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2019年度はnew-lookにとっ
ては大きな転換期になりまし
た。
既存の事業では TOB 塾事業
が安定してきており活動の基
盤が整いつつあります。そし
て地方への展開の第 1 歩と
して奈良校の新設準備に入っ
ています。奈良校新設に向け
て動く中で、いろんなご支援
をいただけたりする一方、地
域からは煙たがられたりす
る凸凹な展開に陥りました。
翻って高校中退者一人ひとり
もいろんなバランスの中にい
るんだろうということを感じ
ざるを得ない出来事のなか、
自分たちの活動を通して応援
者がいる（もしくは背中を押
す考え方がある）ということ

を発信していく重要性にも気
づかされました。
また、ナイトクルージング（夜
回り事業）ではますます人と
の出会える機会が無くなり、
本格的に別の形での出会いを
模索してく必要性に迫られて
います。
それらを好転させる可能性も
期待して今年度から本格的に
スタートしている new-look
ちゃんねるでは、Youtube の
コメントや twitter の DM な
ど個人からの質問や相談など
が寄せられるようになってき
ています。応援者の存在を発
信するという意味では一定の
効果を感じていますが、他方、
ナイトクルージングで出会え
た層へのアプローチは未だ遠

い道のりです。
今年度末からの新型コロナウ
イルスの影響で、活動自粛の
ムードが広がっています。奈
良校も 4 月 1 日（水）のオー
プンに間に合うように工事を
急ぎましたが、世の中の活動
が止まっていく中で、中退の
当事者たちも活動を止めてし
まうのか、プライベートな空
間がより居づらくなって動き
出すのか、展開が読めない状
況です。
いろんな状況が次々に舞い降
りてきますが、その中で最適
な方法で歩める 2020 年度
を目指して変わらず進んでい
きます。引き続き、お力を貸
していただけますと嬉しいで
す。

奈良校開校準備、YouTube チャンネル開設
２つの新たなチャレンジを通して見えてきたこと

MESSAGE
「あなたを
応援する人がいる」
と伝えていくこと

代表からのメッセージ

クラウドファンディング実施
地方で孤立する人に情報と関わりを

地方に行けば行くほど厳しい
状況におかれるのが高校中退
者・不登校生。この状況に踏
み込んでいくための 1 歩と
して、奈良の地で TOB 塾奈
良校の設立や YouTube チャ
ンネル拡充を通して、彼らと

関わりを深めていくための動
きをつかみたい。この思いを
実現するため２月末よりクラ
ウドファンディングを開始し
ました。（※４月末で終了）
3 月末時点で 92 名の方から
928,150 円のご支援を頂き、

4 月 1 日 TOB 塾奈良校開校、
YouTube 動 画 50 本 撮 影 を
目指し、動き出しています。
ご支援くださった皆さま誠に
ありがとうございます。

new-look ちゃんねる開設
もっと多くの人にきっかけを届けたい

情報が少なく孤立しがちな高
校中退者や不登校生に、「学
校以外で生きていく」という
生き方知ってもらい、彼らが
より自分らしくキャリアを選
択していけることを目標とし
て始めた YouTube 動画配信。

情報を伝えるだけでなく、
1 対 1 での電話相談や PAC
サポート応募に繋がるケース
もあり、この先に大きな可能
性を持つ事業の１つとなって
います。

大学入試推薦状提出と兵庫県視察
社会で認められていく TOB塾での学び

ある大学の公募制推薦入試の
出願資格の１つ「学校長の推
薦」が、「TOB 塾代表の推薦」
でも受験できることとなり、
TOB 塾から出願した塾生が

合格することができました。
TOB 塾での学びを認めて頂
いたことに加え、このような
貴重な前例を作ってくれた塾
生にも感謝です。
２月には、兵庫県議会文教常
任委員会のみなさま 17 名が
視察にいらっしゃり、情報交
換をさせていただく機会もあ
りました。
new-look の活動が地域で認

められつつあること、そして、
そのことが高校中退者や不登
校生のサポートに繋がってい
ることを感じています。
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高卒認定
・高卒認定取得　　　　　名　
・取得要件の一部達成　　名

