
特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー

事業名 事業内容 開始時期 終了時期 実施場所 従事者数 受益対象者 受益者数

社会体験事業2018
小学生を対象とした様々な分
野の社会体験ができるプログ
ラムの実施

2018年11月 2018年12月 関西圏 150人 小学生 222人

週末体験事業2018
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2018年11月 2019年3月 関西圏 1080人 小学生 1800人

中高生活動拠点整備事業
2018（垂水区）

中学生・高校生を対象とした
居場所の運営

2018年11月 2019年3月
神戸市垂水
区

200人 中学生・高校生 4500人

生活困窮世帯向け学習支援
事業2018（神戸市）

生活困窮世帯の小中学生を
対象とした学習支援の実施

2018年11月 2019年3月 神戸市 800人
神戸市内の生活困
窮世帯の小中学生

3000人

生活困窮者学習支援事業
2018（明石市）

生活困窮世帯の中学生を対
象とした学習支援の実施

2018年11月 2019年3月
兵庫県明石
市

200人
明石市内の生活困
窮世帯の中学生

650人

小学生放課後学習支援事
業2018（神戸市）

小学生を対象とした学習支援
の実施

2018年11月 2019年3月
神戸市兵庫
区・長田区

100人 小学生 240人

事務局受託事業
団体事務局の運営補助業務
の受託

2018年11月 2019年3月
兵庫県尼崎
市

2人 民間団体等 5人

第三の居場所事業2018
尼崎市内の一部地域の小学
生を対象とした居場所事業

2018年11月 2019年3月
兵庫県尼崎
市

10人
尼崎市内の一部地
域に在住の小学生

10人

休業日等学習支援事業
2018（寝屋川市）

寝屋川市内の小中学生を対
象とした学習支援の実施

2018年11月 2019年3月
大阪府寝屋
川市

200人 小学生・中学生 1400人

こうべカタリ場2018
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2018年11月 2019年3月
神戸市内の
高等学校等

200人 高校生 1200人

関西カタリ場(キャストラーニ
ングプログラム)2018

専門学生を対象とした教育・ト
レーニングプログラムの実施

2018年11月 2019年3月
関西圏の高
等学校等

1人 専門学生 25人

こども食堂事業(西宮市)
欠食、孤食等の子どもを対象
とした食事の提供

2018年11月 2019年10月
兵庫県西宮
市

50人
小学生・中学生・高
校生

765人

私立幼稚園卒園生塾への
課外活動支援事業

私立幼稚園の卒園生向け塾
の課外活動支援事業

2018年11月 2019年10月 関西圏 15人
私立幼稚園を卒業
した小学生

80人

子どもを対象とした訪問型学
習支援事業

子どもを対象とした訪問型学
習支援の実施

2018年11月 2019年10月 関西圏 10人
小学生・中学生・高
校生

10人

児童養護施設学習支援事
業

児童養護施設における学習
支援の実施

2018年11月 2019年10月
大阪市内
児童養護施
設

5人 小学生・中学生 3人

関西カタリ場
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2018年11月 2019年10月
関西圏の高
等学校等

1200人 高校生 9000人

大学生カタリ場
大学生を対象とした対話型の
キャリアプログラム

2018年11月 2019年10月
兵庫県西宮
市

5人 大学生 100人
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カタリ場プログラムスタッフ研
修

大学生を対象としたスタッフ研
修

2018年11月 2019年10月
兵庫県西宮
市

5人 大学生 90人

不登校・発達障害児学習指
導講師養成研修2019

発達障害の子どもへの学習
支援を行うサポーターの養成
研修の実施

2018年12月 2019年10月
兵庫県西宮
市

100人 大学生･大学院生 2人

冬季全学年対象2泊スキー
キャンプ

小学生・中学生を対象とした
スキーツアーの実施

2018年12月 2018年12月
兵庫県養父
市

23人
小学生・中学生（小
学校4年生～中学
校3年生）

30人

冬季低学年対象1泊キャン
プ

小学生低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2019年2月 2019年2月
兵庫県美方
郡

23人
小学生（小学校1年
生～3年生）

30人

春季全学年対象2泊キャン
プ

小学生を対象とした2泊キャン
プの実施

2019年3月 2019年3月
兵庫県丹波
市

23人 小学生 30人

週末体験事業2019
小学生を対象としたクッキング
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年3月 2019年3月
宮城県仙台
市

