ご支援のお願い

ご支援HP

「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よろしくお願いいたします。
また、YouTubeチャンネルをご視聴頂けるだけでも支援に繋がります。

金銭や物品の寄付・ボラ
ンティア等のご支援は、
左の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
YouTubeチャンネル 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
・ 中退者に情報を届ける動画メディア
・ 講演やイベントの実施
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“Think
Outside
the Box”
一人一人の次のステップを応援します

一般社団法人new-look

〒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

一般社団法人new-look
2020年度年次報告書

With コロナ

HEADLINE NEWS 2020

今年度はコロナの影響を大きく受けたスタートになりま
した。昨年末から取り組んでいた奈良校オープンのため
のクラウドファンディングも、「今は、今日生きることに困っ
ている人たちに支援が流れていくべき」との考えにより
最後はフェードアウトした感じになりました。何とかオープ
ンにいたることはできましたが学校休校などの対応と重
なり、広報もタイミングを逃し、問い合わせも厳しい状態
が続いています。問い合わせは西宮本校でも上半期は
ほとんど無く、欠席日数が増えてきて留年などが決まり
そうになる頃から少しずつ戻ってきたような感じでした。

皆様に支えられ奈良校開校

次のステップに向けて定期的に外出機会を作る必要
がある人もおり、塾生たちの授業自体は感染対策に気
を遣いながら通塾とオンラインを自由に選択できるよう
にしているためバランスを取りながら進められている状
態です。しかし、毎月催していたイベントがほとんど開催
できていない状況です。イベントは以前から参加のハー
ドルが高く、参加人数が少ない状態ではありますが、他
者とリアルで関わる場は大事にしたいと思いながら機会
だけは確保しておきたいと考えています。

代表メッセージ
活動9年目を前に感じる変化とnew-lookとしてできることを模索した一年
設立以来、昼のTOB塾・夜のナイトクルージング（夜回り）のようにいろいろな状況の高校中退
者や不登校生などに接しながらnew-lookは運営してきました。社会の変化とともに夜回りで出
会える若者の数が激減していた中、コロナによってその機会は全くなくなってしまいました。しかし、
初めて行政機関からの委託事業を受けたことで新しい状況の方々との出会いもありました。
法人全体の経営状況的には、1回目の緊急事態
宣言時の4月5月あたりはどうなることかと思いま
したが、給付金や寄付金などにより何とか良い状
態で年度末を迎えることができました。ただ一方、
確実に費用の面で通塾を諦められる方や、将来を
心配している方も増えている実感もあります。そう
いった状況の人たちに、また先に触れたナイトクル
ージングで出会えなくなった人たちも含めて、
new-lookとしてできる人生のステップを進められ
るようなプロジェクトを模索する一年にもなりまし
た。2021年には具体的に動いていく予定ですの
で、またnew-lookを見守り、応援いただけますと
幸いです。
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2020年4月、クラウドファンディングなどで大きな力
をお借りして奈良校をオープンすることができました。
実は今の場所でオープンするまでに、①初めに考えて
いたお家は自治会さんとの打ち合わせでNGとなった
り、②認定NPO法人おてらおやつクラブの代表理事松
島さまとお話しながらお寺での設立を模索したり、③
地元のつながりからキリスト教の教会での設立も考え
たりと数多くのステップがありました。
無事にオープンした後は、奈良教育大学さんや奈良
市社会福祉協議会さんなど地域で不登校やひきこも
りへの活動されている団体さんと繋がりなどもあり、コ
ロナの影響の中でしたが1年目は7名の塾生とつなが
ることができました。西宮との違いを感じながらも、オン
ラインと通塾を組み合わせるなど状況に応じて柔軟な
対応を心掛けています。

