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Chance for Children 2011 募集要項 

 

 

内  容  経済的な理由で学校外教育の機会が少ない子どもを対象に、塾・予備校等の学校外

教育サービスや野外・社会活動等の学校外教育プログラムに利用可能なクーポン券

を無償で提供します。 

 

目  的  学校外教育サービスの提供を通じて、学校外教育の機会が少ない子どもが多様な価

値観を持ち、学ぶ力を身につけるための機会を提供します。そして、子どもの将来

の選択肢を広げるための支援を行います。 

 

応募資格  以下の①②の条件に該当する者とします。 

     ①2011 年４月１日時点で、小学 1 年生～高校 3 年生である。 

②2011 年 2 月１日以降に生活保護世帯に属している。 

      ※2011年2月現在、中学3年生で高校に進学することを予定している者は、上記の条件①を満た

しているとみなします。 

 

クーポン  一人当たり年間 25万円（中学3年生・高校3年生は50万円） 

提供金額    ※2011 年 4 月 1 日時点の学年を基準とします。 

 

クーポン    近畿地区のECC予備校、近畿地区のECCスタディア、神戸YMCA（西宮・宝塚 

利用先     YMCA）、日本公文教育研究会 西宮事務局、ブレーンヒューマニティー  

※随時、追加を予定しています。                     2011年1月現在 

 

クーポン    クーポン利用者がクーポンを利用して受けたい教育サービスをプロジェクト事務局 

利用先     に申請すれば、その教育サービスを提供する企業・団体がクーポン利用先として追      

追加制度  加されます。 

※クーポン利用先の追加の是非は企業・団体との交渉次第となるため、追加されない可能性もあ

ります。 

 

期  間  2011年4月1日～2012年3月31日 

※今年度クーポン利用者のうち、次年度も継続してクーポンの受給を希望する者は、年度末に面

接を受ける必要があります。そこでクーポン利用の継続が必要であると当プロジェクトが判断

した場合、引き続き受給することができます。 

 

募集定員    ２～４名  

※学年によりクーポン金額が異なるため、クーポン提供人数に幅があります。  

 

 



 - 2 -

資料請求  応募を希望する場合は①電話又は②電子メールにて、資料請求を行って下さい。 

①電話による応募書類請求：0798-63-4442 

受付可能時間：午前9時～午後6時（月曜日～土曜日・日祝は休業）  

       資料請求〆切：2 月 24 日（木）午後 6 時 

②電子メールによる応募書類請求：cfc@brainhumanity.or.jp 

             以下の必要事項を入力して送信して下さい。 

件名：応募書類請求の件 

本文：氏名 郵便番号 住所 連絡先(電話番号) 

         利用を希望されるお子様の氏名・学校・学年 

※電子メールによる申込ミスを回避するため、電子メールでお申込頂いた場合は、お申込より

５分以内に確認の電子メールを送付します。電子メールを送信された方で連絡がない場合、

電話でお申込下さい。 

       資料請求〆切：2 月 24 日（木）午後 5 時 30 分 

 

応  募  以下の応募書類①②に必要事項を全て記入の上、下記の受付期限までにプロジェク

ト事務局に郵送にて提出して下さい。 

①Chance for Children エントリーシート（所定様式） 

  ②生活保護受給証明書の写し 

   以下の条件を満たしたもののみ有効とします。 

   ・証明書の交付日が2011年2月１日（火）以降のものである。 

   ・証明書に世帯構成員全員の名前が記載されている。 

※書類に不備・不足がある場合、選考の対象となりませんのでご注意下さい。 

※応募書類に記載されている個人情報は、クーポン利用者の選考に限定し利用するものであり、

その他の目的に使用することは一切ありません。 

※ご提出いただいた応募書類は原則返却できませんのでご了承下さい。 

※当法人ホームページからダウンロードしていただくことも可能です。 

URL（http://www.brainhumanity.or.jp/cfc/） 

受付期限：2 月 28 日（月）午後 6 時必着 

提 出 先：〒662-0832 

兵庫県西宮市甲風園 1 丁目 3 番 12 号カミヤビル 3 階 

              特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー  

チャンス・フォー・チルドレン係 
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選  考  書類選考の後、面接選考を実施します。 