12人 小学生 25人

中高生対象マレーシア植林
ワークキャンプ2019春

中学生・高校生を対象とした
マレーシアでのワークキャン
プの実施

2019年3月 2019年4月
マレーシア領
ボルネオ島サ
バ州

8人 中学生・高校生 32人

週末体験事業2019
小学生を対象としたクッキング
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年4月 2019年4月
宮城県仙台
市

12人 小学生 25人

週末体験事業2019
小学生を対象としたハイキン
グ等のレクリエーションプログ
ラムの実施

2019年4月 2019年10月 関西圏 1080人 小学生 1800人

中高生活動拠点整備事業
2019（垂水区）

中学生・高校生を対象とした
居場所の運営

2019年4月 2019年10月
神戸市垂水
区

350人 中学生・高校生 7000人

生活困窮世帯向け学習支援
事業2019（神戸市）

生活困窮世帯の小中学生を
対象とした学習支援の実施

2019年4月 2019年10月 神戸市 1200人
神戸市内の生活困
窮世帯の小中学生

4500人

生活困窮者学習支援事業
2019（明石市）

生活困窮世帯の中学生を対
象とした学習支援の実施

2019年4月 2019年10月
兵庫県明石
市

450人
明石市内の生活困
窮世帯の中学生

1300人

小学生放課後学習支援事
業2019（神戸市）

小学生を対象とした学習支援
の実施

2019年4月 2019年10月
神戸市兵庫
区・長田区

100人 小学生 240人

小学生放課後活動支援事
業2019

小学生を対象とした放課後活
動支援の実施

2019年4月 2019年10月
兵庫県西宮
市

30人 小学生 200人

第三の居場所事業2019
尼崎市内の一部地域の小学
生を対象とした居場所事業

2019年4月 2019年10月
兵庫県尼崎
市

10人
尼崎市内の一部地
域に在住の小学生

10人

休業日等学習支援事業
2019（寝屋川市）

寝屋川市内の小中学生を対
象とした学習支援の実施

2019年4月 2019年10月
大阪府寝屋
川市

200人 小学生・中学生 1400人

青少年施設管理事業2019
中高生を対象とした居場所事
業

2019年4月 2019年10月
兵庫県尼崎
市

10人 中学生・高校生 1500人

不登校・発達障害の子ども
を対象とした訪問型学習支
援

不登校・発達障害の子どもを
対象とした訪問型学習支援の
実施

2019年4月 2019年10月 関西圏 5人
不登校・発達障害
の小学生・中学生・
高校生

5人

不登校児童等通所事業
不登校の子どもを対象とした
居場所提供事業の実施

2019年4月 2019年10月 大阪市内 5人
不登校の小学生・
中学生

10人

母子生活支援施設学習支
援事業

母子生活支援施設における
学習支援の実施

2019年4月 2019年10月
関西圏の
母子生活支
援施設

5人 小学生・中学生 5人
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こうべカタリ場2019
高校生を対象としたキャリア教
育授業の実施

2019年4月 2019年10月
神戸市内の
高等学校等

200人 高校生 1200人

関西カタリ場(キャストラーニ
ングプログラム)2019

専門学生を対象とした教育・ト
レーニングプログラムの実施

2019年4月 2019年10月
関西圏の高
等学校等

1人 専門学生 25人

小学生向けキャリア教育プロ
グラム

小学校6年生を対象とした通
年型のキャリア教育授業の実
施

2019年4月 2019年10月
兵庫県西宮
市

20人 小学生 200人

週末体験事業2019
小学生を対象としたスポーツ
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年5月 2019年5月
宮城県仙台
市

