びたくても学べなかっ

た若者を対象にした学習支援を行う事業です。高卒認定試験の合格を目指したり、日常生活

を送る上で必要な技能を身につけたりすることを支援しています。前年は20代女性1名に対

し、月2～3回の学習支援を行いましたが、当年は依頼がなかったため、実施していません。 

 

二つ目の柱「自分が大事にされる居場所」 

「ゆるきち事業」では、中学1 年生から 18 歳までの子どもたちを対象に、自分の考え

や言動が大事にされるゆるい空間を提供しています。その場を基点にして、新たな学び

の機会につないだり、子どもたちの「やりたい」をカタチにしたりすることで、自己実現に

向けて挑戦できる環境づくりに取り組んでいます。 

  

スタサポ

学ボラ

スクール
サポート

リラーニング

ゆるきち
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私たちのこれまでの歩み 
 

  

2011.06 高橋（現理事長）が単独で児童養護施設「興正学園」にて学習ボランティア開始 

2012.01 任意団体「Kacotam」を設立 

2012.04 「しんぐるまざあずふぉーらむ北海道」と協力し、スタサポ事業「エルプラザ拠点」開始 

2012.06 児童養護施設「興正学園」、「柏葉荘」、「羊ケ丘養護園」、「南藻園」にて学ボラ事業開始 

2012.12 保育士養成施設「こども學舎」と協力し、スタサポ事業「こども學舎拠点」開始 

2013.04 NPO 法人「リカバリー」と協力し、リラーニング事業開始 

2013.08 あさぶ商店街、藤女子大学隈元ゼミと協力し、「へるすたでぃ拠点」開始 

2013.10 ファミリーホーム「望みの家」にて学ボラ事業開始 

スタサポ事業「ねっこぼっこのいえ拠点」開始 

2014.02 住友生命「未来を強くする子育てプロジェクト未来賞」受賞 

スタサポ事業「へるすたでぃ拠点」で食事提供開始 

2014.03 NPO 法人格取得 

2015.07 児童養護施設「札幌育児園」、母子生活支援施設「すずらん」、 

地域小規模児童養護施設「興正チャイルドホーム中の島」にて学ボラ事業開始 

2015.11 Kacotam 苫小牧支部「L-base」活動開始 

2016.03 地域小規模児童養護施設「ひまわり」、ファミリーホーム「翼の家」にて学ボラ事業開始 

2016.05 北海道新聞「地域げんき大賞」受賞 

地域小規模グループケアホーム「興正チャイルドホーム平岸」にて学ボラ事業活動開始 

2016.06 児童養護施設「柏葉荘」にて学ボラ事業活動再開 

2016.11 「ゆるきち」開設 

2016.12 スタサポ事業「ゆるきち拠点」開始 
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2016年の活動を振り返って 
2016 年は、（１）組織の経済的基盤の構築、（２）個別対応の充実、（３）食事提供を実施する拠点の拡大、（４）子どもたち

がいつでも来ることができる拠点の検討の４項目を目標に掲げ活動を進めて参りました。 

 

（１）組織の経済的基盤の構築 

当年は、前年比約４倍の寄付金を皆様からご支援いただきました。それにより、使途が限られている助成金では行うことが

できない企画、個別対応が可能となりました。しかし、それでもなお、単年度で終了する助成金が収入の 50％を占めていま

す。今後も学習支援内容の充実と活動拠点の拡大を図るためには、収入構成をより安定的なものにしていく必要があります。 

 

（２）個別対応の充実 

当年から学習支援の成果を「目前の課題を解決しながら、いかに子どもたちの『やりたい』を見つけてカタチにすることがで

きたのか」と定めました。普段の学習を通した関わりの中で、その子がどのようなことが好きで、どのようなことに興味を持ってい

るのかを知り、そこから「やりたい」を一緒に見つけて具現化していきます。当年は「子どもの『やりたい』をカタチにするプロジェ

クト」を二つ実施しました（→17 ページ）。また前年に引き続き、お仕事カコタム、プログラミング体験を実施し、個別対応の充

実を図りました。 

 

（３）食事提供を実施する拠点の拡大 

エルプラザ拠点における食事提供の実施を検討しましたが、衛生面の管理、調理場確保の困難という課題がありました。

また、札幌市内でこども食堂が増加していることから、既に社会資源が整備されつつあると判断し、エルプラザ拠点では食事

提供は実施しないことを決断しました。 

 

（４）子どもたちがいつでも来ることが 

できる拠点の検討 

当年は常設の拠点について検討を進め、2018 年までに開

始する計画でしたが、縁あって北川憲司さんから一軒家を提

供していただき、約３ヶ月かけて中高生と一緒に準備を進め、

11 月から「中高生の居場所『ゆるきち』」を開始することができ

ました（→19 ページ）。 

 

（当初目標に加えて実現できたこと）受験カコタムの充実 

中学３年生を対象とした高校受験対策勉強会「受験カコタム」を、当年は前年までと比べて計画的に運営し、普段の活動

よりも志望校合格を強く意識した活動としました（→16 ページ）。  
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スタサポ事業参加者（子ども）の推移 

当年は前年比約140％と参加人数が

増加しました。その要因として新規利用者

や、複数の拠点を利用する子どもが増え

たことが挙げられます。新規利用者が

Kacotam につながるきっかけは、保護者に

よるネット検索が最も多く、口コミ、子どもア

シストセンター、各学校のスクールカウン

セラー等関係機関からの紹介が挙げら

れます。特に増加率の高いこども學舎拠点では、頻度を増やし月3 回にしたこと、他の拠点と併せて利用する子どもの増加

が要因として考えられます。 

 