①第一次審査（書類選考） 

審査基準：小学生 

自己向上（自分を高めるための努力をしているかどうか。） 

学習意欲（学習に対して意欲的かどうか。） 

中学生・高校生 

進学・就職意欲（進学・就職に対して意欲的であるかどうか。） 

自己向上（自分を高めるための努力をしているかどうか。） 

学習意欲（学習に対して意欲的かどうか。） 

結果通知：2011 年 3 月 2 日（水） 発送予定 

②第二次審査（面接選考） 

実施日時：2011 年 3 月 16 日（水） 18 時～21 時 

2011 年 3 月 19 日（土） 10 時～17 時 

2011 年 3 月 20 日（日） 10 時～17 時 

※上記実施日時の中から、ご希望の時間をエントリーシートにご記入していただ

き、こちらで調整させていただきます。 

※面接時間は 30 分程度です。 

   面 接 員：Chance for Children アドバイザー委員 2 名※ 

Chance for Children 事務局スタッフ 1 名 

※Chance for Children アドバイザー委員会メンバー 

川島 恵美 （関西学院大学人間福祉学部社会福祉学科准教授） 

田村 太郎 （ダイバーシティ研究所代表） 

津久井 進 （弁護士） 

半羽 利美佳（武庫川女子大学文学部心理・社会福祉学科専任講師） 

長尾 文雄 （特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー理事） 

面接場所：西宮市市民交流センター ※阪急西宮北口駅下車 南東へ徒歩 5 分 

     兵庫県西宮市高松町 20 番 20 号 

※保護者同伴の場合は、待合室を用意していますので、そちらでお待ちいただき

ます。 

審査基準：小学生 

自己向上（自分を高めるための努力をしているかどうか。） 

学習意欲（学習に対して意欲的かどうか。） 

日常生活（日常において基本的な生活を送れているかどうか。） 

中学生・高校生 

進学・就職意欲（進学・就職に対して意欲的であるかどうか。） 

自己向上（自分を高めるための努力をしているかどうか。） 

学習意欲（学習に対して意欲的かどうか。） 

日常生活（日常において基本的な生活を送れているかどうか。） 

結果通知：2011 年 3 月 21 日（月）  発送予定 
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ブラザー・  当プロジェクトに登録された大学生（ブラザー・シスター）が、クーポン利用  

シスター   者と定期的に懇談する機会を設けます。日常や将来に関する相談を受けたり、 

制  度   クーポン利用者の望む進路に関する情報を提供したりすることで、クーポン利用 

者をサポートします。 

 

連 絡 先   特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー 総合事業局 

Chance for Children事務局 

〒662－0832 兵庫県西宮市甲風園1丁目3番12号 カミヤビル3階 

TEL 0798-63-4442   FAX 0798-63-5551 

公式サイト http://www.brainhumanity.or.jp/cfc/ 

公式ブログ http://d.hatena.ne.jp/cfc-bh/ 



Chance for Children 2011
教育サービス一覧

対象 種類 区分 内容 クーポン利用先 対象 費用例 場所

個別指導教室 ブレーンヒューマニティー 小学3～6年生 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮

個別指導教室 ＥＣＣスタディア 小学3～6年生 約14,000円/月(週1回・45分) 兵庫県(1校)、大阪府(9校)、奈良県(1校)

集団指導 進学塾・補習塾 ＥＣＣスタディア 小学3～6年生 約2,000円/月～7,000円/月(週1回・50分・1教科) 兵庫県(1校)、大阪府(9校)、奈良県(1校)

訪問指導 家庭教師 ブレーンヒューマニティー 小学1～6年生 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮、宝塚周辺

個別自主学習 公文式教室 日本公文教育研究会 小学1～6年生 6,300円/月(週2回・1教科) 芦屋市(16教室)、尼崎市(53教室)、伊丹市(28教室)、西宮市(57教室)

キャンプ、ハイキング ブレーンヒューマニティー
ハイキング：約500円～5,000円(内容により変動有り)
キャンプ：約10,000円～80,000円(1泊2日～5泊6日)