利用状況
・子連れでの通塾　　　名　　
・本人のみでの通塾　　名

進路状況
・目標に向け学習中　　名
・卒塾または退塾　　　名

進路状況
・目標に向け学習中　　　名
・高校へ進学　　　　　　名
・高等教育機関へ進学　　名
　　

高卒認定
・高卒認定取得　　　　　名
・取得要件の一部達成　　名

利用状況
・中学に在籍　　　　　名
・高校に在籍　　　　　名
・高校未進学、中退　　名
・高卒、高卒認定　　　名

TOB塾
不登校生・高校中退者を中心に、
新しい一歩を踏み出そうとする人を
応援していく個別学習塾

認知・紹介が増え、塾生数も増加

今年度の実績（2019.4 〜 2020.3）

今年度の実績（2019 年生）

今年度の進学先

前年度を大きく超える塾生・
授業数となりました。地域で
の認知や、卒塾生関係者から
の紹介も増えてきており、事
業は概ね安定しています。

6 月ごろまでは、前年度テレ
ビ出演の影響もあり、例年を
上回るペースで入塾生が増え
ていきました。その後も安定
したペースで塾生は増え、

奈良校新設、コロナウイルス
の影響などから、来年度はス
タッフ確保・育成が課題に
なっていくため対応を進める
必要があります。

事業報告

TOB塾 PACサポート
育児とキャリアアップの両立のため
シングルペアレントの高卒認定取得
をサポートする個別学習塾

2019 年生 2 名は病気や家庭の事情
などで途中離脱となり、高卒認定取
得には至りませんでした。2019 年
生の自治体からの紹介のほか、11
月に募集を開始した 2020 年生で
は、new-look ちゃんねるからの応
募など、間口が広がっています。

関西学院大学、花園大学、大谷大学、龍谷大学、桃山大学、産業技術短期大学、聖和短期大学、関西外国語大学
短期学部、神戸電子専門学校、日本分析化学専門学校、東京スクールオブミュージック専門学校、上田安子服飾
専門学校、ヒューマンアカデミー e-sports カレッジプロプレイヤー専攻、ルネサンス高校、神戸学園高等課程
アニマルコース、興國高校、梅花高校国際コース、芦屋学園高校など

今年度の実績

高卒認定試験関連の動画が
よく視聴され、最も視聴され
ている「ほんとうは取れる高
卒認定」は 8,583 回再生と
なっており、情報を求めてい
る方が多いことを感じます。

高校中退者・不登校生などを
対象にして、高卒認定試験・
通信制高校等についての情報
や、楽になる生き方考え方の
動画を配信してきました。
１０４本の動画のなかでも、

またコメント欄で、感想や質
問、リクエストなど多くの反
響をいただき、一方通行では
ないやり取りが出来ていま
す。

ブルームーンラボ ナイトクルージング TOBIT

高校中退者を採用しており、
かつ、キャリア選択の可能性
を広げるための高卒認定取得
支援という活動を理解してい
ただけるオーナーと出会うこ
とが難しい現状にあります。
そのため今年度より、事業と
して維持し、対象者とマッチ
ングできた場合に適宜対応し
ていく形に移行しました。

今年度は７回の夜回りを実施
しましたが、対象となる若者
には１回しか出会えませんで
した。対象者に会う確率は前
年度の 23.1％から、今年度
14.3％とさらに下降。
スタッフのモチベーション維
持も難しいため、リアルでの
夜回りは一度停止し、ネット
での繋がりを作る道を模索し
ていきたいと考えています。

今年度は TOB 塾卒塾生から
の相談が１件ありました。最
終的に自力で転職活動を行う
事となりましたが、状況の整
理など効果はあったと感じて
います。
カウンセリングに近い形で実
施ができていますが、転職エ
ージェントとしては難しい点
も多く、他機関に繋げる関わ
り方も必要になっています。

夜の街で働く方のキャリア
選択を広げるため、店舗等
に出張して高卒認定取得
をサポート

夜歩きする若者に話しかけ
他愛のない会話や悩み相談
などを通し交流することで
互いに情報交換

学歴・経歴に捉われずに
人生を切り拓けるよう、
若者の就労とキャリア形成
をサポート

事業報告

new-look ちゃんねる
情報を得にくい環境にいる人に向け
自分らしく生きることを後押しする
動画を届けるYouTube チャンネル

一方通行ではないやり取りへ
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総視聴回数 回 2,183.4 時間総再生時間 +601 人チャンネル登録



05 06

会計情報・2019TimeLine

貸借対照表

活動計算書

2019TimeLine

2020 年の展望・Voice

TOB塾奈良校スタートと
ネット上の活動で新しい出会いへ

コミュニケーション
意識した１年

正解がないなか
一人ずつと向き合う

元塾生の
経験を活かして

新型コロナウイルスの影響が
どのように表れてくるか分か
りませんが、new-look とし
ては大きく 2 つの事業に力
を入れていきます。
ま ず は TOB 塾 奈 良 校 の ス
タートに注力します。オープ
ンのプレスリリースを始め、
塾生との活動をブログなどで
紹介し、奈良での不登校生支
援をされている団体への認知
を高めることによって、少し
ずつ塾生や大学生スタッフを
広げていくべく動きます。

年度末はコロナ禍の状況とな
りましたが、前々年度よりオ
ンライン化に向けてのシステ
ム整備を行っていた為、大き
な混乱なくサポートが継続で
きてホッとしています。
今年度は本人さんとも保護者
さんとも、また内部でスタッ
フさんとも、コミュニケー
ションを意識した 1 年であ
りました。翌年度もより範囲
を広げてそれぞれと連携しな
がら前に進んでいけたらと
思っております。

TOB 塾の講師として活動に
参加してから 1 年が経ちま
した。塾での活動は自由度が
とても高く、これをすれば正
解というものが存在しませ
ん。そのため、活動を始めた
ばかりの頃は「本当にこれで
良いのか」と悩むこともあり
ました。しかし、一人ひとり
の生徒さんと向き合いながら
それぞれに合った授業を考え
ることを通して、多様性への
理解や多角的に物事をとらえ
る視点を身につけられたと思
います。