オンライン環境を活用したサポートの充実
第1回の緊急事態宣言の時から通塾に不安という声がたく
さん聞かれるようになりました。TOB塾では通塾コースとオン
ラインコースが別々のものとしてあったのですが、状況に応じ
て塾生の要望でいつでもスイッチできるようにしました。また、
TOB塾のひとり親家庭の親御さん向け無料個別学習のPAC
サポートでは、子連れでの通塾をOKとしていたのですが、感
染防止の観点から全てオンラインでの対応に切り替えました。
そして、新しい動きとして委託事業で「オンライン広場」を行い
ました。申込が10名で毎回3，4人が集まり、高卒認定への知
識を身につけ、情報交換なども活発に行われました。

new-lookちゃんねる収益化
動画投稿から1年半、マイペースに動画をあげ続けてつ
いに2020年10月に収益化要件のチャンネル登録者数
1,000人と365日の総再生時間4,000時間以上を達成
し、収益化できることになりました。
視聴回数の多い「高卒認定」系の動画として、英語と数
学の授業動画をまとまった本数公開したことで視聴回数も
前年比で順調に上げることができました。また、new-lookちゃんねるでは、一人で学びを進めて
いく人のために動画をあげておりますので、あまり人気はないですが、コメントを付けてくれること
もあるメンタル系のお話も、こだわりを持ってお届けしていきたいと思います。
Annual Report 2020
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事業別報告
TOB塾

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【事業内容】
不登校生・高校中退者などの若者を中心に、次への一歩をサポートをする個別学習塾

今年度の実績
中学に在籍
高校に在籍
高校未進学・中退
高卒・高認所持

高卒認定：
高卒認定取得

進路状況：

利用状況:

16 名
13 名
11 名
10 名

26 名
高校へ進学
6名
転校・編入
2名
高等教育機関へ進学 7 名
就職
1名
目標に向けて学習中

科目合格の達成

4名
3名

奈良校が新規開校したものの、昨年度の新型コロナウイルスの流行
と5月の1回目の緊急事態宣言の影響で新しいことを始めるのを躊
躇する動きが見られ、西宮本校、奈良校ともにお問い合わせの少ない
スタートとなりました。7月以降動きが再開して徐々に入塾生が増えま
したが、両校合わせて昨年度の7割程度の授業数となりました。

社会体験イベントが課題となっているため、オンライン環境も活用してイベントに代わるようなものを整えていく
必要があります。
【事業内容】
高卒を持たないひとり親家庭の親の学びなおしをサポートして、就職や
転職などの選択肢を広げる無料の学習支援

今年度の実績

オンラインでの授業

1名
2名

卒塾
期間満了

2
1

名

高卒認定取得

名

科目合格の達成

2名
1名

2020年生はnew-lookちゃんねるからオンラインで募集をかけたこともあり、関西圏以外からも2名利用があ
りました。2名は高卒認定取得ができたものの、1名は2回の試験で取り切れずサポートの期限を迎えました。
子連れ通塾のニーズがあまりない状況と、コロナの影響もあり、2021年生からは完全オンラインのサービスと
することを決定しました。これからもより多くの方のサポートができる環境を考えていきます。
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4,795.3
250

チャンネル登録者数

時間

動画公開数

件以上

1,392

人（

＋ 652

人 ）

156

本（

＋ 51

本 ）

チャンネル収益化達成

高卒認定の合格を目指すための動画や、メンタ
ルヘルスや悩み相談に応える動画、PACサポート
やオンライン広場などの告知動画など、かなり幅
広い内容の配信を行いました。コメントでの相談
も250件を超え、周りには相談しづらい高校在学
中の高認受験希望や転校希望、手続きや免除科
目が分からないなどの出願サポートも、すべての
相談やコメントに1つ1つ丁寧に返信しています。

ブルームーンラボ

【事業内容】（兵庫県委託事業）
引きこもりの状態にある人たちの居場所をオンラインで開設し
て、次を考えるきっかけとなる高卒認定資格取得をサポート

【事業内容】
夜の街で働く方の将来的なキャリア選択を広げるために、店
舗等に出張して高卒認定取得をサポート

第2回高卒認定試験前と取得後のフォローで全15回実施し、
参加申し込み10名、内1回以上参加された方は8名でした。
意慾がある方も多く、高卒認定取得者が4名、一部科目合格
者が3名と、前に進めた方が多く、手応えを感じます。
new-lookちゃんねるによる告知から参加された方も多く、事
業間の相乗効果が感じられます。来年度もオンラインの方向を
探ってまいります。