メディア掲載情報 

５月３日の北海道新聞で、Kacotam の「地域げんき大賞」受賞について掲載さ

れました。「地域げんき大賞」は、道内の若い世代の個人や団体の行う社会貢

献活動に対し、北海道新聞社から贈られる賞です。Kacotam の学習支援が地

域を明るく元気にする活動であるとの評価をいただき、2016 年の「地域げんき大

賞」を受賞しました。 

10 月24 日の北海道新聞と毎日新聞では、当年からの新規事業である「ゆ

るきち」について掲載されました。事業の概要だけでなく、「ゆるきち」のオープンを

楽しみにしている子どもたちからの声も紹介されました。また、オープニングセレモ

ニーの様子も大きく掲載されました。 

1/29 HBCラジオ『山ちゃん美香の朝ドキッ！』内 

4/19 - 21 北海道新聞（連載）「学習支援カコタムの試み」 

5/3 北海道新聞「地域げんき大賞受賞について」 

5/4 北海道新聞「NPO 法人カコタム～貧困家庭の子ども支える～」 

6/30 北海道新聞「大人向け講座について」 

7/3 朝日新聞「『麻生キッチンりあん』での活動（へるすたでぃ）について」 

10/7 北海道新聞「パズルで子ども支援」 

10/21 北海道新聞夕刊「ゆるきち」 

10/24 北海道新聞「ゆるきち」、毎日新聞「ゆるきち」 

11/17 HTB『イチオシ！』不登校特集内 

11/19 北海道新聞「学びのシェアプロジェクト」 

10月24日北海道新聞 

５月３日北海道新聞  
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2016 年の主な活動 

  

２月 シャッターに絵を描く 第１弾 

３月 進級・進学お祝い会 

４月 母子生活支援施設「すずらん」にて、送別会（たこやきパーティー） 

 子どものやりたいをカタチにするプロジェクト企画「『ジェットストリーム』の秘密を探る」 

５月 英会話教室 

 子どものやりたいをカタチにするプロジェクト企画「ガチおにごっこ」 

８月 札幌スイーツ＆カフェ専門学校にて、お菓子作り体験 

 スタサポ事業へるすたでぃ拠点にて、中学生男子がエビみそラーメン作り 

 カコタム藤企画「流しそうめん」 

９月 自然体験学習 

 プログラミング体験 

 シャッターに絵を描く 第２弾 

 料理教室 

10 月 スタサポ事業へるすたでぃ拠点にて、ハロウィンパーティー 

11 月 「ゆるきち」オープン 

 野幌森林公園にて、「カコタン（フクロウ）を探そう」自然探索会 

12 月 クリスマスパーティー 

  

「自然探索会」 

11 月23 日 

「送別会（たこやきパーティー）」 

4 月8 日 

「エビみそラーメン作り」 

8 月17日 

「シャッターに絵を描く」 

9 月18日 
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2016 年の各活動紹介 

スタサポ 

エルプラザ 

スタサポ事業の全５拠点の中で最も参加人数が多く、当年は小学生から高校生ま

で、のべ 885 人が参加しました。学年の違う子どもたちがたくさん集まり、勉強を始める

前やお菓子タイム中はいつも賑やかです。そんな楽しい雰囲気ではありますが、子ど

もたちは学習タイムが始まるとしっかりと気持ちを切り替えて、それぞれの勉強に取り組んでいます。 

 

へるすたでぃ 

学習支援と併せて、藤女子大学隈元ゼミ（人間生活学部 食物栄養学科）の学

生による食事提供を行っています。 

食事提供の際に、「正しい箸の持ち方」、「食材についての説明」、「行事食」、

「郷土料理」、「食事と健康」などのテーマで食育を行っています。 

1回あたりの平均人数 子ども 26人、メンバー 22人 

札幌エルプラザ（札幌駅）場所（最寄駅）

日時 土曜日 18時30分～ 頻度 月3回

1回あたりの平均人数 子ども7人、メンバー6人

麻生キッチンりあん（麻生駅）場所（最寄駅）

日時
水曜日 18時30分～

土曜日 10時～/13時～
頻度 各月3回

※「へるすたでぃ」は、「麻生キッチンりあん」の旧名称に由来します。 
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こども學舎 

保育士養成施設の教室をお借りしているため、学習に集中しやすい環境にありま

す。学習の合間のお菓子タイムでは、お菓子争奪じゃんけん大会など、みんなで盛り

上がることもあります。学習タイムの集中力の高さと、お菓子タイムの子どもとメンバー

の仲の良さが特徴です。 

当年は、社会人のメンバーが増えたことで、子どもとの関わりの幅が広がりました。 

※2017 年3 月から実施会場が変更となる予定です。 

ねっこぼっこのいえ 

多世代型地域子育てサロン「ねっこぼっこのいえ」をお借りして、実施しています。こ

のサロンは一軒家を利用しているため、アットホームな環境で、のびのびと学習ができ

ます。また、学習の合間のお菓子タイムでは、「ねっこぼっこのいえ」のスタッフによる手

作りお菓子が提供されており、子どもたちはいつも楽しみにしています。家庭的で温かく、穏やかな雰囲気が特徴の拠点で

す。当年は、子どもとメンバーのコミュニケーションをより充実したものにするために、活動回数を増やしました。 

 