22人 小学生 45人

被災児童支援ボランティア
研修

被災児童支援ボランティアに
関する研修を行う

2019年6月 2019年6月
兵庫県西宮
市

3人 大学生・高校生 20人

夏季低学年対象1泊キャン
プ

小学生低学年を対象とした1
泊キャンプの実施

2019年6月 2019年6月
兵庫県西宮
市

23人
小学生（小学校1年
生～3年生）

30人

週末体験事業2019
小学生を対象としたクッキング
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年6月 2019年6月
宮城県仙台
市

19人 小学1～6年生 25人

被災児童支援ボランティア
被災地の児童の遊びや学習
の場を提供する

2019年6月 2019年10月 被災地 50人 被災した小学生 100人

社会体験事業2019
小学生を対象とした様々な分
野の社会体験ができるプログ
ラムの実施

2019年6月 2019年10月 関西圏 24人 小学生 40人

通年体験事業2019
小学生高学年を対象とした通
年体験ができるプログラムの
実施

2019年6月 2019年10月 関西圏 15人
小学生(小学校4年
生～6年生)

20人

Cross Culture Tour in
SATOYAMA

留学生を対象とした小規模集
落での日帰りプログラム

2019年6月 2019年7月
兵庫県篠山
市

8人 中学生・高校生 15人

夏季低学年対象2泊キャン
プ

小学生低学年を対象とした2
泊キャンプの実施

2019年8月 2019年8月
兵庫県美方
郡

31人
小学生（小学校1年
生～3年生）

50人

夏季低学年対象2泊キャン
プ

小学生低学年を対象とした2
泊キャンプの実施

2019年8月 2019年8月
兵庫県丹波
市

33人
小学生（小学校1年
生～3年生）

50人

自然体験キャンプ
小学生を対象とした自然体験
キャンプの実施

2019年8月 2019年8月
兵庫県姫路
市

25人 小学生 40人

富士登山キャンプ
小学生高学年・中学生を対象
とした富士登山キャンプの実
施

2019年8月 2019年8月
静岡県富士
宮市

18人
小学生・中学生（小
学校4年生～中学
校3年生）

23人

夏季小学生対象2泊キャン
プ

小学生を対象とした2泊3日
キャンプの実施

2019年8月 2019年8月

宮城県栗原
市
花山青少年
自然の家

35人 小学生 70人

中高生対象マレーシア植林
ワークキャンプ2019夏（前
期）

中学生・高校生を対象とした
マレーシアでのワークキャン
プの実施

2019年8月 2019年8月
マレーシア領
ボルネオ島サ
バ州

8人 中学生・高校生 32人

中高生対象マレーシア植林
ワークキャンプ2019夏（後
期）

中学生・高校生を対象とした
マレーシアでのワークキャン
プの実施

2019年8月 2019年8月
マレーシア領
ボルネオ島サ
バ州

8人 中学生・高校生 32人

秋田型講演プログラム
産婦人科医師の講演を踏ま
えて若年出産についての学
びの場を提供する

2019年9月 2019年9月
関西圏の高
等学校

30人 高校生 300人

週末体験事業2019
小学生を対象としたクッキング
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年9月 2019年9月
宮城県仙台
市

12人 小学生 24人
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大学生マレーシアスタディツ
アー2019

大学生を対象としたマレーシ
アでのスタディツアーの実施

2019年9月 2019年9月
マレーシア領
ボルネオ島サ
バ州

4人 大学生・大学院生 16人

対話型性教育プログラム
大学生との対話を通じて若年
出産についての学びの場を
提供する

2019年10月 2019年10月
関西圏の高
等学校

30人 高校生 300人

里山国際交流キャンプ
2019in丸山

中学生・高校生・留学生を対
象とした小規模集落でのワー
クキャンプの実施

2019年10月 2019年10月
兵庫県篠山
市

8人 中学生・高校生 15人

週末体験事業2019
小学生を対象としたスポーツ
等のレクリエーションプログラ
ムの実施

2019年10月 2019年10月
宮城県仙台
市

22人 小学生 45人

4頁