昨年度より事業としては維持して、対象者とマッチングできた
場合に適宜対応していく形をとっております。
今年度は新型コロナウイルスの影響もあり、オーナーさんと出
会う機会もまったくなくなってしまっております。飲食店の経営も
厳しいと思われ、社会的に生活が厳しく買い手市場となってい
る昨今、お店側の負担で進めていくには厳しい情勢です。

高卒認定:

場所や状況にとらわれない遠隔地へのアウトリーチ拡大
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年間総再生時間

回

オンライン広場

環境の変化に影響を受けた塾生は一定数おりましたが、柔軟に個別
フォローができたため進路等への影響はほとんどありませんでした。

本人のみでの通塾

92,551

情報発信だけではなく悩みの相談も

一歩を踏み出しづらい一年、お問い合わせの減少

進路状況:

総視聴回数

コメント欄相談件数

大阪商業大学、龍谷大学、摂南大学、追手門学院大学、甲子園大学、島根大学、
大阪学院大学、ルネサンス高校、長尾谷高等学院、第一学院高等学校、西宮甲英高校、
つくば開成高校、神戸学院大学付属高等学校

利用状況:

new-lookちゃんねる

【事業内容】
孤立しがちな高校中退者や不登校生に、次の一歩を具体的に進める
情報を届けて後押しするYouTubeチャンネル

今年度の実績

今年度の進学先

TOB塾PACサポート

事業別報告

(2020年4月1日～2021年3月31日)

TOBIT

ナイトクルージング

【事業内容】
学歴・経歴にとらわれずに人生を切り拓けるよう、若者の就労
経験とキャリア形成をサポート

【事業内容】
夜歩きする若者に話しかけ、現状を調査するとともに、困りご
とについての相談や情報発信を行う

今年度は転職の相談が2件あり、内1名は資格を取得して就
職が決定しました。2名ともTOB塾に関わる人からの相談で、
就職もサポートステーションを利用するなど自己応募での決定
となりました。
相談には乗れる枠組みはあるものの、希望に合わせてエー
ジェントとして動き、売上をあげていくには困難であるため、外
部との連携などを探っていく方向でも検討していきます。

今年度よりアウトリーチとしての機能をオンラインであるnewlookちゃんねるに統合しています。
YouTubeコメント欄による相談は多く、学校を辞めた仲間同
士で集まる環境から、悩みを一人で抱えてオンライン上の知ら
ない人に相談する傾向が見られます。
五月雨式に相談に乗るのは人的コストも大きいため、相談の
為の仕組み作りを考えていく必要があります。
Annual Report 2020
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寄付・助成金

メディア・イベント

会員および一般寄付金
PACサポート、各種イベントなど
非収益事業の運営費として

2,659,624

事業・活動へのご協力頂いている
企業・団体（敬称略・順不同）

クラウドファンディング

円

奈良校立ち上げ
new-lookチャンネルスタジオの為

1,298,930

円

Chatwork株式会社
サイボウズ株式会社
株式会社GEOソリューションズ
一般社団法人H2Oサンタ
関西学院大学
Google LLC
Microsoft Corporation

他

会計情報

(2020年4月1日～2021年3月31日)

賃借対照表

一般社団法人 new-look
全事業所

科目

西宮本校移転と配信環境を活用した新しい戦略
コロナの影響がじわじわと社会全体に広がって、余裕のない
人から順番に影響が大きくなっていくことと予想されます。

366,111
8,201,581
8,567,692
120,000
120,000
8,687,692

金額

【 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

162,400
240,000
481,139
142,195
255,000
1,280,734
1,280,734

負債合計

正味財産の部
基金
前期繰越正味財産
177,844 登記正味財産増減額
154,730
正味財産合計
332,574

new-lookでは、これまで通りの対面の場として、TOB塾を西
宮、奈良、京都南に維持します。特に西宮は設立から丸8年お
世話になった物件の移転を余儀なくされており、移転先の物件
を探していくことになります。これに加えて、オンラインの場では、
オンライン広場での経験をもとに、ライブ配信による「ゼロから
目指す高卒認定試験」として先につながるような学力を身につ
けつつ最短コースで高卒認定試験を合格できる対策動画の配
信、作成を進めることによって、自ら進める人にとって高卒認定
までは廉価または無料で学びを進められる道具を整えたいと
考えています。