Ｌ－ｂａｓｅ 

札幌市外にある唯一のスタサポ事業拠点で、苫小牧市内の高校生ボランティアと

一緒に活動をしています。他の拠点とは異なり、小学生から中学生であれば誰でも

参加できます。現役の高校生が多いという特色を活かし、「ちょっと年上のお兄さんお

姉さん」と子どもたちが、真剣かつアットホームな雰囲気で学習に取り組んでいます。 

また、教室として料理スタジオを使用していることから、市販されているお菓子にひと手間加えた「お菓子タイム SPECIAL」を企

画し、子どもたちが楽しめる時間も提供しています。 

※“L-base”という名称には、「学ぶ基地(Learning ｂase)」として、ここを起点に様々な学びにつなげたいという想いを込めました。 

1回あたりの平均人数 子ども7人、メンバー6人

ねっこぼっこのいえ（月寒中央駅）場所（最寄駅）

日時 土曜日 14時～ 頻度 月1~2回

1回あたりの平均人数 子ども5人、メンバー6人

まちなか交流拠点ココトマ（苫小牧駅）場所（最寄駅）

日時 第１·3土曜日 17時～ 頻度 月2回

1回あたりの平均人数 子ども14人、メンバー10人

こども學舎（琴似駅）場所（最寄駅）

日時 木曜日 19時～ 頻度 月3回
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学ボラ 

近年、市内の大舎制の児童養護施設が一般住宅

に近い環境で過ごせる構造に建てかえられたり、地域

小規模児童養護施設が建てられたりと、児童養護施

設等が家庭的な環境へと変わりつつあります。それに

伴い、学習支援の依頼が増加しています。 

学ボラ事業で関わる子どもたちと関係性を築くために

は、長期的な関わりが必要です。何度も周りの大人に

裏切られる経験をしている子どもにとっては、「約束した

時間に来る」という当たり前の積み重ねが大切になりま

す。例えば、あるメンバーが担当している中学2 年生の女の子は、1 年間関わってようやく心を開いてくれました。 

学ボラ事業を始めて 5 年が経ち、中学2 年生から関わっているある女の子は、春から大学に進学することが決まりました。

彼女とは現在学ボラ事業では関わっていませんが、今でも施設で会う度に声をかけてくれ、近況を話してくれます。 

 

スクールサポート 

スクールサポート事業では、現在は支援先学校に出向いて授業のサポートをしています。現在の支援校は、市立札幌大

通高校（以下大通高校）の１校です。 

大通高校の活動では、中学校までの学習内容を復習する「チャレンジベーシック」という授業で、生徒が取り組んだプリント

のチェックをしたり、わからない問題があれば一緒に考えたりしています。１クラス 15 人程度ですが、わからない問題があると

積極的に声をかけてくれる子がいる一方で、自分から「わからない」と言うことが苦手な子も多くいます。そのため、手が止まっ

ているなど、困った様子の生徒がいれば、メンバーから積極的に声をかけています。生徒の中には、初めのうちは授業で取り

組む問題についての話しかしなかった子でも、次第にアルバイトや家族のことなどを話してくれるようになる子もいます。特に学

校での活動のため、学力をつけることは重要な目的ですが、勉強や学校が楽しいと一人ひとりが思えるようサポートすることも

大切だと考えています。 

【学ボラ訪問先の施設職員の声】（社会福祉法人扶桑苑 柏葉荘） 

入所児童の多くは、いろいろな問題を抱える家庭で育った子どもたちのため学力が低く、また学習に対する

意欲や意識も低いと考えています。Kacotam が関わった子どもたちは、勉強に対する意識が変化しているよう

に思います。勉強時間は増えているとまだ言える状態ではありませんが、メンバーから出される宿題などは、

意識して解くなどしています。また、職員に対しては言えないことや、相談できないことなどを話せている様

子から、子どもたちがメンバーを慕っているように感じます。 

今後、Kacotam にお願いすることとしては、継続的な支援です。児童の多くは、継続的な大人との関わりを

求めており、１～２年ほどで学習ボランティアが終了すると、それまで築き上げてきた関係が残念なことに崩

れてしまうことが多くあります。一般的な児童よりも、大人との関係は築きにくく、壊れやすいため、短期間

ではなく長期の関わりを希望します。 

また、今後は高校生に対する支援もお願いしたいと考えており、施設退所も近づき、将来に対して不安もあ

る中、年齢が近い大学生や、社会経験のある方と話をすることで、将来に対する希望や夢を持てるようになっ

てほしいと考えています。 

【学ボラ事業を実施している児童養護施設等】

は、2016年より活動を開始・再開した施設。

興正学園

興正チャイルドホーム中の島

翼の家

すずらん

札幌育児園

羊ケ丘養護園

南藻園

ひまわり

望みの家

興正チャイルドホーム平岸

柏葉荘

児童養護施設

児童養護施設

児童養護施設

児童養護施設

児童養護施設

母子生活支援施設

地域小規模児童養護施設

地域小規模児童養護施設

地域小規模児童養護施設

ファミリーホーム

ファミリーホーム
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カコタイム 

メンバーや外部講師が各自の特技や関心を活かして

講演を行い、子どもたちが新しい考えや見方を身につけ

るきっかけをつくるための企画です。スタサポ事業のエル

プラザ拠点での活動時間の一部を使って（15～20 分程

度）、不定期に行っています。 

 

「膜の科“楽”」 

元理科教諭のメンバーが理科の演示実験を行いました。カコタイムが始まる

前から「何をするのだろう？」と子どもたちは興味津々でした。「膜の科“楽”」とい

う題で始まったカコタイムでは、「立方体の枠ではシャボン玉の膜はどう張る？ 三

角錐では？ 六角柱では？」というメンバーの問いかけに対して、子どもたちは真

剣に考えていました。実際にやって見せると「おおー」や「へぇー！」という歓声が

上がっていました。実験が終わった後も「もう一度やってみたい！」と積極的に演示用の机に集まる姿が見られました。冒頭で

メンバーが発した「科学は好きか？」という問いかけに対し、「嫌いだ」と答えていた子どもの中でも、最後には「面白かった！」

と言う子が出てきました。簡単な実験ではありましたが、子どもたちが科学の楽しさや面白さを知る機会を提供できました。 

 