西宮

キャンプ、ハイキング 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA)
ハイキング：約3,000円/回
キャンプ：約22,000円/回(1泊2日)

神戸、西宮、宝塚周辺

社会体験
プログラム

施設見学、体験学習 ブレーンヒューマニティー 小学1～6年生 約1,000円～3,000円(内容により変動) 西宮、宝塚周辺

スポーツ教室
サッカー

バスケットボール教室
神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 小学1～6年生

サッカー：約53,000円/年(週1回)
バスケットボール：約80,000円/年(週1回)

神戸、西宮、宝塚周辺

アトリエ教室 創作活動(絵・工作等) 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 小学1～6年生 約60,000円/年(18回) 神戸、西宮、宝塚周辺

個別指導教室 ブレーンヒューマニティー 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮

個別指導教室 ＥＣＣスタディア 約30,000円/月(週1回・80分) 兵庫県(1校)、大阪府(9校)、奈良県(1校)

集団指導 進学塾・補習塾 ＥＣＣスタディア 約10,000円/月(週1回・80分・1教科) 兵庫県(1校)、大阪府(9校)、奈良県(1校)

訪問指導 家庭教師 ブレーンヒューマニティー 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮、宝塚周辺

個別自主学習 公文式教室 日本公文教育研究会 7,350円/月(週2回・1教科) 芦屋市(16教室)、尼崎市(53教室)、伊丹市(28教室)、西宮市(57教室)

レクリエーション
活動

キャンプ ブレーンヒューマニティー 約12,000円～80,000円(1泊2日～5泊6日) 西宮、宝塚周辺

海外ワークキャンプ ブレーンヒューマニティー 約180,000円(8泊9日) マレーシア、フィリピン

自主企画型グループ活動 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 約1,500円～3,000円/回(内容により変動) 神戸、西宮、宝塚周辺

アトリエ教室 創作活動(絵・工作等) 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 約50,000円/年(18回) 神戸、西宮、宝塚周辺

個別指導教室 ブレーンヒューマニティー 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮、宝塚周辺

個別指導教室 ECC予備校 約30,000円/月(週1回・50分又は80分) 兵庫県(3校)、大阪府(10校)、奈良県(1校)

集団指導 進学塾・補習塾 ECC予備校 約120,000円/年～200,000円/年(1教科) 兵庫県(3校)、大阪府(10校)、奈良県(1校)

訪問指導 家庭教師 ブレーンヒューマニティー 約12,000円/月(週1回・90分) 西宮、宝塚周辺

個別自主学習 公文式教室 日本公文教育研究会 8,400円/月(週2回・1教科) 芦屋市(16教室)、尼崎市(53教室)、伊丹市(28教室)、西宮市(57教室)

海外ワークキャンプ ブレーンヒューマニティー 約180,000円(8泊9日) マレーシア、フィリピン

自主企画型グループ活動 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 約1,500円～3,000円/回(内容により変動) 神戸、西宮、宝塚周辺

アトリエ教室 創作活動(絵・工作等) 神戸YMCA (西宮・宝塚YMCA) 約50,000円/年(18回) 神戸、西宮、宝塚周辺

2011年2月現在
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小学1～6年生

高校生 高校1～3年生

社会活動

学習

小学生

学習

体験活動

体験活動

※別途、会費・教材費等必要な場合もありますが、それらの費用にもクーポンを使用することが可能です。※上記に記載されているサービス・費用は一例です。

個別指導

個別指導

個別指導

レクリエーション
活動

中学生

学習

体験活動 社会活動

中学1～3年生



特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー　

Chance for Children 御中

クーポン利用希望者氏名 日本　花子
※2.生活保護受給証明書に記載された氏名をご記入下さい。

※個人情報に関しては当法人プライバシーポリシーに従い、厳重に管理いたします。 特定非営利活動法人BrainHumanity

　西宮市　立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

面接可能
日時

          中学校

■あなたががんばっていることは、将来
しょうらい

のゆめを叶
かな

えるためにどのように役
やく

に立
た

つと思
おも

いますか？

■あなたが将来
しょうらい

のゆめをかなえるために、がんばっていることは何
なん

ですか？　3つすべて書
か

かなくてもかまいません。

①

③

②

住　所

 TEL：0798 （ 12 ） 3456

夢見           小学校

〒662-6767
兵庫県西宮市花町1-1　子どもハイツ101号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