5,000,000
941,493
2,152,239
8,093,732

304,200
304,200
50,000
50,000
686,774
9,374,466

負債及び正味財産合計

活動計算書
24,000
2,635,624
11,720,350
2,548,598

9,101,497
34,122

【 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
16,928,572
法人税、住民税及事業税
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

9,374,466

[税込] （単位：円）
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日
0
0
2,407,248
255,009
2,152,239
941,493
3,093,732

12,312,894
1,764,070
444,360
2,208,430
14,521,324
2,407,248

※ 財務上は黒字ですが、西宮本校移転の話し合いに伴い「翌年度分の家賃を前納」していたものが「翌月分の家賃前納」になる支払いサイクルになったこと、コロナ給付金等により損失が補填されたことが要因となっております。
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2021年度の展望・VOICE

負債の部
金額

【 流動資産 】
（ 現金・預金 ）
現金
普通 預金
現金・預金
（ 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 ）
建築物附属設備
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
資産合計
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読売新聞「学び直し 個別指導で支援 山口さん故郷・奈良に塾 就職相談やネット授業も」
雑誌「高認があるじゃん」（2020-2021年版）「ひとり親」に無料で高認指導
神戸新聞「ひきこもりや不登校支援 ネットの居場所開設」
毎日新聞「学習機会、全ての生徒に 病気療養中も授業配信」
NPO法人茨城居場所研究会 主催のオンライン講座つなぐにて講演
園田学園女子大学 初年次演習Ⅱ ゲストスピーカーとして登壇
通信制高校・サポート校合同個別相談会にて講演
H2Oサンタ 「H2Oサンタ NPOフェスティバル」にてパネル紹介

[税込] （単位：円）
2021年3月31日現在

資産の部
科目

一般社団法人 new-look
【 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

2020. 4. 5
5.13
8.14
9. 9
10. 4
11.23
2021. 2.20
2.23 ～ 3. 1

社会人スタッフ
山元 直樹

学生スタッフ
中谷 朋生

学生スタッフ
原田 朋佳

情勢に振り回されつつもじっくり個
別に寄り添う

正解が見えない中で、手探りでの
サポート

例年と違う環境にスタッフも不安を
感じた一年

塾生一人一人とよくお話してきめ細かな
サポートが出来たと感じる一年でした。コ
ロナの不安を感じる塾生もいる一方、何
の後ろめたさもなく自宅にいることがで
きると逆に表情明るくなる塾生もいて、一
括りに表現ってできないなと感じました。
今年度は困った直後や直前の早い段階
からご相談頂くことも増え、元の生活に
戻れる人もあり、予防的な役割としての
手応えを感じる一年でもありました。

コロナ禍にあって、授業のあり方や塾生
へのサポート、イベントの催しなどさまざ
まに試行錯誤した1年でした。難しさもあ
る中でしたが、塾生自身がTOB塾で自
分の新たな道を見出だすことができて本
当によかったです。
勉強という一面だけではなく、塾生に寄り
添い共に悩んだり考えたりすることで、講
師も塾生から学ぶことがたくさんあり毎
回新たな発見があります。

今年度はコロナの影響でなかなかイベン
トが開催できなかったり、不慣れなオンラ
イン授業に戸惑ったりと、スタッフも生徒
もたくさん不安を感じた一年だったと思
います。それでも、TOB塾の生徒は皆そ
れぞれの目標に向かって走る姿勢を見
せてくれました。
来年度は、生徒から頂いた元気を糧に、
少しでも生徒の背中を押せるスタッフに
なれるよう、精一杯努めたいと思います。

Annual Report 2020
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