「写真を撮る」 

「写真を撮る」をテーマに写真家の方にお話していただきました。満開のラ

イラック越しの時計台や、札幌の街に向かって飛ぶスキージャンプの写真な

ど、札幌の四季の美しい写真の数々を見せていただきました。子どもたち

は、｢めっちゃキレイ｣、｢この木見たことある｣など、口々に素直な感想を言っ

ていました。普段何気なく過ごしている街をいつもとは違う視点から見たこと

で、新たな一面に関心を寄せる機会になりました。また、普段知ることのでき

ない写真家の方の苦労話を聞けたことも、子どもたちにとっては貴重な機会

となりました。 

 

「やりたいことをやる」 

学生メンバーの一人が、自らがこれまで続けてきた活動の紹介を通して、

「やりたいことをやる」についての話をしました。「こういう生き方があるのだ」とい

う一つのモデルや考え方を知ったことは、子どもたちが自分の進路をより深く考

えるきっかけとなりました。子どもたちからは、「めっちゃ共感！」「じっくり聞けて楽

しかったです」などの感想がありました。  

【2016 年の実績】 

02 月 「やりたいことをやる」 まこちゃん（メンバー） 

04 月 「膜の科“楽”」 けーりー（メンバー） 

07 月 「自然体験学習」 手稲さと川探検隊 

09 月 「自然調査」 FRSコーポレーション株式会社 

10 月 「文章を書く」 はまちゃん（メンバー） 

12 月 「写真を撮る」 今野哲郎さん（セミプロ写真家） 
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お仕事カコタム 

お仕事カコタムは、将来就きたい職業や、興味のある仕事をしている人のもとへ、メンバーと一緒に話を聞きに行くというも

のです。当年は保育士、養護教諭、看護師の方にお話を伺いました。 

A さん（高校1 年生）は、放課後等デイサービス（こどもガクシャ）の保育士の方に、最初にどのようなことをしているのか見学

させていただき、その後、「保育士の仕事で大変なことは何ですか？」、「保育士と合わせてどのような資格があると良いです

か？」、「お給料はいくらくらいですか？」と様々な質問をしていました。終わった後、A さんは「聞きたい質問をたくさん聞けて良

かった。放課後等デイサービスでは、保育士以外にあると良い資格もあることを知ることができた」と言っていました。 

B さん（高校1 年生）は、札幌市内公立中学校の養護教諭の方に、お話を聞きに行きました。目に見えていないところで事

務処理が多いことなど、イメージとは違った一面も知ることができました。インタビュー後、B さんは「養護教諭になることは大変だ

けど、なりたいという気持ちは強くなりました」と言っていました。 

C さん（中学3 年生）は、精神科（札幌太田病院）、産科（天使病院）の

看護師の方にお話を伺いました。仕事内容や患者さんが心地よくなってもらう

ために気を付けていること、今から出来ることは何かなど質問をしていました。

インタビュー後、「今、目の前のやるべきこと、勉強をもっとがんばろうって。アド

バイスしていただいたことをやっていきたいと思います。聞きに来て良かっ

た！」と言っていました。 

 

体験学習 

自然体験学習 

「手稲さと川探検隊」と「FRS コーポレーション株式会社」のご協力のもと自

然体験学習を実施しました。普段の活動ではお互いに関わることの少ない、

スタサポ事業と学ボラ事業の二つの事業の子どもたちを対象として企画しまし

た。総勢17 名の子どもが参加しました。星置川と手稲山パラダイスヒュッテの

二ヶ所を訪れ、子どもたちは川と山ならではの自然体験をしました。 

 星置川では実際に川に入り、網を使って魚やカニを捕まえました。「手稲さと

川探検隊」の方に捕まえ方のアドバイスを聞く子どもたちの、ワクワクした様子や真剣な表情が印象的でした。川遊びの後に

は、捕まえた生き物についての説明に熱心に耳を傾けていました。 

 手稲山パラダイスヒュッテを訪れ、バーベキューと近隣の森林でネイチャーゲームを行いました。バーベキューでは、火おこし

や薪割り、食材の下ごしらえなど、それぞれがやりたい仕事を率先して行いました。食後には、FRS コーポレーション株式会社の

方々が企画したネイチャーゲームで盛り上がりました。ゲームでは、チーム毎に指定された５種類の植物をチームメイトと協力し

ながら探しました。 

 普段の活動では話をしていなかった子ども同士が、楽しそうに笑い合っている場面がありました。自然の中で日常とは違った

経験をするだけでなく、子どもたちは新しい人間関係を築くことができました。 
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プログラミング体験 

「周りからパソコン得意だねって言われるけど、具体的にどういうことで深め

ていったらいいのか、わかんない」という D さん（中学３年生）に、パソコンでで

きることの一つとして、プログラミングを体験してもらいました。アルゴリズムやプ

ログラミングの基礎知識を学び、最後はじゃんけんゲームを作成しました。少し

ずつプログラムのコードを書き進め、①自分が選んだ手（グー、チョキ、パー）

を表示、②相手が出した手をランダムに表示、③勝負の判定を表示させるよう

にしました。一つひとつゲームの機能が増えていき、段階を経るごとに「おお、

できた！」という感動と達成感が得られた様子でした。 

 

英会話教室 

英会話教室は、海外留学の予備校「SEA 国際教育研究所」からネイ

ティブの講師を派遣していただいて実施しています。 

当年は小学２年生から高校２年生までの９名が参加し、体を動かし

ながら英語を学びました。 

例えば、あるゲームは、 

１人目： “ Stand up. ” 

