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経済的困難を抱える子どもたちに対して、学びの機会の提供や学習環境づくりなどの

活動に取り組む団体を支援します。

重い病気などによって学びへの意欲向上や学習支援などが必要な子どもたちに対して、

学習の機会の提供や学習環境づくりなどの活動に取り組む団体を支援します。

災害地域に暮らす子どもたちおよびその保護者などを対象に

子どもの学びや育ちの支援に取り組む団体を支援します。

2015年度 助成事業 
未来ある子どもたちの学習の支援に取り組む団体への助成を通じて、子どもたちの学習環境整

備や学びの機会づくりに寄与することを目指します。 以下の3つのテーマで、日本国内の各地域

で活動されている団体への助成を通して、その活動を応援し、より広く、多くの子どもたちに支援

が届くよう、取り組みます。

経済的困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成

重い病気を抱える子どもの学習支援活動助成

災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成

団 体 名 団 体 所 在 地 事 業 名

※助成団体一覧【50音順】

特定非営利活動法人
いるかねっと

貧困連鎖解消のための子どもの学習支援事業
「マナビバ」の開催

岐阜県内学習支援活動の中間支援および
周辺フォローに関する事業

地域で支えよう！
外国にルーツをもつ子どもたちへの学習支援事業

「生活困窮世帯の子ども・若者が集い、食事し、
学習するキミニモデキル食堂」設立

通所困難地域に対する送迎と支援対象を広げる学習支援
サポート事業

食事支援ステップアップ事業

地域が育てる、子どもの自己肯定感を育む「居場所」機能を
持った持続可能を目指した寺子屋運営および人材育成事業

児童養護施設や里親などで暮らす子どもたちに学習サポート
する学習支援者を養成し、今後の社会的養護分野の有効な
学習支援方法を提言する事業

経済的困難家庭の子どもへの課外活動サポート事業

フリースペース「マナビバ！」
（高校中退者等再チャレンジ支援事業）

高校生学習支援プログラム

生活困窮家庭学習支援事業

外国にルーツのある子どもの放課後学習支援
「Minamiこども教室」

特定非営利活動法人
関西国際交流団体協議会

一般社団法人
ぎふ学習支援ネットワーク

特定非営利活動法人
くまもとスローワーク・スクール

一般社団法人
彩の国子ども・若者支援ネットワーク

特定非営利活動法人
多文化共生センター大阪

特定非営利活動法人　
場とつながりの研究センター

特定非営利活動法人
ビーンズふくしま

特定非営利活動法人　
ひだまりの丘

一般財団法人　
ヒューマンライツ協会

特定非営利活動法人
まちの塾フリービー

特定非営利活動法人
もりおかユースポート

一般社団法人
みらいTALK

福岡県
福岡市

大阪府
大阪市

岐阜県
岐阜市

熊本県
玉名郡和水町

埼玉県
さいたま市

大阪府
大阪市

兵庫県
三田市

福島県
郡山市

愛知県
名古屋市

大阪府
大阪市

東京都
杉並区

静岡県
浜松市

岩手県
盛岡市

募集期間：２０１５年１１月１８日～２０１６年１月５日
応募件数：６８件
助成件数：１３件 （計 20,466,026円）

２０１５年度

「経済的な困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成」
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団 体 名 団 体 所 在 地 事 業 名

※助成団体一覧【50音順】

特定非営利活動法人
アスイク

被災地で増加している不登校のこどもたちの
フリースクール事業

「学びの部屋」釜石（唐丹中学校、釜石東中学校）
「学びの部屋」大船渡（赤崎公民館、太田仮設)

