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　経済的な困難を抱える子どもをはじめとして、さまざまな子どもたちを支援する
財団ができるのは望ましいと感じていました。これまでベネッセが取り組んできた
ことを考えても、このような財団をベネッセが設立することは、もっと早くてもよ
かったのではないかと思ったくらいです。行政だと、なかなかスピード感を持って
柔軟に対応できないことがありますので、民間の子ども支援に特化した財団の意義
は大きいと思います。
　私は、今までもっぱら研究をしてきましたが、そろそろ実践に生かして社会に還
元していく時期だと思っていたところでもありましたので、ちょうどよい機会であ
ると考え、理事を引き受けました。3年が経ち、財団を通してNPOとの接点ができ
たり、その具体的な活動を知るようになり、学生にNPO を紹介することも増えて
います。理事としての仕事は大学での研究にも大変よいフィードバックがあります。

東京大学大学院教育学研究科中退。東京大学助
手、国立教育研究所研究員、お茶の水女子大学
理事・副学長などを経て、お茶の水女子大学教
授。専攻は教育社会学。教育政策、学校組織、
進路選択、学力形成に関する社会学的研究を行
う。学力格差研究については、文部科学省から
の委託研究を代表者として実施するなど、近年
特に力を入れている。元日本教育社会学会会長。

　　耳塚理事には、財団設立当初から関わっていただきましたが、
当時は、率直にどのようなお気持ちでしたでしょうか。

特集：設立より 3 年を振り返る

2017 年 10 月、公益財団法人ベネッセこども基金は設立から丸 3年を迎えました。
設立時からの理事であり、助成選考委員長でもある耳塚寛明理事と一緒に、

この 3年間の活動を振り返りつつ、ベネッセこども基金らしい
活動のあり方や今後の方向性について考えました。
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理事長
小林 登

　　まずは、助成選考委員長としても関わっていただいている助成事業につ
いての振り返りをお願いいたします。「経済的困難を抱える子ども」「重い病
気を抱える子ども」「被災地の子ども」という３つのテーマで、子どもの学び
の支援活動助成を行ってきました。

　3年間、助成事業を進める中で、活動している多様な団体の様子もわかってきて、
「ベネッセこども基金」の助成として、だんだん形が見えてきたと思います。単に
助成金を出すだけでなく、団体訪問をして、活動の様子や実情を確認しながら、
翌年に生かす動きをしています。また、助成団体を招いての「助成団体交流会」を
行い、団体同士の交流にとどまらず、共通課題の抽出ができてきたことは、評価
できる点だと思います。
　気になる点としては、助成団体が固定化してきているのではないかと感じていま
す。当財団としては、単なる活動費の支援ではなく、他団体のモデルとなり得るよ
うな活動への助成を基本としていますが、この観点で支援できる団体が比較的決
まってきているような印象です。「子どもの居場所」の問題など、自治体も力を入れ
ていますので、そこと学び支援を組み合わせるなど工夫して、新しいやり方を試す
チャンスの時期だと感じます。