２人目： “ Stand up. ” “ Touch your face. ” 

３人目： “ Stand up. ” “ Touch your face. ” “ Touch the wall. ” 

と子どもが順番に英語の指示を増やし、実際にその通りに動くというものでした。またあるゲームでは、目隠しをして、周囲から

英語で指示を受けながら部屋の中のコースを歩いて、タイムを競い合いました。 “ Turn right! ” “ Take 3 steps 

forward! ”などと普段の活動とは違い、教室中で英語が飛び交っていました。 

子どもたちからは、「今日はいろんな英語を使って楽しかったです」、「私は英語が嫌いだけど、遊びながら英語を学ぶことが

できてとても楽しかったです」、「この２時間、みんなでワイワイ盛り上がりながら学べて楽しかったです！！実際の発音も気を付

けながらできてとても勉強になりました。年下の子と一緒にできたのもいい経験になりました」という感想がありました。 

 

料理教室 

料理教室は、藤女子大学隈元ゼミ（人間生活学部食物栄養学科）の学生が

毎年テーマを決めて実施しています。当年は小学２年生から高校２年生までの子

ども 10 名が参加し、「ドライカレー＆バイキング」というテーマで、グループごとにドラ

イカレーとゼリーを作りました。また、隈元ゼミの学生が調理したバイキング料理を栄

養のバランスを考えながら盛り付けました。料理教室後は、体育館でバトミントンや

卓球、ドッジボールなどのレクリエーションで体を動かし、お腹と心を満たして、笑顔

で解散しました。 
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受験カコタム 

「受験カコタム」は、中学３年生を対象とした高校受験対策勉強会で

す。当年は前年までと比べてより計画的に運営し、普段の活動よりも志

望校合格を強く意識した活動としました。 

具体的な内容としては、以下の取り組みを実施しました。 

・模擬試験（北海道学力コンクール）の実施 

・個別の学習計画シート（年間・週間）による計画的な学習支援 

・小テストの実施 

模擬試験を実施することで、志望校合格までの課題を把握させることができました。学習計画シートを活用して、計画に対

する達成度や各種試験の結果から、より効果的に計画を立てられるように声掛けをしていきました。学習計画シートや小テスト

は、継続的な学習を意識付けることをねらいとして実施しました。 

 

夏期講習 

夏休み期間中の４日間で夏期講習をエルプラザで実施し、小学生から高校生ま

で延べ 100 名程が参加しました。「夏休みの宿題を一気に終わらそう！」というテーマ

で実施しました。明確な目標が出来たため、いつもの活動よりも各自が集中して取り

組んでいました。以下、子どもたちの感想です。 

「家よりも集中して勉強できたので、夏休みの宿題が早く進んで良かった」、「今年

の夏休みは宿題がとっても多かったけど、たくさん勉強できたのでとても良かったです。

わからなかったところもできたので、ほっとしました」、「宿題が全部終わったので良かったです！！カコタムのメンバーと楽しく

勉強できたので勉強がはかどりました。すごく教え方が分かりやすくかったです」、「センター試験本番でも、夏期講習のことを

思い出して頑張りたいと思います」 

 

冬期講習 

冬休み期間中の５日間、中学３年生を対象に、ゆるきちで冬期講習を実施しまし

た。教材は札幌市東区の学習塾「スコーレユウ」から無償で提供していただきました。

10 時から 17 時まで、個別学習だけではなく、メンバーによる授業もあり、いつもより密

度の高い勉強時間となりました。チームを組んで解けた問題の数を競ったり、合格点

に達するまで再テストを繰り返したりと、いつもとは違った勉強方法を取り入れました。ゆ

るきちで実施したこともあり、休憩時間はこたつや漫画スペースでリフレッシュする子も

いました。子どもたちからは、「周りが頑張っていると自分も頑張ろうと思える」と好評でした。 
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子どもの「やりたい」をカタチにするプロジェクト 

「子どもの『やりたい』をカタチにするプロジェクト」とは、学習支援を通した関わりの中で、子どもたちの「やりたい」という声を

聞いたり、潜在的に秘められた「やりたい」を見つけたりして、それらをカタチにしていくというものです。 

当年は、二つの「やりたい」をカタチにすることができました。 

 

「ジェットストリーム」の秘密を探る 

普段から文房具に興味のある A 君（中学１年生）の「なぜボールペン

の『ジェットストリーム』は書きやすいの？」というつぶやきから、「『ジェットス

トリーム』の秘密を探る」という企画を立てました。実施にあたり、販売元の

三菱鉛筆北海道販売株式会社様に商品説明の依頼をしたところ、快く

引き受けていただきました。 

子どもとメンバーが会社を訪問し、社員の方から「ジェットストリーム」

や、その他の文房具についてお話を伺いました。実際に文房具に触れ

ながら説明を受けたことで、子どもたちは実感をもとに理解を深めることができました。事前に準備していた質問の他に、話を聞

いて新たに感じた疑問も積極的に質問していきました。初めて訪れる会社で、大人に囲まれながら疑問に思ったことを言葉に

することは、なかなかできることではありませんが、子どもたちは自分の「知りたい」を満たすために物怖じせず発言していまし

た。 

この企画を通して、A 君は、気になっていた文房具について理解を深めることができただけではなく、以前より知識欲が高ま

り、様々な物事の仕組みに目を向けるようになりました。 

 