避難世帯の子どもたちへの学習支援と子どもと家族の
ための居場所つくり事業

震災により経済的困窮が続く仙台市で高校生向け学習
支援機能付き居場所の運営

気仙沼市、南三陸町における仮設住宅に入居している
小中高生を対象とした学習コミュニティ支援活動

インドネシア・アチェと東松島市の子ども国際交流事業
「被災地から未来への対話/壁画の架け橋」

陸前高田市内における「子ども支援ネットワーク会議」
の継続運営

山元まなびの森構想

亘理こどもサポート事業

南相馬の子どもたちと記録映画をつくる
～「Work in Progress」手法を取り入れた映像制作事業      
　および上映活動によるエンパワメント

特定非営利活動法人
OurPlanet-TV

特定非営利活動法人　
おいたまサロン

特定非営利活動法人　
キッズドア

一般社団法人
子どものエンパワメントいわて

特定非営利活動法人
底上げ

特定非営利活動法人
地球対話ラボ

特定非営利活動法人
パクト

一般社団法人
まなびの森

特定非営利活動法人
亘理いちごっこ

宮城県
仙台市

東京都
千代田区

山形県
米沢市

宮城県
仙台市

岩手県
盛岡市

宮城県
気仙沼市

東京都
大田区

岩手県
陸前高田市

宮城県
角田市

宮城県
亘理郡亘理町

募集期間：２０１５年１１月１８日～２０１６年１月５日
応募件数：４５件
助成件数： 10件 （計 18,033,840円）

募集期間：２０１５年７月１日～２０１５年９月１０日
応募件数：１５件
助成件数：７件 （計 10,915,626円）

団 体 名 団 体 所 在 地 事 業 名

※助成団体一覧【50音順】

特定非営利活動法人 
ＯｎＰａｌ

九大病院及び福岡市立こども病院の入院児を対象とした音楽
授業及びコンサートの実施

ＴＣＨ「マナビバ」プロジェクト:重い病気を抱える子ども
のまなびのコーディネーション＆環境整備事業

「“いきる”と“学び”について皆で考えよう！」重い病気
を抱える子どもたちの復学支援プロジェクト－児童・生
徒・教師・父兄対象の復学支援学習環境作り－

Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｐｒoｊｅｃｔ
～治療中の子どもたちの自立をサポートする～

小児がんをはじめ、難病の子ども達の学校復帰や自立
を支援する学習支援事業

病気の子どもの学習・復学支援
自宅療養中の病弱児と学習支援者を双方向Webで結
ぶ学習支援事業

居宅訪問型保育事業活動に必要とする物品購入一般社団法人　
Kukuru

一般社団法人　
こどものホスピスプロジェクト

特定非営利活動法人　
サクセスこども総合基金

特定非営利活動法人
チャイルド・ケモ・ハウス

公益社団法人
難病の子どもとその家族へ夢を

特定非営利活動法人
ポケットサポート

福岡県
福岡市

沖縄県
那覇市

大阪府
大阪市

東京都
港区

兵庫県
神戸市

東京都
中央区

岡山県
岡山市

２０１５年度２０１５年度

「災害地の子どもたちの学びや育ちの支援活動助成」「重い病気を抱える子どもの学習支援活動助成」
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経済的困難を抱える子どもの学習支援に取り組む団体に絞って集まる機会は
これまでに無かったので、大変よい機会だった。

時間が足りなかった。今後も同様に団体同士の連携を支援するような機会を設けてほしい。

他の団体の発表を聞いてとても勉強になった。自団体の活動計画に即反映したいと思う。

助成事業

ベネッセこども基金は、助成による各地域の個々の団体の活動支援にとどまらず、団体同士の連携づくり

支援やノウハウ共有等のサポートにも取り組んでいます。2015年11月には、2014年度の「経済的困難を抱

える子どもたちの学習支援活動」の助成団体の交流会を実施しました。

「子どもの貧困」や「教育の格差」等の問題は、日本社会全体で取り組むべき大きな課題です。

このような交流会を通して、団体の力を集結し、課題解決の方法を見出していきたいと考えています。

日本財団青柳光昌氏より「子どもの貧困問題の解決へ
むけて」をテーマに講演。地域による違いなどをどう考
えるべきかなどの、活発な質疑応答もみられた。

共通する課題として大きいのは「いかに持続する活動
にするか」。担い手の育成や資金調達について、アイディ
アや取り組みを紹介しあった。

団体それぞれの熱い思いに溢れる活動紹介や意見交
換等で、大幅に時間オーバー！

語りつくせなかったことはたくさんあったが、
再会を約束し、笑顔で終了。

「2014 年度　経済的困難を抱える子どもたちの学習支援活動助成」交流会　（概要）

実施日時：2015年11月18日（水）（於：東京都新宿）

参  加  者：9団体（ 助成12団体中）の代表等の方々 　　

内　   容：１．基調講演　日本財団　青柳光昌氏

」てけむへ決解の題問困貧のもど子「 ：  マ ー  テ

子どもの貧困の実態や課題、行政の動き、日本財団での取り組みなど

　　　　　  ２．各団体からの活動紹介

                         団体の活動紹介、助成事業の報告、質疑応答

日本財団 青柳光昌氏 / ベネッセこども基金 助成選考委員 / ベネッセこども基金 事務局　　　　　

「助成団体交流会」を通じて
団体同士の連携をサポート

参加団体の

声