助成団体訪問：「多文化共生センター大阪」
の学習支援の場を見学

第 3回「ちびっこ
おえかきコンテスト」実施

地域の見守り力支援サイト
「子どもの安全サポーター
ズひろば」オープン

発達障がい支援サイト
「エール＆リンク」オープン

2014年 10月 24日
一般財団法人ベネッセ　
こども基金スタート

2015年4月
公益財団法人に認定

「子どもの安全・安心
ハンドブック」開発

院内学級の支援
プロジェクト開始

第 1回経済的困難を抱える
子どもの学び支援活動助成

第 1回災害地の子どもの
学びや育ち支援活動助成

第 1回重い病気を抱える
子どもの学び支援活動助成

第 2回経済的困難を抱える
子どもの学び支援活動助成

助成事業について

■他団体のモデルとなり得る活動への助成を目指して

　助成を通して多くの団体と会うことで、さらなる課題が見えてきます。今大き
く3つの課題があると感じています。
　１つめは、行政への働きかけの問題です。民間団体の活動を行政が認知して補
助をしっかりやってほしいと思っています。自治体の制度がカバーできていない部分に、当財団が支援し、それが認
知され、やがて仕組みが整えられるようにしていくのが、我々の仕事ではないかと思います。民間の支援には限りが
ありますので、制度を変えることにつながるような助成を目指すべきと思っています。
　２つめは、現状では支援が届かない子どもたちに、どうアプローチしていくかということです。経済的困難を抱え
る子どもへの学習支援の事業を例にとると、いわゆるアウトリーチが大変難しく、どうしても支援からこぼれていく
子どもがいます。そこにこそ最も深刻な問題があります。
　３つめは、学習支援の質についてもっと考えるべきと思います。支援を必要としている子どもたちは、単に学習の
量が不足しているのではなく、目には見えにくいけれども学びに不可欠な、多様な体験や文化とのふれあいが欠け落
ちているーそんなふうに考える必要があります。この視点から、どんな学習支援が有効であるのか、学習の質を考え
ていければと思います。団体の中にはこの点に気づいて、研究に取り組み始めたところもありますが、学習支援の質
を研究するには時間が必要になります。学習支援の実践を助成するだけでなく、研究を継続的に支援する助成の仕組
みも必要かもしれません。次フェーズの助成の方向性として検討していきたいと思います。

　　丸 3年経ったことで、助成の方向性も見直す時期と感じています。

■今後の助成事業を再検討する時期に
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助成交流会：活動報告だけでなく、有識者の
講演やグループワークなども実施

助成報告書：
各団体の助成事業の
内容や活動進捗を
冊子にまとめて報告



第 4回「ちびっこ
おえかきコンテスト」実施

「初めてのスマホ安心
ガイドブック」開発発達障がい支援ワーク

ショップ「音と光の動物園」
実施

防災教育紙芝居「じしんの
ときのおやくそく」を全国
の保育園・幼稚園にお届け

第 1回重い病気を抱える子ども
の学び支援活動助成団体交流会

第 2回重い病気を抱える
子どもの学び支援活動助成

第 2回災害地の子どもの
学びや育ち支援活動助成

第 2回重い病気を抱える子どもの
学び支援活動助成団体交流会

第2回経済的困難を抱える
子どもの学び支援活動助成

熊本地震緊急支援活動助成 院内学級の学び支援
プロジェクト拠点拡大

第 1回経済的困難を
抱える子どもの学び
支援活動助成団体交流会 第 3回経済的困難を抱える

子どもの学び支援活動助成

共生社会を目指す教材
の共同開発　全国の全
小学校へお届け

第 2 回経済的困難を抱える子どもの
学び・第 1回災害地の子どもの
学びや育ち支援活動助成合同交流会

2017 年 4月2016年2月 4月 9月 11月 7月

小学校低学年対象「子どもの安全・安心ハン
ドブック」7万部普及
小学校中高学年対象「初めてのスマホ安心ガ
イドブック」3.9 万部普及
＊2017年 9月末実績

2017 年 4 月 25 日に京都府警察本部で行わ
れた記者発表と冊子授与式。４月 25 日には
亀岡市内の小学校で特別授業が行われた。

“共生社会を目指す教育”のための教材
「I’mPOSSIBLE」第一弾として、2017年 4
月に全国の小学校にお届け。2020年まで毎
年数ユニットずつ開発・お届け予定

自主事業について

■教育現場のニーズをくみ取った「安心・安全の活動」

　安心・安全のテーマで、「子どもの安全・安心ハンドブック」を制作し提供した
ことは、大変意義があると思います。この領域には多くのニーズがあり、全国か
ら多くの要望をいただいたと聞いています。今までもニーズはあったのに、使い
勝手のいいものがなかったのですね。私は長野県の教育委員もしていますが、保
護者でも学校でも教育委員会でもニーズがあるけれど、独自に作る余力がないと
ころもありますし、質的に高めるのが難しいこともあります。まさに、そういっ
た課題にピンポイントで貢献できたよい事例だと思います。
　今後は、どういう使われ方をしているか、どういう点が物足りないかなどをき
ちんと確認し、改善していく必要があると思います。

　日本財団パラリンピックサポートセンターさん他と取り組んでいる “共生社会を目指す教育” のための教材の共同
開発は、ベネッセこども基金らしい取り組みのひとつだと思います。ベネッセの教育コンテンツ制作のノウハウが生
かされていますね。大変意義がある活動なので、2020 年に向けて、毎年、より良い教材を全国の学校に届けていける
よう期待しています。

■「共生社会を目指す」教材づくりはベネッセこども基金
　らしい活動

　　「子どもの安心・安全を守る活動」、「経済的困難を抱える子どもの学び
支援」「病気・障がいを抱える子どもの学び支援」「よりよい社会づくりにつ
ながる学び支援」の 4 つをテーマに、自主事業も行ってきましたが、最も印
象に残っているものは何でしょうか。