ガチおにごっこ 

「カコタムのメンバーと一緒に運動したい」という B さ

ん（高校３年生）と C さん（高校１年生）の声を発端に、

子どもから大人まで楽しめるおにごっこ大会を企画しま

した。年齢や立場を越えて交流を深めるため、お互い

に手加減しないというルールを設け、「ガチおにごっこ」

と名付けました。発案者の２人は日時・場所の決定や

チラシ作りなどの準備、当日の運営に率先して取り組

んでくれました。 

おにごっこの他にも、けいどろやサッカー、四葉のク

ローバー探しを楽しみました。一緒に本気で体を動かしたことで、子どもとメンバーとの関係性がより深まりました。 

この企画を通して、B さんと C さんは「やりたい」を自分たちの力で実現するという貴重な経験をすることができました。 
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その他イベント 

流しそうめん 

藤女子大学のサークル「カコタム藤」に所属するメンバーが主体となって、流しそうめん

を行いました。子どもと一緒にペットボトルを使って流しそうめんの台を作ったり、食紅を使っ

てそうめんに色を付けたりしました。特にそうめんの着色では、「理科の実験みたいで楽し

い！」とはしゃぐ子どもの姿も見られました。 

子どもたちは、水とそうめんを流す係、台を支える係などの仕事を交互に分担しながら、

お腹一杯になるまでそうめんを食べていました。 

流しそうめん終了後は、サッカーを楽しむ時間もあり、夏休みの最後に、思い出に残る１

日となりました。 

 

シャッターに絵を描く 

スタサポ事業で利用している「麻生キッチンりあん」（札幌市北区）のシャッターにペン

キで絵を描きました。 

参加した子どもたちにとって、ペンキで絵を描くのは初めてだったので、「ペンキが垂れ

る〜」と悪戦苦闘しながらの作業となりましたが、メンバーのアドバイスを参考にしながら

思い思いに色を付けていき、シャッターに一枚の絵を完成させました。 

A ちゃん（小学２年生）が大活躍し、「A はにんじん塗るー！」と積極的に色を塗ってい

ました。片付けのときも地面についてしまってなかなか落ちないペンキを、「あきらめな

い！」と言って、ゴシゴシときれいにしてくれました。 

地域の方からも、「シャッターの絵を見るとワクワクしますね」という感想をいただきまし

た。 

 

お楽しみ会 

３月初め、スタサポ事業全拠点の子どもたちを対象として、「進学・進級お祝

い会」を開催しました。新しい学年・学校でやりたいこと、今後の抱負についてみ

んなで発表し合いました。以下、子どもたちが挙げた抱負です。 

「先を考えて行動する」：高校３年生男子 

「高校のテストで赤点をとらないようにする。毎日楽しく過ごす」：中学３年生女子 

「イツメンいつでもずっと仲良し。新しいところでもがんばる！」：中学１年生女子 

他にも、「母子生活支援施設での送別会（たこやきパーティー）」、「ハロウィンパーティー」、「クリスマスパーティー」など節

目に合わせて様々なイベントを実施しました。 
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特集！！「ゆるきち」 

2016 年11 月、Kacotam の新規事業として「ゆるきち」が始動しました。初めて常設の拠点を持てたことには大きな意味があり

ます。「ゆるきち」を基点に、子どもたちが新たな学びの機会を得たり、「やりたい」をカタチにしたりすることができ、挑戦の可能

性が広がります。ここでは、「ゆるきち」の構想からオープンまでの経緯と、現在の施設内の様子をご紹介します。 

「ゆるきち」構想のはじまり 

学習支援活動の中で、次のような子どもへの支援が行き届いていない状況がありました。 

・普段の学習の場では、その子の良いところを発揮できない子ども 

・保護者が教育に関心がなかったり、関心を持つ余裕がなかったりする家庭の子ども 

・家に居場所がなく、もっとメンバーと一緒に居たい子ども 

そのため、以前から「子どもとの関わりの自由度が高く、子ども自身だけの意志で来ることができる場を作りたい」と考えてお

り、昨年から中期目標の一つとして掲げていました。数年をかけて取り組む予定だった目標が、2016 年5 月に「使っていない

一軒家を、活用しませんか」という提案をいただいたことで、予定よりも早く実現可能となりました。 

「子どもたちの意見を取り入れて事業を作り上げたい」という考えに基づき、立ち上げ段階から子どもたちに参加してもらいま

した。「ゆるきち」という名称は、子どもたちのアイデアから生まれました。「自分が大事にされる、ゆる
．．

い空間」であり、「学びの基

点となる場所（基地
．．

）」にしたいという想いが込められています。 

「ゆるきち」ができるまで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内の大掃除 
しばらく使われていなかった一軒家

の掃除に、子どもたちは悪戦苦闘！ 

楽しそうに声を上げながら、隅々ま

で丁寧に掃除をしていました。 

軒先の雑草取り 
中学1 年生の男の子が大活躍！ 

寒空の下、泥だらけになりながらの

過酷な作業でしたが、生い茂った雑

草や切り株を一つ残らず取りきりま

した。 

家具の買い出し・組み立て 
子どもたちの意見を取り入れて家具

選び。 

重い荷物も、男子が力を合わせて運び

込みました。買った家具は、みんなで

試行錯誤しながら組み立てました。 

打ち合わせ 
作業の合間を縫って、打ち合わせ。 

より居心地の良い空間を作るにはど

うすればよいか、みんなで知恵を絞り

ました。 

手作り看板の設置 
協賛業者のご協力で外装が完成！ 

看板が設置されたことで、一気に「ゆ

るきち」の完成が見えてきました。 

オープニングセレモニー 
多数のご来場者に祝福され、「ゆるき

ち」オープン！ 

理事長挨拶、貸主による鍵の贈呈式な

どを行い、最後に全員で乾杯をしまし

た。 
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「ゆるきち」大解剖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私が育った東区の実家は、母が３年前に亡くなってからは空き家になっていました。空き家は物騒だし、もう