僕はこの１年間 TOB 塾の講
師と保護者会などイベントの
お手伝いをしました。元々
TOB 塾の塾生で今はスタッ
フとして活動しています。
TOB 塾はただただ勉強する
ために通う塾ではなく、一人
一人塾生にあった勉強の仕方
やイベントを考えています。
塾生として 1 年間通ってい
たからこそ講師となった今、
自分の経験を活かして塾生の
不安や悩みを一緒に解決して
いきながら日々授業に取り組
んでいます。

そしてもう 1 つはインター
ネット上での活動です。ネッ
トでの動きは 2019 年度の
TOB 塾 PAC サポートを北海
道の方が利用されているな
ど、これまでの new-look の
活動とは違う流れが作れてい
ます。引き続きnew-lookちゃ
んねるの活動を広げて、より
多くの高校中退者や不登校生
たちとつながり、直接応援し
ていけるようになりたいと思
います。

山元　直樹
社会人スタッフ

見山　晴香
学生スタッフ

槌谷　和真
学生スタッフ

 

 

【流動資産】
　（現金・預金）
　現　金
　普通　預金
　　現金・預金　計
　（売上債権）
　未収金
　　売上債権　計
　　　流動資産合計

【固定資産】
　（有形固定資産）
　建物付属設備
　什器　備品
　　有形固定資産　計
　（無形固定資産）
　ソフトウェア
　　無形固定資産　計
　（投資その他の資産）
　敷　金
　　投資その他の資産　計
　　　固定資産合計

【経常収益】
受取会費
受取寄付金
自主事業収益
その他収益
　経常収益　計

【経常費用】
　【事業費】
　人件費
　その他経費
　　事業費　計

【管理費】
人件費
その他経費
　管理費　計
　　経常費用　計
　　　当期経常増減額

【経常外収益】
経常外収益　計

【経常外費用】
経常外費用　計
　税引前当期正味財産増減額
　法人税、住民税及び事業税
　　当期正味財産増減額
　　前期繰越正味財産額
　　次期繰越正味財産額

2019.5/13 高卒認定受験完全ガイド「高認があるじゃん」
                「ひとり親に無料で高認指導　個別学習塾が独自サポート」
         7/18 国際ソロプチミスト神戸東さまよりクローバー賞受賞
         7/19 神戸新聞「高校中退者らの学習を支援　西宮の法人代表を表彰」　
                 毎日新聞「高校中退者支援で表彰クローバー賞」
         7/28 産経新聞「自分らしい生き方の道標に　ひょうごの宝」
         10/7WEB メディア soar「高校中退しても、学歴がなくても大丈夫」
         10/17,18 関西学院大学チャペルにて講話
2020.1/11H2O サンタ　チャリティートークショー登壇
         2/7 兵庫県議会文教常任委員会より視察
         2/22 通信制高校・サポート校合同個別相談会で講演

【流動負債】
未　払　金
前　受　金
短期借入金
預　り　金
未払い法人税等
　流動負債合計

172,212
356,000
481,139
162,194
82,000

1,253,545

基　金
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額

一般社団法人 new-look
全事業所

一般社団法人 new-look

［税込］（単位：円）
2020 年 3 月 31 日現在

［税込］（単位：円）
自 2019 年 4 月 1 日　至 2020 年 3 月 31 日

5,000,000
△ 265,043
1,206,536

247,006
5,536,448
5,783,454

262,000
262,000

6,045,454

205,125
309,459
514,584

585,000
585,000

50,000
50,000

1,149,584

25,000
1,399,977

15,123,400
5,052

12,757,610

2,507,276

0

0
1,288,543

82,007
1,206,536

△ 265,043
941,4939,356,702

3,400,908

1,732,128
775,148

16,553,429

15,264,886
1,288,543

資　産　の　部 負　債　の　部

正　味　財　産　の　部

負債及び正味財産合計

科　目

負債合計

科　目 金　額

1,253,545

正味財産合計 5,941,493

7,195,038

金　額

資産合計 7,195,038



金銭や物品の寄付・ボランティア等
のご支援は、右の QR コードまたは
WEB 検索から公式サイトにアクセス
いただくか、下部記載の連絡先に
ご連絡ください。

寄付金は下記のような非収益事業に
利用させていただいています

・ひとり親の高卒認定取得支援
・講演やイベント実施　

ご支援のおねがい
「若者たちが自分らしく生きていける社会」を目指す私たちの活動には、
皆さまのあたたかいご支援が必要です。寄付、ボランティア、口コミでの
情報拡散などにご協力ください。

〒 663-8032 兵庫県西宮市高木西町 14-6
TEL/FAX ： 0798-56-7139
mail ： info@new-look.jp
web ： https://www.new-look.jp

若者たちに自分らしく生きるきっかけを

一般社団法人
ニュールック