　　今年度から、　「よりよい社会づくりにつながる学び支援」という活動テーマを再定義し、一人ひとりの子
どもが、 “ソーシャルリーダーシップ”（＝地域やコミュニティに主体的に関わり、社会をよりよくしていく
一員としての役割を果たす力）を身につけるための、学びプログラムの開発・普及を目指しています。

　現代では、スマホなど IT 機器の活用がなければ、学習も成り立って行きません。
正しく安全に使うことはもちろん大切ですが、さらに積極的に活用して、力を伸
ばしていくことも考えていかねばなりません。日本は、授業でのICT活用はOECD
調査でも最低レベルで、将来的に国の弱点になるかもしれません。子どもの学習
に新しいツールを取り入れていくこと、使いこなすためのサポートはとても重要
なので、さらに取り組みを進めたいテーマです。

　　さらに京都府警察本部の企画協力で「初めてのスマホ安心ガイドブック」
の開発も行いました。京都市の公立小学校の 4 年生全員、奈良市や生駒市
の小学校でも活用していただいています。
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協力：京都府警察 /東京藝術大学 /えきまえこども園「凛」/認定特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 /
　　　認定特定非営利活動法人 グッドネーバーズ・ジャパン /特定非営利活動法人 多文化共生センター大阪 /一般社団法人Kukuru/
　　　特定非営利活動法人 いるかねっと /株式会社 オリィ研究所

　設立から何年間かは模索の時期と思っていいと思います。「どういう特長をもって活動していくか」は、とても重要
です。また、それを決めるに当たっては、社会の「ニーズ」を把握することも大切です。「ベネッセこども基金」ならでは
の貢献の方向性を探り当て、よりシャープに打ち出していくことも必要だとは思いますが、今はまだ模索してもよい
と思っています。
　「重い病気を抱える子ども支援」なども、まだまだ社会的な認知がされておらず、当財団が力を入れていくべきテー
マだと思いますし、活動をしているうちに、さらに社会からのニーズや期待が出てくるのではないかと思います。
　ただし、「学び支援を軸にする」ということは、ぶれずに進みたいですね。学び、学習といってもいろいろあります。
学校、家庭、第 3の居場所…。子どもを取り巻く課題は多く、当財団が果たすべき役割はますます大きいと思います。
　私も改めて初心に返って、理事として役割を果たしていきたいと思います。

　耳塚理事と3年間を振り返り、公益財団としての
活動基盤づくりを経て、次フェーズへの転換点だ
と、改めて実感しました。助成事業については、
これまでの取り組みを踏まえて新たな方向性を明
確にしていきます。自主事業については、各テー
マごとに核となる活動ができてきましたので、さ
らに広く普及したり展開したりしていけるように
進めていきたいと思います。

今後に向けて

■まだ模索の時。社会のニーズや期待を促しながら答えを探していく
　　当財団は活動領域が広く、 5 つのテーマで自主事業・助成事業を組み合わせ活動しています。範囲が広
すぎるのではないかという議論もありましたが、当財団の特徴として、広く子どもの学びを取り巻く課題に
取り組む存在であるべきという思いもあります。設立から 3年が経ち、耳塚理事は、どのようにお考えでしょ
うか。

耳塚理事との振り返りを終えて

2017 年度 後期のお知らせ
未来ある子どもたちが安心して学習に取り組める環境のもとで、
自ら可能性を広げられる社会を目指し、子どもたちを取り巻く
社会的な課題の解決および多様な学びの機会の提供に取り組む

・参加申込締切
・作品応募締切
・受賞者決定
・表彰式

11月 24 日
12 月 25 日
2018 年 1月
2018 年 2月

■第 5回「ちびっこおえかきコンテスト」 

■2017年度
　「経済的困難を抱える子どもの学び支援活動助成」
■2017年度
　「災害地の子どもの学び支援活動助成」
・募集開始
・締切
・対象決定

11月中旬
2018 年 1月 5日（予定）
2018 年 3月

団 体 概 要

公益財団法人ベネッセこども基金

理事長 五十嵐 隆
〒206-8686 東京都多摩市
落合 1-34
042-357-3659  
042-356-7313
http://benesse-kodomokikin.or.jp/
2014年（平成 26年）10月31日
※公益財団法人移行日：2015 年（平成 27年）4月1日
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	News Letter P2トンボなし
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