手放そうと思っていた時に、仕事を通じてカコタムの高橋さんが一軒家を探しているという話を伺いました。う

ちは姉が重度心身障害者で地域の共同作業所に通っていたこともあり、母は、ゆくゆくはこの家を障害者のため

の共同作業所にしたいと話していたことがあったのを思い出し、「何か社会のために使えるのであれば」という

思いが込み上げてきたのです。 

どんな子でも存在が許され、そこで出会いがあり、いろんな人たちとの関わりの中で成長していく。そんな“ホーム”に「ゆ

るきち」がなってくれたら嬉しいですね。カコタムもどんどん成長している若い団体です。子どもの成長とカコタムの成長、そ

して地域社会の成長はどこかシンクロしているように思えてなりません。 

一軒家を貸してくれた“けんちゃん”（北川憲司さん）からのメッセージ 

１Ｆ 

２Ｆ 

ゆるゆるスペース 
ソファ、テレビ、座卓が設置され、
“ゆる”っと過ごせます。 
ふかふかのカーペットでは、毛並み
を指でなぞって絵を描いて遊ぶ子も
います。 
ソファにあるふわふわのクッション
は癒しアイテムとして人気です。 
みんなでＴＶを見たり、ゲームをし
たりして楽しんでいます。 

わくわくスペース 
本や楽器、ボードゲームがあ
り、好きなことに熱中できる
空間です。 
寄付された漫画や小説が本棚
いっぱいに並んでいます。 
ギターなどの楽器で、演奏を
楽しんだり、楽器のできるメ
ンバーに教えてもらったりで
きます。 
オセロや将棋、トランプで遊
ぶ子どももいます。 

事務スペース 
Kacotam 事務局として
使用しています。 

ぬくぬくスペース 
こたつが置かれている、シンプルな小部屋です。 
メンバーとのおしゃべりを楽しんだり、勉強したり、お昼寝
をしたりと、自由に使える空間です。 

もくもくスペース 
机と椅子や座卓、ホワイト
ボードが置かれ、集中して
学習できる空間です。 
本棚には、各種参考書が並
んでいます。 
冬期講習など、この部屋で
勉強会が開催されることも
あります。 

「ゆるたん」は、ゆるきちのマスコットです。 

絵を描くのが得意な女の子（中学３年生）が 

描いてくれました。 
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参加者の声 

 

 

勉強に対する姿勢が変わった！ 

（中学３年生女子・Kacotam 歴６ヶ月） 

お母さんが見つけたのがきっかけで、家で勉強できないから行ってみようと思った。休

憩も楽しいし、勉強も集中しやすい。来てから勉強に対する姿勢が変わった！周りが頑

張ってるし、自分もやらなきゃって気になる。最近は家でも勉強するようになった。 
来てる目的は第一が勉強、あとは他校の同じ学年の子と話すこと。他校だからこそ、素

でいられて、話しやすい。 

 

こういう場所を作ってくれて、ありがとう。 

（中学３年生女子・Kacotam 歴２年８ヶ月） 

メンバーは、教えるの上手いし、優しいし、受け入れようとしてくれるから話しやす

い。先生とも友達とも違う。メンバー、おしまいじゃなくて、それ以外にも仕事とか色んな

面がある。私も生徒、おしまいじゃなくて、将来の夢も好きなことも後ろに全部あるの。知

れる限り知れる、言いたいだけ言える。肩書に縛られずに、人と人として接せる。 
こういう場所を作ってくれて、ありがとう。メンバーみんな好き。 

 

 

たくさん勉強して頑張ってきたよと良い顔で帰って来ました。 
親として喜んで頑張ってる姿を見れる事は何よりも嬉しい事で、皆さまに本当

に感謝します。 
 

 

 

子ども全員に声をかけるように心がけている。 

       （社会人・メンバー歴２年半） 
元塾講師なので、また教育に関わりたいと思って始めた。 
活動では子ども全員に声をかけるように心がけている。人付き合いが苦手で、来るの

にハードルがある子もいるので、「この人いつもいるな」、「話せる人が一人はいるな」と思

ってもらい、安心して来られるようになってほしい。 
また、自分の基準で決めつけて話さないように気を付けている。「大学行きたい？」の

一言でも、子どものいる環境によっては、「行けるはずがない」と怒らせてしまうかもしれな

い。逆に話をしなければ、「行ける学力がないと思われてる」と落ち込ませてしまうかもし

れない。軽率な発言で傷つけないように、毎回会話をして一人ひとりと信頼関係を築こう

としている。勉強以外でも子どものことを考えて行動できる自由度がカコタムのいいところ。 

子ども 

保護者 

メンバー 
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夢を追いかける道を作ってくれて、真剣に考えてくれた。 

（中学３年生女子・Kacotam 歴２年８ヶ月） 
あったかい場所。安心できるからちゃんと楽しめる。メンバーは自分をけなしたり、いじめ

たり、害を与えないって信じられる。いいところを踏まえて見てくれるから、接し方が自然

と温かくなる。カコタムに来て、人を表面で決めつけずに裏側にも興味を持つようになった。

この場を提供してくれるのにどんな努力をしてるとか。夢を追いかける道を作ってくれて、

真剣に考えてくれたのも… 出会えたことは大きい、尊敬してる。 

 

色んな情報が得られるというのも来る理由の一つ。 

（高校１年生女子・Kacotam 歴２年） 
勉強を 1 対1 で教えてもらえてわかりやすいし、楽しい。メンバーは集中しやすい距離

感で接してくれる。 
最初は勉強が目的でカコタムに来てたけど、今は色んな情報が得られるというのも来る

理由の一つ。色んな職業の人の話を聞く機会や、カコタイムが楽しかった。カコタムに来て

から、人と話せるようになった。色んな人がいるからかな。メンバーと話すのは楽しい。 
 
 