夢見進学先
小学6年のみ記入

 ３月19日  11時 ～ 15 時       (可能時間：10～17時)

■あなたの将来
しょうらい

のゆめは何
なん

ですか？

日本　花子

■クーポンをどのように使
つか

いたいですか？

※5.可能時間の中から都合の良い時間帯をご記入下さい。

      （　　） 進学先未定
※４.進学先未定の場合、○をご記入下さい。

　西宮市　立学校名 　6　年

 ３月16日  19 時 ～ 21 時       (可能時間：18～21時)

 ３月20日  13 時 ～ 16 時       (可能時間：10～17時)

学年

□男　　■女性　別 12  歳年　齢

2011  年　2　月　14　日
※１.記入日をご記入下さい。

　西暦　1997　年　　5　月　　5　日生

Chance for Children 2011 エントリーシート
※3.太枠の中は、保護者様が記入していただいても結構です。　但し、太枠外は必ずクーポン利用希望者本人がご記入下さい。

小学生用

フリガナ ニホン　ハナコ 生年月日

氏　名

- 6 -



※個人情報に関しては当法人プライバシーポリシーに従い、厳重に管理いたします。 特定非営利活動法人BrainHumanity

【学校
がっこう

】

■あなたは学校
がっこう

と学校以外
がっこういがい

で、それぞれどのような勉強
べんきょう

をどんなふうにがんばっているか教
おし

えてください。

■あなたがいままでで一番
いちばん

がんばったことは何
なん

ですか？

■あなたは上
うえ

の質問
しつもん

で書
か

いたことを、どうしてがんばることができたのですか？

【学校以外
がっこういがい

】※お家
うち

での勉強や習い事
べんきょう　なら ごと

など

■あなたはなぜ勉強
べんきょう

することが必要
ひつよう

だと思
おも

いますか？

■あなたのことで知
し

っておいてほしいことについて、自由
じ ゆ う

に書
か

いてください。

- 7 -



特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー　

Chance for Children 御中

クーポン利用希望者氏名 日本　次郎

※個人情報に関しては当法人プライバシーポリシーに従い、厳重に管理いたします。 特定非営利活動法人BrainHumanity

■あなたの将来の夢を叶えるまでのプロセスについて、できるだけ詳しく教えてください。

  ■あなたの将来の夢について教えてください。

■将来の夢を叶えた後、あなたはさらに何をしたいと思いますか？

2011 年 　2　 月　14 　日

ニホン　ジロウ

中高生用

 TEL：0798 （ 12 ） 3456

住　所

フリガナ

日本　次郎

〒662-6767
兵庫県西宮市花町1-1　子どもハイツ101号

生年月日 　西暦　1994　年　　5　月　　5　日生

 ３月19日  11 時 ～ 15 時       (可能時間：10～17時)

 ３月20日  13 時 ～ 16 時       (可能時間：10～17時)

進学先
中学3年のみ記入 　兵庫県　立

学校名 　西宮市　立 夢見第一

 ３月16日  19 時 ～ 21 時       (可能時間：18～21時)

※１.記入日をご記入下さい。

■男　　□女年　齢 性　別

※2.生活保護受給証明書に記載された氏名をご記入下さい。

※3.太枠の中は、保護者様が記入していただいても結構です。　但し、太枠外は必ずクーポン利用希望者本人がご記入下さい。

Chance for Children 2011 エントリーシート

氏　名  15  歳

　3　年学年

※5.可能時間の中から都合の良い時間帯をご記入下さい。

■クーポンをどのように使いたいですか？

      （　　） 進学先未定
※5.進学先未定の場合、○をご記入下さい。

　　　 夢見　               　高校
※4.合格が決定している場合のみ、ご記入下さい。

面接可能
日時

 　■中学校   □高校
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※個人情報に関しては当法人プライバシーポリシーに従い、厳重に管理いたします。 特定非営利活動法人BrainHumanity

