活動概況

自主事業

理事長ごあいさつ

2 0 2 0 年度活動状 況と 2 0 2 1 年度の方向性

子どもの安心・安全を守る活動

づくりのための支援プログ
当初から実施しています。

2020年度は、学校現場か

防災

重い病気や障がいによって、
学びに対するサポートを必

防犯

保育園・幼稚園向け

つき
書きこみ式「マイルール表」

初めてのスマホ
安心ガイドブック
はじ

当財団は、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
自らの可能性を広げられる社会を目指し、2014年10月31日に設立されました。
子どもたちが自ら学び伸びようとする力が十分に発揮できるように、
安心・安全な環境づくりや多様な学びの機会の提供に、長期的・継続的に取り組みます。

マナー・ルール

＜ベネッセこども基金の活動の柱＞
◆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
◆重い病気や障がいを抱える子どもの学び支援

小学校
中・高学年向け

◆よりよい社会づくりにつながる学び支援 など
楽しくコミュニ
ケーション

本冊子は「子どもの安心・安全を守る活動」の一環として作成しました。
●公益財団法人 ベネッセこども基金

へのニーズが高かったこと

〒206-8686 東京都多摩市落合1-34

校・活動団体や専門家等と
連携し、有効な学びのモデ
ルづくりや情報提供などを

https://benesse-kodomokikin.or.jp/
動画・ゲーム
ネットで
知らない人と
…

●P4～26/ 各クイズごとに保護者の方向け実践用アドバイス

※本ガイドブックは、京都府警察本部の企画協力により制作・発行しました。

は実施を見送りました。

教 育 現 場 で役 立 つ
優 秀 な 教 材を表 彰
する、消費者教育教
材資料表彰2019優
秀賞を受賞しました。

※本ガイドブックのご活用についてのお問い合わせは以下までお願いいたします。
◇公益財団法人ベネッセこども基金 安心・安全窓口 （04-7137-2570 / 祝日・年末年始を除く月～金 10:00～17:00）

防災教育紙芝居
「じしんのときのおやくそく」

●P27～31/ スマホを渡す前から渡した後に、
保護者の方が確認するポイント

療育の専門家であるNPO
法人 ACO とともに、保護
者向けプログラムを開催。

●P33/ わが家のスマホルール表

初めてのスマホ安心ガイドブックと
安全教室実施パッケージ

全国の保育園・幼稚園等配布数 *

全国の小学校等配布数 *

全国の小学校等配布数 *

のべ約

のべ 約

のべ約

29 万部

東京芸術大学COI拠点、
NPO法人ADDSと連携
し、
「音と光の動物園」
を横浜・渋谷で実施。

●P32/ 困ったときの相談先

子どもの安全・安心ハンドブックと
安全教室実施パッケージ

11,000 園

保護者向け支援

⇒詳細は P7 〜の特集参照

東京都内の特別支援学校5校と連携し、分
身ロボットOriHimeを学びに活用。病児
の学びや体験の機会や同年代の子どもとの
つながりを増やすことができた。

35 万部

特集2 ︻自主事業︼

策のため、体験型出張授業

保護者の方へ

保護者の方へ

子ども向け支援
5 年間の成果が
認められて、
東京都での行政予算化が
決定

行っています。

マイルールを
つくろう！

が特徴的でした。感染症対

発達障がいのある子どもと
保護者の学び支援

保護者に対して、病院・学
はじめに

小学校
低学年向け

らのネットリテラシー教育

要としている子どもとその

ネット

院内学級での学び
支援プロジェクト

特集1 ︻助成事業︼

教育プログラムの開発・普及

子どもの安心・安全な環境
ラムの無償提供を財団設立

病気・障がいを抱える子どもの学び支援

＊配布数はすべて 2021 年 3 月時点

2021 年度は

学校現場以外の方々も含め、より多くの方に活用いただけるよう、さらなる普及の拡大を目指

2021 年度は

発を目指します。発達障がいのある子どもと保護者の学び支援は、ニーズと当財団の役割を見
極め、地域の実態に合った活動に整理していきます。

：

よりよい社会づくりにつながる学び支援

経 済的困難を抱える子どもの学び支援

見えてきた、団体共通課題

学びの質向上

課題の社会発信

るセクターと協業して取り

−/−
−

社会課題の発信を、知見あ
−/−
−
−
−/−
−
03/08
表 1-4 ＭＫ 四
校 蟻正 −
ベネッセこども基金 キッズドア教材 問題 表紙
DIC165_M DIC435_K

援団体の現場に無償提供予定。

よりよくしていく一員とし
ての役割を果たすことがで

理解者の拡大

2021/03/09 15:58

に主体的に関わり、社会を

親子でチャレンジ
国際理解 !
ちびっこおえかき
コンテスト
2020年度結果
応募数：3,278作品
参加園：150園

きる力を育む活動をしてい

ア イ ム ポ ッ シ ブ ル

『I ʼmPOSSIBLE』
日本版
2021年5月
「東京2020パラリンピックのレガシー」
がテーマの新教材をWEB公開

就学前の子どもたちが
保護者と発展途上国の
問題について学ぶプロ
グラム。認定 NPO 法
人グッドネーバーズ・
ジャパンと共催。

高校生英語ディベート
世界大会（ WSDC）
初のオンライン開催で、
世界73カ国が参加。
日本代表は 3 勝 3 敗の好成績 !

日本代表 5 名中、
3 名がスピーカー賞を
受賞 !

過去最高

ます。
「社会的養護の子どもの状況と学び」
「外国ルーツの子ども
の学び」など、支援団体や関係団体と連携して課題の現状
を広く訴える活動を実施。オンラインでのシンポジウム（ベ
ネッセこども基金MeetUp）により、様々な立場の方との

国際パラリンピック
委員会公認教材

公益財団法人日本障がい者スポ
ーツ協会日本パラリンピック委員
会／日本財団パラリンピックサポー
トセンターと連携して教材を制作。

一般社団法人全国高校英語ディベー
ト連盟（HEnDA）の国際委員会と
共同で、日本代表チームの国際大会
への派遣事業などを企画・運営。

活発な意見交換も実施できた。

引き続き、学びの質向上、課題の社会発信に取り組みつつ、2021年度は団体の事業評価につ

2021 年度は

2021年度はよりよい社会づくりにつながる新たなテーマの企画実施を様々なセクターと共に

財団概要

経済的に困難な状況にある子どもの学習
支援領域において、先進的な団体「NPO
法人キッズドア」と連携して、学習支援
団体共通の課題である「学ぶ意欲」と「言
葉の力」の向上をねらいとした中学生向
け教材を制作。2021年度は全国の学習支

課題発信
ノウハウ共有

連携

1-02- ﾝ -20712-001
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いる団体と共に、子どもた
ちが、地域やコミュニティ

−

−/−
−

−

連携

組んでいます。

2021 年度は

社会的養護の
子どもの学び

先進的な取り組みを行って

決算報告

への解決のモデル作りや、

外国ルーツの
子どもの学び

連携して
発信 !

進めていきます。

いての研究会を発足させ、団体共通課題への支援をより充実させていきます。
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助成事業を実施する中で

活動概況 自主事業 ・ 助成事業

します。

院内学級プロジェクトは、成果と共に見えてきた課題を踏まえ、より汎用的な学びモデルの開