 

３年間いつも楽しそうに通ってます。 
冬季講習は長い時間の勉強だったようですが、帰ってきた顔は少しの受験生

顔と、少しのやりきり感が出ていました。親としても感謝ばかりでした。 
 

 

 

お世話になった恩返しという気持ちが一番強い。  

（大学生・Kacotam 歴３年半 メンバー歴５ヶ月） 
元々教えられる側で、受験の成功はカコタムのおかげ。教える側になったのは、お世話

になった恩返しという気持ちが一番強い。教えられる側の時、メンバーのアドバイスや勉強

方法がとても参考になり、自分の話を聞いてもらって気持ちが楽になったので、自分もこう

いう大人になりたいと思った。その経験から、その子に合った解答方法を探すことや、話し

合いの場で子どもの意見を否定せず取り入れた上で自分の意見を話すことを大切にして

いる。家庭教師や塾とは違ったスタンスがカコタムの良いところ。一対一なので弱点を重点

的に教える事が出来る。いろんな人がいるので、必ずその子と話が合う大人がいる。 
ボランティアなので給料目的では無く、自ら子どもに何かを教えたい、伝えたいといった

志を持つ方々が集まっている。だから教え方も丁寧で、子どもも接しやすい。 

※子どもの似顔絵は、絵を描くのが得意な女の子（中学３年生）が描いてくれました。 
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私たちのこれから 
私たちの活動が始まってから５年が経ちました。試行錯誤して得られた活動の成果を活かし、ビジョンの実現に向けて、新

たな取り組みにも挑んでいきます。 

2017 年は、挑戦と模索の年と位置付けています。札幌市内における各事業拠点の拡大、子どもの「やりたい」をカタチに

するプロジェクトの始動、ゆるきちを基点としたつながる機会の充実の３点に取り組んでいきます。 

2020 年までの中期計画として、団体の枠を超えた活動の展開を考えています。Kacotam で蓄積した経験やノウハウを外部

に向けて発信し、同じ問題意識を持った個人・団体との繋がりを強化することで、より多くの学びの場ができることを目指しま

す。 

 

【2017 年計画】 新たな活動への挑戦と模索 

 

 

【2020 年計画】 団体の枠を超えた活動の展開 

北海道内でより多くの学びの場が作られるための下地を、2020 年までに整えることを目指し、以下の２点を進めます。 

 

①学習支援活動の体系化と発信 

学習支援活動のノウハウを言語化して整理する仕組みを作り、外部へ発信できるように体系化します。これを学びの場

づくりをしたいと考えている方や、子どもの福祉に関心のある方へ発信していきます。 

 

②学びの場づくりのネットワークの構築 

北海道内で学習支援活動をしている団体が点在しています。まずは「点」が「線」になるように、団体同士がつながり、

情報を共有し、より良い学びの場づくりに発展させることができるようにネットワークの構築を目指していきます。 
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私たちの活動への支援の輪 

寄付者数、寄付総額、収入構成 

 

当年は、多くのご支援を賜り、寄付金額が大きく増加して

400 万円に達しました。個人からの寄付金額は前年に比

べ約４倍、企業・団体からの寄付金額は約19 倍となりま

した。また、金銭面以外でのご支援も多数いただきました。 

年間を通し、活動説明会や「学びのシェアプロジェクト」

など団体の認知度向上に力を入れてきました。その結果、

新聞やテレビなどのマスコミに取り上げられる機会が増え、

それに伴い多くの方々から寄付をいただくことができまし

た。 

来年は、助成金に頼らずに当年の事業規模を維持できることを目指し、目標寄付金額を 600 万円に設定しました。現在収

入の約５割を占めている助成金は、助成回数と使途が限られているため、今後の見通しが不透明です。さらに、現在常勤職

員が１名しかいないために、すべての学習支援依頼に対して応えられないという課題があり、運営体制をより充実させることが

必要となっています。今後は寄付金の増加により収入を安定させることで、運営体制の充実と活動の幅の拡大を進めたいと

考えています。 

 

ご支援者様からのメッセージ 

 

 

 

 

 

 

ＵＨＢのドキュメンタリ－『17 歳の先生』でカコタムの存在を知りました。子供

の貧困が問題になっている現在、カコタムの活動に大変感銘を受けました。微力です

が、私も苫小牧東病院もカコタムの活動を支えたいと思っております。ドキュメンタ

リ－で知ったカコタムの高橋さん、深堀さんをはじめとした多くの方たちといろいろ

交流させていただいて勉強させていただきたいと思っております。カコタムのますま

すの繁栄を祈念しております。 

（医療法人社団 平成醫塾 苫小牧東病院 院長 橋本 洋一 様） 

寄付者78 名 

【様々な支援の輪】 

・ハピボンによる古本募金    （19,040 円） 

・書き損じ未使用切手による寄付    （62,707 円） 

・北海道日本ハムファイターズ、日本ハムグループ  

「Food Counter プロジェクト」 

・ （14,800 ） 

・「学びのシェアプロジェクト」       （81,000 円） 

・ソフトバンク「かざして募金」 

・東川町、JA 東川町よりお米提供    （３年間） 

目標金額 

600 万円 
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支援いただいた企業・団体（敬称略・順不同） 

【資金提供】 

  
 

  

 

【学習支援活動】 

   

   

  
 

   

【組織運営】 

   

 

日本ハムグループ 

北海道日本ハムファイターズ 
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