■あなたの自己アピール等あれば自由に書いてください。

③

■今あなたが自分を成長させるために、努力していることを教えてください。必ずしも3つ書く必要はありません。

■あなたがいままでで最も頑張ったと思えるエピソードを教えてください。

①

②

【学校以外】※家庭・塾等

■あなたはなぜそのことを頑張ることができたのかその理由を教えてください。

■あなたはなぜ勉強することが必要だと思いますか？

■あなたは学校と学校以外で、どのような勉強をどのくらい、どのような方法で頑張っていますか？

■上記で記入した「努力」は、あなたの将来にとってどのように役立つと思いますか？

【学校】
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クーポン利用希望者の応募を開始し

ます。対象者は小学1年生～高校3年

生の児童・生徒です。応募書類として

左記の書類を提出していただきます。

募集要項をご参照の上、書類をご用意

下さい。また募集人数は2名～4名で

すのであらかじめご了承下さい。

クーポン利用希望者の応募を開始し

ます。対象者は小学1年生～高校3年

生の児童・生徒です。応募書類として

左記の書類を提出していただきます。

募集要項をご参照の上、書類をご用意

下さい。また募集人数は2名～4名で

すのであらかじめご了承下さい。

資料請求・応募の締切は左記の通り

です。ご確認の上、お早めにお問い合

わせ・ご応募下さい。書類選考の結果

につきましては、郵送にて通知させて

いただきます。選考を通過された方に

は、面接選考のご案内もさせていただ

きます。

資料請求・応募の締切は左記の通り

です。ご確認の上、お早めにお問い合

わせ・ご応募下さい。書類選考の結果

につきましては、郵送にて通知させて

いただきます。選考を通過された方に

は、面接選考のご案内もさせていただ

きます。

2011年4月より、クーポンの利用

が可能です。随時、受けたい教育サー

ビスを受けることができます。将来の

目標や夢に向かい共に頑張っていきた

いと考えています。定期的に、大学生

と面談し進路・勉強等について相談す

ることができます。

2011年4月より、クーポンの利用

が可能です。随時、受けたい教育サー

ビスを受けることができます。将来の

目標や夢に向かい共に頑張っていきた

いと考えています。定期的に、大学生

と面談し進路・勉強等について相談す

ることができます。

左記の3日間が面接日です。面接日

時については、面接可能日時をエント

リーシートにご記入下さい。こちらで

調整させていただきます。また、会場

への保護者の同伴は可能です。面接選

考の結果につきましては、郵送にて通

知させていただきます。

左記の3日間が面接日です。面接日

時については、面接可能日時をエント

リーシートにご記入下さい。こちらで

調整させていただきます。また、会場

への保護者の同伴は可能です。面接選

考の結果につきましては、郵送にて通

知させていただきます。

今後の予定について

■2月

■4月

■3月
●資料請求締切

2月24日(木)
※メール：17:30 電話：18:00

●クーポン利用希望者応募締切
2月28日(月) ※18:00必着

●書類選考の結果通知発送
3月3日(木)

●資料請求締切
2月24日(木)
※メール：17:30 電話：18:00

●クーポン利用希望者応募締切
2月28日(月) ※18:00必着

●書類選考の結果通知発送
3月3日(木)

●面接実施日時
3月16日(水) 18時～21時
3月19日(土) 10時～17時
3月20日(日) 10時～17時

●最終選考の結果通知発送.
3月21日(月)

●面接実施日時
3月16日(水) 18時～21時
3月19日(土) 10時～17時
3月20日(日) 10時～17時

●最終選考の結果通知発送.
3月21日(月)

●クーポン利用希望者応募開始
2月1日(火)

《提出書類》
エントリーシート
生活保護世帯受給証明書

●クーポン利用希望者応募開始
2月1日(火)

《提出書類》
エントリーシート
生活保護世帯受給証明書

●クーポン利用期間開始
4月1日(金)

●クーポン利用期間終了
2012年3月末

●クーポン利用期間開始
4月1日(金)

●クーポン利用期間終了
2012年3月末
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